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●東京メトロ有楽町線 「東池袋駅」６・７番出口より直結
●ＪＲ他「池袋駅」東口よりグリーン大通り直進 徒歩10分　
●都電荒川線「東池袋四丁目駅」より徒歩２分

あうるすぽっと
（豊島区立舞台芸術交流センター）
〒170-0013 
東京都豊島区東池袋４-５-２ 
ライズアリーナビル２Ｆ   
03-5391-0751  
http://www.owlspot.jp

●JR総武線「両国駅」西口より徒歩３分
●大江戸線「両国駅」A５出口より徒歩８分

シアターＸ
〒130-0026
東京都墨田区両国2-10-14   
03-5624-1181  
http://www.theaterx.jp/

12.9（金）14:00～17:30　入場無料
於：日本女子大学内 桜楓2号館・３階会議室　

「科学・情報・経済・ジェンダー
 一世紀を経て『人民の敵』を読む」
司会：みなもとごろう 演劇評論家・日本女子大学名誉教授

出席（予定）

毛利三彌 フェスティバル芸術監督・成城大学名誉教授
ヨレンテ・ドゥ・ケースマイケル
森 新太郎 演出家
小山ゆうな 演出家

共催：日本女子大学文学部日本文学科
協賛：スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団　　
協力：ノルウェー王国大使館、（有）名取事務所

12.9（金）18:30～21:00　入場無料
於：早稲田大学文学部（戸山キャンパス）33号館15階 第10会議室

「ｔｇ STAN 演出家なき俳優集団、
 その創造の方法」
  資料：イプセンフェスティバル参加作品「人民の敵」上演映像

司会：藤井慎太郎 早稲田大学文学学術院教授
出席（予定）

ヨレンテ・ドゥ・ケースマイケル ｔｇ STAN 女優

フランク・ヴェルクルイセン ｔｇ STAN 男優

主催：早稲田大学文学部演劇映像コース　共催：NPO舞台21
協賛：スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団　　
協力：ノルウェー王国大使館、（有）名取事務所
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「国際演劇祭 イプセンの現在」  シンポジウム開催

「国際演劇祭 イプセンの現在」  レクチャー開催

企画委員長： 大笹吉雄
企画委員： 秋葉裕一　飯塚 容　伊藤 洋　斎藤偕子　七字英輔　
瀬戸 宏　田之倉 稔　新野守広　藤井慎太郎　みなもとごろう （五十音順）

チケット取扱い
◎特定非営利活動法人 舞台21 オンラインチケットサービス http://www.nato.jp/
◎　　　　　（カンフェティ）・・お得な公演チケットサイト
　ご予約後、予約有効期間内にセブン-イレブン店頭レジにてチケットをお受け取りください。
　※クレジットカード決済を選択された場合、お申込み4日後より発券可能となります。

  ［ＷＥＢ予約］ http://confetti-web.com/
　ご予約前に、お得な公演チケットサイト「カンフェティ」への会員登録（無料）が必要となります。

  ［電話予約］ カンフェティチケットセンター 0120-240-540（受付時間 平日10：00～18：00）
　お電話でのご予約の場合、会員登録は不要です。※カンフェティポイントは付きません。 
◎としまチケットセンター（10:00-19:00） 03-5391-0516
　オンラインチケット http://owlspot.jp/
◎世田谷パブリックシアターチケットセンター（10:00~19:00） 03-5432-1515 
　世田谷パブリックシアターオンラインチケット（24時間受付・要事前登録） 
　PC http://setagaya-pt.jp/　携帯 http://setagaya-pt.jp/m/ 
◎特定非営利活動法人 舞台21  Tel&Fax 03-5450-5563   butai_21@ybb.ne.jp
　〒154-0015世田谷区桜新町2－21－7 臼井ビル301 
　銀行振込口座： 三菱東京ＵＦＪ銀行 宮崎台支店 普0068573
お問合せ 特定非営利活動法人 舞台21 Tel&Fax 03-5450-5563  butai_21@ybb.ne.jp ／ 名取事務所 www.nato.jp
※受付は開演の45分前、客席開場は各カンパニーによる。　※未就学児童の入場はお断りしております。

前売発売 2016.9.1（木）

主催： 特定非営利活動法人 舞台21　 プロデューサー： 名取敏行　 芸術監督： 毛利三彌　 
アドバイザー： バー・クレメッツェン（Ba Clemetsen） ノルウェー国立劇場　 コーディネーター： 嶋野冷子

design: GOAT

特別協力： ノルウェー王国大使館
協力： 名取事務所、（有）東京舞台企画、（株）オフィスK2、ウチヤマ工房、（株）東京舞台照明、タケスタジオ、
 NPOグローバルプランナーズ、ワールド・プロジェクト（株）、（社）名取事務所、井出舞台音響　
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LOOK!  HEDDA AND STOCKMANN SEVERELY  CR IT IC IZE  OUR SOC IETY !

国際演劇祭
イプセンの現在

第 3回東京ミドルシアター・フェスティバル

国際演劇祭
イプセンの現在

第 3回東京ミドルシアター・フェスティバル

2016年
11月22日（火）～11月27日（日）　
劇場： あうるすぽっと
2016／2017 あうるすぽっとタイアップ公演シリーズ　
共催：あうるすぽっと（公益財団法人としま未来文化財団）

11月30（水）～12月4日（日）　　
劇場： 東京・両国 シアターＸ（カイ）
シアターＸ 提携公演

12月6日（火）～12月11日（日）　
劇場： シアタートラム
提携：公益財団法人せたがや文化財団 世田谷パブリックシアター　後援：世田谷区 

桜楓2号館

① ② ③ ④⑤

JR山手線
目白駅

東京メトロ有楽町線
護国寺駅出口4

東京メトロ副都心線
雑司が谷駅出口3

都営荒川線
鬼子母神駅

日本大学
豊山中学・高校

護国寺 交番
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日本女子大学
日本女子大学内 桜楓2号館
〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1 03-3942-6091（代表）
●JR山手線「目白駅」より  徒歩約15分
・バス約5分 バス停②〈学05〉日本女子大学行（直行） … バス停④「日本女子大前」下車

バス停①③〈白61〉新宿西口行/椿山荘行 … バス停⑤「日本女子大前」下車
●東京メトロ副都心線「雑司が谷駅」3番出口 徒歩約8分
●東京メトロ有楽町線「護国寺駅」4番出口 徒歩約15分

シアタートラム
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1  Tel.03-5432-1526
三軒茶屋駅［東急田園都市線（渋谷より2駅・5分）、世田谷線］より直結
［車いすスペースのご案内］（定員有・要予約）
料金：一般前売料金より10％割引（付添者は1名まで無料）
申込：ご希望日の前日19:00までに劇場チケットセンター03-5432-1515へ
［託児サービスのご案内］（定員有・要予約）
料金：2,000円　
対象：生後6ヶ月以上9歳未満（障害のあるお子様についてはご相談ください）
申込：ご希望日の3日前正午までに劇場受付03-5432-1526へ

「人民の敵」３舞台×「ヘッダ・ガブラー」３舞台  競演

早稲田大学 戸山キャンパス
〒162-8644 新宿区戸山1-24-1
●電車 JR山手線 高田馬場駅から徒歩20分
 西武新宿線 高田馬場駅から徒歩20分
 地下鉄東京メトロ東西線 早稲田駅から徒歩3分
 副都心線 西早稲田駅から徒歩12分
●バス 学バス高田馬場駅 – 早大正門、馬場下町バス停

“An Enemy of the People” 3 productions  ! “Hedda Gabler” 3 productions


