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これを観ずして、現代演劇は語れない !

世界中に「怒れる若者たち」を生んだ、 史的問題作 !

？

歴

「JAPAN MEETS・ …―現代劇の系譜をひもとく― Jシリーズの第12弾 として登場するのは、1950年代の

イギリス演劇界へ大きな衝撃を与え、その後世界的センセーションを巻き起こした問題作、ジョン。オズボーン作

『怒りをこめてふり返れ』。1956年 にロンドンで初演されたこの作品では、すでに斜陽となった大英帝国ヘ

の不満、焦燥、怒りをぶちまける労働者階級の青年が描かれ、その姿は観客を挑発し、「怒れる若者たちJ

という呼び名で社会現象を起こしました。演出に、近年俳優としてのみならず演出家としても高い評価を得

ている千葉哲也を迎え、同シリーズ『わが町』で好演した中村倫也、F焼 肉ドラゴン』の舞台が記憶に新しい

中村ゆり、など実力派俳優が揃い、水谷八也の新訳でこの歴史的作品を立ち上げます。お見逃 しなく!

中村倫也 中村ゆり 浅利陽介 三津谷葉子 真那胡敬二

―ものがたリー

英国中部の大きな町の、とある屋根裏部

屋。貧しい下層階級に生まれたジミーは、

妻アリソンと、同じ下層階級出身の友人ク

リフとの奇妙な三人の共同生活を続けて

いた。ジミーは、政治、宗教、あらゆる

1日 世代の価値観や秩序に激しい怒りをぶ

ちまけ、さらに搾取により裕福で欺嚇に満

ちた生活を送る憎むべき中産階級出身の

妻アリソンにいらだち罵佳1す る。善良なクリ

フは、ジミーに怒りの矛先を向けられ憔悴

したアリソンをやさしくなぐさめるのだった。

殺伐とした生活が続いていたある日、アリ

ソンの友人ヘレナが部屋を訪れる。窮状

を見かねたヘレナは、アリソンの父親レッ

ドファーン大佐に連絡を取り、説得された

アリソンは実家に戻るのだが  ,。
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プ 新 国 立 シア ター・ トーク は場無料.ただし満席の場合、制限有)

7月 19日 (水)公 演終了後 小濠1場

●出演 :千 葉哲也、中村倫也、中村ゆり、浅利陽介、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 T匡 L0353513011(代 )

軍場
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す:司 1員後のこ入場
=制

限させていただきます。 σ 託児室 (キ ッズルーム「ドレミJ)利用可能日

0マンスリー・プロジェクト(入場無料・要申込み)

雲ヲ冷齊獨』摯1+胆ju雹だれ[|]i::

●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新国む摯資警t

前売開始 2017年 4月 22日 (土)10:00～

新 国立劇 場

Webボ ックスオフィス

http://pia.jp/nntt/雛藩議け饉寺簸磯

割引等のご案内

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 爾購驚寵

ボックスオフィス(窓 口・電話 )、 チケットび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)覇聯簿騒

ボックスォフィス(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 鰊
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、
チケットびあ一部店舗で取り扱い。要学生証。

●障害者割引 鰤霧 露

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ォフィスまでお問い合わせください。

び 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

(株 )明 日香 (あ すか)個 人事業部

画面 0120165115(■ 日祝を除く10時～17時 )

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がござ
います。あらかじめご了承ください。

グ6年翼隻 …9999[鳳 T誰算聯
|

チケット料金 (税 込)

6,480円 13,240円 11,620円

※ Z席 は公演当日

ボックスォフィスのみで販売 .

1人 1枚、電話予約不可。

◆チケット取り扱い

チケットぴあ 0570-02-9999(Pコ ード455833)
http://pね jp/t/雛華護薔′轟爾

イー プ ラス http://ep usjp/nnttp ay/

ローソンチケット0570-000‐ 407(オ ペレーター受付)

0570-084-003(Lコ ード39367)

http://‐ tke com/classic/n ntt/play html

」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

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 ttNE,HATSUDA SItt10N[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。
*濠1場地下に駐車場がありま丸 ご観濠1の 際は 駐車料金を割引いたしま丸 (駐 車券をお持ちください)
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