
指揮／角田鋼亮
演出／太田麻衣子
管弦楽／愛知室内オーケストラ

モーツァルト作曲　
オペラ『バスティアンと
　　　 バスティエンヌ』　
羊飼いと村娘の恋の行方は？

あの話題の作品が4年ぶりに復活！
モーツァルト幼少時代のエピソードも楽しめる

オルガン／徳岡めぐみ

オルガン・アワー
～音のシャワーで心リフレッシュ～

1,000円で1時間、
聴きやすい名曲プログラムを週末に

ミニセレ
DaBYダンスプロジェクト

愛知県芸術劇場と
Dance Base Yokohama（DaBY）との
連携プロジェクトの第2弾

オルガン・レクチャー
コンサート

演奏とスクリーンを使った
わかりやすい解説で、
より深く知識を深められる

NHK交響楽団
定期演奏会
(愛知県芸術劇場シリーズ)

優れた音響のコンサートホールで味わう世界屈指のサウンド

指揮／鈴木恵里奈
演出／松本重孝

藤原歌劇団公演
プッチーニ作曲
オペラ『トスカ』

1934 年に誕生した日本で最も歴史のあるオペラ団体による
情熱的な愛と悲劇のドラマ

全国共同制作オペラ
『カヴァレリア・ルスティカーナ』
＆『道化師』

東京芸術劇場との共同オペラプロジェクト
ヴェリズモ・オペラの傑作

Noism＆鼓童 新作公演

国内唯一の公共劇場専属のダンスカンパニーと
世界的な太鼓芸能集団による初のコラボレーション

愛知県芸術劇場
オープンハウス

コンサートホールを無料開放！
普段見られないところも
見学できます

久屋の街を、“ぐるっと”楽しむアートフェスティバル

久屋エリア一帯

©Ayane Shindo

© 篠山紀信

製作／ディブウィク・ダンスカンパニー
原作／『えんどうまめの上のおひめさま』

演出／トマーシュ・ドヴォジャーク

※県内ツアーあり

『えんどうまめとおひめさま』

ノルウェーからのダンスカンパニーが
アンデルセン童話をもとに
繰り広げるパフォーマンス！

チェコ・アルファ劇場
『快傑ゾロ』

ギターなどの陽気な生演奏に
合わせて約40体の人形が
大活躍！

げきじょうたんけんツアー

みんなでコンサートホールをたんけんしよう！
いつもは入れないところものぞいちゃおう！

オルガン／山口綾規

THE オルガン
NIGHT&DAY 2022

500 円、45 分で広がる
パイプオルガンの魅力

演出・振付・出演／カンパニーXY
振付・コラボレーションアーティスト／ラシッド・ウランダン

カンパニーXY withラシッド・ウランダン
『Möbius／メビウス』

フランスを拠点に世界中で注目を集める現代サーカスカンパニー
高度なアクロバット技術とチームワークによって
身体のみで美しい情景を創り出す

©Christophe Raynaud De Lage

オルガン／廣江理枝

オルガン・メモリアルコンサート
ラヴェル「展覧会の絵」
初演100周年記念

世界的オルガンコンクールでの
アジア人初優勝など
数多くの受賞歴を持つ実力派が
オーケストラ作品を華麗に演奏

指揮／牧村邦彦
演出／髙岸未朝
○お問合せ／名古屋二期会
　　　　　　052-380-5416

○お問合せ／愛知県立芸術大学 
　　　　　　芸術情報・広報課
　　　　　　0561-76-2873

名古屋二期会 2022年 定期オペラ公演
歌劇『フィガロの結婚』

会場／愛知芸術文化センター・オアシス21 ほか

作／羽鳥ヨダ嘉郎

第20回AAF戯曲賞
受賞記念公演
『リンチ(戯曲)』

「戯曲とは何か？」を探求する
上演を前提とした戯曲賞の舞台公演

世界トップクラスの「ダンス」と「音楽」がコンサートホールで
コラボレーションする「ダンス・コンサート」シリーズ

演出・照明・衣装・選曲／勅使川原三郎
出演／勅使川原三郎、佐東利穂子　ほか

勅使川原三郎 ライヴミュージック＆ダンス
『天上の庭』

©Akihito Abe ©Akihito Abe

出演／オイリーカート

知的障がいのある子どもとその家族や介助者なども
一緒に楽しめるイギリス発の
体験型パフォーマンス

©SuziCorker

©Masahide Sato

ダンス・セレクション2022

愛知県芸術劇場がおススメする
“今観るべきダンス”をオムニバス上演

ダンス・セレクション2019より
「横山彰乃 / lal banshees『ペッピライカで雪を待つ』」©Naoshi Hatori

オイリー・カート
「Jamboree」

ジ ャ ン ボ リ ー

©Naoshi Hatori

©Kosaku Nakagawa

愛知県芸術劇場賛助会員（2022年度アドヴァンスコース） 50音順

掲載情報は 2021年11月5日現在の情報です。やむを得ない事情により、内容・出演者等が変更になる場合があります。公演の詳細や発売日など、最新情報はウェブサイトやチラシ等をご覧ください。

イラスト：とりやま   ゆり

20232023

ダンス

音  楽

音  楽

GWと夏休みを中心に開催する、家族のた
めのフェスティバル。家族で楽しめる催し
が充実しているので、劇場初心者の方で
も安心。公演のほか、子ども向けの劇場
ツアーやワークショップも開催します。

ミニセレの「ミニ」は、ミニシアター（小ホー
ル）のこと。小ホールで開催する、先駆的・
実験的なプログラム群の総称です。愛知の
皆さんにぜひ観ていただきたい、同時代の
作品を厳選しています。

愛知県内には、小・中学生が一学年あたり約 7万人います。義務教育期間中に、
すべての子どもたちが一度は劇場を訪れてくれることを目指し、2015年度から
「劇場と子ども 7万人プロジェクト」を市町村と連携して進めています。地域の将
来を担う子どもたちを劇場に招待し、質の高い舞台芸術に触れてもらうことに
よって、子どもたちの文化芸術体験の充実を図ることを目的としています。

愛知芸術文化センターがオープンした
10月30日前後を、祝祭期間としました。
目も耳も肥えた芸術ファンをうならせる
公演が盛りだくさん！上質なアートに触
れたい方におすすめです。
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オルガン／都築由理江

クリスマスは
オルガンだ！2022

毎年恒例の人気コンサート
手元・足元の演奏風景を
スクリーンに投影
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指揮／高関健

愛知県立芸術大学管弦楽団 
第33回定期演奏会

18:45
（金）25

小ホール

1212

愛知県芸術劇場 自主事業［2022.4 -2023.3］

演出・振付・美術・衣装・照明デザイン・音楽編集／勅使川原三郎
アーティスティック・コラボレーター・出演／佐東利穂子
出演／オーディションダンサー

芸術監督 勅使川原三郎 ダンス『風の又三郎』

芸術監督が地元若手バレエダンサーとともに
愛知で創り上げるダンス公演のアップデート版

©Naoshi Hatori
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大
人
気
！

イラスト：とりやま ゆり

『大ホールの
  うらがわをたんけんしよう！』

『コンサートホールの
  うらがわをたんけんしよう！』

ENJOY＠HOME
～おうちでも劇場を楽しもう！～

ジョニー隊長＆

ジョニ子副隊長と
一緒に

劇場の裏側を探検
！

©Kosaku Nakagawa

子 育て支援・託児サービス

普 及啓発講座・
　  ワークショップ

動 画配信

劇 場での舞台芸術体験

多 文化共生

 感 染症対策

人 材養成（アーティスト）

人 材養成（スタッフ）

 地 域との連携

障 がいのあるお客さまへの
　　サポート

愛知県芸術劇場は、次代を担う子どもたちを対象とした学校招待公演の充実、障がい・国籍・年齢等に関わらず、
誰でも等しく文化芸術に親しむことのできる環境の整備、将来のアーティストや舞台芸術を支える人材の養成などに取り組んでいます。

（公益財団法人愛知県文化振興事業団）

〒461-8525
名古屋市東区東桜一丁目13番2号
TEL : 052-211-7552（10:00～18:00） 
FAX : 052-971-5541
Email:contact＠aaf.or.jp
https://www-stage.aac.pref.aichi.jp

愛知県芸術劇場が取り組んでいること
すべての人が楽しめる「場」であるために

公演パンフレットの点訳や日本語字幕・ヒアリング
ループ、コミュニケーション支援ボードなどを設置。

赤ちゃんと保護者が一緒に参加できるワーク
ショップや公演時の託児サービスを実施。

鑑賞後にレビューを執筆し、講師と推敲
を重ねる「鑑賞＆レビュー講座」や公演
翌日に観客同士で感想を共有する「オ
ンラインミーティング」を開催。

劇場の裏側を紹介する「たんけ
んツアー」や、無観客公演を撮
影し、YouTubeで公開。

県内の小・中学生（1学年あたり約 7万人）を劇場
に招待し、文化芸術体験の充実を図ることを目的

とした「劇場と子ども
7 万人プロジェクト」
を、自治体や教育委
員会、市町村劇場な
どと連携して推進中。

愛知県多文化共生
推進室と連携した
イベントの開催や、
多言語でのチラシ
を作成。

各ホールのホワイエ、客席、
階段の手すりやボタン、舞台
備品などに光触媒による抗菌
コートを施工。

劇作家と戯曲を発掘する
「AAF戯曲賞」、マンツーマン
でパイプオルガンを学ぶ「オ
ルガニスト養成事業」など。

近隣文化施設や商業施設などと
協力して、アートフェスティバル
「久屋ぐるっとアート」を開催。

大学生・高校生を対象にした
「舞台芸術インターンシップ」、
「舞台芸術お仕事ナビ」など。


	ラインナップ取り組み_校了OL前.pdf
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