
俳優、演出家。流山児★事務所所属。2000年9
月より1年間、文化庁在外研修員としてカナダ留
学。帰国後「若手演出家コンクール2001」で最
優秀演出家賞を受賞。俳優の持ち味を生かし
た、緻密でテンポのある演出に定評がある。主な
演出作品に『夢謡話浮世寝問』  『標的家族！』
『7ストーリーズ』『桜の園』『ピアフ～私は何も後
悔しない～』など。日本演出者協会常務理事。

小林 七緒
Nanao Kobayashi

館　　宗　武

日本演出者協会は演劇の人材育成、振興の一環として、国内外で活躍する演出家や俳優を招き短期集中的
にセミナーやワークショップを日本各地で開催しています。演劇を創り、勉強し、語り合うプログラムを実施し
発表会などを行います。演劇の幅広さと奥深さを体験できる機会です。

演劇大学とは

函館は今年、3年開催の3年目。集大成の年にあたります。
演劇に興味を持つ人には、その面白さをより深く。真剣に学びたいけど学ぶ場がないという人は、
この期間に食らいつけるだけ食らいついて。見て、聞いて、体験して、カベにぶちあたって、
みんなのチカラを借りて乗り越えて。1年分くらいの濃厚な時間をグワッと圧縮した7日間です。

開催にあたって
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子ども演劇体験講座
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がっつり演劇体験講座
講師：シライケイタ

■定　員／10名程度 
■参加料／一般 6,000円   学生 3,000円

演劇大学 Menu 開催期間：2018年10月29日（月）～11月4日（日）

本開催に先がけて、プロの演出家の指導のもと「舞台で
演じる」ということと向き合う1週間！参加者の皆さんは
役者・演出家として、舞台づくりをがっつり体験します！

①10月29日  19:00～21:30（青年センター）
②10月30日  19:00～21:30（青年センター）
③10月31日  19:00～21:30（青年センター）
④11月   1日  19:00～21:30（青年センター）
⑤11月   2日  18:00～21:30（函館アリーナ）
⑥11月   3日  10:00～21:00（函館アリーナ）
⑦11月   4日  10:00～16:00（函館アリーナ）

舞台体験講座

舞台体験講座がっつり演劇体験講座

講師：小林 七緒

■定　員／20名程度 
■参加料／一般 3,000円   学生 1,500円

未経験の方、なんの知識もないけど舞台に立ってみた
い方、新しいことに挑戦してみたい方、誰でもウェルカ
ム！イチから「演劇づくり」を体験する講座です。

①11月  2日  18:00～21:30（函館アリーナ）
②11月  3日  10:00～21:00（函館アリーナ）
③11月  4日  10:00～16:00（函館アリーナ）

戯曲講座
講師：平塚 直隆

■定　員／20名程度 
■参加料／一般 3,000円   学生 1,500円

あるテーマに沿って戯曲を書いてみることに挑戦。
劇作・演出の両方をこなすプロのアドバイスを受けま
す。とにかくみっちり、書きまくる3日間！

発声講座
講師：西村 洋一

■定 員／20名程度 
■参加料／一般 1,500円   学生 1,000円

ロシアで演出と演技を学んできたエキスパートを講師に
お迎えし、本格的なものから日常でも役立つものまで、発
声について学びます。

①11月  2日  18:00～21:30（函館アリーナ）
②11月  3日  10:00～21:00（函館アリーナ）
③11月  4日  10:00～16:00（函館アリーナ）

朗読講座
講師：和田 喜夫

■定 員／20名程度 
■参加料／一般 1,500円   学生 1,000円

リーディング、読み聞かせなど最近人気のある「朗読」。今
回は、楽しく身体を動かしながら戯曲を読んでみることに
挑戦してみます。

シライケイタ
Keita Shirai

劇作家・演出家・俳優。2005年「オイスターズ」結
成。以降全ての作・演出を担当。ライトでドライな
不条理系会話劇を得意にしている。2009年『はだ
か道』第４回仙台劇のまち戯曲賞大賞、2010年
『トラックメロウ』第16回劇作家協会新人戯曲賞
最優秀賞、2012年『豆』第12回ＡＡＦ戯曲賞受
賞。演出家としても若手演出家コンクール2010
優秀賞、2011最優秀賞。『ここはカナダじゃない』
第61回岸田國士戯曲賞最終候補。

平塚 直隆
Naotaka Hiratsuka

戯曲講座

1996年よりロシア国立サンクトペテルブルグ演
劇大学の演出科で、演出と演技を学ぶ。2001年
に5年間の課程を修了して卒業。帰国後は、演出や
俳優トレーニングを行なう。俳優トレーニングの内
容は、スタニスラフスキー・システムに基づいた、演
技やボイストレーニング、身体訓練など。ロシアの
クルガン人形劇場「ガリバー」で演出した『かぐや
姫』は、2016年にロシア最大の舞台芸術賞である
「黄金のマスク」賞にノミネートされた。

温泉ドラゴン代表。桐朋学園芸術短期大学演劇専攻在学
中に蜷川幸雄演出の『ロミオとジュリエット』パリス役で俳
優デビュー。2011年より劇作と演出を開始。温泉ドラゴン
の座付き作家・演出家として数々の作品を発表。劇団以外
での演出や脚本提供も多い。生と死を見つめた骨太な作
品作りが特徴。「若手演出家コンクール2013」において優
秀賞と観客賞。2015年韓国の密陽国際演劇祭において
『birth』が戯曲賞。第25回読売演劇大賞において杉村春
子賞。2018年度よりセゾン文化財団シニアフェロー。

西村 洋一
Youichi Nishimura

発声講座

1951年山口県下関生まれ。早稲田大学在学中よ
り演出を始める。1982年から11年間、劇作家・岸
田理生との共同作業を続け、92年オーストラリア
のアデレード国際演劇祭で『糸地獄』を上演。
2001年よりオーストラリアやカナダの先住民の
劇作家との共同作業を始める。また「在日」の演劇
人との共同作業も多い。『居留地姉妹』『ウィンドミ
ル・ベイビー』など。演劇企画集団 楽天団代表。日
本演出者協会理事。

和田 喜夫
Yoshio Wada

朗読講座／演劇のススメ講座

1961年、埼玉県飯能市生まれ。早稲田大学第一
文学部文芸専攻を卒業後、埼玉県立日高高校に
国語科教諭として赴任。1985年に演劇集団キャ
ラメルボックスを旗揚げ。以来31年間、ほとんどの
作品の脚本と演出を手がける。並行して、テレビや
ラジオのドラマを執筆し、早稲田大学や桜美林大
学などで非常勤講師を勤める。代表作は、『銀河旋
律』『広くてすてきな宇宙じゃないか』『ナツヤスミ
語辞典』など。

成井　豊
Yutaka Narui

高校生演劇講座

国立音楽大学リトミック専修卒業。演劇ユニット
思考動物主宰。2008年「ギィ・フォワシイ演劇コ
ンクール」にて最優秀賞受賞。小中学校、特別支
援学級、不登校自立支援施設などでのワーク
ショップ多数。劇作・作曲・演出を手がけた音楽劇
『ルルコのおはなし』は、劇場や施設、小学校等で
再演を繰り返す。コミュニティラジオ局「FMひがし
くるめ」パーソナリティ。

前嶋 のの
Nono Maejima

子ども演劇体験講座／子どもと楽しむ演劇講座

11：00～12：00 未就学～低学年
14：00～16：00 高学年～中学生

11月  3日  13:00～20:00（函館アリーナ）

11月4日（日） 函館アリーナ 16:30～　

地元の演劇を
考える！

子ども演劇体験講座
講師：前嶋 のの

■定 員／20名程度 ■参加料／500円  

小学生以下のお子さんと、演劇の要素を使いながらたくさん遊ん
じゃいます！学校や児童館では得られない体験を、演劇大学で！

11月  3日（函館アリーナ）

11月  4日  10:00～16:00（函館アリーナ）

演劇のススメ講座
講師：和田 喜夫

■定 員／20名程度 
■参加料／無料

「演劇」にまつわる全般、取り組むうえで大切な意識、日々
の稽古で大切なことなどを教わりつつ、日頃の課題や疑
問について、なんでも聞ける講座です。

11月  2日  18:00～21:30（函館アリーナ）

子どもと楽しむ演劇講座
講師：前嶋 のの

■定 員／20名程度 
■参加料／一般 1,500円   学生 1,000円

演劇やリトミックの要素を使った様々なエクササイズを
実践しながら、子どもの表現力、発想力を引き出す方法に
ついて考える講座です。

11月  3日  18:00～21:00（函館アリーナ）

高校生演劇講座
講師：成井 豊

■定 員／20名程度 
■参加料／無料

演劇部員でも、学校に演劇部がない！という人でも、舞台
に興味のある高校生は全員集合！学校も学年も関係な
く、演劇づくりを体験します！

11月  4日  10:00～16:00（函館アリーナ）

〇未就学児～小学校低学年 11:00～12:00
〇3年生以上の小学生～中学生 14:00～16:00

※保護者の方の見学・参加なども可能です、詳細お問い合わせください。

函館で演劇をやっている人、観る人、やってみたい人、観たことがない人。いろいろな人
が集まるこの機会に、プロの先生方も交えて函館演劇について語り合います。

がっつり演劇体験・舞台体験・戯曲と、3日以上開催の講座について、成果の発表を行います。
どなたでも観覧無料です、お気軽にお越しください！

成果発表会

11月4日（日） 函館アリーナ 18:00～【参加無料】　シンポジウム～「函館演劇のこれから」について～

演劇大学in函館2018 実行委員長
（演劇ユニット41×46主宰）

成果発表会あり 成果発表会あり 成果発表会あり

参加講師／小林 七緒、シライ ケイタ、平塚 直隆、西村 洋一、和田 喜夫


