
20 2国際児童・青少年演劇0ェスティバ2おきなわ 
／アシテジ世界1ーティング 
７月２８日（土）〜８月５日（日）

招待作品

1
ノクトa夜明ma 
　ヨーン・アン・セーヌ（フランス）

(
2K MY 2GHY aスリルの法則a 
　WT R RGSsNTS（日本）

)
サンタクロース会議 
　青年団／(有)アゴラ企画

*
ひつじ 
　コパス（カナダ）

5
飛行隊 
　コパス（カナダ）

6
ベトナム伝統水上人形劇 
　ゴールデンドラゴン水上人形劇場（ベトナム）

-
笑c王子と泣iむし姫 
　ジョイフルシアター（韓国）

8
サティoん 
　ザ・アトフリシアター（ポーランド）

9
海女のf話「オドルトギ」 
　劇団ザパリ研究所（韓国）

1&
ピン・ポン 
　座・高円寺／N?O法人劇場創造ネットワーク

11
グイグイaf口の大iなアヒルの子a 
　ペリフェリシアター（スペイン）

1(
クレープ・クレープ 
　ショック・トリオ（フランス）

1)
ストーン 
　エルメロ・ディブイクサット劇団（スペイン）

1*
小oな種のf話 
　サラトフ青年劇場（ロシア）

15 ホワイト 
　キャサリン・ウィールズ劇団（スコットランド）

16
少年とやoしcユウレイ 
　九歌児童劇団（台湾）



1-
スーパーヒーロー 
　パッチワークファミリープロジェクト（インターナショナル）

18
ボカックaパジャマの冒険a 
　シアター・マラシーナ（クロアチア）

19
王子ラム 
　カトカッタ・パペットアーツトラスト（インド）

(&
太陽の糸 
　エーシーオー沖縄（日本）

(1
オープニング 
　シアター・バティーダ（デンマーク）

((
ハレルヤ 
　シアター・バティーダ（デンマーク）

()
BMGWZs haまるA8OD  
　haまるちょば（日本）

(*
7125Fサイレントコメディー 
　7125F（日本）

(5
私の庭はfもちゃ箱 
　ルネート・ヴァルム（エストニア）

(6
スパゲッティ 
　シアター・バティーダ（デンマーク）

(-
十二支 
　中国児童芸術劇院（中国）

(8
アーズブカa８つの小oな物語a 
　サマールト青年劇場（ロシア）

(9
桜a満開の日の約束a 
　haまるちょばプロジェクト（日本）

)&
haまるちょばサイレントコメディー 
　haまるちょば（日本）

)1
旅芸人 
　劇団ミンドゥレ（韓国）

)(
京劇・金魚と漁師 
　中国国家京劇院（中国）

))
コザ物語 
　沖縄市市民劇（日本）

)*
RCN!開会式 
　ベルギー・高雄・ファソン・沖縄（インターナショナル）

)5
キョンヒの夢 
　ビッソリチングドル（韓国）



)6
冬aカテリーナとイヴォのラブストーリーa 
　カンパニーロディージオ（イタリア）

)-
眠れなc夜 
　コパス（カナダ）

)8
武将アルジュナの瞑想aマハーバーラタ物語よりa 
　バリ芸能団「クンバン・バリ」＆沖縄県立芸術大学ガムラングループ「クンバン・マス」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（インドネシア＆日本）

)9
パンソリ・セチュアンの善人 
　パンソリ・プロジェクトF1（韓国）

*&
パンソリ・飛べ！エコマン 
　オジンゴ（韓国）

*1
山戸と玉津a手水の縁よりa 
　エーシーオー沖縄（日本）

*(
毎日毎日私は歩k 
　マグネットシアター（南アフリカ）

*)
能「葵上」／狂言「隠狸」 
　能楽座（日本）

**
レッツムーブannろの叫びa 
　ハイファシアター（イスラエル）

*5
創作能「6CKCA89M1」／組踊「二童敵討」 
　沖縄県芸能関連協議会（日本）

*6
命薬（ヌチグスイ） 
　ネクストジェネレーション（インターナショナル）

*-
最後の晩餐 
　エーデ・シアター（イラン）

*8
長c長c家路 
　N95（インターナショナル）

*9
記憶の彼方へaマリアの思c出a 
　N95（インターナショナル）

5&
rべての終わりのむndに 
　N95（インターナショナル）

51
ラ・フェスタ 
　カンパニー・ロディージオ（イタリア）

5(
bらしのよるにaBMK DTlL GSd WMK 7TGWa 
　カンパニー・ロディージオ＆エーシーオー沖縄（イタリア＆日本）

5)
天にもlり地にのぼる 
　劇団態変（日本）

5*
宮殿のモンスター 
　B?Nプレイズ＆プレイヤーズ（日本）



55
黄色c月aレイラとリーのバラッドa 
　B?Nプレイズ＆プレイヤーズ（日本）

56
開鐘（ケージョー） 
　在フランス沖縄県人会・琉球芸能大使館・エーシーオー沖縄（日本）

基調講演
命薬としての演劇　講師：ふじたboや

セミナー
1 中国児童青少年演劇の現状と今後の展望／中国児童演劇祭の今後の可能性

( ?GINfiI AMTUWsa環太平洋新進劇作家短編リーディングの集ca

) 9BE1RN（国際青少年演劇研究ネットワーク）会議

* アートマネジメント講座aアートを知る、アートを体験rるa

5 講話＆ミーティング　テーマ「acのちと平和を語り継la」

シンポジウム
1 平和構築のための児童・青少年演劇の役割

( アジアのアーティストのネットワークの構築と活動拠点の形成

) コミュニケーション教育の現状とゆるやかなアジアのネットワークの構築

* 障hc者とアートa現状報告と可能性a

5 災害とアートa芸術家の役割は何かa

6 ネクストジェネレーション（次世代演劇人）・ネットワークの未来の可能性

- 児童青少年演劇の新たなメソッド

ワークショップ
1 歌舞伎を体験rる

( 能を体験rる

) 狂言を体験rる

* 日本舞踊を体験rる

5 組踊を体験rる

6 琉球舞踊を体験rる

- 京劇を体験rる

8 パンソリを体験rる

9 ガムランを体験rる

1& 人形づkりと人形劇の創作a福島の子どもたちへa

11 子どものための演劇ワークショップ「想像rるnと　表現rるnと」

1( コミュニケーション能力を育て、豊かな人間関係をつkる　心と身体のワークショップ

1) 小池アミイゴのwれでも絵h描mるワークショップ：)月11日以降の世界に咲かtる花を描nd！

1* 日野晃OK9N1D1ワークショップ

15 想像力の意識的使用によるキャラクターづkり

自主参加作品
1 『ビーンズ・ドリームa豆ちゃんのゆめa／パンツでパンツ』kわe・ぱぺyとステージ（日本）

( 『ふdふdbaん』アートイン1sNHNSG（日本）



) 『ちcちcにんにん』人形劇団ののはな（日本）

* 『lるlる』31N青芸（日本）

5 『スペシャルボクサー』中国ジンジャン人形劇団（中国）

6 『DNWWY LTTPのプティ・プティーズ』チィキィ*パークゥ（日本）

- 『幸tのリアカー』劇団ブレスト（韓国）

8 『朝ちゃん』スタジオデュオ堀慶子事務所（日本）

9 『精霊を呼ぶ太鼓コンサート』マイシャ・ヤ・ラハ基金沖縄（ケニア）

1& 『太鼓ライブ水の星』太鼓と芝居のたまyn座（日本）

11 『8GSd AMGdTws 1N9M1R5』かかし座（日本）

1( 『肩掛m人形芝居「oんまcのfふw」』人形芝居燕屋（日本）

1) 『３びiのコブタ』劇団道化（日本）

1* 『しょdぼdじどdしゃじぷた』劇団道化（日本）

15 『ばmものづかc／南京玉rwれ』人形劇団ポポロ（日本）

16 『たかはしべん歌とf話「エパミナンダスと仲間たち』」たかはしべん音楽事務所（日本）

1- 『はやk　はやk　そして少しゆykり』デ・ベースプロダクション（オーストラリア）

18 『夢みる亀』劇団マシル（韓国）

19 『カルメン／dojとかめ』人形歌劇団パペレッタ（日本）

(& 『幻想人形芝居「怪談」』人形劇団ひとみ座（日本）

(1 『bゝ、阿鼻叫喚』開幕ペナントレース（日本）

(( 『馬頭琴とf話「ひとりぼyちの白c子ラクダ」』劇団そらのゆめ（日本）

() 『csみひな一人芝居『ロミオhジュリエット 0」』マッシュルーム（日本）

(* 『オフェリアと影の一座』劇団銀世界（韓国）

(5 『ペレレaサッシをohしてa』スィーア・ドム・カイシヨッチ（ブラジル）

(6 『oんしょd太夫』東京ミュージカルアンサンブル（日本）

(- 『4TOT-ONa男女の間の深c河a』井上真鳳（日本）

(8 『ロミオ＆ジュリエットa恋rる地動説a』快族船プロジェクト（日本）

(9 『ブルーム』ヴォイチェフ・モラウスキ（ポーランド）

ショーケース
『M5MO』テアトル・ア・クリュ（フランス）

イベント
1 アートマーケットエリア『アート・ノ・庭』

( 世界子どもの本展

) コミュニティダンスNS沖縄市一番街商店街


