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昭和33年 、煉瓦の壁だけとなった長崎・浦上天主堂の保存につ

いて議会が紛糾していた頃。昼は看護婦そして夜は娼婦として

生きる鹿、原爆症の夫を支える忍、献身的な看護婦である静、

そして彼女たちを取り巻く男たち… 。誰もが皆、心にも体にも

癒やされない傷を抱えているなか、天主堂の前の崩れ落ちたマ

リア像の残骸が少しずつ盗まれていく。
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シリーズ「かさなる視点 一日本戯曲の

カーJのラストを飾るのは、原爆により癒

やされぬ傷を負った人々を通して、戦争

とは、人間の尊厳とは何かを間う『マリア

の首 ―幻に長崎を想う曲一』。昭和34

年に作者自身の演出で初演され、第6回

岸田演劇賞を受賞しました。演出を担う

のは、2016年 9月より新国立劇場演劇芸

術参与に就任した小川絵梨子。出演に

は2014年『星ノ数ホド』の好演で高い評

価を受けた鈴木杏、2013年『OPUS/作

品』で好評を得た伊勢佳世、そして新国

立劇場11年ぶりの登場となる峯村リエら

を迎え、日中千禾夫の傑作戯曲を舞台

に立ち上げます。作者の叫びでもあり深

い祈りでもある本作、どうぞお見逃しなく。

田中千禾夫戯 曲の頂点。

「魂の叫び」がabに突き刺さる。

鈴木 杏 伊勢佳世 峯村リエ

山野史人 谷川昭―朗 斉藤直樹 西岡未央 岡崎さつき

※5/11(木 )は学校団体が入る予定です。※5/12(金 )は貸切のためZ席 を含め販売はございません。

※5/25(木)昼 夜公演とも収録のため場内にカメラを設置いたします。 σ 託児室〈キンズルーム「ドレミ」)利用可能日

.グ 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 )

5月 16日 (火)公 演終了後 小劇場

●出演 :鈴 木 杏、伊勢佳世、峯村リエ、

小川絵梨子、宮田慶子

●司会 :中 井美穂

●入場方法 :本 公演チケットをご提示ください。

●お問い合わせ :営業部 TEL 03 5351 3011(代 )

マンスリー・プロジェクト(入場無料・要申込み)

トークセッション「かさなる視点 一日本戯由のカー」

05月 13日 (土 )18:00/Jヽ 濠」場  ●2/9(本 )～ 募集開始。

出演:谷 賢― (『 自蟻の巣』演出)、 上村聡史 (『城塞』演出)、

小川絵梨子 (『マリアの首』演出)、 宮田慶子

1憂鰺ξ匈:諦奎雷tlζまl挺11:。  マンスリプロジェクト新国
●お問い合わせ:情報センターTEL 03 5351 3011(代 表)

嘱祠

全国公演

6/3(土 )15:00、  6/4(日 )13:00

兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール

TEL 0798-68-0255

6/10(■ )13100

穂の国とよはし劇術劇場PLAT主ホール

TEL 0532-39-8810

13:00

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。

前売開始 2017年 2月 25日 (土 )10:00～

甲/W「γ晟翻
ボックスオフィス

′03… 5352
チケット料金 (税 込)

6,480円 13,240円 11,620円

-99991脂昔Ti4驚床:

※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。

◆チケット取り扱い

チケットぴあ 0570-029999(Pコード454623)

httpプ/● a,p/t/雛蘇:謝弩
'鑢

菫

http:〃 ep us,p/nnttplay/

0570-000-407(オペレーター受付)

0570-084-003(Lコ ード39365)

http/川 ‐Ike com/c ass c/nntt/p ay html
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回―ソンチケット

3月『白蟻の巣』(作 :三 島由紀夫 演出:谷 賢―)、

4月『城塞』(作 :安 部公房 演出:上 村聡史)、

5月『マリアの首』(作 :田 中千禾夫 演出:小りII絵 梨子)。

30代 気鋭の演出家による日本近代演劇の名作を一挙
三本、お得にお求めいただけます。
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′電話 0353529999(10～ 18時 )
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降開演の主催公演がある場合、

_    「プラス1チケット10%割 引クーボン」を
もれなくプレゼント(1セットに付き1枚 )

『白蟻の巣』『城塞』『マリアの首』各A席 の中から、チケット
1枚 を10%OFFでお買い求めいただけます。

ぴ 託児室<キッズルーム『ドレミJ>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

(株 )明 日香 (あすか)個 人事業部

画面 0120165115(土 日祝を除く10時 ～17時 )

割引等のご案内
お申し込みの際、害」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 轟轟饉議

ボックスオフィス (窓 口・電話 )、 チケットぴあ一部店舗のみ取 り扱

い。要年齢証明書または学生証。

●ジュニア割引 (中 学生以下)趾鋏翻寵

ボックスオフィス(窓 口・電話 )、 Webボ ックスオフィス、チケットぴ

あで取 り扱い。入場時年齢確認あり。

●当日学生割引 轍麟嶽艤
公演当日朝 10:00よ り残席がある場合のみボックスオフィス窓 口、

チケットぴあ一部店舗で取 り扱い。要学生証。

●障害者割引 銀懇椰菫毬

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、テケットの

変更 払い戻しはいたしません。●壁際、手摺り近く、バルコニーの一部
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

になる場合め`ございます。あらかじめご了承ください。

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

KE O NEW LNE,日 ATSUDA STAT ON[京 王線は止まりません]

山手通 り、 甲州街道交差点。首都高速 4号 線新宿 出口。初台 出回、

首都 高速 中央環状線 中野長者橋 出口・初台南 出口すぐ。
*劇場地下に駐車場がありま丸 ご観劇の際は、駐車料金を割引いたしま魂 (駐 車券をお持ちください)
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新国立EIJ場

JTB・ 近畿日本ツーリスト・日本旅行。東武トップツアーズ ほか


