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報道関係者各位 
平素よりお世話になっております。ロームシアター京都から催物ほかのご案内です。どうぞご注目、ご取材
いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 レパートリーの創造 木ノ下歌舞伎『糸井版 摂州合邦辻（仮）』主演男性 オーディション開催！ 

 【取材案内】2月 22日（木）～26日（月）開催 共催事業 第 3回全国学生演劇祭のご案内 

 

平素よりお世話になっております。この度、ロームシアター京都 レパートリーの創造にて上演する、木ノ下歌舞

伎『糸井版 摂州合邦辻（仮）』 において、主演男性（俊徳丸役）のオーディションを下記の通り開催することにな

りましたので、お知らせします。 

 

俊徳丸役について  木ノ下裕一（木ノ下歌舞伎主宰・監修・補綴） 

俊徳丸は悲劇の人です。彼は、この物語の主人公である継母・玉手御前に毒酒を飲まさ

れ、発病、ついには失明してしまいます。身の上を憂い、やむを得ず出奔、流浪の日々を送

ります。が、流れ着いた先にも継母の魔の手は迫り……と、次々に苦難に襲われます。貴

公子の気高さと病身の穢れ、光陰、美醜をあわせ持つ難役です。 

いにしえから、日本が語り継いできたこの古典屈指の悲劇の人を、鮮やかに現代に蘇らせ

てくれる方を求めています。 

 

【主演男性（俊徳丸役）オーディション 開催概要】 

■日程：2018 年 3月 28日（水）～30日（金） ※書類選考（一次審査）あり 

■会場：横浜市内 ※書類選考（一次審査）を通過した方にお知らせします。 

■応募資格： 

・18歳～30歳くらいまでの男性（未成年の場合は要保護者承諾書） 

・下記スケジュールに記載の稽古、本番期間および公演に伴う劇場リハーサルにすべて参加できる方 

・出演料として報酬をお支払いします 

◇スケジュール 

（稽古）2018年 12月下旬～（横浜、1月 21日以降は京都にて実施） 

（公演）2019年 2月 10日（日）― 11日（月・祝）ロームシアター京都 サウスホール 

2019年 2月 15日（金）― 16日（土）穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホール 

2019年 3月 14日（木）― 17日（日）KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ 

 

■応募締切：2018年 3月 12日（月）必着（メールの方は 23:59まで有効）  

ロームシアター京都 レパートリーの創造 
穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ、ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場 共同製作 

木ノ下歌舞伎『糸井版 摂州合邦辻（仮）』主演男性（俊徳丸役） 

オーディション開催！ 

ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団） 
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■応募方法： 

所定の応募用紙（ロームシアター京都の WEB サイトよりダウンロードしてください）に必要事項を記入の上、写真

（全身・バストアップ）を添付し、メール又は郵送でお送り下さい。 

※応募書類はご返却できませんので予めご了承ください。 

【メール応募】件名に「木ノ下歌舞伎オーディション申込み」とし、oubo@rohmtheatrekyoto.jp 担当 宛 

【郵送での応募】〒606-8342京都市左京区岡崎最勝寺町 13 ロームシアター京都 

「木ノ下歌舞伎オーディション」係 宛 

  

■選考方法： 

◎一次審査  

応募書類にて書類選考。書類選考を通過された方にのみ、3月 16日（金）までに二次審査について、メール

にてご連絡いたします。 

◎二次、三次審査  

実技、ワークショップ形式にて選考。 

二次：2018年 3月 28日［水］、29日［木］10:30－15:30 （いずれかの日程にご参加いただきます） 

三次：2018年 3月 30日［金］10:30－15:30 

会場：横浜市内を予定 

＜お問合せ＞ 

ロームシアター京都 担当 武田 TEL:075-771-6051 

 

    
写真：レパートリーの創造 木ノ下歌舞伎『心中天の網島―2017 リクリエーション版―』より ©Takuya Matsumi 

 

  

［本リリース発信元］ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団） 担当：松本、長野 

電話：075-771-6051（9：00～17：00） FAX:075-746-3366 E-mail:press@rohmtheatrekyoto.jp      

mailto:oubo@rohmtheatrekyoto.jp
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全国各地の学生演劇祭を勝ち抜いた若き才能が、ここ京都で日本一を競う！ 

札幌、東北、東京、名古屋、京都、大阪、四国、福岡、そして中国地方と、全国各地の演劇祭を勝ち抜いてきた

学生劇団が「京都」に集結し、日本一を競う学生演劇の祭典です。2016 年度より会場をロームシアター京都に移

し、文化芸術の拠点となる劇場で、若き才能の発掘と発展をバックアップします。 
 

日時・開演時間：2018 年 2月 22日（木） ～ 2月 26日（月）  

2月 22日(木)  16:30[Aブロック] 

2月 23日(金)  10:30[Bブロック]  14:30[Cブロック]  18:30[Aブロック] 

2月 24日(土)  10:30[Aブロック]  15:00[Bブロック]  19:00[Cブロック] 

2月 25日(日)  10:30[Cブロック]  14:30[Bブロック]   

2月 26日(月)  10:30[特別枠] 
※26 日の公演終了後、授賞式を行います。無料でご覧いただけますが、先着順でのご

入場となります。 

 

会場：ノースホール 

 

出演団体： 

Aブロック      B ブロック 

劇団宴夢 (酪農学園大学)      ヲサガリ (京都工芸繊維大学)   

フライハイトプロジェクト (早稲田大学、東京藝術大学ほか)  喜劇のヒロイン (日本大学)  

元気の極み (大阪府立大学×大阪大学×神戸大学)    砂漠の黒ネコ企画 (九州大学ほか)   

楽一楽座 (徳島大学) 

 

Cブロック      特別枠 

三桜 OG劇団ブルーマー (仙台三桜高校演劇部 OG)  大邱演劇協会 推薦 啓明劇芸術研究会 (啓明大学校) 

LPOCH (京都教育大学)      

はねるつみき (岐阜大学ほか) 

 

 

料金：ブロックごとの販売。 

【A・B・Cブロック】 

学生／U-25 (※)  前売 2,000 円 当日 2,500 円 一般 前売 2,500 円 当日 3,000 円 高校生以下(※) 

前売・当日 1,000円 

※受付にて、学生証または年齢確認できるものをご提示お願いします 

【特別枠】 

入場無料・要予約（2018年 1月 10日(水) 10:00より予約開始） 

 

最新情報、詳細は全国学生演劇祭公式 webサイト（http://jstf.jp/period_stage/2018/）をご確認ください。 

お問合せ：全国学生演劇祭事務局  TEL：080-3136-6575 MAIL：jst.fes@gmail.com 

 
主催：全国学生演劇祭実行委員会 共催：ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団） 

後援：京都市 助成：京都府文化力チャレンジ事業 協力：大邱演劇協会、京都市岡崎いきいき市民活動センター、NPO 劇研 

 

 

2017 年 6 月、第 2 回全国学生演劇祭に出場した 3 団体（幻灯劇

場、劇団なかゆび、劇団西一風）が、韓国の大邱広域市で行われ

た第 2 回大韓民国演劇祭 in 大邱から招聘を受け、韓国で上演を

行いました。今後も日韓の学生間の文化交流を継続させていくた

め、今回は日本に韓国の学生団体を迎えます。 

【取材案内】2月 22日（木）～26日（月）開催 第 3回全国学生演劇祭のご案内 

＜取材案内＞ 
「第 3回全国学生演劇祭」について、ご多忙とは存じますが、是非とも取材いただきますよう御案内申し上げます。 

取材いただける場合は、大変お手数ではございますが、別紙の出席確認票を 2月 21日（水）17時までにＦＡＸにて

ロームシアター京都（送付先：０７５-７４６-３３６６）に送付いただきますようお願い申し上げます。 

http://jstf.jp/period_stage/2018/


  
ロームシアター京都 宛 

 FAX：075-746-3366  
 

 

 

 

 

◆平成３０年２月２１日（水）までに 本票をＦＡＸにて（０７５－７４６

－３３６６）送付願います。 

◆当日は，本票をサウスホール入口の「プレス受付」に御提示ください。 

◆上演中のスチール，ビデオ撮影はご遠慮ください。公式の舞台写真をお渡

しできますので，ご希望の際はお問い合わせください。 

◆駐車場はございません。公共交通機関を御利用いただくか，お車でお越し

の際は近隣の駐車場を御利用ください。 

御芳名  

媒体名 

貴社名 
 

ＴＥＬ 
(        )           － 

※当日連絡可能な連絡先 （          ）        － 

ＦＡＸ (        )           －                      

メール  

備考 

 

  

 
「第 3 回全国学生演劇祭」 

出席確認票 


