
小ホール

大ホール

愛知県芸術劇場 ファミリー・プログラム
体験・ワークショップ
※詳細は今後ウェブサイト等でお知らせします。

小ホール

コンサートホール

小ホール

演奏とスクリーンを使った
分かりやすい解説で、
初めての方も楽しめる
オルガン・レクチャー
コンサート

言葉や習慣の違い、環境問題をテーマにした朗読劇
『小さな島とエヴァ』

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。

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。

29● 19：30  30● 11：00╱14：00    
オルガン ： 勝山雅世
曲目 ： J.S.バッハ ： トッカータとフーガ 
                        ニ短調 BWV565　ほか 
料金 ： 500円　
チケット発売 ： 5月22日（金）

コンサートホール

3●   4●

名古屋二期会 創立50周年記念　
定期オペラ公演　歌劇『魔笛』大ホール

27●  

愛知県立芸術大学管弦楽団　
第31回定期演奏会コンサートホール

原作 ： 太宰治
演出 ： 三浦基
音楽 ： 空間現代
チケット発売 ： 10月中旬

太宰治が手掛けた未完の遺作に挑む
地点×空間現代 『グッド・バイ』

小ホール

チケット発売 ： 10月下旬
県内ツアー ： 小牧、半田

イギリスの歴史ある劇団が贈る参加型の体験パフォーマンス
オイリーカート×愛知県芸術劇場共同企画
『ジャンボリー』小ホール

31● 15：00 
料金 ： S 10,000円　A 8,000円　B 6,500円
　　　C 5,000円（U25 2,500円）　D 4,000円（U25 2,000円）
　　　プレミアムシート 13,000円
チケット発売 ： 5月29日（金）

NHK交響楽団定期演奏会
（愛知県芸術劇場シリーズ）コンサートホール

7.17● ― 19●
構成 照明 衣裳 選曲 ： 勅使川原三郎
ダンス ： 勅使川原三郎／佐東利穂子
料金 ： 一般 3,000円　
          U25 1,000円
チケット発売 ： 4月24日（金）

ドストエフスキーの同名小説を下敷きに、
精神世界をダンスで描く
『白痴』

ⒸKosaku Nakagawa

Ⓒ片山達貴

ⒸMat Hennek

水 木

土 日

金

日

金

U25は、公演日に25歳以下の方が対象です（要証明書）。
お子さまは年齢等により、入場できない公演があります。
各情報は、都合により変更する場合があります。
詳細はウェブサイト、チラシ等で最新情報をご確認ください。

ダンス 音楽 演劇 オペラ

現代音楽の巨匠メシアンや
野村誠の新曲をお届けする
中川賢一・野村誠ピアノ・コンサート
愛と知のメシアン！！

ⒸAkihito Abe

ⒸNaoshi Hatori

Alice's Adventures in WonderlandⒸ by Christopher Wheeldon. Designs by Bob Crowley  Puppetry design by Toby Olié

エンターテインメントと芸術を兼ね備えた
華やかなステージの初ツアー
愛知出身の米沢唯がプリンシパルとして初登場！
新国立劇場バレエ団 『不思議の国のアリス』

大ホール

20●14：00  21●14：00  
振付 ： クリストファー・ウィールドン　
出演 ： 米沢唯　渡邊峻郁／小野絢子　福岡雄大　ほか
料金 ： S 18,000円　A 14,000円　B 9,000円（U25 4,500円）
　　　C 6,000円（U25 3,000円）　プレミアムシート 22,000円　ほか
チケット発売 ： 
　2月21日（金）　

土 日

小ホール

26● 16：00   
27● 13：30╱16：00╱19：00
28● 11：00╱13：30
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』
料金 ： 一般 1,500円　中学生以下 700円
チケット発売 ： 5月22日（金）
※7月29日（水）～8月22日（土）
　県内ツアー ： あま、稲沢、幸田、小牧、豊川、
                    名古屋、半田、碧南　ほか

ノルウェーのダンス・カンパニーが
アンデルセン童話を元に繰り広げるパフォーマンス
『えんどうまめとおひめさま』

日

ワンコインでパイプオルガンの魅力に触れる45分間
THE オルガンNIGHT & DAY 2020

世界で話題の一流ダンサーが愛知に上陸

3● 14：00  
料金 ： 一般 2,500円　
          U25 1,000円
チケット発売 ： 7月3日（金）

土

国内外で活躍するダンサー・振付家の
話題作をオムニバス形式で上演
ダンス・セレクション

指揮 ： 飯守泰次郎　演出 ： 伊藤明子
お問合せ ： 名古屋二期会 052-380-5416

指揮 ： ユベール・スダーン
お問合せ ： 愛知県立芸術大学 芸術情報・広報課 
               0561-76-2873

23● 19：00
料金 ： S 3,000円　A 2,000円　
　　　U25（S,A）1,500円
チケット発売 ： 7月3日（金）　 

世界的に著名なオーケストラと共演を重ねる英国のオルガニストが、
自国をテーマにしたプログラムをお届けする
オルガン・スペシャルコンサート
  ～デイヴィッド・ティッターリントン

コンサートホール

金

日

小ホール

12.4● ― 6●
ダンス ： 勅使川原三郎／佐東利穂子
笙 ： 宮田まゆみ
料金 ： 一般 3,000円　
         U25 1,000円
チケット発売 ： 10月2日（金）

言葉と音楽とダンスをテーマに創作した
『調べ―笙とダンスによる』

金

ⒸTheaterX

日

6● 14：00   
指揮 ： セスト・クワトリーニ　演出 ： 岩田達宗
料金 ： S 12,000円　A 10,000円　B 8,000円　
　　　C 5,000円　D 3,000円　ほか
チケット発売 ： 8月下旬

19世紀のパリを舞台に繰り広げる音楽と儚い恋の物語
藤原歌劇団公演　プッチーニ作曲 
オペラ『ラ・ボエーム』大ホール

土

3● 14：00  
オルガン ： 三浦はつみ
料金 ： 一般 2,000円　U25 1,000円
チケット発売 ： 2019年12月20日（金）　

金

金12● 16：00  
料金 ： 一般 3,000円　
　　　U25 1,000円
チケット発売 ： 1月24日（金）　

日

14● 14：00╱18：00  日

指揮 ： トゥガン・ソヒエフ

4

10

11

12

5

6

2021

1

2

7

個性豊かなキャラクター達と一緒に冒険しながら名曲が学べる
日生劇場ファミリーフェスティヴァル2020
物語付きクラシックコンサート

 Ⓒとりやま ゆり

小ホール

国際的に活躍する3人の女性ダンス・アーティストによる共演
トライアド・ダンス・プロジェクト
安藤洋子×酒井はな×中村恩恵

15● 19：00 
16● 15：00
17● 15：00 

金

土

日

小ホール

ツアー公演

料金 ： 一般 5,000円　
          U25 3,000円　

製作 ： テラッピン・パペットシアター　出演 ： 川上珠来　ほか
＜一般公演＞
県外ツアー ： 茨木、四日市

劇場と子ども7万人プロジェクト
　　　　<学校招待公演>
19日（金）碧南

神童モーツァルトが12歳で作曲した愛の牧歌劇
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』

＜一般公演＞
料金 ： 一般 5,000円　
　　　高校生以下 2,000円
チケット発売 ： 3月20日（金・祝）　

月

火

2019年度の公演より ⒸKosaku Nakagawa

大ホール

Ⓒbozzo

小ホール

7● ― 9● 
作 ： 山内晶　
演出 ： 篠田千明
料金 ： 一般 3,000円　
         U25 1,000円
チケット発売 ： 9月18日（金）

土

第18回AAF戯曲賞受賞記念公演
　　く　　　　　　はびこ

『朽ちた蔓延る』
月

山内晶 篠田千明

23● 
オルガン ： 都築由理江（愛知県芸術劇場オルガニスト）　
                ほか
料金 ： 一般 2,000円　U25 1,000円
チケット発売 ： 9月25日（金）　

2002年から続く
毎年恒例のコンサート
演奏風景の投影が好評
クリスマスはオルガンだ！ 
2020

コンサートホール

2018年度の公演より ⒸKosaku Nakagawa

水

藤原歌劇団『カルメン』より ⒸKosaku Nakagawa

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、
愛知県芸術劇場では、2015年度から、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、子どもの
文化芸術体験の充実を図る「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。

2018年度の公演より ⒸNaoshi Hatori

小ホール

ⒸNorifumi Inagaki

芸術監督 勅使川原三郎 

当劇場は、2020年4月から芸術監督を設置します。初代芸術監督には、
ダンサー・振付家・演出家として国際的に活躍し、国内外から高い評価
を得ている勅使川原三郎氏が就任します。

2.21● ― 23●
料金 ： 一般 3,000円　
         U25 1,000円
チケット発売 ： 12月中旬

日

2021

火・祝

オアシス21ほか

※詳細は裏面の連携プロジェクトをご覧ください。
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安藤洋子　　　　　酒井はな　　　　　中村恩恵

※一般のお客さまはご覧いただけません。

劇場と子ども7万人プロジェクト
　　　　<学校招待公演>
8日（金）新城、22日（金）北名古屋、
27日（水）西尾

2019年度の公演より ⒸKosaku Nakagawa

20● 14：00  
料金 ： S 3,500円 
　　　（中学生以下 2,000円）　　　　　　　　　
         A 2,500円 
　　　(中学生以下 1,000円)
チケット発売 ： 5月22日（金）

木
8

自主事業 2020.4―2021.3

勅使川原三郎 芸術監督就任記念シリーズ勅使川原三郎 芸術監督就任記念シリーズ

※一般のお客さまはご覧いただけません。

観劇・鑑賞
サポート対象

2020年春発表！ ＜バリアフリー対象公演＞
より多くのお客さまに鑑賞いただける
公演をお届けします。

2019年12月発行

劇場と子ども7万人プロジェクト

すべての主催公演では車いす席やコミュニケーション支援ボード、筆談セットを用意しています。

新作ダンス公演

ⒸSuzi Corker

ⒸTada Hengsapkul

ⒸDominik Mentzos ⒸTomohide Ikeya

テーマにした朗読劇

な　　　　　中村恩恵
mohide Ikeya ⒸTadashi Okochi

ンサ ト

公演より ⒸKosaku Nakagawa
Ⓒ新井卓

Ⓒ鹿摩隆司



•声に出して戯曲を読む
 「エンゲキ・カフェ」

〒461-8525 
名古屋市東区東桜1-13-2
愛知芸術文化センター

名古屋市営地下鉄東山線／
名城線「栄」駅下車徒歩約5分
名鉄瀬戸線「栄町」駅下車徒歩約5分
（オアシス21地下連絡通路経由
または2F連絡橋経由）

お問合せ　 （公益財団法人 愛知県文化振興事業団）　Tel：052-971-5609（10：00～18：00)　Fax：052-971-5541　E-mail：event@aaf.or.jp　URL：https://www-stage.aac.pref.aichi.jp 

●愛知県芸術劇場の自主事業のチケットを
   オンラインチケットサービスでいち早く予約･購入できます。
   

   
   
     ※公演によりお取扱いのない場合がございます。

●メンバーズメールニュースで先行発売や最新情報をお知らせします。
　ご希望の方には情報誌「AAC」や自主事業のチラシなどをお送りします。

愛知県芸術劇場オンラインチケットサービス
https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/event/
※ご利用には、愛知県芸術劇場メンバーズへの登録（無料）が必要です。

愛知芸術文化センタープレイガイド（地下2階）
Tel：052-972-0430　
平日10：00～19：00 土日祝休18：00まで
（月曜定休／祝休日の場合､翌平日）12/28-1/3年末年始休
※公演により各種プレイガイドでのお取り扱いもあります。
   また、一部お取り扱いのない公演もございます。

NHK名古屋放送局

名古屋
テレビ塔

錦通

久
屋
大
通

愛知県芸術劇場
（愛知芸術文化センター内）

オアシス
21

地下鉄栄駅
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城
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小さなお子さまがいるご家庭に向けた

子育て支援・託児サービス
赤ちゃんや未就学のお子さまと一緒に参加できるイベントの開催や、
安心して公演にお越しいただけるように、託児サービスを行なっています。

•保護者同士も交流しながらお子さまとダンスする「赤ちゃんと踊ろう（パパ編・ママ編）」

•公演時の託児サービス（有料・要予約） •0歳から入場できるコンサート

障がいのあるお客さまに向けた

観劇・鑑賞サポート
一部の自主事業で、観劇・鑑賞のサポートを行なっています。また、車いすの貸し出しも行なっています。お気軽にお声がけください。

•聴覚に障がいのあるお客さまへの日本語字幕、
 ヒアリングループの設置•視覚に障がいのあるお客さまへのコンサートの事前説明

一部の自主事業で、観劇・鑑賞のサポート

日本語を母語とされないお客さまに向けた

Services for Non Native Japanese Speakers 
英語などのチラシの発行や、ワークショップの開催など、様々な取り組みを行なっています。

•英語、ポルトガル語、やさしい日本語などの
  チラシの発行

•ダンスを通した交流ワークショップ

劇場が初めてのお客さまや、舞台芸術をもっと楽しみたいお客さまに向けた

トークイベントやワークショップ
それぞれの興味・関心に合わせて、様々なイベントを開催しています。

•舞台芸術のトップランナーによる
 トークイベント 「カフェトーク」

舞台芸術に関わる人材の育成

•大学生を対象にした基礎知識から実践までが学べる
 「舞台芸術インターンシップ」（最大2年間）

•高校・大学生に舞台に関わる仕事を紹介する
 「お仕事ナビ」

•次世代を担う劇作家と後世に残す戯曲を発掘する
 「AAF戯曲賞」　ほか

•オルガニストを目指す人のための短期・個人レッスン
 「オルガニスト養成事業」

次世代を担う劇作家と後世に残す戯曲を発掘する

地域から世界まで！ぐるっと繋がる 連携プロジェクト
ご近所と連携！ 久屋ぐるっとアート

愛知県芸術劇場
オルガニストの紹介
2018年11月に初代劇場オ
ルガニストに、豊田市出身・
在住の都築由理江が就任
しました。鑑賞公演の出演
や、企画、人材育成にも携
わっていきます。

市町村と連携！ 県内ツアーなど
地域の劇場と連携して、夏休みのツアー公演や、当劇場のプロデュース公演の県内ツアーを行なっています。2020年
度は、ファミリー・プログラム「えんどうまめとおひめさま」（ノルウェー）が県内8か所をツアーします！

10名以上でご来場される場合、
一般発売前でも予約のご相談に
応じます。詳細は劇場事務局まで
お問い合わせください。
※公演によっては割引サービスもご用意し
　ています。

車いす等でご来場のお客さまへ
愛知県芸術劇場が主催するすべての鑑賞
公演では、車いす席やコミュニケーション
支援ボード、筆談セットを用意しています。
盲導犬や介助犬など、気になる点がありま
したら、劇場までお問い合わせください。

チケットの購入の取扱い 愛知県芸術劇場メンバーズ 登録無料 アクセス団体予約サービス

s

サービスやイベントについては随時チラシまたはウェブサイトをご覧ください。

•小学生を対象にした体験学習
 「げきじょうたんけんツアー」

。

•コミュニケーション支援ボード・筆談セット　など

視覚に障がいのあ

コミュニケ ション

<スタッフ>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<アーティスト>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

愛知芸術文化センターが位置する久屋（栄北）エリア
のさらなる活性化を目指して、ご近所の商業施設や文
化団体等と連携を図っています。11月上旬に開催す
る「久屋ぐるっとアート」では、久屋の各地でミニコン
サートやアート・ワークショップなどを開催します。

点訳パンフレット

観劇・鑑賞サポートを行なう公演は、
こちらのロゴマークが目印です。

・・

•市町村ツアー 
　2017年度の公演より（稲沢）     　2018年度の公演より名古屋（千種）

•2018年度の「久屋ぐるっとアート」より

国内外の劇場と連携！ 
アジア太平洋地域の舞台芸術の振興等を目的としたAAPPAC（アジア太平洋パフォーミングアーツセンター連盟）に加
盟し、情報交換を行なうなどの連携を図っています。

＜ウェブ先行発売＞
オンラインチケットサービスで
いち早く発売
＜会員発売（一部公演）＞
左記チケット取扱い先にて、
一般発売より1日早く発売

•舞台技術や企画制作のコースに分かれて講義、実習などを行なう「劇場職員セミナー」　ほか

の取組み

もっと 知りたい、行ってみたい！ の
サービス

英語などのチラシの発行や、ワ

•英語 ポポポポポポルトガル語 やさ
ⒸNaoshi Hatori


