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演出 山田尚史
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代表挨拶
本Hは ご来latド さぃまして敲にありがとうござぃます

3'111 の

" 
本人震災により 投災された,様 そのご家族の方々に夕!し まして 心よ

りお見舞い|し tげます また 人求lL力橋

“" 
原たの■人1'故 により ヽ ulにわたると

,想 される11延をll訳 しなければならなくなりました この問題に対しては これからの

本のう:り 方を

`え

なければならないFIの I'だ と思います

しかしなから まずは地震による被■を,けた方々に対して 11じ II本の口IJと してでき

る

'1を

したいと´え 今11の公演に於けるチケット売り「 げの 部を■,0と して 公,ul
llヽを通して●ll● します

さて ■ 劇々 Jシナ トラは 1995年 冬結成され や1:こ の深谷文化会館にて rt'げ
公演を行いました 以来多くの方のご協力を得ながら芝

":の

公演年はもちろん 「そこへ行

けばirかが11る Jと いう場所づくりを日指してi:動 してきました

ところが 成念なことに昨年 1 5 1il,劇 IIン ナトラを

“

Jし てくれた座民 Yl 11,t史氏

が懸命の間■のI〕

“

なくlL界 しました とでも大きな力を失ってしまいました しかし 今

後も,々 は彼の意志を受け継ぎ 彼が1:itよ く 1に していた 「Ⅲ∫liも 最後までやってみなけ

ればわからない Jと いうチャレンジ‖ネ1で公菫を続けていきたいと思っています

■様 今後ともどうぞよろしくお願い|し Lげます

劇団シナ トラ代表 原田光人

演出よリー言
修治 (太γ治)が 4:き た戦

“

～llⅢ～戦後は 人々のイti:が激変していく

“

うの11代であ

った 学4:11代に修冷が2人の友人に‖1会 い その後111ヽが激変していくなかで続いていく

"達
=人

の友

"物
|`「地 1:の 向 として,1ま れて来た修治が4i翼述勁に共嗚し 悩みなが

らも1:き ていく    そんな修治の価みをriい ていくかのように戦後のII(ヽは大きく変rl

していきます

0の 11代もそうですが ,11:“ っても続いていく

"IJの
″4:は 私にとって生きていくる

の大きな力や И産になっています l:か らの

“

II, 新たに力‖わった,剛  公演の為にわざわ

ざ駆けつけてくれるJ'II そんな人tlな 人連に,Hま れて 今11,I台の滲を,Iける∫i力lL来 ま

した

IIし くイヽ表になった,IJさ ん力∫ ||か ら「シナトラはlrに 対してもFJを ,1い ているから

来るもの11ま ず :去る者は迪わないけどいつでも1,っ て来られる場リカ と■く,:っ ています

■い||はあまつ気llき ませんでしたが いつても,日制が迎え入れてくオ■る場,折 があるって

17_く 贅沢で■せな |'だ と011の 「人円1合格Jを

“

りながら改めて思いました

本日はご来l.・ 頂き繊にありがとうございます お11り の際 お F元のアンケートになにか

お気づきの点や感想など.1いてlllけるとヤいです

演‖1 山田尚史



私 の 宝 物 (スタッフ。キャスト編 )

修治  「友情の上石がひとつでも持てたら 4:まれてきた 11●がある J

◆山田尚史 【演‖]
シナ トラで座長 (枚 :呵

"1さ

ん)と過ごした 15,
芝,と は 役者とは と色々語り0つ た日  々  .
私の生物となって生き続けるでしよう

◆大柳俊彦 【舞台監督】

緒にお芝rを■り お油を酌み交わし

同じ時 Iヽを過ごした想ι

""が
いつまでも

|

●●o/8(日 )～ 『 スープ・オペラ』
●・●15(日 )～『海炭市叙景』

が|ヽたん●●●けい

撃辮
・・.2

「私の宝物Jは一昨年から家にrLみ着いている猫ですかね 食いしん坊て :|えん坊で可愛い

奴です。自由気ままにlr動する●■や行動に思わず日を細めてしまいます

ニャンとも憎めない奴 それがウチの猫です

◆ .lttIII宏 【照明】

娘 かみさん 芝
'パ
“

11 飲みlltrJ ―lr,買ったイなどなど…で 最後に「

`1分

Jです

どんだけに1分
'Fき

だよ!つてツッコミは
'シ

の方向で

0二枝立也 【音響操作】

1キに ,1′ jl高 どの短編 ミステリー 何度も就み返しました 日常に起こる●りそうでなさそう

なミステリーは読みごたえ■つます 『ナポレオン狗コ をはじめいろいろ 本は私のilj」 です

劇ロシナトラプロデュース 1ヽ,15

『人間合格』 作■卜ひさし剛Ⅷ出史
外 

“
プロローグ

学生ド● 1嘘館         ll和  5,(1930) 4月 下
`,

“

‖]馬 J・

・
「クロネコJ        昭和 5年 (1930)11月 上

`1
本所●Ⅲ島の資民長屋       昭和 7年 (1982) 3月 上イJ

板橋
^ 

束r武蔵野病比第一病村  昭和 ll`|(1936)ll'1[イ J

":II.1,台の青木
"旅

鮒調理場      昭和 19年 (1944)12,1下 旬

汁軽企木剌

“

楽足         
“

和21年 (1946) 4,I上 |」

エピローグ

庭木のお手入れ安価 =て承 ります i

和風の庭 rテ ●ン,

おlLせ下さい

(有)庭のおかだ
熊谷市新堀新 田 568-10
] EL  04&533‐ 7560



◇重竹雅行 【津島修治】
宝物は 〈時間〉 lE硫には 0時間の.・L億〉というのでしょうか

ものみなすべてゴミになる これがこの世のまことのすがた ……ただし ただひとつの
例外は Ff間 じゃ ……こうしてみんなでたのしくすごしているli口1 このひとときだけは
ゴミにはならない。このひとときは きらきらと輝く宝石になり やがて大高くのばって星
になる。(■ 卜ひさし 嗽 定版 +一びきのネコ」)

にゃん在老人のセリフ.あの日 あの時 にゃん■老人を掟じていたのは 岡田貴史でした
同mさん ありがとう。そして く時間)を共有してくれるみんなに感謝

◇北原孝― 【佐藤浩蔵】
それは 家族.

原点であり 出発点。脅に滋れ 安らぎがある。帰着点であり 行っている人がいる

◇柿沢 11【山口定―】

君は生まれた時から一猪だった ■llいるのは当たり前だと思っていた
なのになぜ行つてしまうのか ヽいたliだとなつていたのに
失くして初めてわかる 君はt物だったのだ…

◇原田光人 【中北芳nL/おやじ】
楽しいことは 向こうから近づいてこない 自ら足を迎ばないと なかなか体験できない
「おもしろい,が起きている場所に おもしろい,が起きている瞬1蜀にEる Jこれが大切
今後もこの■探しは続けていきたい。

◇野平政治 【語り/工員 1】

それは ,せ袋 なが～い人生 色んな人とJ:会い 沢口Iの感動や元気をЦって来た
そうした人達への『ありがとう!』 の感謝の言葉が一杯詰まっている
これからもこの袋をもっと大きく育てるゾ～![忍袋は だって? おおっ 緒が切れそう

◇原田竹子 【女中/おばさん】

llの 匂  風のL  雪の十  雲の,多  雷の光  陽のぬくもり
そんな不確かなものがいい 実7.Lす る物はいつか手に入るがやがてヽくなってしまう。
見たりふれたり‖I来ない不確かなものは 私の中でいつまでも輝いている.
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◇齊藤美奈子 【すみれ/水原あやめ】

色々あるけど 例えば r,tの tlお ばあちゃんから■ったコアラの貯金ヽ.どっかのお■オらしい
「美茶 rの お土″にJと  それを選んで買って来てくれたおばあちゃんの気持ちを考えると
,I愛がってくれてたんだな～と幸せな気分になオ■る

◇丸山希美 【若い女中/青木ふみ】

わからない  わからないほど■物があるなんて  いい気なもんだ
そして  いい気なもんは  気持ちいいもんだ

◇新堀秀夫 【マダム/工員 2】

ur(現在コ3歳)が成人したら 結に飲もうと思ってとってあるお洒があるんです その4は
「ROYAL Sヽ 1↑E(211つ Jかれこれ20年前に,1っ たものなんです力

' 
特,1な 1に ,1け

ようと思って ず～っと開けずにとってあるんです お洒を,込んでからボトル」|めするまで力∫
211■ 買ってから201■ ■ rが成入するまで あと71ヽ 口:込んでから約50年経ってから,Iけ
るお洒はきっとうまいだろうと 今から楽しみにしています まさに ■m色の■イiですね

◇橘定あゆみ 【主任看護婦/正子】

生物 ……といったら… やっばり私はいろんな人jLと のユ1会い ですね !

もちろん相ヤ1の■い人ばかりではないけど それがまたmirlぃ 11ってカンジです～
人兄知lりするクセにⅢ∫,,っ てんだか……ま いいか実

◇倉「 知子 【看護lti/チ ェリー旗】

小2の 5月 の帰り道 迪琳て見●けたイi!■って1,り 綺麗に72tつて 父から

'tっ

たプリキ製のお来
rの liに入れて0も人lHこ 取ってある '1の変哲もないriな のに私をなきつけてやまない
おばあちゃんになってもきっと変わらず十物であり続けることだろう…

◇水屋貴之 (劇団らん)【工員 3】

ふと…l.|111に住んでいる力り,いの顔を思いl・ かべてみた そこには劇ul関係者のIJぶれが…

生まれも育ちも群 F.の供.普通の4:活 をしていたら出会えなかった人辻が共処に肝:る

11会いはまだ

◇大武 月平 【工員 4】

ぼくのi物はポケモン「グレイシアJのぬいぐるみです.ど うえても女々しいですが 千術前
子lil後の不安定な気持ちを持ち前の7.・ らしきで癒してもらいました
本当にありがとうございました

100年の歴史から生まれた、
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『人間合格』観劇のための用語集 11
■ ブ ル ジ ョ ワ と プ ロ レ タ リ ア
「ブルジョワJとは 4ア手段を所●する資本家 ,/家 のことで 広4にはお●

"ち
を L‐ 味する 共産主義

脅の岡では―種の茂称としても

"1い

られた それに対して ∫プロレタリアJは ,らの力働力をブルジョワに先っ

て生
=}を

立てる労働者 無産者のこと

2 ア カ

い 旗Jを略したもので 共産主義者 社会■義者やオ翼思想家を侮政 して呼ぶ .・ ヽとして,1い らオ1た 戦,1

破1'と  こうした思想の持ち■は厳しく統制を受けた

3 Hj衛 党

政治意識が高く 

“

命のlt命に日受めた人々によって枯●される プロレタリア略級の人11 ひいては人衆を

先導する政党のこと

4 イ ン テ リ ケ ン チ ャ

大衆 民来の階級に対し 力螢眸級を指すときに「 ,い られる●太 晰して 「インテリJと も

5  シ ン パ

ある人物 団体の政治的思想に贅同してl.■者となった人や ‖体のこと 英語の、りlmヽ山  (‐ 同椰 ■)に 1

来する 転 して 影響力のある人物 |■●のに本者という意味でも使われる ■に政治lFlな |`詢の1で使われ

八た 1峯や社会卜技のl●本者のことを意味していたが 現|では必ずしも特定の政治的思想や政治 WIを指すも
のではない

6 マ ル ク ス とエ ン グ ル ス
カール マルクス (1818～ 1888)は トイツの群綺|′者 蠣学者 

“

命黎 そのlJIのな 1,よであるフリー

ドリヒ エングルス (1820～ 1895,も  ドイッ11身の 共産 t義者 Ⅲ命家 ともに『共産党

",,]を
著し そ

の1で 社会のIIF史 は階級図争の麟史であるとh脩 している

7 機 関 誌 「赤 なし
「しんぶん赤旗Jは 日本共″悧 央委員会の発行する日本.薔の‖11機関出 「赤

"( 
は その1称 並称

創刊は治安確

"法
が″|■た昭r13(1928)`「で '1合法による発行の地下

“

11であり 戦,1当 ||は 「せつきJ

と古読みした 現|では日本 1内 ||の各種一般II迫を行(、 党員以外の感説イを多く抱えている

8 弁 i●I法的 に ア ウ フ ヘ ー ベ ン
「オ証71,とは 2つの対立 オjlする,'椰t 綺  総合することによって 高い次′め 結論に至る思考方

法のこと とりわけ ヘーゲルやマルクスのそれが■7. この弁:I法という考え方の1で ヽ対立する2つのⅢ迪
を それrl体 としてはハ定するが よりおい贅階で生かす この高次の段階べと崚論をJき上げることか [アウフ
ヘーベンJであり 日本11では lt揚Jまたは 鴨 栞Jと訳される

9 ア ジ ビ ラ
「アジテーション ピラJの略語 政治的傾動 (―アンテーション,を‖的とする文書を記載した

';両

のこと

■0 イ ン ター ナ シ ョナ ,レ

小命歌に分頼される 1会 1義者の欧のひとつ 1871年のフランスで バリ コミューンの蜂だの際に作ilさ

れ その後 J,が ,けられた フランスの労働者 社会■義者によって広く■唱されるようになり 92年にはロ

シア許に椰訳されるなど やがてフランスから,lV.1●こ広まった 1917年から19■1年のltはソ連の 歌ヽでもあった
もので 力昴 t合 l■動の団結意識を高める略にも嗽われる

■■  CI  (ジ ーーア イ )

もとは 睫o、ていいて,t● 0ヽ0(‐官給..力 の晰だが アメリカ●(の 11人の俗称として,いられた ,:次 |:界人

戦
'' 

潤沢な■綸娑

“

品とともに収う彼らを 他国兵■が撲,を込めてこう
'Tん

だとされる
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『人間合格』

演出
舞台監督
照明
音響
音響操作
衣装
宣伝美術
振り付け
ビデオ撮影

栗原和江
トミタナオヤ

市民シアター

山田尚史
大柳悛彦 (劇団らわ
高橋朋宏 (劇団らわ
大沢仲彦
三枝立也
松原美紀
松原夏音
似鳥美貴
K rec金井立身

長岡沙織(劇団らわ   えはらこずえ
瀬下栄― 松浦佐和子 長谷川敏夫
エフ

プロデューサー

大道具
写真撮影
制作
大道具協力
小道具・衣装協力
小道具 普

劇ロシナトラプロデュース Mo1 5

新堀秀夫
柿澤 11
野平政治
北原孝―

深谷コミュニティ共同組合
おとぎ座
権田清志

【劇団シナ トラ 次回公演のご案内 】

作 :レイ・クーニー

′ヾ ′ヾ 、日LOVE YOU′
ク リスマスロ前のあ8日のこと.

病院の医師談話室にき 大切を講演を控えたドク

'一
の姿があつた。

彼をあねてやつてきたのは、おんと何年も前の不備相手′ ここから始ま3大騒動.

果たしてトクターは 過去の秘密

`隠
しされ8のか? そして講演の行方は?

0く して 無理と嘔を重ねた必死の隠蔽工llが繰t′広げられるのだが…….

あ●「うン フォー ユ

' 
ワイフ]を送

`,出
したレイ クー

=―
の藤作コメラィーに

劇ロシ十卜うか体当たιlて手ゃレンシし手す♪ 乞うご期待′′′

☆スタツフ キヤスト募集中☆

連結舛 原田 048-531-2101(FAX兼 月)

劇団シ十トラHP:http:′′Simtora Ⅸkn鰤 or9′


