
演劇「君が人生の時」

20世紀前半、不穏な時代
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舞台はサンフランシスコの波止場の外れにある、

安っぱいショーを見せるニックの酒場。様々な事情を

抱えた客がやって来ては去っていく。ピアノの名手、

ダンサー、港湾 労働 者、哲学者、警察 官、娼

婦 ……。誰もがそれぞれの想いを抱えながら酒を飲

み、本音をポツリと語り、時の流れに身を委ねる。

若い放浪者、ジョーは、いつからかこの店にやって

来て毎日朝から晩までシャンパンを飲んで過ごす不思

議な男だった。この店で出会い、ジョーの弟分と

なったトムは、客の一人、自称女優の魅惑的な女性

キティに恋しているが想いを打ち明けられずにいた。
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かみむら周平  林田航平

に謳い上げる人間讃歌
日本の演劇がどのように西洋演劇と出会い進化してきたかをテーマとするシリーズ

「JAPAN MEETS・・・―現代劇の系譜をひもとく― J。 その11作 日として、アメリカ

人劇作家、ウィリアム・サローヤンの代表作『君が人生の時』を上演いたします。

本作は、1940年 にピュリッツァー賞を受賞 (サローヤン本人が辞退)。 戦争の足音

がしのびよる時代に市井の庶民の素朴さや善良さを描 き出す作品です。

今回、浦辺千鶴の新翻訳で演出を手がけるのは宮田慶子、出演には新国立

劇場初登場となる坂本昌行、野々すみ花ら人気と実力を兼ね備えた俳優を

中心に、本場勝己、一柳みるら演技派俳優が顔を揃えます。音楽やダンスを

絡めつつ、名作を丁寧に描き出す舞台です。ぜひ、お見逃しなく!
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X6月 14日 (水 )1300は 学校団体が入る予定です。

X6月 22日 (木 )1300は 貸切のためZ席 を合め販売はございません.

ノ 新 国 立 シ ア タ ー・ トー ク (入場無料。ただし満席の場合、制限有 )

6月 16日 (金)公 演終了後 中劇場

●出演 :丸 山智己、橋本 淳、かみむら周平、宮田慶子

●司会 :中 井美穂

0入場方法:本 公演チケットをご提示ください。Oお問い合わせ:営 業部 TEL 03 5351 3011(代 )

前売開始 2017年 3月 19日 (日 )10:00～

瑕冬予難鐵「
′03-5352■ 9999:提晶褥峰懲 ]

※一般発売初日に限り、おひとり様1回または1通話につき、合計4枚までの購入とさせていただきま寃

チケット料金 (税込)

開場は開演の30分 前です。開演後のご入場は制限させていただきます。

0託児室(キ ッズルーム「ドレミJ〉 利用可能日

マンスリー・プロジェクト(入場無料・要申込み)

◆チケット取り扱い
一般発売初日に限り、Webで の販売はございません。

※一般発売初日に限り、おひとり様1回または1通話につき、合計4枚までの購入とさせていただきま魂

チケットぴあ 【一般発売初日特電】0570-02-9980
【3/20以 降】0570-02-9999(Pコ ード455‐ 807)

http:〃 pia,p/t/1輩購議豪難|

イー プ ラス【一般発売初日特電】0570-06-9900
【3/20以 降】httpゾ/ep usjp/nnttplay/購 無菫:

ローソンチケット【一般発売初日特電】0570-084‐ 660
【3/20以 降】0570‐ 000-407(オ ペレーター受付)

0570-084-003(ヒ コード39366)

http//1‐ lke com/c assic/nnVp ayhtml

:鶴難爆豪織:

」TB・ 近畿 日本ツーリスト・日本旅行 。東武 トップツアーズ ほか

リーディング公演

ウィリアム・サローヤン作 品ょり

6月 23日 (金)18:30/25日 (日 )17100 中劇場

●演出:宮 田慶子

ぴ 託児室<キッズルーム『ドレミ』>定員制

一般発売日から来場日の一週間前までに下記まで電話予約。

●利用料金 3ヶ月～1歳 2,000円 /2～ 12歳 1,000円

●ご予約・お問い合わせ llll明 日香 (あすか)個人事業部

0● 0120‐ 165‐ 115(土 日祝を除く10時～17日寺)

〈割引等のご案内)

※各種害」弓:は 、新国立劇場ポックスオフィス窓口・電話のみでの取り扱い

で丸 (た だし、アトレ会員書」引は通常通りの取り扱いとさせていただきま丸

また、ジュニア割引につきましてはWebボ ックスオフィス [一 般発売日

初日に限り、Webからはご利用出来ません]でも取り扱いいたします。)

お申し込みの際、割引ご利用の旨をお知らせください。(Z席 は対象外)

●高齢者割引(65歳以上)。学生割引 5%割 引

ボックスオフィス(窓 El・ 電話)のみ取扱。要年齢証明書または学生証。

●ジュニア割引 (中学生以下)20°/。 割引

ボックスオフィス(窓 El・ 電話)、 Webボックスオフィス[一般発売日初日

に限り、Webからはご利用出来ません]で取扱。入場時年齢確認あり。

●当日学生割引 50%割引

公漬当日10ЮOよ り残席がある場合のみボックスオフィス窓口で取扱。

要学生証。

●障害者書U引 20%害 J引

ボックスオフィス(窓 口・電話)のみ取り扱い。要障害者手帳等。

●車椅子をご利用のお客様はボックスオフィスまでお問い合わせくださぃ。

備 考

●就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。●お子様につきましても1人 1枚チ

ケットをお求めください。●公演中止の場合を除き、チケットの変更・払い戻しはいたしま

せん。●壁際、手摺りの近くの一部の座席で、舞台が見えにくい場合があります。●公演

日、席種によっては、お求めになれないことがあります。●やむを得ない事情により出演

者が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

先着順。定員に達し次第締め切ります。

詳細は濠]場ウェブサイトをご覧ください。

○お問い合わせ :情報センター

TEL 03 5351 3011(代 表)

マンスリプロジェクト細 [置重要L

京王新線 (都営新宿線乗入 )新宿駅より1駅、

初台駅 中央 口直結

KE10 NEヽ″ LINE,HATSUDAI STAT10N

[京工線は止まりません]

山手通 り、 甲州街道交差点。

首都高速4号 線新宿 出回・初台出回、

首都 高速中央環状線 中野長者橋 出回・初台南出回すぐ。

*劇場地下に駐車場がありま魂

ご観劇の際は、駐車料金を割弓いたしま寃 (駐 車券をお持ちください)
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※Z席 は公演当日

ボックスオフィスのみで販売.

1人 1枚 電話予約不可。
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新国立劇場
〒1510071 東京都渋谷区本町■11

〈交通のご案内〉


