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ビッグブラザーは見ている。
1984年、すべてが監視されている社会。それは「空想」か、それとも「現実」か―一。

2017年 、アメリカで爆発的に売り上げを伸ばしたジョージ。オーウェルのJヽ説

『1984』 。すべてが監視、統制される社会を描いたこの小説を舞台化した

本作は2014年にロンドンにて初演され、現代の社会が抱える問題を鮮烈に

あぶり出し、その年のオリヴィエ賞にノミネートされました。17年にはブロード

ウェイでも上演され、世界的な注目を集めています。言葉、記憶、行動、

そして思考までをもコントロールされる社会から抜け出す道はあるのか一一。

もの が た り

西暦2050年 以降のいつか。人々が小説 F1984』 とその “附録"「 ニュースピーク

の諸原理」について分析している。やがて彼らは小説の世界へと入つていく――

そこは1950年代に起きた核戦争により、世界がオセアニア、ユーラシア、イース

タシアの三つの国に分割され、統治のために戦争が絶え間なく繰り返される

「1984年 」の世界一― 主人公ウィンストンが生きるオセアニアでは“ビッグブラ

ザー
カ
を頂点とする党により、思想、言論、行動など、生活のすべてが監視さ

れ、統制されていた。彼はある決意を胸に、無謀とも思えるある行動に出る……。

井上芳雄 ともさかりえ 森下能幸 宮地雅子 山口翔悟 神農直隆 武子太郎 大杉 漣
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※4/18(水 )公演は貸切のため新国立劇場ではご購入頂けません。

Z席 の販売はございます。

×5/10(木 )1400公 演はぴあスヘシャルデーのため新国立劇場では

ご購入頂けません。Z席の販売はごさいます。

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。

ゾ新国立シアター・トーク
(入場無料。ただし満席の場合、ご入場いただけません)

4月 19日 (木)公演終 了後 小劇場

●出演 :小り|1絵 梨子、宮田慶子 ほか

●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 )

⑪マンスリー・プロジェクト(入場無料要申込み)

演劇講座「ジョージ。オーウェルの世界」

4月 22日 (日 )17:30 Jヽ 濠」場

● 講 師 :高 橋 和 久 (東京大学名誉教授、F一 九八四年』[新訳版 ]lll訳 者 )

●2/8(本 )よ り募集開始。先着順。定員に達し次第締め切ります。劇場ウェブサイトよりお申し込みください。

●お問い合わせ 情報センターTEL 03 5351 3011(代 )

d託児室 (キ ノズルーム「ドレミ」〉利用可能日

全国公演

〔兵庫〕兵庫県立芸術文化センター

阪急 中ホール

〔愛知〕穂の国とよはし芸術劇場PLAT
主 ホール

前売開始 2018年 2月 18日 (日 )10:00～

新 国立劇 場

Webボ ックスオフィス

http://pia.jp/nntt/m颯

3月 上演『赤道の下のマクベス』‐
4-5月 上演『1984』 JttD

5-6月 上演『ヘンリー五世J‐
上記の公演を同時にご購入 いただくと、

お得 にお求めいただけます。

ぴ 託 児 室 <キ ッズ ル ーム『 ドレ ミJ>定 員制

―股発売日から来場 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 )

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しヽ.●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、席種によつては、お求めになれないことがあります。

●やむを得ない事1青 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。

前売開始

2018年 1月 20日 (土 )

割 弓I等 の ご 案 内 お申し込みの際、割8ご利用の旨をお知らせくだれ 。ヽ(Z席 は対象外 )

●高齢者割引 (65歳 以上)学生割引 簸醸轟爾 ボツクスオフィス(窓 口 電話 )、 テケットぴあ一部

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)鰹轟轟饉艤 ボックスオフイス (窓 口 電話 )、 Webボ ックスオフィス、

テケットびあで取り扱い。入場時年齢確認あり。

●当日学生割引 蝙 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 日、

チケットぴあ一部店舗で取り扱い。要学生証。

●障害者割ち 畿轟量藤爾 ボツクスオフイス(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い。

19,400円
「正価21,600円 のところ

|

譴編みЪ99915,彗%侭鼻弾糀う
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 o570-02-9999(Pコ ード482757)
httpノ/pla lp/υ 鯉コL警

=機

′艤爾

イ ー プ ラス http:〃 eplus,p/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39405)

http:// tke com

」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 LNE,HATSUDA STAT ON[京 工線は止まりません]

*劇場地下に駐車場がありま丸 ご観濠」の際は、駐車料金を割引いたしま丸 (5主車券をお持ちください)
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新国立劇場


