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SPACでは劇場での演劇作品の創作・上演に加え、静岡県内各地でさまざまなアウトリーチ活動を行っています。

俳優・スタッフが幼稚園・保育園、学校、図書館などに出向き、多様なプログラムで演劇の体験をお届けします。

「おはなし劇場」「出張劇場」などの鑑賞型プログラムや、演劇やダンスのワークショップなど地域やコミュニティ

のニーズにあわせたブログラムを展開しています。 

12月～来年1月の予定をお知らせいたします。ご取材いただけますと幸いです。 

 

◆ 一般向け（取材可） 
 

SPAC出張劇場 

静岡市清水港船宿記念館・清水次郎長の船宿「末廣」 復元開館 20 周年記念事業 

SPAC 出張朗読公演『死神』 

中部 12 月 4 日(土) 18:30 開場／19:00 開演 

原作：三遊亭圓朝 出演：舘野百代 

上演時間：約 30 分  

定員：20 名 

 

袋井市主催公演 SPAC 俳優による朗読とコンサート 

伝説のプリマドンナ 三浦環 

西部 12 月 11 日(土）14:00 開演 袋井市メロープラザ 

第２部『お蝶夫人―三浦環伝―』 演出・台本：大岡淳 朗読：本多麻紀 ピアノ：皆川育代 

 

おはなし劇場 

SPAC 俳優が、楽器の音や手遊び歌とともに「おはなし」の世界をお届けします。 
 

上演作品：『しりとりのだいすきなおうさま』  

作：中村翔子／絵：はたこうしろう 出演：木内琴子・永井健二 

中部 12 月 5 日(日) 10:00～11:00 静岡県舞台芸術公園「楕円堂」芝生広場 

※舞台芸術公園を紹介・ご案内する「すぱっくおーぷんでぃ」の１プログラムとして開催 

 

SPAC×KAC 連携企画 西部 

4 年目となる浜松市鴨江アートセンター（KAC）と SPAC との連携企画。今年度最後となる 4 つ目の企画として、

「SPAC 出張劇場」を行います。 
 

12 月 5 日(日) 15:45 開場／16:00 開演 

上演作品：『幸福な王子』 

作：オスカー・ワイルド 演出：渡辺敬彦 出演：木内琴子、森山冬子 

上演時間：30 分 

定員：40 名（先着順） 

対象：小学生以上 

 

【SPAC-静岡県舞台芸術センター：アウトリーチ事業のご案内】 
2021年 12月～2022年 1月 
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SPAC 出張劇場 

上演作品：『音芝居』 

中部 12 月 19 日(日) 14:30～15:15 焼津市・東益津公民館 

 一般の方もご覧いただけます（※焼津市民の方のご予約優先）。 

 

◆ 一般向け／オンラインでの開催・ご自宅から参加可能 
 

SPAC リーディング・カフェ オンライン 

SPAC 俳優による作品解説を聞きながら、演劇の台本を声に出して読んでみる、人気企画のオンライン版。 

 

 12 月 13 日(月)・15 日(水) 各日 19:30～21:30 

 読む戯曲：『夜叉ヶ池』（作：泉鏡花） 

 ナビゲーター：奥野晃士（『夜叉ヶ池』出演） 

 

でんわ de 名作劇場 

SPAC 俳優が電話で朗読をお届け。朗読作品は俳優それぞれがセレクトしています。また、朗読と合わせて 40 分以

内であれば雑談もしていただけます。 

本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け 2020 年 4 月 25 日～5 月 6 日に開催した「くものうえ⇅せかい演

劇祭」の 1 プログラムとして実施され、大きな反響を得て同 6 月に再スタートしました。2021 年度は 9 月と 12 月に

期間限定で実施しています。 

 

出演俳優：赤松直美、佐藤ゆず、吉植荘一郎 

開催日時：12 月 23 日(木)～26 日(日) ①11:00、②13:00、③15:00、④17:00 

 

◆ 学校・保育園・その他文化団体向けプログラム（一般の方はご入場いただけません） 

SPAC 学校訪問プロジェクト「ひらけ！パフォーミングアーツのとびら」 

12 月・1 月は県内各地の特別支援学校を中心に、演劇やダンスのワークショップおよび体育館での出張公演を開催い

たします。 

 

＜学ぼう！えんげき教室＞ 

舞台俳優が講師となり、授業の目的・環境・参加者の年齢に合わせて行う「伝えるチカラ」を育むワークショップ。 
 

中部 12 月 16 日(木) 9:50～10:30、17 日(金)９:50～11:00 静岡大学教育学部附属特別支援学校高等部 

講師：棚川寛子 アシスタント：加藤幸夫、仲村悠希 

 

▼国語の教科書戯曲化プログラム 

国語教科書内の評論文を元に作成した台本を使い、対話やコミュニケーションについて学ぶプログラム。 
 

西部 12 月 8 日(水) 15:30～16:20 静岡県立藤枝西高等学校 

講師：片岡佐知子、春日井一平、関根淳子、舘野百代 

アシスタント：河村若菜、佐藤ゆず、ながいさやこ、仲村悠希 
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＜味わおう！出前劇場＞ 

対象学年に合わせ、プロの俳優による本格的な演劇作品を学校へお届けします。 
 

上演作品：『音芝居』 

演出：棚川寛子 出演：貴島豪、加藤幸夫、本多麻紀 

中部 12 月 20 日(月) 11:00～11:45 静岡県立清水特別支援学校中等部 

西部 12 月 22 日(水) 10:30～11:30 静岡県立浜松聴覚特別支援学校  

 

<みんなで育てよう！ダンスの種> 

 プロダンサーによる学校でのダンス教育の発展を目的としたワークショップ。 

中部 12 月 22 日(水）、1 月 19 日(水)、1 月 26 日(水) 各日 15:10～16:00 

対象：宮竹小学校放課後子ども教室 1～5 年生（会場：宮竹小学校 体育館） 

中部 1 月 11 日(水）14:30～15:20 

対象：静岡県立池新田高等学校、静岡県立掛川特別支援学校御前崎分校 1 年生 

 

おはなし劇場 

SPAC 俳優が、楽器の音や手遊び歌とともに「おはなし」の世界をお届けします。 

三島市文化振興課との連携により、2018 年より三島市内の幼保園で定期的に実施しています。 
 

上演作品：『しりとりのだいすきなおうさま』 

作：中村翔子／絵：はたこうしろう 出演：木内琴子・永井健二 

中部 12 月 17 日(金) 10:00～11:00 三島市・中郷西保育園 

東部 12 月 20 日(月) 13:15～14:15 三島市・白道保育園 

東部 12 月 21 日(火) 10:00～11:00 三島市・青木保育園 
 

 

 

 

 

 

 

 

▲おはなし劇場          ▲出張劇場『音芝居』       ▲出張劇場『幸福な王子』 

『しりとりのだいすきなおうさま』               （11/23 御前崎市立図書館での上演より） 

 

 

 

 

 

 

▲国語の教科書戯曲化プログラムの授業の様子    ▲ダンスの種の授業の様子 

（昨年度／静岡県立下田高等学校 南伊豆分校にて）  （昨年度／浜松市立佐鳴台小学校にて） 
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