
７月１０日（土）１４：００ ～ １６：００
メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）

日時

会場

なんちゃって演劇史

世界史、日本史、演劇史……演劇史ってなんだろう？ 実はとーっても古い演劇の歴史。
古代ギリシャの時代から、なんと2,000年以上続くその歴史には、知らないことがいっぱい！
この講座では “なんちゃって”演劇史と題して、そんな「知らなかった！」をほんの少し紐解きます。
知れば知るほど面白い演劇史入門、ぜひこの機会をお見逃しなく♪

オンライン参加が可能です！
今回の講座では、会場の様子をオンライン会議サービス「Zoom」で配信します（要事前申込み）。
講座の一部（質問等）では、オンラインで視聴いただく方にもご参加いただけるよう予定しています。
遠方などで会場に来ることが難しい方も、ぜひお気軽にお申し込みください♪

※オンラインでご参加いただくには、Zoomアプリケーションをインストールした、インターネット接続が可能な
　パソコンまたはスマートフォン、タブレット端末が必要です。

1979年、宮崎県宮崎市佐土原町出身。
劇作家、演出家。宮崎県立芸術劇場演劇ディレクター。
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、宮崎県立芸術劇場プロデュース「新 
かぼちゃといもがら物語」#3『たのかんさあレンジャー』、＃4『幻視～神
の住む町』、＃5『神舞の庭』、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―』、日生劇場ファミリーフェスティ
ヴァル2019 音楽劇『あらしのよるに』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。

主催・お問合せ　公益財団法人宮崎県立芸術劇場　【TEL】0985-28-3208　【WEB】http://www.miyazaki-ac.jp

講座概要 講師　立山ひろみ（たてやま・ひろみ）

  対　象   ： 中学生以上
  参加料   ： ５００円
募集人数 ： 【   会　場   】 １０ 名
　　　　　【オンライン】 １０ 名
応募締切 ： 定員に達し次第
　　　　　　　  応募方法は裏面をご覧ください。

昨年の「アートな学び舎」の様子

※本講座は5/16（日）から延期しました。

「なんちゃって演劇史」申込書

今後の講座のご案内 ※募集は開催日の約2か月前から

＜なんちゃって演劇史＞

下の申込み欄に必要事項を記入のうえ、

郵送またはＦＡＸにて右の申込先まで

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

お申込みいただけます。

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

〒880-8557　宮崎市船塚３丁目２１０番地

TEL： 0985-28-3208　 FAX：0985-20-6670 

URL：http://www.miyazaki-ac.jp

保護者の承認

（高校生以下の場合）

（ふりがな）

お名前

現住所
〒　　　　　－

電話または携帯番号 Ｅメール

申込を承認します。

保護者氏名 ㊞
申込者との

続柄

性別

（キリトリ）
※この用紙はコピーしてご利用いただけます。

※ご応募いただいた個人情報は本事業にのみ使用します。

年齢

歳

職業または学校名

（　　　年）

本事業は、新型コロナウイルス感染拡大の防止策、感染リスクの低減策を実施いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

なお、今後の感染拡大の状況をふまえて、中止もしくは変更になる場合があります。詳細は劇場ホームページ等で随時ご案内します。

参加方法
①会場で参加　　　　②オンライン（Zoom）で参加

希望の参加方法を選択して〇をつけてください。

※オンラインでの参加希望の方は必ず記入してください。

日時／ ９ 月 １１日（土）・１２日（日）

※両日とも１3：００～１7：００

会場／メディキット県民文化センター

　　　　 大練習室２

講師／日髙啓介（FUKAIPRODUCE羽衣）

対象／中学生以上

募集人数／１０名

対象／中学生以上

募集人数／１０名

参加料／ 1,000 円

日時／ １２月 １ 日（水）　１８：３０～２１：３０

会場／メディキット県民文化センター

　　　　 大練習室２

講師／（有）ユニークブレーン

　　　　 工藤真一 [ 照明 ]、関本憲弘 [ 音響 ]

参加料／ 1,000 円

日時／ 全６回

実施方法／オンライン(Zoom)開催

１０月　６日（水）・　７日（木）

１１月１０日（水）・１１日（木）

１２月　８日（水）・　９日（木）

※全日程とも19:00 ～ ２０:３0

戯曲を読み解く! 202１

「会話であそぼう!」
～ことば・からだ・こころで繋がるキャッチボール～

おと・あかり・ワークショップ

講師／立山ひろみ

対象／高校生以上

募集人数／６名

参加料／一般　5,000 円

　　　　　　高校生～大学生　2,500 円

９月 １２月



７月１０日（土）１４：００ ～ １６：００
メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）

日時

会場

なんちゃって演劇史

世界史、日本史、演劇史……演劇史ってなんだろう？ 実はとーっても古い演劇の歴史。
古代ギリシャの時代から、なんと2,000年以上続くその歴史には、知らないことがいっぱい！
この講座では “なんちゃって”演劇史と題して、そんな「知らなかった！」をほんの少し紐解きます。
知れば知るほど面白い演劇史入門、ぜひこの機会をお見逃しなく♪

オンライン参加が可能です！
今回の講座では、会場の様子をオンライン会議サービス「Zoom」で配信します（要事前申込み）。
講座の一部（質問等）では、オンラインで視聴いただく方にもご参加いただけるよう予定しています。
遠方などで会場に来ることが難しい方も、ぜひお気軽にお申し込みください♪

※オンラインでご参加いただくには、Zoomアプリケーションをインストールした、インターネット接続が可能な
　パソコンまたはスマートフォン、タブレット端末が必要です。

1979年、宮崎県宮崎市佐土原町出身。
劇作家、演出家。宮崎県立芸術劇場演劇ディレクター。
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、宮崎県立芸術劇場プロデュース「新 
かぼちゃといもがら物語」#3『たのかんさあレンジャー』、＃4『幻視～神
の住む町』、＃5『神舞の庭』、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―』、日生劇場ファミリーフェスティ
ヴァル2019 音楽劇『あらしのよるに』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。

主催・お問合せ　公益財団法人宮崎県立芸術劇場　【TEL】0985-28-3208　【WEB】http://www.miyazaki-ac.jp

講座概要 講師　立山ひろみ（たてやま・ひろみ）

  対　象   ： 中学生以上
  参加料   ： ５００円
募集人数 ： 【   会　場   】 １０ 名
　　　　　【オンライン】 １０ 名
応募締切 ： 定員に達し次第
　　　　　　　  応募方法は裏面をご覧ください。

昨年の「アートな学び舎」の様子

※本講座は5/16（日）から延期しました。

「なんちゃって演劇史」申込書

今後の講座のご案内 ※募集は開催日の約2か月前から

＜なんちゃって演劇史＞

下の申込み欄に必要事項を記入のうえ、

郵送またはＦＡＸにて右の申込先まで

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

お申込みいただけます。

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

〒880-8557　宮崎市船塚３丁目２１０番地

TEL： 0985-28-3208　 FAX：0985-20-6670 

URL：http://www.miyazaki-ac.jp

保護者の承認

（高校生以下の場合）

（ふりがな）

お名前

現住所
〒　　　　　－

電話または携帯番号 Ｅメール

申込を承認します。

保護者氏名 ㊞
申込者との

続柄

性別

（キリトリ）
※この用紙はコピーしてご利用いただけます。

※ご応募いただいた個人情報は本事業にのみ使用します。

年齢

歳

職業または学校名

（　　　年）

本事業は、新型コロナウイルス感染拡大の防止策、感染リスクの低減策を実施いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

なお、今後の感染拡大の状況をふまえて、中止もしくは変更になる場合があります。詳細は劇場ホームページ等で随時ご案内します。

参加方法
①会場で参加　　　　②オンライン（Zoom）で参加

希望の参加方法を選択して〇をつけてください。

※オンラインでの参加希望の方は必ず記入してください。

日時／ ９ 月 １１日（土）・１２日（日）

※両日とも１3：００～１7：００

会場／メディキット県民文化センター

　　　　 大練習室２

講師／日髙啓介（FUKAIPRODUCE羽衣）

対象／中学生以上

募集人数／１０名

対象／中学生以上

募集人数／１０名

参加料／ 1,000 円

日時／ １２月 １ 日（水）　１８：３０～２１：３０

会場／メディキット県民文化センター

　　　　 大練習室２

講師／（有）ユニークブレーン

　　　　 工藤真一 [ 照明 ]、関本憲弘 [ 音響 ]

参加料／ 1,000 円

日時／ 全６回

実施方法／オンライン(Zoom)開催

１０月　６日（水）・　７日（木）

１１月１０日（水）・１１日（木）

１２月　８日（水）・　９日（木）

※全日程とも19:00 ～ ２０:３0

戯曲を読み解く! 202１

「会話であそぼう!」
～ことば・からだ・こころで繋がるキャッチボール～

おと・あかり・ワークショップ

講師／立山ひろみ

対象／高校生以上

募集人数／６名

参加料／一般　5,000 円

　　　　　　高校生～大学生　2,500 円

９月 １２月


	manabiya2021_engekishi_0710_omote_resize.pdf
	manabiya2021_engekishi_0710_ura_resize.pdf

