
東京シェイクスピア ・ カンパニー　設立３０周年記念公演

「冬物語」
ワークショップ＆キャスト募集

役者、スタッフを目指すなら、一度はシェイクスピアに触れてみるべき！
時代を越えて上演され続けている魅力を、たっぷりお教えします。

東京シェイクスピア・カンパニーは、日本で唯一主宰自らがシェイクスピアの原文を翻訳し、上演
する、シェイクスピア専門のカンパニーです。この度、設立 30 周年記念としてシェイクスピア珠玉
のロマンス劇「冬物語」を上演するにあたり、公演の出演者を対象としたワークショップ及びオーディ
ションを開催いたします。奮ってご参加くださいませ。

設立 30周年記念公演「冬物語」
公演期間：2021年 11 月 8日～ 14日

劇場：Theatre BONBON(東京都中野区 )

・インドの高校でシェイクスピアを学
び、帰国後は国際基督教大学にてシェ
イクスピアの問題劇を専門とし、博士
前期課程修了。
・日本におけるシェイクスピア演劇の
老舗、シェイクスピアシアターで演出
家出口典雄に師事。
・1990 年代放送アニメ「楽しいムーミ
ン一家」のプロデューサーを務める。
・児童書の翻訳多数
（ペンネーム「野中しぎ」）

≪東京シェイクスピア・カンパニー≫
・1990 年設立。主宰として原作からの翻訳・演出を手掛ける。
・芥川賞、谷崎賞受賞作家 奥泉光と共に、スピンオフ戯曲シリー
ズも展開。
・2010 年「その功績は坪内逍遥にも匹敵する」と評価され、、
山茶花クラブ賞を受賞。
シェイクスピアの魅力をより広く知ってもらおうと、30 年に
わたりシェイクスピアに特化した公演を続けている。

≪主宰　江戸馨≫

ワークショップ

「冬物語」を題材とし、シェイクスピア劇の
セリフの読み方、身体表現、脚本分析等を
学びます。受講者はオーディションに参加
できます。

回数■全 6回（一回あたり約 3時間）
料金■1回あたり ¥2,500（お得な通し券有）
時間■午後 13 時～、夜間 18 時～
場所■都内稽古場

オーディション

開催時期■適宜
契約期間■2021 年 稽古開始～本番終了まで

スタッフ募集

本公演の制作助手スタッフを募集します。
未経験者可。ご興味のある方は是非！

新型コロナウィルスの影響により、ワークショップ及びオーディションの日程は未定です。決定次第ご連絡致しますの
で、ご興味のある方はまずはメールにてお問合せください。折り返し、担当よりご連絡させていただきます。

【ご応募・お問合せ先】

東京シェイクスピア・カンパニー

主宰：江戸馨 /制作担当：藤井由樹

Mail：tsctudorcats@gmail.com

Tel/Fax:0422-34-0545

HP：http://www.tokyoshakespeare.com

Address: 東京都三鷹市大沢 6-3-41



ワークショップ詳細

本公演と同じ「冬物語」を使い、シェイクスピア劇のセリフ術、身体表現、脚本分析等を学べるワークショップです。3回以上ご参
加の方は、キャストオーディションにも参加できます。講師は演出家 江戸馨が務めます。
オーディションの前に雰囲気を見てみたい方や、演技の幅を広げたい方など是非お気軽に挑戦してください！

ワークショップ内容
・原文をもとにシェイクスピア劇への理解・疑問から始まる答え探し
・何通りにも作れる場面づくりの実験
・シェイクスピア劇に不可欠なオレーション：シェイクスピアのセリフを日常会話のように語れる　　アーティキュレーション術、
独白の感情移動テクニック　等

応募条件 ■ プロの役者として活動または目指している方で演技経験のある方。年齢性別不問。
選考方法 ■ プロフィール選考のみ
時　　間 ■ 午後 13 時、夜間 18 時～の 2～ 3時間（コロナの影響により開催時期は未定）
場　　所 ■ 都内稽古場（主に世田谷、中野、高円寺近辺）
料　　金 ■ 1 回あたり￥2,500 円、6回通し券はお得な￥10,000
＊所属事務所、劇団からの推薦者は割引料金にてご参加頂けます。

30 周年記念公演にあたり、メインキャストを含むキャストオーディションを行います。「冬物語」は 2国にまたがり、十数年にも及
ぶ物語なので、場面場面に重要な役が複数登場します。老若男女奮ってご応募ください！

応募条件 ■ 舞台経験者。プロの役者として稽古及び本番のスケジュールを優先できる方。年齢性別不問。事務所や劇団所属者も応募可。
選考方法 ■ 第一次審査…プロフィール選考、第二次審査…面接またはオーディション
開催時期 ■ 随時
契約期間 ■ 稽古期間から本番終了まで。
　　　　　 2021 年 10 月から都内にて稽古予定（基本週 5回 13 時～ 17 時、本番 2週間前から 13 時～ 22 時位）
報　　酬 ■ チケットバック制

オーディション詳細

公演に際し、制作助手を募集します。主な仕事は、票券管理、宣伝活動他基本的な制作業務の補助です。本番は全公演の受付管理を
お願いします。希望者にはイラストレーターやフォトショップ、チラシデザイン、チケット作成等の PC技術もお教えします。スタッ
フとしての経験を積みたい方は勿論、若手の役者さん、素人だけど舞台作りに関わってみたい方等、幅広く募集致します。ご興味が
あればお気軽にお問合せ下さい。

応募条件 ■ 経験不問。性別年齢不問。舞台作りに関わりたいという意欲のある方。
選考方法 ■ 簡単な履歴書提出、のち面接
拘束期間 ■ 2021 年 12 月 6 日（小屋入り）から 12 月 12 日（千秋楽）までの 7日間
　　　　　 及び、稽古期間中 10 日前後。その他場合によっては自宅作業等。
報　　酬■  本番交通費。その他スキルにより、要相談。

スタッフ募集

＝＝＝ご興味があれば、まずはお気軽にお問合せ下さい！折り返し応募に津様な書類のご案内を致します＝＝＝

宛　先 ■ tsctudorcats@gmail.com
担当者 ■ 東京シェイクスピア・カンパニー　　制作：藤井由樹
件名 ■  「冬物語」  　①ワークショップ、②オーディション、③スタッフ、いずれに関してか明記をお願いします。ご質問もお気軽に。

★本文にお名前、メールアドレス、電話番号などの連絡先情報を記載してください。
★上記メールアドレスからのメールが受信出来る様に、事前に設定をお願いします。3日以内には返信が無い場合、受信設定の問題
が考えられますので、お手数ですがお電話にてお問合せください。

劇団 Tel/FAX：0422－34‐0545

すべての応募方法＆合わせ先



≪東京シェイクスピア・カンパニー過去のあゆみ≫

1990 年設立
以来、シェイクスピアのストレート・プレイ、スピン・オフ戯曲「鏡の向こうのシェイクスピア」シリー
ズ、翻案戯曲を含め、シェイクスピア一筋で今年 30 周年を迎える。
本公演以外では、シェイクスピアをより身近に感じて貰おうと、定期的に朗読会を続け、横浜山手
芸術祭、招待作品としての朗読劇も 10 年以上続けている。
朗読公演はノーカット・リーディングから、江戸の解説付きのサロン風朗読劇まで、場所や観客に
合わせた形で関東を中心に展開、全てオリジナルのリュート生演奏付き。

≪代表的な履歴≫

1995 年　エジンバラ・フリンジ・フェスティバルにて
「マクベス」を上演。「日本文化の展示会ではない、シェイクスピアの魂を持ったパフォーマンス」
と評される。その後もスピン・オフ・シリーズ「マクベス裁判」等様々な視点からマクベスを取り
上げている。

「リヤの三人娘」作：奥泉光
1995 年より再演を重ね、2020 年、本国 Arden 社より英訳本が出版される作品。

「ヴェニス二連作」の試み
2014 年、
「ヴェニスの商人」と、江戸が書いたヴェニスの商人の 10 年後を描いたオリジナルストーリ―「ポー
シャの庭」の二作品を同時上演。主宰自らが翻訳・演出を手掛ける作品と、オリジナルのスピン・
オフ作品とを持つ当劇団の強みを生かした特徴的な公演。

The Japan Times はじめ劇評家からは
「キリスト教徒となったシャイロック、望むものを手に入れたが父親の呪縛から解放されないポー
シャ、
駆け落ちしたものの生活に苦しむ元ユダヤの娘ジェシカなどなど…
女性の戯曲家・演出家の視線によって描かれた人物の秘めた苦しみ、悲しみに感情移入してしまう
奥深い作品」と評された。

1993 年「十二夜」　
1995 年「リヤの三人娘」　作 : 奥泉光　
1995 年「マクベス」
1996 年「リヤの三人娘」　
1996 年「お気に召すまま」　
1996 年★「マクベス裁判」　作 : 奥泉光　
1997 年「魚心あれば水心 Measure for Measure」
1998 年「ハムレット」　
1999 年「アントニーとクレオパトラ」　　
2001 年「ポーシャの庭」　　
2004 年「リヤの三人娘」
2004 年★「そしてリチャードは死んだ。」　
2005 年「ペリクリーズ」

2007 年「恋のむだ骨」
2008 年「王妃マーガレット」
2010 年「十二夜」
2011 年「ハムレット解体新書」
2012 年★「無限遠点」
2012 年「長い長い夢のあとに：ヘンリー五世の    
                  青春」
2014 年《ヴェニス連作　同時上演》
                「ヴェニスの商人」&「ポーシャの庭」
2015 年「フォルスタッフ」
2016 年「メジャメジャ」
2017 年★「恋のむだ骨」
2017 年★「鏡の向こうのヘンリー八世」
2019 年★「喜劇�ロミオとジュリエット」　

★マークはオリジナルスピン・オフ公演　－鏡の向こうのシェイクスピア・シリーズ－

≪東京シェイクスピア・カンパニー　主な公演履歴≫　


