
 

◆2015年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）ラボチプロデュース「人の気も知らないで」（札幌） 

作・演出：横山拓也 

 

２）劇団アトリエ「半神」（札幌） 

原作・脚本：萩尾望都 脚本：野田秀樹 演出・脚色：小佐部明広 

 

３）岡崎藝術座「+51 アビアシオン, サンボルハ」（東京） 

作・演出：神里雄大 

 

４）劇団テアトロ・ゴドー「ハイイェン～ベトナムから来た花嫁」（韓国） 

作：ハン・ユンソプ 演出：パク・チャンジョ 

 

５）劇団竹「なまぬるい沼」（東京） 

作・演出：竹林林重郎 

 

６）MAM「PROOF－証明－」（札幌） 

原作：デヴィッド・オーバーン 翻訳：谷賢一 演出：増澤ノゾム 

 

７）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「オセロ―」（東京） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

８）じゃぱどら！！劇団清水企画「恋愛病患者」「兄の場合」「恋愛恐怖病」（札幌） 

作：菊池寛、岸田國士 演出：清水友陽 

 

９）じゃぱどら！！劇団千年王國「冒した者」（札幌） 

作：三好十郎 演出：橋口幸絵 

 

１０）うわの空・藤志郎一座「面白半分」（東京） 

作・演出：村木藤志郎 

 

１１）Theatre Ort「想稿・銀河鉄道の夜」（東京） 

作：北村想 演出：倉迫康史 

 

１２）yhs「室温～夜の音楽～」（札幌） 

作：ケラリーノ・サンドロヴィッチ 演出：南参 

 

１３）チェーホフ劇場「素晴らしい未来」（ロシア） 

作：プリヴァーロフ・ダニーラ 演出：ゾブニン・パーヴェル 

 



 

１４）プロジェクト・アイランド「アイランド－監獄島」（韓国） 

作：アソル・フガード 演出：ソ・ジヘ 

 

１５）札幌ハムプロジェクト「幕末サムライヌード」「さんたま」（札幌） 

脚本・演出：すがの公 

 

１６）笑の内閣「朝まで生ゴヅラ 2020」（京都） 

   作・演出：高間響 

 

 

 

◆2014年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）シアターカンパニー Ort-d.d（現・Theatre Ort）「想稿 銀河鉄道の夜」（東京） 

脚本：北村想 構成・演出：倉迫康史 

 

２）ELEVEN NINES PRESENTS ギャルソンモンケ「ALICE アリス」（札幌） 

作：ギャルソンモンケ 演出：ハタノユリエ 

 

３）実験演劇集団 風蝕異人街「THE BEE」（札幌） 

作：野田秀樹 演出：こしばきこう 

 

４）弦巻楽団「アンダー・ザ・レインボウ」（札幌） 

作・演出：弦巻啓太 

 

５）エンプロ「おちくぼ」（札幌） 

作・演出：遠藤雷太 

 

６）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「リア王」（東京） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

７）ユニット together again「父と暮らせば」（埼玉） 

作：井上ひさし 構成・演出：宇都宮裕三 

 

８）劇団アトリエ「学生ダイアリー ‘14」（札幌） 

作・演出：小佐部明広 

 

９）空飛ぶ猫☆魂「I LOVE LIFE」（東京） 

作・演出：西永貴文 

 

 



１０）プロジェクト・アイランド「アイランド－監獄島」（韓国） 

作：アソル・フガード 演出：ソ・ジヘ 

 

１１）劇団可変「王女メディア－無惨なメディアの詩」（韓国） 

原作：エウリピデス 芸術監督：ソン・ヒョンジョン 演出：イ・ソング 

 

１２）劇団赤い風「蛾と笹舟」（岩手） 

作：森 荘已池 演出：坂田裕一 

 

１３）札幌ハムプロジェクト「カラクリヌード」「サンタめん」（札幌）  

脚本・演出：すがの公 

 

１４）極東退屈道場「ガベコレ－garbage collection」（大阪） 

作・演出：林慎一郎 

 

１５）MAM「月ノツカイ－uoderground love song」（札幌） 

作・演出：増澤ノゾム 

 

１６）空晴「おしまいのしるし」（大阪） 

作・演出：岡部尚子 

 

 

 

◆2013年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）実験演劇集団 風蝕異人街「戦場のピクニック」（札幌） 

 作：フェルナンド・アラバール 構成・演出：こしば きこう 

 

２）劇団北芸「この道はいつか来た道」（釧路） 

作：別役実 演出：加藤直樹 

 

３）極東退屈道場「サブウェイ」列島縦断延伸ツアー（大阪） 

作・演出：林慎一郎 

 

４）札幌座「ブレーメンの自由」（札幌） 

  作：ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー 翻訳：渋谷哲也 演出：弦巻啓太 

 

５）札幌座「霜月小夜曲」（札幌） 

  作・演出：斎藤歩 

 

６）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「じゃじゃ馬ならし」（東京） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 



 

７）パセリス「なんでもゆるしてあげる」（東京） 

   作・演出：佐々木拓也 

 

８）劇団フライングステージ「OUR TOWN わが町 新宿 2丁目」（東京） 

作・演出：関根信一 

 

９）空飛ぶ猫☆魂「ミエナイ家族のハロー・マイ・ゴースト」（東京） 

作・演出：西永貴文 

 

１０）じゃぱどら！！劇団回帰線「最後の伝令」（札幌） 

作：菊谷栄 演出：西脇秀之 

 

１１）劇団視線「嬖姫（ペヒ）～王子を愛した 2人目の后～」（韓国） 

作・演出：ホン・ランジュ 

 

１２）じゃぱどら！！WATER33‐39「友達」（札幌） 

作：安部公房 演出：清水友陽 

 

１３）チェーホフ劇場「私の人生」（ロシア） 

原作：アントン・チェーホフ 脚色・演出：ヴァチェスラフ・トィシューック 

 

１４）札幌ハムプロジェクト「パレパーレ星の新しい生き物」「ピノチオのひげ」（札幌） 

作・演出：すがの公 

 

１５）劇団 怪獣無法地帯「必剣！花の影」（札幌） 

作・演出：棚田満 

 

１６）札幌座「ダニーと紺碧の海」（札幌） 

脚本：ジョン・パトリック・シャンリィ 翻訳：鈴木小百合 演出：橋口幸絵 

 

１７）笑の内閣「ツレがウヨになりまして。」（京都） 

作・演出：高間響 

 

１８）劇団アトリエ「ピータァ・フック」（札幌） 

作・演出：小佐部明広 

 

１９）劇団東京乾電池「そして誰もいなくなった～ゴドーを待つ十人のインディアン」（東京） 

作：別役実 演出：柄本明 

 

 

 



◆2012年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）弦巻楽団「神の子供達はみな遊ぶ」（札幌） 

作・演出：弦巻啓太 

 

２）劇団アトリエ「学生ダイアリー」（札幌） 

作・演出：小佐部明広 

  

３）アマヤドリ「幸せはいつも小さくて東京はそれよりも大きい」（東京） 

作・演出：広田淳一 

 

４）sons wo「めいしゃ」（東京） 

  作・演出：カゲヤマ気象台 

 

５）札幌座「アンダンテ・カンタービレ～歩く速さで歌うように～」（札幌） 

  作・演出：斎藤歩 

 

６）札幌座「瀕死の王さま」（札幌） 

  作：ウジェーヌ・イヨネスコ 翻訳：大久保輝臣 脚色・演出：斎藤歩 

 

７）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「尺には尺を」（東京） 

  原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

８）笑の内閣「非実在少女のるてちゃん」（京都） 

  作・演出：高間響 

 

９）海流座 「父歸る」「二十二夜待ち」（東京） 

  作：菊池寛、木下順二 演出：米倉斉可年 

 

１０）ナイスコンプレックス「ゲズントハイト～お元気で～」（東京） 

   作・演出：キムラ真 

  

１１）劇団十年後「蝶、飛ぶ」（韓国） 

   作：コ・ドンヒ 演出：ソン・ヨンイル 

 

１２）実験演劇集団 風蝕異人街「水の駅～孵化する女たち～」（札幌） 

   作：太田省吾 構成・演出：こしばきこう 

 

１３）赤星マサノリ×坂口修一 二人芝居「貧乏ネ申」－The Poor Zombies－（大阪） 

   原作：小佐田定雄 翻案・脚本：角ひろみ 演出：山浦徹 

 

 



１４）札幌座「デイヴィッド・コパフィールド」（札幌） 

   作：チャールズ・ディケンズ 構成・演出：清水友陽 

 

１５）じゃぱどら！！WATER33－39「少女仮面」（札幌） 

   作：唐十郎 演出：清水友陽 

 

１６）じゃぱどら！！イレブン☆ナイン「命を弄ぶ男ふたり」（札幌） 

   作：岸田國士 演出：納谷真大 

 

１７）札幌座「冬のバイエル」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１８）札幌座「春の夜想曲～菖蒲池の団欒～」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１９）RAWWORKS「prayer/s」（長崎） 

   作・演出：永山智行 

 

２０）シアターカンパニーOrt‐d.d「わが友ヒットラー」（東京） 

   作：三島由紀夫 演出：倉迫康史 

 

２１）劇団東京乾電池「寿歌」（東京） 

   作：北村想 演出：柄本明 

 

 

 

◆2011年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）mtu／watu「Timbu/Ctoo」（東京・札幌） 

作・演出：山下澄人 

 

２）男肉 du Soleil「Jのとなりのオニク」（大阪） 

団長：池浦さだ夢 

 

３）弦巻楽団「スウィートソウル」（札幌） 

作・演出：弦巻啓太 

 

４）実験演劇集団 風蝕異人街「ザ・ダイバー」（札幌） 

作：野田秀樹 演出：こしばきこう 

  

５）赤星マサノリ×坂口修一 二人芝居「男亡者の泣きぬるところ」（大阪） 

脚本：ごまのはえ 演出：山浦徹 



 

６）MCR「櫻井さん」（東京） 

作・演出：櫻井智也 

 

７）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「テンペスト」（東京） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

８）劇団フライングステージ「ハッピージャーニー」（札幌） 

作・演出：関根信一 

  

９）劇団新波「明日へのレクイエム」（山口） 

作・演出：赤松美花 

 

１０）yhs「忘れたいのに思い出せない」（札幌） 

   作・演出：南参 

 

１１）弦巻楽団「テンプテイション」（札幌） 

   作・演出：弦巻啓太 

 

１２）TPS（現・札幌座）「霜月小夜曲」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１３）ナイスコンプレックス「ナイスコンプレックス」（東京） 

   作・演出：キムラ真 

  

１４）世田谷シルク「渡り鳥の信号待ち」（東京） 

   作・演出：堀川炎 

 

１５）TPS（現・札幌座）「亀、もしくは・・・。」（札幌） 

   原作：カリンティ・フリジェシュ 翻訳：岩崎悦子 脚色・演出：斎藤歩 

 

１６）じゃぱどら！！イレブン☆ナイン「命を弄ぶ男ふたり」（札幌） 

   作：岸田國士 演出：納谷真大 

 

１７）じゃぱどら！！WATER33‐39「天守物語」（札幌） 

   作：泉鏡花 演出：清水友陽 

  

 

 

 

 

 



◆2010年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）弦巻楽団「EQUINOX」（札幌） 

作・演出：弦巻啓太 

 

２）WATER33‐39「もくもくのいとま」（札幌） 

作・演出：清水友陽 

 

３）yhs「忘れたいのに思い出せない」（札幌） 

作・演出：南参 

 

４）TPS（現・札幌座）「ペール・ギュント」（札幌） 

原作：ヘンリック・イプセン 訳：楠山正雄 構成・演出：斎藤歩 

  

５）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「夏の夜の夢」（東京） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

６）ツルマキ・アーケストラ！！！「間奏曲」（札幌） 

作：ジャン・ジロドゥ 潤色・演出：弦巻啓太 

  

７）実験演劇集団 風蝕異人街「女中たち」（札幌） 

作：ジャン・ジュネ 演出：こしばきこう 

 

８）ハムプロジェクト「かっこいい宇宙人のぼく」（札幌） 

作・演出：すがの公  

 

９）yhs「しんじゃうおへや」（札幌） 

作・演出：南参  

 

１０）FICTION「ボノボ」（東京） 

   作・演出：山下澄人 

 

１１）弦巻楽団「音楽になってくれないか」（札幌） 

   作・演出：弦巻啓太 

  

１２）パムンサ／PROJECT TEAM TWODAY「その島での生存方式」（韓国） 

   作・演出：キム・ジヨン 

 

１３）TPS（現・札幌座）「クリスマス・キャロル」（札幌） 

   原作：チャールズ・ディケンズ 構成・演出：清水友陽 

 

 



１４）土田英順 演奏会「ＺＯＯで聴くチェロの物語Ⅳ」（札幌）  

 

１５）弦巻楽団若手つるっとプロデュース 演劇ユニットブレブレイン「真夏の夜の夢に魅せられて」（札幌） 

   作・演出：坂本竜一 

 

１６）じゃぱどら！！劇団回帰線「国語事件殺人辞典」（札幌） 

   作：井上ひさし 演出：西脇秀之  

 

１７）じゃぱどら！！WATER33‐39「犬は鎖に繋ぐべからず」（札幌） 

   作：岸田國士 演出：清水友陽 

 

１８）劇団東京乾電池「煙草の害について」（東京） 

   作：アントン・チェーホフ 演出：柄本明 

 

 

 

◆2009年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）柿喰う客「恋人としては無理」（東京） 

作・演出：中屋敷法仁 

 

２）弦巻楽団「神の子供たちはみな遊ぶ」（札幌） 

作・演出：弦巻啓太 

  

３）劇団演研「思い出せない夢のいくつか」（帯広） 

作：平田オリザ 演出：片寄晴則 

 

４）愚安亭遊佐ひとり芝居「人生一発勝負」（新潟） 

原作：松橋勇蔵 脚色・構成・演出：結純子 

 

５）tps小文字で大作シリーズ「椅子」（札幌） 

作：ウジェーヌ・イヨネスコ 翻訳：安堂信也 演出：斎藤歩 

 

６）yhs「しんじゃうおへや」（札幌） 

作・演出：南参  

 

７）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳『ペリクリーズ』（東京） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

８）弦巻楽団「こんにちは、母さん」（札幌） 

作：永井愛 演出：弦巻啓太 

 



 

９）土田英順 夏の演奏会「ZOOで聴くチェロの物語Ⅲ」（札幌）  

 

１０）FICTION「ディンドンガー」（東京） 

   作・演出：山下澄人 

 

１１）TPS（現・札幌座）「冬のバイエル」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩  

 

１２）ザ・ビエル座 「ツギ・ハギ・チョウチョ」（札幌） 

   脚本・演出：雨夜秀興 

 

１３）弘前劇場「アグリカルチャー」（青森） 

   作・演出：長谷川孝治 

 

１４）弦巻楽団「十二月組曲」（札幌） 

   作・演出：弦巻啓太 

 

１５）札幌ハムプロジェクト「カラクリヌード～わたしは、わたしを改造スル～」（札幌） 

   作・演出：すがの公 

 

１６）劇団東京乾電池「コーヒー入門」（東京） 

   作：加藤一浩 演出：柄本明 

 

１７）笑の内閣「THE SCHOOL OF THE RINGS road to Abashiri」（京都） 

   作・演出：高間響 

 

１８）TPS（現・札幌座）「春の夜想曲～菖蒲池の団欒～」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１９）The United Collaboration「CRIME～芥川龍之介「藪の中」より」（札幌） 

   演出：甲斐大輔 構成・脚色・演出補：高橋千尋 

 

 

 

◆2008年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）劇団北芸「棲家」（釧路） 

作：大田省吾 演出：加藤直樹 

 

２）劇団 SKグループ「使わなければダメになる」（札幌） 

作・演出：すがの公 



 

３）実験演劇集団 風蝕異人街「永遠－ＰＡＲＴ１．－彼女」（札幌） 

作：岸田理生 構成・演出：こしばきこう 

 

４）劇団東京乾電池「授業」（東京） 

作：ウジェーヌ・イヨネスコ 演出：柄本明 

 

５）yhs「ジョウジマイケル物語」（札幌）  

作・演出：南参 

 

６）tps小文字で大作シリーズ「椅子」（札幌） 

作：ウジェーヌ・イヨネスコ 翻訳：安堂信也 演出：斎藤歩 

 

７）Real I's Production「最終便」（札幌） 

作：島崎友樹 演出：じゅうどうげんき 

  

８）土田英順 夏の演奏会「ZOOで聴く チェロの物語Ⅱ」（札幌） 

 

９）愚安亭遊佐ひとり芝居「百年語り」（新潟） 

作・演出：松橋勇蔵 

 

１０）FICTION「しんせかい」（東京） 

   作・演出：山下澄人  

 

１１）NPO法人豊水西創成文化まちづくり倶楽部「長めの散歩」（札幌） 

   作：藤川志朗 演出：齊藤雅彰 

 

１２）劇団 SKグループ「That’s That これでおしまい」（札幌） 

   作・演出：すがの公 

  

１３）弘前劇場「いつか見る青い空」（青森） 

   作・演出：長谷川孝治 

 

１４）TPS（現・札幌座）「秋のソナチネ」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１５）弦巻楽団「子供のように話したい」（札幌） 

   作・演出：弦巻啓太 

 

１６）劇団遊劇社小作品集〔アンソロジー〕『ソウ』（札幌） 

   構成・演出：小林テルヲ 

 



１７）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「アントニーとクレオパトラ」（東京）  

   原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

１８）劇団 SKグループ「アイドゥーアイドゥー」（札幌） 

   作・演出：すがの公 

 

１９）AND「炎天下くらいハレとケ」（札幌） 

   作・演出：亀井健 

 

２０）TPS（現・札幌座）「魔法」（札幌） 

   作・演出：弦巻啓太 

 

２１）亀吉社中「探偵の夜明け～Dawn of the Dick～」(札幌) 

   作・演出：村上孝弘 

 

 

 

◆2007年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）演劇空間 JAM House「五月の風」（札幌） 

作・演出：岩本幸治 

 

２）劇団 SKグループ「桜襲～さくらがさね～」（札幌） 

作・演出：すがの公 

 

３）弘前劇場「冬の入口」（青森） 

作・演出：長谷川孝治 

 

４）愚安亭遊佐ひとり芝居「人生一発勝負」（新潟） 

作・演出：松橋勇蔵 

 

５）劇団東京乾電池「小さな家と五人の紳士」（東京） 

作：別役実 演出：柄本明 

 

６）ハムプロジェクト「FAKE！～わかってんだけどね。～」（札幌） 

作・演出：すがの公 

 

７）FICTION「石のうら」（東京） 

作・演出：山下澄人 

 

８）TPS（現・札幌座）「西線 11条のアリア」（札幌） 

作・演出：斎藤歩 



 

９）劇団 SKグループ内全国公演ちびユニット skc「サンタのひげ」（札幌） 

作・演出：すがの公 

 

１０）劇工舎ルート「舞え舞えかたつむり」（旭川） 

   作：別役実 演出：宮崎義人 

 

１１）劇団新劇場「高き彼物（かのもの）」（札幌） 

   作：マキノノゾミ 演出：山根義昭 

 

１２）劇団 SKグループ「ミスキャスト！」（札幌） 

   作・演出：すがの公 

 

１３）劇団青羽「足跡のなかで」（韓国） 

   作：コ・ヨノク 演出：キム・カンボ 

 

１４）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「冬物語」（東京） 

   原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

１５）yhs「逃げろ／にっちもさっちも」（札幌） 

   作：南参、川口大樹 演出：南参 

 

１６）弦巻楽団「エブリシング・マスト・ゴー」（札幌） 

   作・演出：弦巻啓太 

 

１７）TPS（現・札幌座）「春の夜想曲～菖蒲池の団欒～」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

  

 

◆2006年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）渡辺源四郎商店「夜の行進」（青森） 

作・演出：畑澤聖悟 

 

２）ハムプロジェクト「ノーマルコメディー～幸せになれる笑い方～」（札幌） 

作・演出：すがの公 

 

３）偉人舞台「ＨＥＲＯ」（東京） 

  作・演出：我孫子令 

 

 



４）劇団演研「夫婦善哉」（帯広） 

  作：平田オリザ 演出：片寄晴則 

 

５）音座・風「音座・風コンサート」（札幌） 

  

６）楠美津香のひとりシェイクスピア 超訳「十二夜」（東京） 

  原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：楠美津香 

 

７）TPS（現・札幌座）「北緯 43°のワーニャ」（札幌） 

  作：アントン・チェーホフ 演出：斎藤歩 

 

８）愚安亭遊佐ひとり芝居「こころに海をもつ男」（新潟） 

  作・演出：松橋勇蔵 

 

９）ハムプロジェクト「Real Life スキカモサッポロ」（札幌） 

  脚本・演出：桂川さや 

 

１０）TPS（現・札幌座）「レモンソーダと姉の声」（札幌） 

   作・演出：北川徹 

 

１１）実験演劇集団 風蝕異人街「贋作 寺山修司～身毒丸～」（札幌） 

   原作：寺山修司 構成・演出：こしばきこう 

 

１２）弘前劇場「夏の匂い」（青森） 

   作・演出：長谷川孝治 

 

１３）TPS（現・札幌座）「アンダンテ・カンタービレ～歩く速さで歌うように～」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１４）イレブン☆ナイン「EASY LIAR」（富良野） 

   作：納谷真大 演出：久保隆徳 

 

１５）劇団 SKグループ「B計画～ビー・プラン 彼の住む星～」（札幌） 

   作・演出：すがの公 

 

１６）Fiction「『はえ』と云ふ名の店」（東京） 

   作・演出：山下澄人 

 

１７）どもプロデュース「父と暮らせば」（江別） 

   作：井上ひさし 演出：安念智康 

 

 



１８）アルカサーブとそのグループムスタヒールアリス「バグダッドの夢」（イラク） 

   作・演出：アルカサーブ 

 

１９）箔紐夢劇場「廃園」（札幌） 

  作・演出：桐田郁 

 

２０）劇団東京乾電池「長屋紳士録」（東京） 

 脚本：小津安二郎・池田忠雄 演出：柄本明 

 

２１）TPS（現・札幌座）「虹と雪のバラード」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

  

 

 

◆2005年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）劇団東京乾電池「長屋紳士録」（東京） 

脚本：小津安二郎・池田忠雄 演出：柄本明 

 

２）Theater・ラグ・203「折り紙」（札幌） 

作・演出：村松幹男 

 

３）琵琶と影絵の会「さるかに合戦」「一寸法師」「かっぱの目玉」（札幌）  

 

４）劇工舎ルート「薔薇十字団渋谷組」（旭川）  

  作：清水邦男 演出：伊藤裕幸 

 

５）イレブン☆ナイン「エンギデモナイ」（富良野）  

  脚本・演出：納谷真大 

 

６）実験演劇集団風蝕異人街「サロメ」（札幌）  

  作：オスカー・ワイルド 演出：こしばきこう 

 

７）TPS（現・札幌座）「銀河鐡道ノ夜」（札幌） 

  作：宮沢賢治 演出：北川徹 

 

８）箔紐夢劇場「夜伽ノ子守唄」（札幌） 

  脚本・演出：桐田郁  

 

９）TPS（現・札幌座）「亀、もしくは・・・。」（札幌） 

  原作：カリンティ・フリジェシュ 翻訳：岩崎悦子 脚色・演出：斎藤歩 

 



 

１０）弘前劇場『FRAGMENT「F.+2」「刻印」』（青森） 

   作・演出：長谷川孝治 

 

１１）劇団 SKグループ「エキセントリック・ショートケーキ～甘すぎなくておいしい～」（札幌） 

   作・演出：すがの公 

 

１２）青年団「ヤルタ会談」「忠臣蔵・OL編」（東京） 

   作・演出：平田オリザ 

 

１３）劇団新劇場「ら抜きの殺意」（札幌） 

   作：永井愛 演出：山根義昭 

 

１４）TPS（現・札幌座）「西線 11条のアリア」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１５）Theater・ラグ・203「Bee hive」（札幌） 

   作・演出：村松幹男 

 

１６）劇団 SKグループ「再演 A。」（札幌） 

   作・演出：すがの公 

 

１７）箔紐夢劇場「カレイド・テレイド」（札幌） 

   脚本・演出：桐田郁 

 

１８）劇団極「冬の大三角形」（札幌） 

   作：橋本一兵 演出：滝沢修 

 

 

 

◆2004年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）劇団東京乾電池「夏の夜の夢」（東京） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：柄本明 

 

２）即興組合「魁（さきがけ）」（札幌） 

 

３）TPS（現・札幌座）「アンダンテ・カンタービレ～歩く速さで歌うように～」（札幌） 

作・演出：斎藤歩 

 

４）劇団北芸「この道はいつか来た道」（釧路） 

  作：別役実 演出：加藤直樹 



 

５）実験演劇集団 風蝕異人街 「授業」（札幌） 

  原作：ウジェーヌ・イヨネスコ 演出：こしばきこう 

 

６）劇団 SKグループ「re-sex」（札幌）  

  作・演出：すがの公 

 

７）TPS（現・札幌座）「十二夜」（札幌） 

  原作：ウィリアム・シェイクスピア 演出：木野花 

 

８）劇団新劇場「貧乏物語」（札幌）  

  作：井上ひさし 演出：多海本泰男 

 

９）TPS（現・札幌座）「さよなら日曜日」（札幌） 

  作・演出：北川徹 

 

１０）劇団東風「Go Die Go」（釧路） 

   作・演出：劇団東風 

 

１１）劇団極「幻日－ゲンジツ－」（札幌）  

   作・演出：滝沢修 

 

１２）劇団新劇場「キネマの天地」（札幌） 

   作：井上ひさし 演出：山根義昭 

 

１３）TPS（現・札幌座）「冬のバイエル」（札幌） 

   作・演出：斎藤歩 

 

１４）劇団 SKグループ「masterpiece～キミは、ボクの最高傑作。」（札幌）  

   作・演出：すがの公 

 

１５）劇団北芸「受付」（釧路）  

   作：別役実 演出：加藤直樹 

 

１６）即興組合「殿（しんがり）」（札幌）  

 

１７）劇団極「星の砂漠」（札幌） 

   作：橋本修一 演出：滝沢修 

   

１８）劇団東風「カニバケツ～地獄は克服できる～」（釧路） 

   構成：劇団東風 

  



１９）実験演劇集団 風蝕異人街「受苦の木」（札幌）   

   原作：原子修 構成・演出：こしばきこう 

 

 

 

◆2003年度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１）TPS（現・札幌座）「星の王子さま」（札幌） 

作：寺山修司 演出：橋口幸絵 

 

２）劇団新劇場「見果てぬ夢」（札幌） 

作：堤泰之 演出：山根義昭 

 

３）高木孔美子 朗読劇「観音力疾走」（札幌） 

原作：高橋揆一郎 脚色・演出：斎藤歩 

 

４）実験演劇集団 風蝕異人街「花粉航海～孵化する夜に、記憶の迷路が開く～」（札幌） 

原作：寺山修司 潤色・演出：こしばきこう 

 

５）劇団極 セロリコ「シェルター」（札幌） 

作：北村想 演出：滝沢修 

 

６）劇団東京乾電池「授業」（東京） 

作：ウジェーヌ・イヨネスコ 翻訳：安堂信也 演出：柄本明 

 

７）TPS＋文学座「亀、もしくは・・・。」（札幌） 

原作：カリンティ・フリジェシュ 脚色・演出：斎藤歩 

 

８）劇団極 セロリコ「死体のある風景」（札幌） 

作：別役実 演出：滝沢修 

 

９）実験演劇集団 風蝕異人街 縄文肉体詩劇「狗～赤き櫛に梳かれて果てよ 黒髪の闇～」（札幌） 

  作：原子修 演出：こしばきこう 

 

１０）TPS（現・札幌座）「冬物語」（札幌） 

原作：ウィリアム・シェイクスピア 翻訳：松岡和子 演出：斎藤歩 

 

１１）劇団新劇場「キネマの天地」（札幌） 

作：井上ひさし 演出：多海本泰男 


