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平素より愛知県芸術劇場の活動につきまして、ご理解・ご支援賜りありがとうございます。 

さて、見出しのとおりプレスリリースを送付いたします。 

ご多忙中恐縮ですが、ご一読の上、ご取材等いただければ幸いです。 
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■2022年度 愛知県芸術劇場 自主事業ラインナップについて 

2022年度も愛知県芸術劇場では、県民の皆さまをはじめ、多くの方に楽しんでいただける多彩で充実

した事業を開催してまいります。 

大ホールには、21年度に続き、勅使川原芸術監督が構成・演出・振付を担うダンス『風の又三郎』をはじめ、

フランスの現代サーカス集団が身体をひるがえしたり、高度なアクロバットを披露する『Möbius／メビウ

ス』、東京芸術劇場と共同で制作する愛と悲劇に満ちたオペラ「『カヴァレリア・ルスティカーナ』 &『道化師』」

などが登場します。『風の又三郎』では、オーディションで選ばれた後に、勅使川原監督の指導を受けた東海

圏にゆかりある若手のダンサーたちが出演します。個々のダンサーのスキルアップと当地域におけるダンス

シーンのさらなる活性化を目的としたダンス作品をご堪能ください。 

コンサートホールでは、勅使川原監督が出演するダンスとライブ音楽のコラボレーション公演『天上の庭』

や「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」等を上演します。 

また、夏のファミリー・プログラムでは、毎年人気のオルガン入門のコンサート「THE オルガン 

NIGHT&DAY2022」や、ノルウェーのダンス・カンパニーによるアンデルセン童話を下敷きにした『えんどう

まめとおひめさま』を上演。県内ツアーも含め、家族で気軽に劇場にお越しいただける公演をお届けします。 

そして、年間を通して開催するミニセレでは、プロフェッショナルなダンス環境の整備とクリエイター育成

を行なうDance Base Yokohamaとの連携プロジェクトや、「戯曲とは何か」を提題にし、上演を前提とし

たAAF戯曲賞の大賞受賞作を舞台化する「第20回AAF戯曲賞 受賞記念公演 『リンチ（戯曲）』」を開催します。 

そのほか、コンサートホールを無料開放するオープンハウスを開催し、劇場に興味を持っていただけるよ

うな取組みを行なうほか、舞台芸術の裾野を広げることを目的にした普及啓発事業や、スタッフ・アーティ

ストの両方を育てる人材養成事業にも引き続き取り組んでまいります。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を引き続き講じながら開催してまいりますので、当劇場に足

をお運びくださいますようお願い申し上げます。 



日程 事業名 会場 概要および特徴

 5 . 　7（土）
愛知県芸術劇場コンサートホール
オープンハウス

コンサート
ホール

コンサートホールの舞台や客席、ホワイエ、ビュッフェなどを自由
に見学いただけるイベント。スタッフが劇場に関するエピソードを
交えながらご案内するバックステージツアー等も開催します。ホー
ルや舞台芸術にさらに興味を持っていただけます。

 7 . 24（日）～
　　 26（火）

『えんどうまめとおひめさま』 小ホール ほか
※県内ツアー有

アンデルセン童話『えんどうまめの上のおひめさま』を下敷きにし
たダンスと演劇を横断するパフォーマンス公演。愉快な舞踏会の
シーンが世界中の子どもたちから人気を博しています。自国のノ
ルウェーをはじめ、ヨーロッパやアジアなどで活躍するダンス・カン
パニー「ディブウィク・ダンスカンパニー」が県内の市町村劇場をツ
アーします。

 8 . 16（火）
　　 17（水）

チェコ・アルファ劇場
『快傑ゾロ』

小ホール

チェコ人形劇界をリードするピルゼン市立アルファ劇場の来日ツ
アー。チェコの人形劇はユネスコ無形文化遺産に登録されるなど
世界的な評価を得ています。これまでに数多くの受賞歴を誇る人
形劇場の作品を上演します。

 8 . 25（木） げきじょうたんけんツアー
コンサート

ホール

普段は見ることができない劇場の裏側を見学できるバックステー
ジツアー。劇場運営スタッフ扮するジョニー隊長とジョニ子副隊長
と一緒に、劇場の裏側を探る体験学習です。21年度に人気を博し
たコンサートホール版を開催します。

 8 . 26（金）
　　 27（土）

THE オルガンNIGHT＆DAY 2022
コンサート

ホール

「短めのプログラム」「出かけやすい時間」「ワンコイン」と“手軽さ”
を追求したパイプオルガンのコンサート。これまでに本公演に複
数回出演した山口綾規が5年ぶりに出演し、それぞれのプログラ
ムに合わせた曲を演奏します。

 9 .   3（土）
　　   4（日）

芸術監督勅使川原三郎演出
ダンス『風の又三郎』

大ホール
21年度に大ホールで開催した『風の又三郎』を、東海圏にゆかり
のある若手ダンサーとともに再び上演。当劇場芸術監督の勅使
川原三郎が構成・演出・振付を務めます。

 夏 赤ちゃんと踊ろう（ママ編・パパ編） ―
赤ちゃんと一緒に踊りながら、パパ・ママ同士も交流できるダンス
ワークショップ。抱っこやおんぶをしながらリズムに合わせて踊っ
たり、ストレッチしたりして、身体も心もリフレッシュできます。

日程 事業名 会場 概要および特徴

10 . 15（土）
　　  16（日）

名古屋二期会2022年 定期オペラ公演
歌劇『フィガロの結婚』

大ホール

モーツァルトが作曲した傑作オペラ。幾重に織りなす愛の人間模
様を描きます。指揮はザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団正指揮
者であり、大阪芸術大学客員教授の牧村邦彦、演出は髙岸未朝
が務めます。

10 . 19（水）
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

コンサート
ホール

ムソルグスキー作曲のピアノ組曲から管弦楽に編曲し、有名に
なったラヴェル版を、初演から100年を記念してパイプオルガンコ
ンサートを開催。オルガンの世界的なコンクール「シャルトル大聖
堂国際オルガンコンクール」においてアジア人で初めて優勝した
廣江理枝が演奏します。

10 . 27（木）
　　  28（金）

カンパニーXY with ラシッド・ウランダン
『Möbius／メビウス』

大ホール

フランスを拠点に世界中で活躍するカンパニーによるノンバーバ
ルな現代サーカス。フランスの国立劇場のディレクターとのコラボ
レーションで、19人のチームが、飛んだり、身体をひるがえしたりし
ながら高度なアクロバットを披露します。同カンパニーの最新作に
ご期待ください。

11月
第20回AAF戯曲賞受賞記念公演
『リンチ（戯曲）』

小ホール

上演を前提としたAAF戯曲賞の大賞受賞作を舞台化する演劇公
演。応募総数117作品から、選出された羽鳥ヨダ嘉郎の戯曲を上
演。「戯曲とは何か」を提題にしている本戯曲賞の公演にご期待く
ださい。

11 . 25（金）
愛知県立芸術大学管弦楽団
第33回定期演奏会

コンサート
ホール

東海地方唯一の公立芸術大学オーケストラによる定期演奏会。
指揮は、東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団常任指揮者や仙
台フィルハーモニー管弦楽団レジデント･コンダクターを務める高
関健です。

2022年度 愛知県芸術劇場 自主事業ラインナップ

　　　　　　　　　■ ファミリー･プログラム

　　　　　　　　　■ 愛知芸文フェス

ゴールデンウィーク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。

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。

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。

■ラインナップの特徴について



日程 事業名 会場 概要および特徴

11月
【再掲】
第20回AAF戯曲賞受賞記念公演
『リンチ（戯曲）』

小ホール

上演を前提としたAAF戯曲賞の大賞受賞作を舞台化する演劇公
演。応募総数117作品から、選出された羽鳥ヨダ嘉郎の戯曲を上
演。「戯曲とは何か」を提題にしている本戯曲賞の公演にご期待く
ださい。

12月 ダンス・セレクション2022 小ホール
国内で注目された過去作や、海外で活躍するダンサーの新作な
ど、当劇場のプロデューサーが選び抜いた作品をオムニバス形
式で一挙に上演します。

2023年
  3月

DaBY ダンスプロジェクト 小ホール

プロフェッショナルなダンス環境の整備とクリエイター養成を行なう
ダンスハウス「Dance Base Yokohama（DaBY）」との連携プロジェ
クト。アソシエイトコレオグラファーの鈴木竜が創る新作等を、当劇
場で上演します。

日程 事業名 会場 概要および特徴

 6 . 12（日）
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』

小ホール

モーツァルトが12才で作曲したオペラ。18年度の公演では、オペラ
の初心者からコアファンまで多くの方に高評いただきました。指揮
は、愛知県名古屋市出身の角田鋼亮。出演は、三重県出身のソ
プラノ歌手、伊藤 晴などの実力派ソリスト。歌唱原語上演・日本
語字幕付き。

 6 . 24（金）
オルガン・アワー
～音のシャワーで心リフレッシュ～

コンサート
ホール

数々の名曲とともにパイプオルガンの魅力を約1時間でお届けす
るコンサート。ドイツをはじめヨーロッパ各国でコンサートを行ない
ながら、豊田市コンサートホールオルガニストを務める徳岡めぐみ
が出演します。

 7 . 23（土） Noism&鼓童 新作公演 大ホール

りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館の専属舞踊団「Noism
Company Niigata」と佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団「鼓童」
が初共演。現代音楽の第一人者である原田敬子が作曲した音楽
をもとに、ダンスと伝統芸能がコラボレーションします。

 9 . 16（金）
　　 17（土）

ダンス・コンサート
勅使川原三郎 ライヴミュージック＆ダンス
『天上の庭』

コンサート
ホール

世界トップクラスの「ダンス」と「音楽」を、同時にコンサートホール
でお楽しみいただけるシリーズ。当劇場芸術監督の勅使川原三
郎が演出・照明・衣装・選曲を務め、世界的な音楽家とコラボレー
ションした作品を上演します。

11月 久屋ぐるっとアート2022
久屋

（栄北）エリア

久屋（栄北）エリアの秋のアートフェスティバル。オアシス21や中部
電力 MIRAI TOWERなどの団体と連携し、音楽、美術、グルメ等が
気軽に“ぐるっと”楽しめるイベントを開催します。

12 . 23（金）
　     24（土）

クリスマスはオルガンだ！2022
コンサート

ホール

クリスマスシーズンのオルガンコンサート。この時期に合った曲目
や、演奏者の手元や足元を大型スクリーンに投影する演出が人
気を集めています。当劇場オルガニストの都築由理江が演奏しま
す。

2023年
  1月

オイリー・カート

『Ｊａｍｂｏｒｅｅ
　ジ　ャ　ン　ボ　リ　ー

』
小ホール

イギリスで30年以上にわたり活動する劇団の招へい公演。劇団
が長年培ってきたバリアフリーのノウハウを活かして、障がいの有
無にかかわらず一緒に楽しめる体験型のパフォーマンスを披露し
ます。

 2 .  4（土）
藤原歌劇団公演 プッチーニ作曲
オペラ 『トスカ』

大ホール

1934年に誕生した日本で最も歴史のあるオペラ団体、藤原歌劇
団の愛知公演。イタリアの後期ロマン派の作曲家プッチーニの三
大傑作のひとつと言われるオペラを上演します。「妙なる調和」や
「星は光りぬ」などの名曲揃いのアリアと劇的な物語が特徴です。
指揮は鈴木恵里奈、演出は松本重孝です。

 2 .19（日）
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

90年以上の歴史を誇り、全国各地で年間に約120回の公演を行
なう日本を代表するオーケストラの定期演奏会。世界一流の指揮
者や話題のソリストたちと共演する世界が認めるサウンドをお聴
きください。

 3 .  4（土）
　　  5（日）

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』

大ホール

全国の大規模劇場が共同で制作するオペラ公演。イタリアの作曲
家マスカーニが作曲した「田舎の騎士道」という意味の『カヴァレリ
ア・ルスティカーナ』と、レオンカヴァッロ作曲で、人々の日常生活
を描きながら感情表現に重きを置いたヴェリズモ・オペラの代表
作『道化師』を上演します。

 3 . 24（金） オルガン・レクチャーコンサート
コンサート

ホール

映像と解説を交えたオルガンをより知りたい人向けのコンサート。
毎回、青少年から大人まで、多くの方から好評をいただいていま
す。演奏とスクリーンを使った分かり易い解説で、オルガン初級者
の方もお楽しみいただけます。

※　―（ハイフン）は、時期未確定の情報です。
※各情報は、2021年11月29日現在の情報です。都合により変更する場合があります。

　　　　　　　　　■ ミニセレ - Mini Theater Selection -



■ 人材養成事業
日程 事業名 会場 概要および特徴

通　年
＜アーティスト人材養成プログラム＞
第22回AAF戯曲賞募集・選考

小ホール 他

2000年から続く「上演を前提とした戯曲賞」。次代を担う劇作家と
後世に残す戯曲を発掘します。最終審査は、一般公開で開催。大
賞受賞作品は、次年度以降に当劇場のプロデュース公演として
上演されます。

―
＜アーティスト人材養成プログラム＞
オルガニスト養成事業
集まれ、未来のオルガニスト2022

コンサート
ホール

オルガニストを目指す若手音楽家のための個人レッスン講座。オ
ルガン演奏の基礎からオルガニストへの夢に一歩近づけます。

―
＜アーティスト人材養成プログラム＞
振付家・ダンサー養成事業

その他

圏域にゆかりのある若手ダンサーのための養成事業。9月に開催
するダンス公演『風の又三郎』に向けて、勅使川原芸術監督が約
半年にわたり指導します。第一線で活躍するプロとの交流を通じ
て、地元ダンサーのスキルアップにつなげます。

―
＜アーティスト人材養成プログラム＞
愛知県芸術劇場合唱団 訓練

その他
当劇場のオペラ公演などに出演する合唱団のための講座。発声
や動き、ディクション稽古、演技指導などを行ないます。

―
＜舞台芸術人材養成ラボ＞
舞台芸術インターンシップ

その他

劇場・舞台芸術の仕事への就職を希望する大学生を対象にした
最大2年間の長期インターンシップ。「舞台技術コース」と「企画制
作コース」を設け、当劇場のスタッフが、基礎から実践までを指導
します。

―
＜舞台芸術人材養成ラボ＞
学生インターンシップ

その他

劇場・舞台芸術の仕事に関心のある高校生以上の学生を対象に
した短期間の初心者インターンシップ。劇場や舞台芸術について
レクチャーした後、イベントの準備や当日の運営業務を行ないま
す。

―
＜舞台芸術人材養成ラボ＞
舞台芸術お仕事ナビ

その他

劇場・舞台芸術の仕事に関心のある高校生以上を対象にした業
界ガイダンス。地元のオーケストラや劇団、舞台技術会社等、舞
台芸術の仕事に携わる講師らが、仕事の内容について、経験等
を交えて紹介します。

―
＜舞台芸術人材養成ラボ＞
劇場職員セミナー

その他
全国の公立文化施設に勤める若手から中堅職員までを対象にし
た技能習熟プログラム。基調講演や実習、パネルディスカッション
等を通して、職員のスキルアップを図ります。

―

＜アーティスト人材養成プログラム＞
＜舞台芸術人材養成ラボ＞
ファシリテーター＆コーディネーター
人材養成講座

その他

社会課題について、アートを通した解決策や取組みを考える講
座。アーティスト、劇場職員、教育関係者など、アートとの協働に
興味のある参加者たちが自身の活動や実践例を紹介しながら意
見交換を重ね、社会で望まれている活動について模索します。

日程 事業名 会場 概要および特徴

 6 . 17（金）
愛知県芸術劇場舞台芸術鑑賞教室2022
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』

県内の
市町村
ホール

オペラの公演に、県内の中学生を招待します。音楽に加え演劇、
美術、衣裳、照明などの要素が詰まった総合芸術と呼ばれるオペ
ラ公演を通して、感受性や想像力の育成につなげます。

 9.  28（水）
愛知県芸術劇場舞台芸術鑑賞教室2022
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

コンサート
ホール

パイプオルガンの公演に県内の小中学生を招待します。ピアノ組
曲「展覧会の絵」は、友人の画家の遺作展を訪れた作曲家ムソル
グスキーが、そこで観た絵画の印象を音楽にしたと言われていま
す。本コンサートでは、編曲したラヴェル版を、オルガンの演奏と
分かり易い解説で、音楽の面白さを学生に感じていただきます。

10 . 28（金）
愛知県芸術劇場舞台芸術鑑賞教室2022
カンパニーXY with ラシッド・ウランダン
『Möbius／メビウス』

大ホール

ダイナミックさとしなやかな動きを兼ね備えたフランス発の現代
サーカスの来日公演に県内の小学生を招待します。人が重なっ
て塔になったり、アクロバットなジャンプで宙を舞ったりすることか
ら「アートとスポーツの間」と評されています。身体の可能性や表
現することの面白さを知るきっかけになる公演です。

2022年度 愛知県芸術劇場 自主事業ラインナップ

■普及啓発事業（劇場と子ども7万人プロジェクト）

＜劇場と子ども7万人プロジェクト＞とは…

愛知県内には、小・中学生が一学年あたり約7万人います。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、子どもたち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、県内
の市町村と連携しながら進めています。

※　―（ハイフン）は、時期未確定の情報です。
※各情報は、2021年11月29日現在の情報です。都合により変更する場合があります。


