平成３０年度演劇ワークショップ

講師紹介
立山ひろみ （たてやま ひろみ）
1979 年、宮崎県宮崎市佐土原町出身。劇作家、演出家。
パフォーマンス演劇ユニット「ニグリノーダ」主宰。大学卒業後、劇
団黒テントに所属し、演出デビュー。同劇団を退団後、自身のユニッ
トを立ち上げ、言葉に偏らず、身体表現、音楽等、舞台芸術の要素一
つ一つをセリフと等価値に扱い、表現の可能性を模索。他カンパニーの依頼で、劇作、演出をす
ること多数。主な作品にオペラシアターこんにゃく座オペラ『おぐりとてるて 〜説経節「小栗
判官照手姫」より〜』、劇団うりんこ『アリス』、デフ・パペットシアター・ひとみ『河の童―か
わのわっぱ―』など。埼玉県富士見市の劇場、キラリ☆ふじみでは、４年間市民による、キラリ
☆かげき団のオペラ演出を担当。その他いろいろな地域でワークショップなども行う。
2015 年 10 月に宮崎県立芸術劇場演劇ディレクターに就任。
※ほかにも、様々な講師を予定しています。詳細は随時劇場ホームページ等でお知らせします。
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＜平成３０年度 「アートな学び舎」 申込書＞

年

はじめまして。「アートな学び舎」メイン講師の立山ひろみです。
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「舞台に興味はあるけど、とっかかりがわからない、、、」
「舞台の台本のことをもっと詳しく知りたい！」
そんなあなたの気持ちに応える 学び舎 が、今年もはじまります！
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経験は問いません。「一日だけの “学び舎” 体験」もお楽しみに♪
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立山ひろみ

－

電話または携帯番号

保護者の承認

申込を承認します。

（高校生の場合）

保護者氏名

しっかり学びたい方向け！＜連続講座＞

Ｅメール

㊞

応募コース （ご希望のコースに○をつけてください）

（入門編 全 10 回・実践編 全 16 回）

申込者との
続柄

※①および②の同時受講はご遠慮ください。

どうぞお気軽に
ご参加ください！

（全 6 回）

①「舞台に立っちゃう！ 2018」 （a・b・c のいずれか）
a. 通し受講 （全 26 回）

b. 入門編のみ （全 10 回）

一回限りの体験講座！＜単独型＞

c. 実践編のみ （全 16 回）

②「戯曲を読み解く！ 2018」
応募動機

活動や演劇に関する経験があればご記入ください。

平成 29 年度 アートな学び舎
「舞台に立っちゃう！ 2017」発表公演
『葉桜・紙風船』

< 主催 >

平成 29 年度 アートな学び舎
「戯曲を読み解く！ 2017」講座風景

< 助成 >

平成 30 年度文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業)
独立行政法人日本芸術文化振興会

舞台に立っちゃう！ 2018

日程
日程

入門編（全10回）

実践編（全16回）

舞台芸術に関する基礎的な知識を体験しながら学びま

全16回の講座を経て、試演会の上演を目指す実践型

す。照明・音響などのテクニカルスタッフの体験や、

の講座です。試演会の出演者は受講生のみなさん！メ

す。舞台芸術に興味はあるけど、何から始めたらいい

劇ディレクターの立山ひろみです。初心者の方はもち

ダンサー、俳優によるワークショップなどがありま

かわからない！そんなあなたにオススメの講座です。

【応募条件】

県内在住の高校生以上の方（年齢は問いません）。
演劇経験不問！
原則として全日程に参加できる方。

イン講師は、劇作家・演出家として活動する当劇場演
ろん、すでに舞台芸術の分野で活動をしている方にも
オススメしたい講座です。

【応募条件】

県内在住の高校生以上の方（年齢は問いません）。
原則として全日程に参加できる方。
※参加日程についてはご相談ください。

※参加日程についてはご相談ください。

◎募集人数 / 各 10 名程度

※演劇が初めての方は、入門編からの受講を推奨します。

◎受講料

（応募者多数の場合は書類選考を行います。）

・通し受講 （入門編 ・ 実践編 全 26 回）
一般 8,000 円 / 高校生～大学生 5,000 円

◎申込締切り / 9 月 14 日 （金） 必着 ・ 受信

・入門編のみ （全10回）

試演会 日時 / 平成３０年１２月２３日（日・祝） １８:００開演

一般 3,000 円 / 高校生～大学生 2,000 円

会場 / メディキット県民文化センター 大練習室２
演出 / 立山ひろみ （宮崎県立芸術劇場演劇ディレクター）

・実践編のみ （全16回）
一般 6,000 円 / 高校生～大学生 4,000 円

出演 / 舞台に立っちゃう！〔実践編〕受講生

（全 6 回）
戯曲を読み解く！
2018 2018
（全 6 回）
戯曲を読み解く！

場所／メディキット県民文化センター練習室ほか
時間／ [ 平日 ]１９時～２２時 [ 土日祝 ]１４時～ ※時間は変更になる場合があります

入門編
＃１

１０月 ８日 （月・祝）

＃６

１０月２４日 （水）

＃２

１０月１０日 （水）

＜入門編 ゲスト講師（予定）＞

＃７

１０月２８日 （日）

＃３

１０月１４日 （日）

＃８

１０月３１日 （水）

・コンタクト・インプロビゼーショングループC.I.co.
勝部ちこ、鹿島聖子 / ダンサー

＃４

１０月１７日 （水）

＃９

１１月 ３日 （土・祝） ・（有）ユニークブレーン

＃５

１０月２０日 （土）

＃１０ １１月 ４日 （日）

＃１

１１月２５日 （日）

＃７

１２月 ８日 （土）

＃１３ １２月２０日 （木）

＃２

１１月２７日 （火）

＃８

１２月１２日 （水）

＃１４ １２月２１日 （金）

＃３

１１月２８日 （水）

＃９

１２月１３日 （木）

＃１５ １２月２２日 （土）

＃４

１２月 １日 （土）

＃１０ １２月１５日 （土）

＃１６ １２月２３日 （日・祝）

＃５

１２月 ４日 （火）

＃１１ １２月１８日 （火）

※ ＃１５ ・＃１６は午前中に稽古が

＃６

１２月 ５日 （水）

＃１２ １２月１９日 （水）

工藤真一、関本憲弘 / 照明・音響

実践編

戯曲を読み解く！ 2018

入る場合があります。

場所／メディキット県民文化センター ミーティングルームほか
※時間は変更になる場合があります
時間／１９時～２２時

＃１

１０月１１日 （木）

＃３

１１月 ６日 （火）

＃５

１２月 ６日 （木）

＃２

１０月１２日 （金）

＃４

１１月 ７日 （水）

＃６

１２月 ７日 （金）

「いつもと違う自分に出会ってみたい！」「子どもと一緒に参加したい！」という方へ、気軽に舞台芸術の世界に触れ
ていただける、一日だけの 学び舎 をご用意しました。対象も、内容もバラエティに富んだ3つの講座をご用意して
お待ちしています。

◎募集人数 / 各 10 名程度

県内在住の高校生以上の方（年齢は問いません）。

（応募者多数の場合は書類選考を行います。）

演劇経験不問！

◎申込締切り / 9 月 14 日 （金） 必着 ・ 受信

原則として全日程に参加できる方。

◎受講料
一般 5,000 円 / 高校生～大学生 2,500 円

※参加日程についてはご相談ください。

①からだでコミュニケーション
講師 / コンタクト ・ インプロビゼーショングループ C.I.co.
勝部ちこ、 鹿島聖子 （かつべちこ、 かしましょうこ）
日時 / １０月１３日 （土） １４:００～１７:００
会場 / メディキット県民文化センター 大練習室２

応募方法

②わくわくドキドキ親子で体操

応募方法

講師 / ＪＯＵ（じょう）

日時 / １１月１０日 （土） １４:００～１５:３０

本チラシ記載の申込み欄に必要事項を記入のうえ、郵送またはＦＡＸにて下記の申込先までお送りください。
宮崎県立芸術劇場のホームページからもお申込みできます。

１１月１１日 （日） １４:００～１５:３０
会場 / （10 日） 串間市文化会館
（11 日） メディキット県民文化センター 大練習室２

【お申込み先・お問合せ】
公益財団法人宮崎県立芸術劇場 企画広報課「アートな学び舎」係
FAX：０９８５－２０－６６７０

③ぶっちゃけ演出論

講師 / 立山ひろみ （たてやまひろみ）

日時 / ２０１９年３月８日 （金） １９:３０～２１:００

〒８８０－８５５７ 宮崎市船塚３丁目２１０番地
TEL：０９８５－２８－３２０８

ほか

< 単独型 > 一日だけの
戯曲を読み解く！
2018 （全“学び舎”
6 回）
体験

全６回の、戯曲をトコトン読み解く講座です。少人数制で、実際の作品をとりあげながら、戯曲を読み解くため
の知識をじっくり学びます。きっと、戯曲を読むのがもっと面白くなりますよ。
【応募条件】

舞台に立っちゃう！ 2018

URL：http://miyazaki-ac.jp

会場 / メディキット県民文化センター 大練習室２
※詳細は随時チラシや劇場ホームページでお知らせします。

昨年度の様子

