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われわれが高校演劇を行うのは、それを通じて人

間性を探求しわれわれの人格を完成すると共に高

校生の教養文化の向上のための有力な方法である

と信ずるからである。
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　本日、第 69回熊本県高等学校演劇大会を開催できますことは私ども演劇専門部一
同にとりまして大きな喜びであります。
　熊本県内では現在、28 校の演劇部が活動しております。それぞれの演劇部が日々
の稽古を積み、上演する脚本を選び、もしくは自ら書き上げ、上演を成功させるべく
頑張っているところです。近年は、複数の学校の部員が共同で合同公演を実施する活
動も盛んになっています。その過程において、生徒同士で、また活動を支える顧問教
師を交えながら、より良い舞台を目指してディスカッションを繰り返して言葉を交わ
す、そして何よりも舞台上において自らの身体とことばで客席にメッセージを伝える
――昨今の教育改革でも重要性が説かれる「言語活動」を長年実践してきた部活動で
はないかと思っています。
　さて、その演劇を構成する三つの要素があると言われております。それはすなわち、
「演者」「舞台」「観客」の三つです。そのどれが欠けても演劇は成立しない大切なも
のであり、その三つが劇場の中で密接な関係を築きながら、「生（なま）とリアルタ
イムの芸術」を作り上げるものです。
　ところが、今大会は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、地区大会、
県大会をとおして一般来場者を客席にお招きできない非公開の大会になっておりま
す。つまり、三つの要素のうち「観客」の点で過去に例を見ない大会となります。高
校演劇の世界では、演劇をとおして伝えたいメッセージを、生徒の皆さんが舞台から
客席に懸命に訴えるその姿に私たちは感動し、その反応に生徒たちは手応えと喜びを
見出すものです。その受け手となる一般のお客様が目の前にいない中、舞台上で表現
をする皆さんの不安の気持ちはいかばかりかと思います。
　そのような中でも、私たちは高校演劇の灯を絶やさないために、大会を開催いたし
ます。一般の皆様にご来場いただけない分は、私たち自身が高校演劇を作るなかまと
して、客席でお互いの上演を見守り、勉強し合い、「いま、ここ、私達」が作り上げ
る演劇の熱を共有したいと思います。そして、生徒たちが一生懸命伝えようとするメッ
セージは、たとえ「生とリアルタイム」でなかったとしても、いつか必ず多くの方々
のもとに届きますよう、工夫を重ねた運営に努めたいと思います。
　最後になりましたが、本大会の開催に当たり、ご理解とご支援を賜りました関係機
関の皆様に心から感謝申し上げ、ご挨拶といたします。

ご　挨　拶

熊本県高等学校文化連盟演劇専門部

部　長 赤　星　隆　弘
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　このたび、第 69回熊本県高等学校演劇大会を無事開催することができ、とても嬉
しく思っています。
　令和２年早々から新型コロナウイルスが大流行した影響で、５月に開催予定だった
県高校総合文化祭は中止を余儀なくされ、本大会の開催も危ぶまれる事態となってい
ました。私たち生徒は不安を募らせながらも諦めることはできませんでした。そして、
顧問の先生から大会の開催を聞いたときは皆で喜びを分かち合ったことを昨日のこと
のように思い出します。
　それからというもの、私たちはこの大会のためにたくさんの準備をしてきました。
今年の私たちの活動は、４月早々の休校の影響により、新部員の勧誘から出鼻を挫か
れ、６月から８月にかけて行われるはずであった講習会や他校との交流も少なく、異
例のことばかりが重なり、思い通りにいかなかったこともたくさんありました。そん
な中でも、少し遅れてきた新入部員を含めた仲間たちと練習を重ね、指導してくださ
る顧問の先生方と共に短くも濃密な時間過ごしたことで、私たちは大きく成長できた
と確信しています。そうしてこの難関を乗り越えた今大会の演劇はきっと素晴らしい
ものになることでしょう。
　それでも、この大会は私たち生徒の思いだけで開催できるものではありません。い
まだ収束の見えないコロナ禍の中、関係者のみの非公開という条件付きでありながら
も開催するに至り、お客様にも後日動画としてお届けすることができるのは、私たち
生徒の思いを汲んで頂いた各高校の先生方や会館の関係者様方々の多大なるご尽力の
お陰であることに感謝の気持ちでいっぱいです。
　改めまして、心より御礼申し上げ、熊本県の高校演劇に関わる生徒代表の挨拶とさ
せていただきます。

生徒代表あいさつ

熊本県高等学校文化連盟演劇専門部　生徒常任委員長

熊本高校 小　宮　佑　佳
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県 大 会 講 師 プ ロ フ ィ ー ル

彌冨　公成（いやどみ　こうせい）

　佐賀県立佐賀東高等学校演劇部顧問。佐賀県高等学校文化連盟専門委員長。

　佐賀市出身。運動部顧問を経て演劇部顧問に任命され、そこから演劇を学ぶ。約

10年前に佐賀東高校に赴任。脚本と作曲を担当し、春季全国大会では『錆びた真実と、

邂逅に抱かれて。』、全国高等学校総合文化祭では『ママ』『ボクの宿題』『君がはじめ

て泣いた日も、世界は普通の顔をした。』で出場。2019 さが総文総合開会式『蒼天

の翼』では脚本と作曲を担当した。他県の体育祭の応援歌の作曲・作詞や県内企業の

CM脚本の制作、県警の防犯ビデオの動画作成なども手がける。演劇部の依頼公演数

は年間約 10作品 30公演。

　文部科学大臣優秀教職員表彰、佐賀県教育長表彰、青少年県民育成会議功労賞、県

芸術文化奨励賞などを受賞。

（敬称略）
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県 大 会 講 師 プ ロ フ ィ ー ル

詫間　智之（たくま　ともゆき）

　長崎県・瓊浦高等学校演劇部顧問。長崎県高等学校文化連盟演劇専門部委員長。全

国高等学校演劇協議会事務局員。2016 年から全国大会生徒講評委員会の担当。

　長崎県出身。瓊浦高校に赴任してから高校演劇に関わる。毎年部員たちと学びなが

ら、現在に至る。顧問になりたての年に、ひょんなことから全国大会生徒講評委員会

に参加し、高校演劇の凄さに驚く。また、生徒講評委員会の生徒たちの感性の素晴ら

しさや言葉選びのセンスに感激し、高校演劇にどハマリする。以後、生徒たちの頑張

りで、全国大会に１度、九州大会に５度上演の機会に恵まれる。全国大会生徒講評委

員会には、全国から集まった生徒たちのサポート役として通算 11 回関わっており、

多くの学校の舞台や高校演劇関係者との関わりの中で、毎年多くのことを学ばせて頂

いている。なお、今年は瓊浦高校史上初の創作作品（作品名『生徒創作なんかできま

せん。～ 2020 年８月８日　ボクら～』）で大会に出場予定で、九州大会熊本大会で

熊本の皆様にお見せできるよう奮闘中。今回、熊本県大会で顧問人生２回目の県大会

講師を務めることとなり、大変緊張しているが、熊本の皆さんの舞台から多くのこと

を学び、ともに成長していきたいと考えている。

　最後に！熊本県高校演劇部の皆さん、今年の長崎県大会は 11 月 21 日（土）、22

日（日）に長崎市民会館で行われます。「待っとるばい！」

（敬称略）
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☆　 開演５分前のブザーで席に着き、落ち着いた気分で鑑賞

しましょう。

☆　上演中の出入りは、できるだけご遠慮ください。

　　（係員の指示に従ってください）

☆　持ち物・貴重品は、各自で管理してください。

☆　客席での飲食は禁じられております。ご協力ください。

☆　 写真・ビデオ撮影は、受付にお申し出ください。許可証

を発行いたします。報道関係の方も受付にお申し出くだ

さい。

☆　 上演中、会場を移動しての写真・ビデオの撮影、及び、

フラッシュ・ストロボを使用しての撮影は禁止いたします。

　　�また、スマートフォン・タブレットの使用はご遠慮ください。

観客の皆様へのお願い
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城　南　地　区

10月18日

八 代 高 校

松 橋 高 校

天 草 高 校

球磨中央高校

於：八代市鏡文化センター

講　師

草原　俊寛氏
井上　飛鳥氏

（熊本国府高等学校演劇部顧問）

（慶誠高等学校演劇部顧問）

― 6 ― ― 7 ―

３校



城　南　地　区

10月18日

八 代 高 校

松 橋 高 校

天 草 高 校

球磨中央高校

於：八代市鏡文化センター

講　師

草原　俊寛氏
井上　飛鳥氏

（熊本国府高等学校演劇部顧問）

（慶誠高等学校演劇部顧問）

― 6 ― ― 7 ―

イロアイ

八代高等学校

作 ： 内　愛華　

出典：（生徒創作）

顧問：西岡　雅士・村橋　倫美

＝キャスト＝
吉田　伊吹
山口　優奈
上門　汰輝
賀久　優平
本　有希

橋本明香利
福田　敦大
中川　紘揮
柴田　大希
三浦　太誠
一村　悠太
松本　　蓮
田中　虹輝

＝スタッフ＝
内　愛華

脇元朔太郎
水口　美優
出口　翔瑛
篠原　　凛

〈上演にあたって〉
「普通」ってなに？
「人と違う」って、いけないこと？
あなたは、自分自身と向き合ったことはありますか――
これは、周りとは少し「変わった」３人が
「自分」を見つける物語。

〈プロフィール〉
　こんにちは。八代高校演劇部です。
　今年はコロナウイルスの影響で、なかなか活動ができなかったにも関わらず、１年生が
14人も入部してくれました。おかげで現在、２年生４人、１年生 14人の計 18人で活動
することができています。
　３年生が引退し、不安なことばかりですが、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、それ
でも心は密接に、力を合わせて１つの物語を作っていきます！
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たぬきつね物語

松橋高等学校

作 ：大橋　むつお
出典：たぬきつね物語
顧問：後藤　敏文・塚本三佳子

〈上演にあたって〉
　今年は、新型コロナウィルスの影響で、夏休みの部活動が出来なかったり、人数が揃わ
なかったりと、大変な状態ですが全力を尽くします。

〈プロフィール〉
　私たちは、２年生５人、１年生２人で部活動をしています。まだまだ未熟なところもあ
りますが、よろしくお願いします。

＝キャスト＝
２年
ライオン   ：佐枝　翔悟
ねこまた   ：嶋本　聖蘭

１年
きつね� � ：田嵜　愛菜
たぬき� � ：東　　悠太

＝スタッフ＝
２年
音　　響   ：佐藤　大明
照　　明   ：澤江　共輝
照　　明   ：吉田奈月菜
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ゆうだち

天草高等学校

作 ：上野　隼東

出典：（生徒創作）

顧問：竹嶋　麻衣

〈上演にあたって〉
不器用な男子高校生３人の、ある夏の日の出来事をご覧ください。

〈プロフィール〉
私たち天草高校演劇部は、２年生２人、１年生２人の計４人で活動しています。
ここで、個性豊かなメンバーたちを紹介します。

２年
　上野　隼東　　　極度の人見知り
　池田佑宇陸　　　……。

１年
　渡邉　大喜　　　腹たるむ肉塊
　坂本ひなの　　　143㎝のチビだって生きていけます !!

＝キャスト＝
池田佑宇陸
上野　隼東
渡邉　大喜

＝スタッフ＝
坂本ひなの
竹嶋　麻衣
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たった一つのほんたうのその切符を
　決しておまへはなくしていけない

球磨中央高等学校

作 ：外山　　曜

出典：（顧問創作）

顧問：外山　　曜・福永　綾乃

〈上演にあたって〉
2020 年７月
今までに誰も経験したことのないような大雨
球磨川は私たちの大切なものを飲み込んだ
そして、私たちのくま川鉄道も悲惨な状況に…

そんなある日、走らないはずのくま川鉄道に臨時列車が走る

どんなに球磨川が暴れても、球磨川は「暴れ川」なんかじゃない
私たちは球磨川が、球磨人吉が、大好き

〈プロフィール〉
　私たち、球磨中央高校演劇部は、３年生６名、２年生５名、１年生２名と顧問２名で活
動しています。個性豊かな部員ばかりで、部室は毎日とてもにぎやかです。
　さて、例年はパンフレット原稿締め切り日が過ぎても脚本を書き上げていないあ

・ ・

の顧問
が、どういう風の吹き回しでしょうか、今年は書き上げたのです !! イヤな予感がします。
何も起きなければいいのですが…

＝キャスト＝
リュータ�� ：山本　椋也
タツヤ� � ：早田　虎琉
トモカ� � ：德永　彩葉
ユウキ� � ：尾方　美優
古川先生�� ：大柿　咲季
バァバ� � ：大柿　咲季
車掌� � ：丸尾　彩華
ドブ� � ：丸尾　彩華
小学生の
　リュータ� ：米岡　乃亜

＝スタッフ＝
演　　出�� ：外山　　曜
演出補佐�� ：福永　綾乃
舞台監督�� ：鞭馬　佑介
音　　響�� ：丸山　愛嘉
� � � 渡辺　悠心
照　　明�� ：田中　愛梨
� � � 宮崎　　真
大道具・小道具�：鞭馬　佑介
� � � 須惠　　瞳
衣装・メイク� ：尾方　美優
� � � 米岡　乃亜
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３校



たった一つのほんたうのその切符を
　決しておまへはなくしていけない

球磨中央高等学校

作 ：外山　　曜

出典：（顧問創作）

顧問：外山　　曜・福永　綾乃

〈上演にあたって〉
2020 年７月
今までに誰も経験したことのないような大雨
球磨川は私たちの大切なものを飲み込んだ
そして、私たちのくま川鉄道も悲惨な状況に…

そんなある日、走らないはずのくま川鉄道に臨時列車が走る

どんなに球磨川が暴れても、球磨川は「暴れ川」なんかじゃない
私たちは球磨川が、球磨人吉が、大好き

〈プロフィール〉
　私たち、球磨中央高校演劇部は、３年生６名、２年生５名、１年生２名と顧問２名で活
動しています。個性豊かな部員ばかりで、部室は毎日とてもにぎやかです。
　さて、例年はパンフレット原稿締め切り日が過ぎても脚本を書き上げていないあ

・ ・

の顧問
が、どういう風の吹き回しでしょうか、今年は書き上げたのです !! イヤな予感がします。
何も起きなければいいのですが…

＝キャスト＝
リュータ�� ：山本　椋也
タツヤ� � ：早田　虎琉
トモカ� � ：德永　彩葉
ユウキ� � ：尾方　美優
古川先生�� ：大柿　咲季
バァバ� � ：大柿　咲季
車掌� � ：丸尾　彩華
ドブ� � ：丸尾　彩華
小学生の
　リュータ� ：米岡　乃亜

＝スタッフ＝
演　　出�� ：外山　　曜
演出補佐�� ：福永　綾乃
舞台監督�� ：鞭馬　佑介
音　　響�� ：丸山　愛嘉
� � � 渡辺　悠心
照　　明�� ：田中　愛梨
� � � 宮崎　　真
大道具・小道具�：鞭馬　佑介
� � � 須惠　　瞳
衣装・メイク� ：尾方　美優
� � � 米岡　乃亜
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３校



城　北　地　区

10月24日

城 北 高 校

講　師

外山　　曜氏
西山　桂史氏

（球磨中央高等学校演劇部顧問）

（開新高等学校演劇部顧問）

於：熊本市男女共同参画センターはあもにい

10月23日

玉 名 高 校

10月25日

菊 池 高 校
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城　北　地　区

10月24日

城 北 高 校

講　師

外山　　曜氏
西山　桂史氏

（球磨中央高等学校演劇部顧問）

（開新高等学校演劇部顧問）

於：熊本市男女共同参画センターはあもにい

10月23日

玉 名 高 校

10月25日

菊 池 高 校

― 12 ― ― 13 ―

碧空

玉名高等学校

作 ：小林　慶太

出典：（生徒創作）

顧問：村上　忠繁・松田　智子

〈上演にあたって〉
主人公が非常に憎たらしい性格ですので、注意してご覧ください。

〈プロフィール〉
活動場所が決まっていない、玉名高校の流浪人こと、玉高演劇部です。

＝キャスト＝
河野　　碧  ：小林　慶太
神崎　彩葉  ：原田　青空
梶川　　蓮  ：大久保志保
田島　　春  ：津川　美咲
池上　愛華  ：柳　明日菜
城ヶ崎優希  ：斉藤　里佳
生徒１    ：中村　優里
生徒２    ：髙田　真央

＝スタッフ＝
照　　明�� ：濱岡　慶有

― 14 ― ― 15 ―

３校



放課後談話

城北高等学校

作 ：加藤真紀子

出典：季刊高校演劇No.251　2019

顧問：信岡　孝幸・佐藤　由美

〈上演にあたって〉
高校生のあたりまえの日常
授業が終わって、それぞれの放課後…。
部活動、課外授業、下校、バイト、遊び etc。
高校生は何を見つめ、何を感じ
　何を考え、何を求めているのか？
とある高校の放課後の玄関ホール
　男子高校生多田と長﨑。
行き交う先生や生徒を眺めながら、夕暮れの一瞬、
　　　　二人は何を会話するのだろう……。

〈プロフィール〉
　城北高校演劇部は「ワンステージ完全燃焼！」をモットーに舞台づくりに励み、今年創
部 30周年を迎えます。部員は３年生３名、２年生１名、１年生２名で、少ない部員ですが、
必死に練習をしています。
　課外や進路活動などでなかなか全員揃う事が少ないですが、私たちの「放課後談話」、
まさに今、ここ、私という等身大の表現をご覧いただきたいと思います。
　笑って下さい !!

＝キャスト＝
長﨑� ：才田　愁一
多田� ：吉田　大空

＝スタッフ＝
演　　出�� ：信岡　孝幸
舞台監督�� ：吉田　大空
大道具・小道具�：才田　愁一
照明・メイク� ：中島　涼加
音響・衣装� ：有働　和夏
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放課後談話

城北高等学校

作 ：加藤真紀子

出典：季刊高校演劇No.251　2019

顧問：信岡　孝幸・佐藤　由美

〈上演にあたって〉
高校生のあたりまえの日常
授業が終わって、それぞれの放課後…。
部活動、課外授業、下校、バイト、遊び etc。
高校生は何を見つめ、何を感じ
　何を考え、何を求めているのか？
とある高校の放課後の玄関ホール
　男子高校生多田と長﨑。
行き交う先生や生徒を眺めながら、夕暮れの一瞬、
　　　　二人は何を会話するのだろう……。

〈プロフィール〉
　城北高校演劇部は「ワンステージ完全燃焼！」をモットーに舞台づくりに励み、今年創
部 30周年を迎えます。部員は３年生３名、２年生１名、１年生２名で、少ない部員ですが、
必死に練習をしています。
　課外や進路活動などでなかなか全員揃う事が少ないですが、私たちの「放課後談話」、
まさに今、ここ、私という等身大の表現をご覧いただきたいと思います。
　笑って下さい !!

＝キャスト＝
長﨑� ：才田　愁一
多田� ：吉田　大空

＝スタッフ＝
演　　出�� ：信岡　孝幸
舞台監督�� ：吉田　大空
大道具・小道具�：才田　愁一
照明・メイク� ：中島　涼加
音響・衣装� ：有働　和夏

― 14 ― ― 15 ―

ゲルニカ

菊池高等学校

作 ：下元　文乃

出典：高校演劇 Selection92

顧問：國生麻衣子・猿渡　瑠里

〈上演にあたって〉
　あなたはゲルニカを知っていますか？有名な絵画としてではなく、ひとつの小さな町
としてでもなく、あなたへのメッセージとして、目の前に起こるべく現象として今ここ 
に……
　舞台は 1937 年のゲルニカ。戦時中で生活が苦しい状況の中、ユウ、ロイ、アリサ、シャ
リーの４人は楽しく遊んでいた………。

〈プロフィール〉
　こんにちは！菊池高校演劇部は、３年生４人、２年生３人、１年生………。
美人で優しい顧問の先生が２人の計９名で活動しています。
　今年はコロナウイルス等の影響で練習時間が十分にとれないという、例年にないスター
トを切りました。大変な状況ですが、新しい部員も１名増え、さらにパワーアップするこ
とができました！成長した姿を見せられるよう頑張ります。ぜひごらんくださいね。

＝キャスト＝
ユウ� � ：杉山　　凜
シェリー�� ：坂田しずく
ロイ� � ：青木　　柊
アリサ� � ：谷本　　結

＝スタッフ＝
舞台監督�� ：谷本　　結
演　　出�� ：荒木　愛可
照　　明�� ：荒木　愛可
音　　響�� ：一法師みさと
大��道��具�� ：青木　　柊
� � � 宮崎　智明
小��道��具�� ：杉山　　凜
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熊 本 市 地 区

10月24日

第 二 高 校
必 由 館 高 校
熊本学園大学付属高校
大 津 高 校

講　師

外山　　曜氏
西山　桂史氏

（球磨中央高等学校演劇部顧問）

（開新高等学校演劇部顧問）

於：熊本市男女共同参画センターはあもにい

10月23日

熊本国府高校
熊 本 高 校
東 稜 高 校

10月25日

慶 誠 高 校
熊 本 北 高 校
第 一 高 校
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熊 本 市 地 区

10月24日

第 二 高 校
必 由 館 高 校
熊本学園大学付属高校
大 津 高 校

講　師

外山　　曜氏
西山　桂史氏

（球磨中央高等学校演劇部顧問）

（開新高等学校演劇部顧問）

於：熊本市男女共同参画センターはあもにい

10月23日

熊本国府高校
熊 本 高 校
東 稜 高 校

10月25日

慶 誠 高 校
熊 本 北 高 校
第 一 高 校

― 16 ― ― 17 ―

ハッピー・バースデー・トゥ・ミー

熊本国府高等学校

作 ：松岡　美幸
出典：シナリオリーグ
顧問：草原　俊寛・紫垣　博文・谷口　晋平

〈上演にあたって〉
とある喫茶店。
制服姿で一人、誰かを待っている様子のちぐさ。
店員のあかねは、ちぐさが気になり声をかけてみる。
語られるちぐさの意外な事情。
しかし、あかねの事情は、それ以上に衝撃的だった。
「なんで、子どもが欲しいなんて思うんですか？」

命を宿すということと、女性の生き方について、作者独自の目線から考察されている作品
です。

〈プロフィール〉
　部員１名 ( ２年生 )、顧問３名。
　新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) により、新しい生活様式が始まった。新入生
勧誘が、儘ならない中、二人の女神が現れ、大会に上演校として参加することができまし
た。女神に多謝。
　今できることを全力で取り組み、上演いたします。最後までご覧いただけると幸いです。

＝キャスト＝
ちぐさ� ：松岡　あゆみ
あかね� ：大岩　智泉

＝スタッフ＝
演　　出�� ：吉田　彩花
舞　　台�� ：吉田　彩花・谷口　晋平
照　　明�� ：草原　俊寛
音　　響�� ：紫垣　博文
衣　　装�� ：松岡あゆみ・大岩　智泉
小��道��具�� ：吉田　彩花
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風のすきまの始まりの月

熊本高等学校

作 ：鶴見　充展
出典：季刊高校演劇　No.235 2016 夏
顧問：竹内みゆき・久保　樹生

〈上演にあたって〉
　カナコの持ってきた台本「そこに送るここのことば」を読み解くのに苦戦する部長。風
と共に現れた、少し不思議なタクとリナ。宇宙時計はどこにあるのか。タクとリナは何者
なのか。「そこに送ることば」が４人を結末へ導く……。

〈プロフィール〉
　熊本高校演劇部です。コロナ禍をうけた休校期間も明けて気がつけば大会を意識する時
期になってしまいました。未だ、まったりとした雰囲気がつきまとっていますが、練習を
しっかりせねばな！と気合いを入れ、皆さんを満足させる劇を作り上げたいと思います。

＝キャスト＝
部長� ：山本　　孝
カナコ� ：大橋　美咲
リナ� ：青山　　楓
タク� ：德永　博紀

＝スタッフ＝
舞台監督・演出・音響� ：小宮　佑佳
照　　明�� � � ：松本　茉優
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風のすきまの始まりの月

熊本高等学校

作 ：鶴見　充展
出典：季刊高校演劇　No.235 2016 夏
顧問：竹内みゆき・久保　樹生

〈上演にあたって〉
　カナコの持ってきた台本「そこに送るここのことば」を読み解くのに苦戦する部長。風
と共に現れた、少し不思議なタクとリナ。宇宙時計はどこにあるのか。タクとリナは何者
なのか。「そこに送ることば」が４人を結末へ導く……。

〈プロフィール〉
　熊本高校演劇部です。コロナ禍をうけた休校期間も明けて気がつけば大会を意識する時
期になってしまいました。未だ、まったりとした雰囲気がつきまとっていますが、練習を
しっかりせねばな！と気合いを入れ、皆さんを満足させる劇を作り上げたいと思います。

＝キャスト＝
部長� ：山本　　孝
カナコ� ：大橋　美咲
リナ� ：青山　　楓
タク� ：德永　博紀

＝スタッフ＝
舞台監督・演出・音響� ：小宮　佑佳
照　　明�� � � ：松本　茉優

― 18 ― ― 19 ―

トシドンの放課後

東稜高等学校

作 ：上田　美和
出典：高校演劇 Selection2003 下
顧問：村上　由紀・東　祐里恵

〈上演にあたって〉
「トシドン」は鹿児島版の「なまはげ」です。
トシドンがくれる餅を食べないと歳がとれないと言い伝えられています。

日本中に存在している妖怪や物の怪（もののけ）。
ふと立ち止まって周りを見つめてみてください。
彼らはきっといるでしょう。あなたの傍に……。

〈プロフィール〉
我々演劇部には “一年生の部長 ”がいます！
そうなんです。２年生がいらっしゃらないんです…。
男子は全員理数コース。計３人。女子は全員元気ハツラツ。計４人。
癖の強いメンバーで日々精進しています。

私たちにしか創れない舞台がある。
今だからこそできることがある。
出会えた７人で、一生懸命頑張ります。

＝キャスト＝
あかね� ：前田　和美
平野� ：大橋　　稔
教師� ：辻野　海朱

＝スタッフ＝
舞台監督�� ：冨永　朝陽
照　　明�� ：上妻奏一郎
音　　響�� ：西岡　香凜
大��道��具�� ：田上　乃彩
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出発

第二高等学校

作 ：柴田　南実・永田　好絵
出典：（生徒創作）
顧問：緒方　　祥・大久保香里

〈上演にあたって〉
　受験生は「しんどい」です。「頑張れ」と言われて勉強します。勉強しなかったら「もっ
と頑張れ」と言われます。テストを受けて、思うような結果が返ってこなかったら、また「頑
張れ」と言われます。これは多くの高校生が経験してきたことだと思います。時には悩ん
で迷って、それでも懸命に努力したことでしょう。長い人生の中で、私たちは将来に向け
た選択をいくつもします。受験の合否はゴールではなくスタートラインです。それぞれの
将来に向けて “出発 ” する２人の生徒の覚悟と成長にご注目ください。

〈プロフィール〉
　第二高校演劇部は、現在１年生の部員２名で活動をしています。普段の練習では、お互
いに意見を出し合って充実した練習を作り上げています。入部当初は全く言うことのでき
なかった早口言葉も、少しずつ言えるようになってきました。
　まだまだ演劇も脚本も初心者の私たちですが、自分たちの演劇ができることに感謝して
舞台に立ちたいと思います。よろしくお願いします。

＝キャスト＝
柴田　南実
永田　好絵
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出発

第二高等学校

作 ：柴田　南実・永田　好絵
出典：（生徒創作）
顧問：緒方　　祥・大久保香里

〈上演にあたって〉
　受験生は「しんどい」です。「頑張れ」と言われて勉強します。勉強しなかったら「もっ
と頑張れ」と言われます。テストを受けて、思うような結果が返ってこなかったら、また「頑
張れ」と言われます。これは多くの高校生が経験してきたことだと思います。時には悩ん
で迷って、それでも懸命に努力したことでしょう。長い人生の中で、私たちは将来に向け
た選択をいくつもします。受験の合否はゴールではなくスタートラインです。それぞれの
将来に向けて “出発 ” する２人の生徒の覚悟と成長にご注目ください。

〈プロフィール〉
　第二高校演劇部は、現在１年生の部員２名で活動をしています。普段の練習では、お互
いに意見を出し合って充実した練習を作り上げています。入部当初は全く言うことのでき
なかった早口言葉も、少しずつ言えるようになってきました。
　まだまだ演劇も脚本も初心者の私たちですが、自分たちの演劇ができることに感謝して
舞台に立ちたいと思います。よろしくお願いします。

＝キャスト＝
柴田　南実
永田　好絵
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青い苺と、春の月。

必由館高等学校

作 ：福田　千紗
出典：（生徒創作）
顧問：小松　正枝・大村　恵美

〈上演にあたって〉
青く、未熟の実
だから何も知り得ない？いや、けれど、どんなに赤くなったって、無知はこの世に蔓延っ
ている。
共感してほしいと言っているわけじゃない、理解してほしいだけ。
様々な「コト」の当事者は、無知と嫉妬と羨望と好奇心によって、芯の真綿を剥がされる。
このお話は私たちの「コト」だけど、私たちの「コト」だけじゃない。
そんな世の中にある様々な「コト」の中の 1つのお話。
今日もまた、ストロベリーウィークは訪れる。

〈プロフィール〉
元気いっぱい個性爆発！必由館演劇部です !
コロナで大変な中でも、負けない元気さで、着実に準備を重ねてきました！
現在活動中の部員は、
３年生１名（３年生見守り隊４名）、２年生３名、１年生２名です！
１年生入ってきてくれました！ヤッタネ！みんな自慢のカワイイ部員たちです。
さぁ開幕！必由パワー見せたります !

＝キャスト＝
葉山　月子� ：福田　千紗
吉本ヒヨリ� ：中園　　碧
有明　寛人� ：平川　泰暉
沢田深太郎� ：岡部　綾汰

＝スタッフ＝
演　　出�� ：福田　千紗
舞台監督�� ：秋吉　藍羽
音　　響�� ：元田紘太郎
照　　明�� ：秋吉　藍羽
道　　具�� ：必由館演劇部
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蝸
マイ

牛
マイ

、舞
マイ

！　～嗚呼、ホームレス～

熊本学園大学付属高等学校

作 ：瀧澤　豚琴
出典：はりこのトラの穴 (haritora.net)

熊本学園大学付属高校演劇部潤色
顧問：田中　健一・野田　留理

〈上演にあたって〉
公園に住む、３人のホームレス。
そこへ何故かそんな生活にあこがれた女の子が入門することに。
どん底の生活のはずなのに、明るくたくましく生きているホームレス達。
やがて女の子は、ホームレスの３人から何かを学んで巣立って行くが…

〈プロフィール〉
こんにちは！学付演劇部です。
私たちは１年生６名、２年生５名の 11名で活動しています。
新型コロナウィルスの影響により、自主公演など、予定していた公演が次々とできなくな
り、もやもやした日々が続いていました。
その思いを、大会で演劇ができるという喜びに変えて、爆発させます。
ずっと引き継がれてきたGKFワールドさらにパワーアップさせて、皆さんにお届けしま
す。

＝キャスト＝
ゴンベ� ：木下　　華
馬張　� ：冨永　鈴ん
キナコ� ：佐々木美咲子
タマ　� ：角田　彩華

＝スタッフ＝
神田　萌花
冨永　鈴ん
槇原実加子
堀　雄太郎
平田　夢芽
佐々木美咲子
木下　　華
藤本　小春
前田智紗子
大庭　万実
角田　彩華
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何つーか、てんでバラバラ、じゃね？

大津高等学校

作 ：髙原　良明
出典：（顧問創作）
顧問：髙原　良明

鈴    ：三宮　　凜
真由    ：今村　　繭
実結    ：内川　美優
藍    ：三宮　　蘭
雅俊    ：福本　政峻
佳奈    ：中野　香奈
奈瑠美    ：米岡　成海
ユラさん   ：岩下　侑愛
ユウカさん  ：今村　佑香
通行人    ：田上　真白
      大野　桃香
      隈部　琴美
      田中　　瞳

＝キャスト＝
照明操作   ：大野　桃香
      隈部　琴美
音響操作   ：大塚　綺音
      橋本　涼香
映像操作   ：田中　　瞳
衣　　裳   ：三宮　　凜
      三宮　　蘭
道　　具   ：今村　　繭
      福本　政峻
      中野　香奈
制　　作   ：今村　佑香
      米岡　成海
      岩下　侑愛
舞台監督   ：内川　美優
演　　出   ：髙原　良明

＝スタッフ＝

〈上演にあたって〉
「はやくはやく！　間に合わんくなるやん！！」
「あれ…？一人少ないような…？？」
「はぁ？？あいつ、どこに行ったぁ！？」
（あ～らら、やらかしちゃった～？）
「ん？カメラはどこにあると？」
「……ええっとぉ……」
「あ・い・つ・かぁぁぁ！！！」
……やっとクーラーの中で涼めると思ったのに。
……みんなで一緒に行こうって言ってたのに。
……何なんだろう、この、バラバラ、な感じ……

〈プロフィール〉
　こんにちは、阿蘇の麓から参加の大津高校演劇部です。私たちは自然豊かな環境で、毎日賑やかに遊び
…じゃなくて稽古に励んでいます。
　大好きだった先輩方が卒業・仮引退をされましたが、入れ替わりに入って来てくれた１年生が元気で癒
されます。そして、今年の大会では心優しい助っ人がたくさん手伝ってくれることになりました。こんな
ご時世に「幸せだぁ～」と実感しています。
　私たちが、高校演劇の先輩方から受け継いでいるのは「No Play, No Life!!」＝「遊びナシでは、演劇
ナシでは、生きていけない！！」の精神です。そして、私たちのユニフォームの背中にあるように、少し
でも客席の皆様の心に「おお！づ。」というお気持ちを残せる舞台をお見せできるように精いっぱいつと
めます。
　素敵な “なかま ” たちとの舞台での再会を楽しみに、今年も一生懸命頑張ります！
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放課後談話

慶誠高等学校

作 ：加藤真紀子
出典：季刊高校演劇 251 号 2019
顧問：井上　飛鳥

〈上演にあたって〉
　ある日の放課後、暇を持て余し集った２人が語らう。この学校の不満を！とまではいか
ずとも、どこかに愚痴を吐かないとやっていられないものがある…。そんな何気ない日常
の１ページをあたたかい目で見守りください。

〈プロフィール〉
　今年度、慶誠高校演劇部は３年生５名、１年生２名の計 7名でスタートしました。こ
の最上級生の不協和音も３年目を迎え、もう卒業間近にまで迫っている！えっ？３年生は
ほぼみんな引退して、部長だけが残されている？そして大会を前に１年生が１人、部を去
ることに？駄目よ、部長！あなたがいなくなったら、１人だけの１年生はどうなるの？！
　他の部員においてけぼりにされた部長（３年生）、同級生には「まだ辞めないの？」と
言われる毎日。残った１年生を見捨てるわけにもいかず、大会に出場する羽目に…。「早
く引退したい！！」と願い続ける部長と、まだ真面目なふりをしている新参者が織りなす、
ぐうたらなハーモニーをどうかお楽しみください。

＝キャスト＝
東　　雅宗
石山　恵都

＝スタッフ＝
演出・舞台監督�� � ：石山　恵都
演出助手・舞台助監督� ：井上　飛鳥
大��道��具�� � � ：東　　雅宗
音　　響�� � � ：田上　　響
照　　明�� � � ：林　　慶香
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　他の部員においてけぼりにされた部長（３年生）、同級生には「まだ辞めないの？」と
言われる毎日。残った１年生を見捨てるわけにもいかず、大会に出場する羽目に…。「早
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星の子ども

熊本北高等学校

作 ：島北千代音・坂本　弥生　共作
出典：（生徒　創作）
顧問：髙木　和之・末吉健一郎

〈上演にあたって〉
今回、私たちが演じるのは「星の子ども」という作品です。
私たちの暮らす令和の時代とは少し違うファンタジーな世界の物語。
ファンタジーだけれども、それでいて何か他人事とは思えない、そんな世界の物語。
あなたは、私たちの暮らすこの世界について、何を思い、何を考えて生きていますか？
この物語を通して、今生きている世界をあなたに考えてほしいのです。

〈プロフィール〉
私たち北高演劇部は、２年生６名、１年生９名の、計 15名で活動しています。
新型コロナウイルスの影響であまり活動はできませんでしたが、新たに多くの１年生を迎
えることができ、活気づいてきました。
　き　みと出会えた喜びと
　た　くさんの愛を込めまして
　こ　んなに大きくなりました
　う　まれてよかった、ありがとう

＝スタッフ＝
緒方　鳳人
米嵜　道大
佐藤　千咲
坂本　弥生
岩坂　香凛

＝キャスト＝
福島　望咲
上前　海聖
田上　音羽
黒鶴　真心
本島　梨楠
永山　実夢
永田　紅葉
髙田　　桜
二田　実律
大野由香子

― 26 ― ― 27 ―

３校



笑ってよ　ゲロ子ちゃん

第一高等学校

作 ：兵藤　友彦
出典：「奇跡の演劇レッスン」兵藤　友彦

学芸みらい社　第一高校演劇部潤色
顧問：德永　泰三

〈上演にあたって〉
皆さん、最近ラジオは聞いていますか？
ラジオは人々にさまざまな話題を音楽や声で提供してくれます。
でも、それは全て本当に真実なのでしょうか？もしかしたら根も葉もない噂かもしれませ
んね。皆さんも一度は疑ったことがありませんか？
嘘みたいなお話……例えば、都市伝説とか。
これは、とあるラジオ局で起こった物語。

〈プロフィール〉
こんにちは！第一高校演劇部……通称：D１演劇部です！
私たちは個性強めな１年生８人と、自由奔放な２年生６人、計 14人で活動しています。
今年も裏方、役者、全員が協力し合い、助け合い、この作品を完成させました！
是非、ご覧ください！

＝キャスト＝
近藤　千佳（ディレクター）� ：小濱　日向
古井　康平（プロデューサー）�：西本　　梓
竹下あかり（アナウンサー）� ：藤本優里奈
佐藤　銀二（アシスタント）� ：髙木　穂花
村上たま子（アシスタント／ゲロ子）：
� � � � � 藤原　鈴菜

＝スタッフ＝
演　　出   ：本田　巳雅・下嶋　　藍・ 
      林田　　藍
舞台監督   ：藤原　鈴菜
舞台監督助手  ：藤本優里奈
音　　響   ：本田　巳雅・岡本　愛結・
      林田　　藍
照　　明   ：田中日菜子・竹原　　愛・
      下嶋　　藍
道　　具   ：田中日菜子・西本　　梓・
      加藤　　萌・友納福太朗・
      竹原　　愛・岡本　愛結
衣　　装   ：髙木　穂花・藤本優里奈・
      小濱　日向
メ  イ  ク   ：髙木　穂花・野口　瑛斗・
      下嶋　　藍・林田　　藍
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演目に付されている印は次のことを示す
（過去の大会における賞の名称については記録
を調査中であり、第34回以前の賞は相当の賞を
示す）
【第16回まで】
※創作劇、◆九州大会出場、○入賞校・優秀賞
【第17回から】
※創作劇、◇全国大会出場、◆九州大会出場、
◎最優秀賞、○優秀賞、△優良賞、□舞台美術賞、
☆創作脚本賞

　第１回　1951年10月　　尚絅校講堂
　　　大　津  海に行く騎者  シ　ン　グ
　　○尚　絅  女の家族  堀江　史朗
　　　鎮　西  崑崙山の人々  飯沢　　匡
　　　熊　商  蟻部隊  小幡　欣治
　　○九　学  寒鴨  真船　　豊
　　○済々黌  ピノキオ  山田　　陽
　　　熊　本  熊  チェーホフ
　　　九　女  山霧  山中　健三
　　　第　一  或る午後の訪問  内村　真也

　第２回　52年11月　　熊本市公会堂ホール
　　○鎮　西  順番  菊池　　寛
　　○熊　本  海彦山彦  山本　有三
　　○尚　絅  牛が物を言うとき  田中　澄江
　　　済々黌  ブランコ  岸田　国士
　　　九　学  盲目の弟  山本　有三
　　　熊　工  亀裂  阿坂卯一郎
　　　九　女  燕  佐藤　春夫

　1953年は水害のためコンクールを発表会に変更

　第３回　54年12月　　熊本市公会堂ホール
　　○九　学  息子  小山内　薫
　　　九　女  火宅  三島由紀夫
　　○市　立  月食  長谷川行勇
　　　鎮　西　※人形劇「屁に吹きとばされた
  　　　　盗人の話」  井上　真治

　第４回　55年12月　　熊本市公会堂ホール
　　　九　学  男の家  内木　文英
　　　九　女  山霧  山中　健三
　　　熊　商  おふくろ  田中千禾夫
　　　大　津  新釈源氏物語  榊原　政常
　　○尚　絅  壁  原　　　博
　　○市　立  蚊遣火  林　　黒土
　　○鎮　西　※河童物語  井上　真治

　第５回　56年12月　　熊本市公会堂ホール
　　　九　女  広島の女  長谷川行勇
　　○熊　商  飢えたる者ども  サローヤン
　　　九　学　※犬は何故尻尾をふるか  篠崎　　彰
　　○市　立  秋陽  林　　黒土
　　　尚　絅  灯  真船　　豊
　　○鎮　西　※ある部落の人々  井上　真治

熊本県高等学校演劇研究大会県大会の軌跡
　第６回　57年 11 月　　大洋文化ホール
　　　九　学　※真夜中の森の物語  三鬼健太郎
　　○市　立  娘たち  長谷川行勇
　　　九　女　※葉鶏頭　　　　　　ふくだよしたか
　　　熊　商  笛  田中千禾夫
　　○鎮　西　※岩漿  井上　真治
　　　尚　絅  姨捨中秋  宮崎　友三
　　　電　波  天に啼く山羊  柴田　北彦
　　○熊　本  仁王  岩場　一夫

　第７回　58年12月　　大洋文化ホール
　　　電　波  三番踏切  阿坂卯一郎
　　　熊　商  若い炎  辻台　敏明
　　○尚　絅  夏の夜ばなし  榊原　政常
　　○鎮　西　※カンテラ  井上　真治
　　○市　立  かげぼうし幻想  内木　文英
　　　第　一  淡雪の頃  柴田　北彦
　　　九　女　※庭　　　　　　　　ふくだよしたか
　　　九　学  登臨  柴田　北彦
　　　女子商  静かなる朝  原　　　博
　　　熊　本  ある死神の話  内木　文英

　第８回　59年12月　　大洋文化ホール
　　　市　商  天に啼く山羊  柴田　北彦
　　　家　政  シガマの嫁コ  久藤　達郎
　　　鎮　西　※青い屍  井上　真治
　　　済々黌  ソクラテス  内木　文英
　　　熊　工  山小屋にて  長谷川行勇
　　○尚　絅  絆  岡　　　亨
　　　九　女  絆  岡　　　亨
　　　第　一  母と娘  津留　達児
　　　山　鹿  葉桜  岸田　国士
　　　鹿　本  父と娘  辻合　敏明
　　○九　学  乞食と夢  関口　次郎
　　○熊　本  墓標の谷間にて  木下　博民
　　○市　立  英霊  山根　輝子

　第９回　60年９月　　大洋文化ホール
　　　九　学  三番踏切  阿坂卯一郎
　　◆尚　絅  蚊遣火  林　　黒土
　　　済々黌  ある敗北  霜川　遠志
　　　鎮　西　※新釈肥後噺  井上　真治
　　○中　央  夏の夜ばなし  榊原　政常
　　○第　一  海に行く騎者  シ　ン　グ
　　　市　立  山霧  山中　健三
　　　玉　名  死神より命をもらった話  長谷川行勇
　　　山　鹿  深い疵  黒沢　参吉
　　　八　代  外向一六八  榊原　政常

　第10回　61年11月　　熊本市公会堂ホール
　　◆鎮　西  カンテラ  井上　真治
　　　家　政  向い風  岡野奈保美
　　　女子商  狐  早坂　久子
　　　済々黌  春雷  林　　黒土
　　　鉄　道  乞食の歌  津上　　忠
　　　市　商  息子  小山内　薫
　　　信　愛  薯の煮えるまで  風見　鶏介
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３校



　　　第　一  すずめの子  内木　文英
　　◆市　立  埴生の宿  榊原　政常
　　　九　女　※来訪者  福田　喜交
　　　熊　本  薔薇のベビー  大和　雪彦
　　○中　央  にんじん　ルナール・榊原政常脚色
　　　九　学  ある所で  高田　和嘉
　　　尚　絅  花火  林　　黒土
　　　電　波  夜風  阿坂卯一郎
　　　熊　商  山の歌  丸山　幸男
　　　熊　工  川ばた  阿坂卯一郎
　　　山　鹿  こいこく  野坂　氏治

　第11回　62年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　九　女  向い風  岡野奈保美
　　○市　立  蚊遣火  林　　黒土
　　○第　一  人の住まない家  中川　敏男
　　　鎮　西  天国と地獄  内木　文英
　　　九　学  父を探すオーガスタス
  　　　　　　　ハロルド・チャピン
　　　熊　工  男の家  内木　文英
　　　市　商  小役人の死　チェーホフ・村上利明脚色
　　　第一工  乞食と夢  関口　次郎
　　　信　愛  月光魚  柴田　北彦
　　　済々定  英霊  山根　輝子
　　　家　政  蚊遣火  林　　黒土
　　　女子商  華燭  阿坂卯一郎
　　○尚　絅  天使が一人いる  南　　勝彦
　◇◆済々黌  象の死  斉藤　瑞穂
　　　熊　本  詩人と幽霊  辻合　敏明
　　　山　鹿  誕生  鈴木　茂夫
　　　玉　名  象の死  斉藤　瑞穂
　　　中　央  イワナガヒメ物語  町井　陽子
　　　熊　商  あした風もなごまん  菅谷　俊一
　　○電　波  ある死神の話  内木　文英

　第12回　63年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　熊　本  海彦山彦  山本　有三
　　　市　商　※死刑宣言　　カフカ・村上利明脚色
　　　女子商  しあわせ  田中　わこ
　　　家　政  空をあおげば  高見沢潤子
　　○済々黌  轍  水野　文雄
　　　九　女  海彦山彦  山本　有三
　　　玉　名  白い晴着　　　　ポール・グリーン
　　　大　江  赤い雪  高藤　彰子
　　○尚　絅  姨捨中秋  宮崎　友三
　　○鎮　西　※夜明けを待とう・諸君！  井上　真治
　　　熊　工  鎮魂  蜂谷　　緑
　　　熊　商  祝いの日  内木　文英
　　○第　一  ガジュマル樹の蔭にて  風見　鶏介
　　　九　学  男の家  内木　文英
　　　電　波  ソクラテス  内木　文英
　　　山　鹿  女鳥王  川田　礼子
　　　矢部農  娘たち  長谷川行勇
　　　中　央  ひるめし  村田　光子
　　　信　愛  夕鶴  木下　順二
　　　マリスト　※ノアの方舟  亀井隆一郎
　　◆市　立  娘たち  長谷川行勇
　　　第一工　※一筋の光求めて  演　劇　部

　第13回　64年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　家　政  広島の女  長谷川行勇
　　　矢部農  運転免許証  石垣　友栄
　　　第　二  春の孤独  久坂栄二郎
　　　熊　商  春雷  林　　黒土
　　　中　央  壁  原　　　博
　　　電　波  第三の火の中で  黒羽　英二
　　　女子商  壁  原　　　博
　　　第一工　※西瓜  関　　嘉民
　　　荒　尾  春雷  林　　黒土
　　　信　愛  蒲公英のある庭  柴田　北彦
　　　玉　名  地鳴り  林　　黒土
　　　九　女  絆  岡　　　亨
　　　マリスト  光あれ  後藤　基之
　　○尚　絅  おくれゐてわが恋ひをれば
    阿坂卯一郎
　　　熊　本　※鬼界ケ島  八重野充弘
　　○鎮　西　※真珠屋（デッドボール） 井上　真治
　　○済々黌  ある死神の話  内木　文英
　　　市　商　※携帯燃料  村上　利明
　　　大　江  巣立ち行く頃  岡　　　亨
　　◆第　一  シンメルブッシュのたぎる夜に
    原　　　博
　　　山　鹿  ぜにごけ　　　　　福島女子演劇部
　　　九　学  乞食と夢  関口　次郎
　　○市　立  外向一六八  榊原　政常
　　　熊　工　※弟  岩本　　進

　第14回　65年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　山　鹿  こくこく  野崎　氏治
　　　信　愛  ガラシャ夫人  （不　明）
　　　熊　本　※太古からの来訪者  八重野充弘
　　　中　央  家事使用人学校  阿坂卯一郎
　　○電　波  囚人  黒羽　英二
　　　玉　名  象の死  斎藤　瑞穂
　　　荒　尾  父と娘  辻合　敏明
　　　九　女  淡雪の頃  柴田　北彦
　　　熊　女  山霧  山中　健三
　　○尚　絅  消えてなくなる話  黒川　喜七
　　　市　立  キツネとタヌキ  榊原　政常
　　　市　商　※カメレオン  村上　利明
　　◆鎮　西　※からす  井上　真治
　　　矢部農  若い炎  辻合　敏明
　　　熊　工  天国と地獄  内木　文英
　　　女子商  華燭  阿坂卯一郎
　　　大　江  筑豊の少女  林　　黒土
　　○第一工　※落盤  前島　悦加
　　　マリスト  海の底の六人  コットマン
　　　東海二  からまわり  小林まさみ
　　◆第　一  学校  井関　義久
　　　人　吉　※青春  演　劇　部
　　　済々黌  ある所で  高田　和嘉
　　○第　二  北条氏の誕生日  辻合　敏明
　　　熊　商  父と娘  辻合　敏明
　　　商　付  三番踏切  阿坂卯一郎

　第15回　66年11月　　熊本県立図書館ホール
　　　鹿　本  学校  井関　義久
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３校



　　　第　一  すずめの子  内木　文英
　　◆市　立  埴生の宿  榊原　政常
　　　九　女　※来訪者  福田　喜交
　　　熊　本  薔薇のベビー  大和　雪彦
　　○中　央  にんじん　ルナール・榊原政常脚色
　　　九　学  ある所で  高田　和嘉
　　　尚　絅  花火  林　　黒土
　　　電　波  夜風  阿坂卯一郎
　　　熊　商  山の歌  丸山　幸男
　　　熊　工  川ばた  阿坂卯一郎
　　　山　鹿  こいこく  野坂　氏治

　第11回　62年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　九　女  向い風  岡野奈保美
　　○市　立  蚊遣火  林　　黒土
　　○第　一  人の住まない家  中川　敏男
　　　鎮　西  天国と地獄  内木　文英
　　　九　学  父を探すオーガスタス
  　　　　　　　ハロルド・チャピン
　　　熊　工  男の家  内木　文英
　　　市　商  小役人の死　チェーホフ・村上利明脚色
　　　第一工  乞食と夢  関口　次郎
　　　信　愛  月光魚  柴田　北彦
　　　済々定  英霊  山根　輝子
　　　家　政  蚊遣火  林　　黒土
　　　女子商  華燭  阿坂卯一郎
　　○尚　絅  天使が一人いる  南　　勝彦
　◇◆済々黌  象の死  斉藤　瑞穂
　　　熊　本  詩人と幽霊  辻合　敏明
　　　山　鹿  誕生  鈴木　茂夫
　　　玉　名  象の死  斉藤　瑞穂
　　　中　央  イワナガヒメ物語  町井　陽子
　　　熊　商  あした風もなごまん  菅谷　俊一
　　○電　波  ある死神の話  内木　文英

　第12回　63年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　熊　本  海彦山彦  山本　有三
　　　市　商　※死刑宣言　　カフカ・村上利明脚色
　　　女子商  しあわせ  田中　わこ
　　　家　政  空をあおげば  高見沢潤子
　　○済々黌  轍  水野　文雄
　　　九　女  海彦山彦  山本　有三
　　　玉　名  白い晴着　　　　ポール・グリーン
　　　大　江  赤い雪  高藤　彰子
　　○尚　絅  姨捨中秋  宮崎　友三
　　○鎮　西　※夜明けを待とう・諸君！  井上　真治
　　　熊　工  鎮魂  蜂谷　　緑
　　　熊　商  祝いの日  内木　文英
　　○第　一  ガジュマル樹の蔭にて  風見　鶏介
　　　九　学  男の家  内木　文英
　　　電　波  ソクラテス  内木　文英
　　　山　鹿  女鳥王  川田　礼子
　　　矢部農  娘たち  長谷川行勇
　　　中　央  ひるめし  村田　光子
　　　信　愛  夕鶴  木下　順二
　　　マリスト　※ノアの方舟  亀井隆一郎
　　◆市　立  娘たち  長谷川行勇
　　　第一工　※一筋の光求めて  演　劇　部

　第13回　64年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　家　政  広島の女  長谷川行勇
　　　矢部農  運転免許証  石垣　友栄
　　　第　二  春の孤独  久坂栄二郎
　　　熊　商  春雷  林　　黒土
　　　中　央  壁  原　　　博
　　　電　波  第三の火の中で  黒羽　英二
　　　女子商  壁  原　　　博
　　　第一工　※西瓜  関　　嘉民
　　　荒　尾  春雷  林　　黒土
　　　信　愛  蒲公英のある庭  柴田　北彦
　　　玉　名  地鳴り  林　　黒土
　　　九　女  絆  岡　　　亨
　　　マリスト  光あれ  後藤　基之
　　○尚　絅  おくれゐてわが恋ひをれば
    阿坂卯一郎
　　　熊　本　※鬼界ケ島  八重野充弘
　　○鎮　西　※真珠屋（デッドボール） 井上　真治
　　○済々黌  ある死神の話  内木　文英
　　　市　商　※携帯燃料  村上　利明
　　　大　江  巣立ち行く頃  岡　　　亨
　　◆第　一  シンメルブッシュのたぎる夜に
    原　　　博
　　　山　鹿  ぜにごけ　　　　　福島女子演劇部
　　　九　学  乞食と夢  関口　次郎
　　○市　立  外向一六八  榊原　政常
　　　熊　工　※弟  岩本　　進

　第14回　65年11月　　熊本市公会堂ホール
　　　山　鹿  こくこく  野崎　氏治
　　　信　愛  ガラシャ夫人  （不　明）
　　　熊　本　※太古からの来訪者  八重野充弘
　　　中　央  家事使用人学校  阿坂卯一郎
　　○電　波  囚人  黒羽　英二
　　　玉　名  象の死  斎藤　瑞穂
　　　荒　尾  父と娘  辻合　敏明
　　　九　女  淡雪の頃  柴田　北彦
　　　熊　女  山霧  山中　健三
　　○尚　絅  消えてなくなる話  黒川　喜七
　　　市　立  キツネとタヌキ  榊原　政常
　　　市　商　※カメレオン  村上　利明
　　◆鎮　西　※からす  井上　真治
　　　矢部農  若い炎  辻合　敏明
　　　熊　工  天国と地獄  内木　文英
　　　女子商  華燭  阿坂卯一郎
　　　大　江  筑豊の少女  林　　黒土
　　○第一工　※落盤  前島　悦加
　　　マリスト  海の底の六人  コットマン
　　　東海二  からまわり  小林まさみ
　　◆第　一  学校  井関　義久
　　　人　吉　※青春  演　劇　部
　　　済々黌  ある所で  高田　和嘉
　　○第　二  北条氏の誕生日  辻合　敏明
　　　熊　商  父と娘  辻合　敏明
　　　商　付  三番踏切  阿坂卯一郎

　第15回　66年11月　　熊本県立図書館ホール
　　　鹿　本  学校  井関　義久
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　　　九　女　※青い芽  演　劇　部
　　　荒　尾  おふくろ  田中千禾夫
　　　商　付  ある死神の話  内木　文英
　　○市　立  あるたたかい  松本　和子
　　　マリスト  （棄　権）
　　　人　吉  容姿端麗  小原　輝夫
　　　東海二  雪女風土記  竹内勇太郎
　　　八　代　※道化師  岩野　正信
　　○熊　商  ある死神の話  内木　文英
　　　九　学  ダイナマイトと蛙たち  柴田　北彦
　　　第一工　※二百銭  関　　嘉民
　　　女子商  静かなる朝  原　　　博
　　　信　愛  蜘蛛の玉が虹色に光る時  筑紫　葉子
　　　市　立  猿の手　　　　Ｗ・ジェイコブス
　　　玉　名  にんじん  ル ナ ー ル
　　　熊　工  ダイナマイトと蛙たち  柴田　北彦
　　　熊　本  ある死神の話  内木　文英
　　◆中　央  黒い太陽  林　　黒土
　　　電　波  炎の人  三好　十郎
　　　山　鹿  蚊遣火  林　　黒土
　　　熊　女  向い風  岡野奈保美
　　　尚　絅  小さな音  内木　文英
　　　大　江  月光魚  柴田　北彦
　　○済々黌  夜  渡辺　伍郎
　　○第　一　※血はバラの色  工藤　正彦
　　　第　二  さっぱ夜ばなし  竹内勇太郎
　　◆鎮　西　※結晶  井上　真治

　第16回　67年11月　　熊本県立図書館ホール
　　　鹿　本  明日も生きて  浜野　卓也
　　　信　愛  高等学校数学Ⅰ  野田市太郎
　　　山　鹿  父帰る  菊池　　寛
　　○市　立  ＯＳ  本山　節弥
　　　商　付  三番踏切  阿坂卯一郎
　　　九　女  ＯＳ  本山　節弥
　　　電　波  墓標の谷間にて  内木　文英
　　　矢　部  国道の幽霊  南　　勝彦
　　　熊　女  ある午後  岡野奈保美
　　　白百合  蜘蛛の玉が虹色に光る時  筑紫　葉子
　　　熊　農　※善魔とサスペンス  岡本　義成
　　　玉　女  瓜子姫とアマノジャク  木下　順二
　　　第　一  高等学校数学Ⅰ  野田市太郎
　　　第一工  落盤  前島　悦加
　　○第　二  傷だれけの人  荒木　理人
　　○熊　本  サムシング・ナッシング  東　　文明
　　　九　学  男の家  内木　文英
　　　玉　名  静かなる朝  原　　　博
　　　中　央　※遠いふるさと  鶴田　康己
　　　熊　工  薔薇のベビイ  大和　雪彦
　　　八　代  蜘蛛の玉が虹色に光る時  筑紫　葉子
　　　大　江  小さな音  内木　文英
　　◆鎮　西　※よ・へ・ほ  井上　真治
　　　人　吉  母と娘  津留　達児
　　◆熊　商  黒い太陽  林　　黒土
　　　市　商  著名人  清水　邦夫
　　　荒　尾  傷だらけの人  荒木　理人
　　　女子商  ある白雪姫の話  松本　和子
　　　御　船  英雄  佐々　俊之

　　◆済々黌  乞食の夢  関口　次郎
　　○尚　絅  夏の夜ばなし  榊原　政常
　　　東海二  轍  水野　文雄

　第17回　68年11月　　熊本県立図書館ホール
　　○玉　名  色は匂へど  田村　倫彦
　　△鹿商工  キツネとタヌキ  榊原　政常
　　△八　代  才女ありて  町井　陽子
　　△人　吉  ある白雪姫の話  松本　和子
　　△済々黌　※濁流の中に  池永　敏春
　　○市　立  ある群れ　　　　　湘南女子演劇部
　◆◎熊　商　※新しい日  日吉　嘉子
　　○女子商  あるたたかい  松本　和子
　　○鎮　西　※あひるの子  井上　真治
　　△尚　絅  色は匂へど  田村　倫彦
　　○中　央  墨東記  阿坂卯一郎
　◆◎第　一  色は匂へど  田村　倫彦
　　△第　二  題名のない芝居  黒羽　英二

　第18回　69年11月　　熊本市民会館大ホール
　　○中　央　※地の底から  鶴田　康己
　　△市　商　※初雪  太田家良明
　◆◎市　立  置手紙  佐久間善章
　　△電　波  ある所で  高田　和嘉
　　○八　代  太陽のない島  長谷川隆博
　　○松　橋  蚊遣火  林　　黒土
　　△鹿　本  ぜにごけ　　　　　福島女子演劇部
　　○玉　名  熱帯魚  下川　幸治
　◆◎第　二  海の墓標  田中　　茂
　　△女子商  白い花  岡　　　亨
　　○鎮　西　※告発  井上　真治
　　△尚　絅  Discord  　　　　　　しのだしげ美

　第19回　70年11月　　熊本県立図書館ホール
　　△熊　工  ガソリンと毒薬  浅川　文雄
　　△女子商  墨東記  阿坂卯一郎
　　○八　代　※海の底に  演　劇　部
　　△鎮　西  夜明けの倫理  石橋　　広
　　△鹿商工  アンナはどうして飛べないの
    一柳　俊邦
　　○第　二  ぼんさい  田村　倫彦
　　△熊　農  被害者  土屋　弘光
　◆◎中　央  当世幻談  町井　陽子
　　△鹿　本　※紅い花  久保田和弘
　◆◎市　立  長い長い橋の上で  内木　文英
　　○宇　土  黒い太陽  林　　黒土
　　○第　一　※子守歌  演　劇　部

　第20回　71年11月　　熊本県立図書館ホール
　◆◎中　央  才女ありて  町井　陽子
　　○尚　絅  試行錯誤  佐々　俊之
　　○玉　名  母の日  出戸　幸一
　　○信　愛  色は匂へど  田村　倫彦
　◆◎市　立  大千軒岳の切支丹  橋本　栄子
　　○第　一  現代の戦い  加藤　　明
　　△松　橋  ある午後  岡野奈保美
　　△女子商  ある群れ　　　　　湘南女子演劇部
　　△鹿　本  野菊  日野　暁子
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　　△第　二  試行錯誤  佐々　俊之

　第21回　72年11月　　熊本県立図書館ホール
　　○熊　工  春雷  林　　黒土
　◆◎第　一  ニューヨークのくしゃみ  町井　陽子
　　○済々黌  エレベーター  黒羽　英二
　　○信　愛  筥　　　　　　　　　赤城台演劇部
　　△御　船  天国椅子  福田　　薫
　◆◎市　立  夏の夜ばなし  榊原　政常
　　△中　央  髭・髯・鬚  神宮茂十郎
　　○女子商  りえの生きがい  松本　和子
　　○荒　尾  薯の煮えるまで  風見　鶏介
　　△菊　池  オスミの死  松本　和子
　　△八　代  一匹の子山羊  高田英太郎
　　△松　橋  ひるめし  田村　光子

　第22回　73年11月　　熊本県立図書館ホール
　◆◎第　一　※街はカーニバル  演　劇　部
　◆◎済々黌  イエスかノウかはた笑みか
    蔵原　惟治
　　○尚　絅　※歯車の中で  演　劇　部
　　○市　立　※はなぁ・もぃにか  演　劇　部
　　○中　央  黒い太陽  林　　黒土
　　○信　愛  歯  井関　義久
　　△熊　本　※孤独  坂本　伸治
　　△鹿　本  海の仲間  田中　　茂
　　○八第一  春雷  林　　黒土
　　△玉　名  流れ星四番  野辺　由郎
　　△八　代  らくがき  丸山　邦彦
　　△熊　工  振り向かない男  木谷　茂生

　第23回　74年11月　　熊本県立図書館ホール
　　△牛　深  赤い雪  高藤　彰子
　　○九　女  みんないい子  石塚　雄康
　◆◎中　央  狂育白書  佐々　俊之
　　○女子商  11 匹のネコ  井上ひさし
　　△八第一  ある群れ　　　　　湘南女子演劇部
　　○荒　尾  地下の街  日比野諦観
　◆◎熊　本  動物園物語　エドワード・オルビー
　　△第　二  手のひらの雪ひとつぶの
  消えるまで  小寺　隆韶
　　△松　橋  長い長い橋の上で  内木　文英
　　△菊　池  少女と幻想  阿坂卯一郎
　　△信　愛  授業  井関　義久
　　○真　和　※フェノチアジン  井上　真治
　◆◎市　立  通り雨  井上　真治

　第24回　75年11月　　熊本県立図書館ホール
　◆◎済々黌  僕らは生まれ変わった
  木の葉のように  清水　邦夫
　◆◎熊　本  弱法師  三島由紀夫
　　○松　橋  幽霊学校  野田市太郎
　　○菊　池  コモンセンス　　　　弘前高演劇部
　　○中　央  芦屋家の崩壊  宮崎　友三
　　○尚　絅　※羽ばたけ天高く  演　劇　部
　　△阿　蘇  みんないい子  石塚　雄康
　　△人　吉  おかあさん  枡田美恵子
　　△第　二  くびかざり  榊原　政常

　　△鹿　本  防人遺聞  町井　陽子
　　○第　一  栄光の日  町井　陽子

　第25回　76年11月　　八代市厚生会館
　　△宇　土  静かなる朝  原　　　博
　△□八代東  河童物語  宮崎　友三
　◆◎松　橋  太陽のない島  長谷川隆博
　　△女子商  池の蛙の物語  柴田　北彦
　　○済々黌  綾の鼓  三島由紀夫
　　○熊　本  門  別役　　実
　　○第　一  授業　　　　ウジェーヌ・ヨネスコ
　◆◎市　立　※常世の国  井上　真治
　　△中　央  バーサよりよろしく
  　　　　　テネシー・ウィリアムズ
　　○鹿　本  コモンセンス　　　　弘前高演劇部
　　○玉　名  イゼルギリ婆さん  ゴ ー リ キ
　　△阿　蘇　※明日になれば  久保田和弘
　　△牛　深　※みんなの力で  演　劇　部

　第26回　77年11月　　熊本郵便貯金会館ホール
　◆◎真　和  赤い鳥のいる風景  別役　　実
　◆◎玉　名  黒い太陽  林　　黒土
　　○済々黌  戦場のピクニック
  　　　　フェルナンド・アラバール
　　○八　代  マッチ売りの少女  別役　　実
　　○市　立  アレゴリックミュージカル
  渾沌七窮に死す　　　はやしこくど
　　○熊　商  筑豊の少女  林　　黒土
　　○松　橋  王さまばんざい
  ～おとぎばなし～  榊原　政常
　　△菊　池  こぶとり異聞  土屋　弘光
　　△宇　土  高等学校数学Ⅰ  野田市太郎
　　△阿　蘇  蒲公英のある話  柴田　北彦
　　△鹿　本  幽霊学校  野田市太郎
　　△信　愛  ある群れ　　　　　湘南女子演劇部

　第27回　78年11月　　宇土市民会館
　　○尚　絅  夏の夜ばなし  榊原　政常
　◆◎南　関  堕天使  別役　　実
　　○市　立  ロング・クリスマス・ディナー
  　　　　　　ソートン・ワイルダー
　　○第　一  ベルナルダアルバの家
  　　ガルシア・ロルカ、演劇部脚色
　　△八代東  れくいえむ  町井　陽子
　　△市　商　※残像  森崎真由美
　◆◎松　橋　※アメドリの帰る日  演　劇　部
　　△荒　尾  傷つきてなお  高瀬　高明
　　○第　二  堕天使  別役　　実
　　○真　和  死体のある風景  別役　　実

　第28回　79年11月　　熊本郵便貯金会館ホール
　◆◎第　一  しんしゃく源氏物語  榊原　政常
　　△松　橋　※反射鏡  演　劇　部
　　△荒　尾　  乗越し駅の刑罰  筒井　康隆
　　△玉　名　※ぼくらの時代に  演　劇　部
　　○阿　蘇  お猿の学校  大久保　寛
　　○八　代  予防注射  野田市太郎
　　○八代東  薯の煮えるまで  風見　鶏介
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　　△第　二  試行錯誤  佐々　俊之

　第21回　72年11月　　熊本県立図書館ホール
　　○熊　工  春雷  林　　黒土
　◆◎第　一  ニューヨークのくしゃみ  町井　陽子
　　○済々黌  エレベーター  黒羽　英二
　　○信　愛  筥　　　　　　　　　赤城台演劇部
　　△御　船  天国椅子  福田　　薫
　◆◎市　立  夏の夜ばなし  榊原　政常
　　△中　央  髭・髯・鬚  神宮茂十郎
　　○女子商  りえの生きがい  松本　和子
　　○荒　尾  薯の煮えるまで  風見　鶏介
　　△菊　池  オスミの死  松本　和子
　　△八　代  一匹の子山羊  高田英太郎
　　△松　橋  ひるめし  田村　光子

　第22回　73年11月　　熊本県立図書館ホール
　◆◎第　一　※街はカーニバル  演　劇　部
　◆◎済々黌  イエスかノウかはた笑みか
    蔵原　惟治
　　○尚　絅　※歯車の中で  演　劇　部
　　○市　立　※はなぁ・もぃにか  演　劇　部
　　○中　央  黒い太陽  林　　黒土
　　○信　愛  歯  井関　義久
　　△熊　本　※孤独  坂本　伸治
　　△鹿　本  海の仲間  田中　　茂
　　○八第一  春雷  林　　黒土
　　△玉　名  流れ星四番  野辺　由郎
　　△八　代  らくがき  丸山　邦彦
　　△熊　工  振り向かない男  木谷　茂生

　第23回　74年11月　　熊本県立図書館ホール
　　△牛　深  赤い雪  高藤　彰子
　　○九　女  みんないい子  石塚　雄康
　◆◎中　央  狂育白書  佐々　俊之
　　○女子商  11 匹のネコ  井上ひさし
　　△八第一  ある群れ　　　　　湘南女子演劇部
　　○荒　尾  地下の街  日比野諦観
　◆◎熊　本  動物園物語　エドワード・オルビー
　　△第　二  手のひらの雪ひとつぶの
  消えるまで  小寺　隆韶
　　△松　橋  長い長い橋の上で  内木　文英
　　△菊　池  少女と幻想  阿坂卯一郎
　　△信　愛  授業  井関　義久
　　○真　和　※フェノチアジン  井上　真治
　◆◎市　立  通り雨  井上　真治

　第24回　75年11月　　熊本県立図書館ホール
　◆◎済々黌  僕らは生まれ変わった
  木の葉のように  清水　邦夫
　◆◎熊　本  弱法師  三島由紀夫
　　○松　橋  幽霊学校  野田市太郎
　　○菊　池  コモンセンス　　　　弘前高演劇部
　　○中　央  芦屋家の崩壊  宮崎　友三
　　○尚　絅　※羽ばたけ天高く  演　劇　部
　　△阿　蘇  みんないい子  石塚　雄康
　　△人　吉  おかあさん  枡田美恵子
　　△第　二  くびかざり  榊原　政常

　　△鹿　本  防人遺聞  町井　陽子
　　○第　一  栄光の日  町井　陽子

　第25回　76年11月　　八代市厚生会館
　　△宇　土  静かなる朝  原　　　博
　△□八代東  河童物語  宮崎　友三
　◆◎松　橋  太陽のない島  長谷川隆博
　　△女子商  池の蛙の物語  柴田　北彦
　　○済々黌  綾の鼓  三島由紀夫
　　○熊　本  門  別役　　実
　　○第　一  授業　　　　ウジェーヌ・ヨネスコ
　◆◎市　立　※常世の国  井上　真治
　　△中　央  バーサよりよろしく
  　　　　　テネシー・ウィリアムズ
　　○鹿　本  コモンセンス　　　　弘前高演劇部
　　○玉　名  イゼルギリ婆さん  ゴ ー リ キ
　　△阿　蘇　※明日になれば  久保田和弘
　　△牛　深　※みんなの力で  演　劇　部

　第26回　77年11月　　熊本郵便貯金会館ホール
　◆◎真　和  赤い鳥のいる風景  別役　　実
　◆◎玉　名  黒い太陽  林　　黒土
　　○済々黌  戦場のピクニック
  　　　　フェルナンド・アラバール
　　○八　代  マッチ売りの少女  別役　　実
　　○市　立  アレゴリックミュージカル
  渾沌七窮に死す　　　はやしこくど
　　○熊　商  筑豊の少女  林　　黒土
　　○松　橋  王さまばんざい
  ～おとぎばなし～  榊原　政常
　　△菊　池  こぶとり異聞  土屋　弘光
　　△宇　土  高等学校数学Ⅰ  野田市太郎
　　△阿　蘇  蒲公英のある話  柴田　北彦
　　△鹿　本  幽霊学校  野田市太郎
　　△信　愛  ある群れ　　　　　湘南女子演劇部

　第27回　78年11月　　宇土市民会館
　　○尚　絅  夏の夜ばなし  榊原　政常
　◆◎南　関  堕天使  別役　　実
　　○市　立  ロング・クリスマス・ディナー
  　　　　　　ソートン・ワイルダー
　　○第　一  ベルナルダアルバの家
  　　ガルシア・ロルカ、演劇部脚色
　　△八代東  れくいえむ  町井　陽子
　　△市　商　※残像  森崎真由美
　◆◎松　橋　※アメドリの帰る日  演　劇　部
　　△荒　尾  傷つきてなお  高瀬　高明
　　○第　二  堕天使  別役　　実
　　○真　和  死体のある風景  別役　　実

　第28回　79年11月　　熊本郵便貯金会館ホール
　◆◎第　一  しんしゃく源氏物語  榊原　政常
　　△松　橋　※反射鏡  演　劇　部
　　△荒　尾　  乗越し駅の刑罰  筒井　康隆
　　△玉　名　※ぼくらの時代に  演　劇　部
　　○阿　蘇  お猿の学校  大久保　寛
　　○八　代  予防注射  野田市太郎
　　○八代東  薯の煮えるまで  風見　鶏介
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　　○御　船  海ゆかば水漬くかばね  別役　　実
　◆◎市　立　※浅茅ケ原  井上　真治
　　△第　二  嗚呼幻想即興曲  石山浩一郎

　第29回　80年11月　　玉名市民会館
　◆◎市　立  青い馬  別役　　実
　◆◎九　女  乙姫の叛乱  林　　黒土
　　○人　吉　※石を取れ  演　劇　部
　　○第　一  誤解　　　　　カミユ、演劇部脚色
　　○阿　蘇　※人はいさ  久保田和弘
　　△鹿　本  チャレンジャー  野辺　由郎
　　△宇　土  試行錯誤  佐々　俊之
　　△荒　尾  かげぼうし幻想  内木　文英
　　△熊　商  黒い太陽  林　　黒土
　　△八代工　※ファンタジー  演　劇　部

　第30回　81年11月　　八代市厚生会館
　◆◎市　立  某地方巡査と息子にまつわる挿話
    清水　邦夫
　　△熊　商　※花撒きびと　福島次郎、演劇部脚色
　　△尚　絅  卒塔婆小町  三島由紀夫
　　△中　央  おしゃり  福田　　薫
　　△阿　蘇  祭りの中で  小寺　隆韶
　　○松　橋　※現在から　　　演劇部・宮田　一代
　◆◎人　吉　※万歳！教育ママ  高瀬　邦一
　　○八代南　※誤苦楽  秋田　朋子
　　○鹿　本  墨東記  阿坂卯一郎
　　△鹿商工  祭りの中で  小寺　隆韶

　第31回　82年11月　　菊池市文化会館
　◆◎八代南  Ｗｅ　ａｒｅ　わたしたちは今
    秋田　朋子
　◆◎第　二  木に花咲く  別役　　実
　　○玉　名  川向う　　西田　秀秋・村田　澄子
　　○松　橋　※君死にたまふことなかれ  宮田　一代
　　○市　立  ほととぎす・ほととぎす  宮本　　研
　　△第　一  最後の淋しい猫  北村　　想
　　△鹿　本  美音の辺  一柳　俊邦
　　△熊　商　※黒い瓦屋根のアンネ  福島　次郎
　　△阿　蘇　※ビバ‼80年代枯尾花  久保田和弘
　　△氷　川　※藺刈り  草野美智子

　第32回　83年11月　　熊本県立劇場
　　△阿　蘇  ららばい  野辺　由郎
　　△鹿　本　※quｅstion疑問  浅川　広美
　　△氷　川  黄色いパラソルと黒いコーモリ傘
    別役　　実
　　△熊　本  人生は芝居になるかならないか
    榊原　政常
　　○尚　絅  おくれゐてわが恋ひをれば…
    阿坂卯一郎
　◆◎天　草　※とりあげ婆さん  天高演劇部
　◆◎信　愛  蚊遣火  林　　黒土
　　△鹿商工  又寝ると明日たいね  水野　一成
　　○人　吉　※メリークリスマス  永田　恵子
　　○済々黌  黄色いパラソルと黒いコーモリ傘
    別役　　実

　第33回　84年11月　　宇土市民会館
　　△熊　商  再会屋  雅賀　　聖
　　△鹿商工  朝の光優しく  一柳　俊邦
　◆◎八代南  ぼんさい  田村　倫彦
　　△信　愛  小町  町井　陽子
　　△第　一　※オズの魔法使い外伝  大西　陽子
　　○天　草　※南

ハ エ
風の風  天高演劇部

　　○熊本西  あなたも…ですか  高瀬　邦一
　◆◎人　吉  ピエロ―夜陰の道路に犬が吠える
    大福　　悟
　　○中　央  ナナハン・ララバイ  西沢　周一

　第34回　85年11月　　人吉カルチャーパレス
　◆◎宇　土  赤ずきん・ザ・紙芝居  榊原　政常
　◆◎市　立  日曜は罪よ  岡田　晃吉
　○□熊　本  夕鶴  木下　順二
　　△氷　川  招待状  湯川　計伍
　　○熊本北  マッチ売りの少女  別役　　実
　　△八代南  棺に群がる女たち  一柳　俊邦
　　△第　一  実験動物  井関　義久
　　△鹿　本  公園の幽霊  西之園至郎
　　○尚　絅  ＤＯＬＬ  如月　小春

　第35回　86年11月　　熊本郵便貯金会館ホール
　　○済々黌　※さっちゃんはね…  島津　智子
　　○南　関  狂青白書  佐々　俊之
　　△八代南  ストレイ・シープ  山口　銈子
　　△尚　絅  はだしのにわとり  大久保　寛
　◆◎八　代  遁走・曲（フーガ）  西沢　周一
　　△信　愛  奇跡の人　　ウイリアム・ギブソン
　　△鹿商工  炎のシグナル  井口　俊司
　　△人　吉  漂流記  井口　俊司
　◆◎市　立  ウメコがふたり  安藤美紀夫
  　　　　　　　さねとうあきら脚色
　　○第　一  不思議の国のアリスの
  “ 帽子屋さんのお茶の会 ”  別役　　実

　第36回　87年11月　　熊本県立劇場
　　○熊本北  あなたも…ですか  高瀬　邦一
　◆◎第　一  狂人教育  寺山　修司
　　△八　代  ゆめ・夢のあと　　　宮野尾美紀子
　○□鹿商工　※おもうのはなし  徳丸　達也
◇◆◎信　愛  いつか見た夏の思い出  市堂　　令
　　△人　吉  シスター・シスター・シスター
    田中みゆき
　　△多良木  Ａマイナー  石原　哲也
　　○市　立  花のさかりに死んだあの人
    清水　邦夫

　第37回　88年11月　　菊池文化会館
　　○市　立  人の気も知らないで  大橋　喜一
　　△南　関　※およげ！たいやきくん
  　　　　　　　　　ながいみちのり
　　△氷　川  イワナガヒメ物語  町井　陽子
　◆◎中　央  港よ、内なる旅人たちよ
    石山浩一郎
　　△八代南  二千四百秒の螢  村元　　督
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３校



　　○熊　本  救いの猫ロリータは今…
    清水　邦夫
　◆◎□熊本北  悪魔のいるクリスマス
　　　　　　　　～Orthodox Fantasy～  在間　ジロ
　　△天　草　※れくいえむ
  　　　　　福山　節子・田中由美子
　　○鹿商工　※虔

けんじゅう
十一のような…  徳丸　達也

　　△信　愛  大人になれない子供たちのために
  （銀河鉄道の夜より）  水川　裕雄

　第38回　89年11月　　八代市民会館
　　△八　代  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
◆◎□尚　絅  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
　　△玉　名  迷子たち  西之園至郎
　○□中　央  ランナー  石山浩一郎
　◆◎熊本北　※主役だけが主役じゃない
  　　　　　　　　　　☆高瀬　邦一
　　△第　一　※ようこそキノコ山へ　芝居屋ウメ子
　　△鹿商工  創作劇のつくりかた  板倉　克子
　　△八代南  戦の夜の夢―夢野夢子の冒険―
    北野　　茨

　第39回　90年11月　　荒尾市総合文化センター
　◆◎尚　絅  寿歌―改稿版―  北村　　想
　◆◎市　立  マインド  大橋　泰彦
　　○信　愛  蚊遣火  林　　黒土
　　○済々黌  祭よ、今宵だけは哀しげに
  　　　　　加藤　　純・清水　洋史
　□○中　央  トロイメライ―子供の情景
    如月　小春
　　△鹿商工  初恋 ’90  吉田　美彦
　　△人　吉  筑豊の少女  林　　黒土
　　△松　橋  遁走・曲（フーガ）  西沢　周市

　第40回　91年11月　　八代市厚生会館
　　△天　草　※Ａgａin　　　　　☆福山　節子
　　△熊　商  虫たちの日  別役　　実
　　△玉　名  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
　　△済々黌  国語事件殺人辞典  井上ひさし
□◆◎東　稜  もういいかい
  　　　　　伊藤　千可・岩本　八束
　　△八　代  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
　　○宇　土  魔女ものがたり
  その２－寝られます―  別役　　実
　　◎信　愛  黒い太陽  林　　黒土
　　○城　北  演劇とは何か…
  　戸田　昌征作・信岡　孝幸脚色
　　△市　立  さくら―あなただけ今晩は　Part １
    岡本　　螢
　　○多良木  大人になれない子供たちのために
    水川　裕雄

　第41回　92年11月　　熊本市総合婦人会館
　　△尚　絅  DOLL  如月　小春

　□○河　浦  不思議の国のアリス
  “ 帽子屋さんのお茶の会 ”　別役　　実
　　△南　関  赤ずきん・ザ紙芝居  榊原　政常
　　△第　一  れくいえむ  町井　陽子
　◆◎多良木  祭よ、今宵だけは哀しげに
  　　　　　加藤　　純・清水　洋史
　　◎信　愛  裏窓の流星群  雑賀　　聖
　　○天　草　※ざぼんの花  小見山摂子
　　△東　稜  涙かわくころ  谷山　英夫
　　△玉　名  山月記異聞～中島敦作
  『山月記』より  森　　一生
　　△商　付  見つかった。何が？永遠が。朝が…
  太陽にとけこむ…。
  　　　　　　　ヤマシタケンタロヲ

　第42回　93年11月　　八代厚生会館
　　△球磨商　※Mer ～母なる存

も の
在  外山　　曜

　　△多良木　※かくれんぼ　　　　　☆岩永　　敦
　◆◎宇　土　※偽りのメルヘン
  　　　　　田中　真理・久保田和弘
　　△南　関  大人になれない子供たちのために
  （銀河鉄道の夜）  水川　裕雄
　　△城　北  炎のシグナル  井口　俊司
　　△湧心館  星の時間  別役　　実
　◆◎信　愛　※老人クラブⅡ　～ババア学の現在～
    演　劇　部
　　△済々黌  コンクリート・フーガ　
  虹色の闇から  紗乃みなみ
　　△九　女  楽屋　－流れ去るものはやがて
  　　　　なつかしき―  清水　邦夫
　　△市　立  昨日はもっと美しかった
  ―某地方巡査と息子にまつわる神話―
    清水　邦夫

　第43回　94年11月　　熊本市総合婦人会館
　　△松　橋　※シャングリラ　松橋高等学校演劇部
　　○水　俣　※胸をはって　　　☆水俣高校演劇部
　　　天　草　※蘖（ひこばえ）のうた
  　　　　　　　　　天草高校演劇部
　　◎城　北  踊子  柳　　俊邦
　　△玉　名  「飛びます」３  斎藤　泰弘
　　○国　府  DOLL  如月　小春
　　○熊本北  もういいかい
  　　　　　伊東　千可・岩本　八束
　　△東　稜　※はこ・ハコ・箱
  　　　むらかみあすか＆東稜演劇部
　　□市　立　※WINDY　DAYS
  　　柏木　君子（Ｈ.６.３. 市立校卒）
　◆◎済々黌  野良猫青春群像
　　　　　　　　きたみざかゆうぞう脚色演劇同好会

　第44回　95年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎城　北  ラ・ヴィータ  高泉　淳子
　　◎信　愛　※春風半帆  演　劇　部
　　○済々黌  ゲルニカ  下元　文乃
　　○南　関  春の小川はさらさらいくよ
    前崎寿美子
　　○球磨商　※ Stomach Whale  外山　　曜
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　　○熊　本  救いの猫ロリータは今…
    清水　邦夫
　◆◎□熊本北  悪魔のいるクリスマス
　　　　　　　　～Orthodox Fantasy～  在間　ジロ
　　△天　草　※れくいえむ
  　　　　　福山　節子・田中由美子
　　○鹿商工　※虔

けんじゅう
十一のような…  徳丸　達也

　　△信　愛  大人になれない子供たちのために
  （銀河鉄道の夜より）  水川　裕雄

　第38回　89年11月　　八代市民会館
　　△八　代  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
◆◎□尚　絅  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
　　△玉　名  迷子たち  西之園至郎
　○□中　央  ランナー  石山浩一郎
　◆◎熊本北　※主役だけが主役じゃない
  　　　　　　　　　　☆高瀬　邦一
　　△第　一　※ようこそキノコ山へ　芝居屋ウメ子
　　△鹿商工  創作劇のつくりかた  板倉　克子
　　△八代南  戦の夜の夢―夢野夢子の冒険―
    北野　　茨

　第39回　90年11月　　荒尾市総合文化センター
　◆◎尚　絅  寿歌―改稿版―  北村　　想
　◆◎市　立  マインド  大橋　泰彦
　　○信　愛  蚊遣火  林　　黒土
　　○済々黌  祭よ、今宵だけは哀しげに
  　　　　　加藤　　純・清水　洋史
　□○中　央  トロイメライ―子供の情景
    如月　小春
　　△鹿商工  初恋 ’90  吉田　美彦
　　△人　吉  筑豊の少女  林　　黒土
　　△松　橋  遁走・曲（フーガ）  西沢　周市

　第40回　91年11月　　八代市厚生会館
　　△天　草　※Ａgａin　　　　　☆福山　節子
　　△熊　商  虫たちの日  別役　　実
　　△玉　名  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
　　△済々黌  国語事件殺人辞典  井上ひさし
□◆◎東　稜  もういいかい
  　　　　　伊藤　千可・岩本　八束
　　△八　代  ハイスクール忠臣蔵～討ち入り
    石山浩一郎
　　○宇　土  魔女ものがたり
  その２－寝られます―  別役　　実
　　◎信　愛  黒い太陽  林　　黒土
　　○城　北  演劇とは何か…
  　戸田　昌征作・信岡　孝幸脚色
　　△市　立  さくら―あなただけ今晩は　Part １
    岡本　　螢
　　○多良木  大人になれない子供たちのために
    水川　裕雄

　第41回　92年11月　　熊本市総合婦人会館
　　△尚　絅  DOLL  如月　小春

　□○河　浦  不思議の国のアリス
  “ 帽子屋さんのお茶の会 ”　別役　　実
　　△南　関  赤ずきん・ザ紙芝居  榊原　政常
　　△第　一  れくいえむ  町井　陽子
　◆◎多良木  祭よ、今宵だけは哀しげに
  　　　　　加藤　　純・清水　洋史
　　◎信　愛  裏窓の流星群  雑賀　　聖
　　○天　草　※ざぼんの花  小見山摂子
　　△東　稜  涙かわくころ  谷山　英夫
　　△玉　名  山月記異聞～中島敦作
  『山月記』より  森　　一生
　　△商　付  見つかった。何が？永遠が。朝が…
  太陽にとけこむ…。
  　　　　　　　ヤマシタケンタロヲ

　第42回　93年11月　　八代厚生会館
　　△球磨商　※Mer ～母なる存

も の
在  外山　　曜

　　△多良木　※かくれんぼ　　　　　☆岩永　　敦
　◆◎宇　土　※偽りのメルヘン
  　　　　　田中　真理・久保田和弘
　　△南　関  大人になれない子供たちのために
  （銀河鉄道の夜）  水川　裕雄
　　△城　北  炎のシグナル  井口　俊司
　　△湧心館  星の時間  別役　　実
　◆◎信　愛　※老人クラブⅡ　～ババア学の現在～
    演　劇　部
　　△済々黌  コンクリート・フーガ　
  虹色の闇から  紗乃みなみ
　　△九　女  楽屋　－流れ去るものはやがて
  　　　　なつかしき―  清水　邦夫
　　△市　立  昨日はもっと美しかった
  ―某地方巡査と息子にまつわる神話―
    清水　邦夫

　第43回　94年11月　　熊本市総合婦人会館
　　△松　橋　※シャングリラ　松橋高等学校演劇部
　　○水　俣　※胸をはって　　　☆水俣高校演劇部
　　　天　草　※蘖（ひこばえ）のうた
  　　　　　　　　　天草高校演劇部
　　◎城　北  踊子  柳　　俊邦
　　△玉　名  「飛びます」３  斎藤　泰弘
　　○国　府  DOLL  如月　小春
　　○熊本北  もういいかい
  　　　　　伊東　千可・岩本　八束
　　△東　稜　※はこ・ハコ・箱
  　　　むらかみあすか＆東稜演劇部
　　□市　立　※WINDY　DAYS
  　　柏木　君子（Ｈ.６.３. 市立校卒）
　◆◎済々黌  野良猫青春群像
　　　　　　　　きたみざかゆうぞう脚色演劇同好会

　第44回　95年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎城　北  ラ・ヴィータ  高泉　淳子
　　◎信　愛　※春風半帆  演　劇　部
　　○済々黌  ゲルニカ  下元　文乃
　　○南　関  春の小川はさらさらいくよ
    前崎寿美子
　　○球磨商　※ Stomach Whale  外山　　曜
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　　△国　府  ハックリベリーにさよならを
    成井　　豊
　　△水　俣  Challenger  野辺　由郎
　　△八　代  ザ・シェルター  北村　　想
　　△人　吉  ハイスクール忠臣蔵・討ち入り
    石山浩一郎
　　△熊本北  悪魔のいるクリスマス  在間　ジロ

　第45回　96年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎水　俣　※「出

たびだち
発」～胸をはって　水俣高校演劇部

　　△多良木　※杜子春  演　劇　部
　　△河　浦　※うみべのまちのいいつたえ
  　　　　　　　　　ながいみちのり
◆◎□天　草　※海の見える風景（命の叫びは時をこえて）
  　　　　　　　　　　☆福山　節子
　　○城　北　※ＢＬＵＥ　ＷＩＮＧ
  －テントからの誘い－　　西村　ゆき
　　△玉　名  祭りよ　今宵だけは哀しげに
  　　　　　加藤　　純・清水　洋史
　　○信　愛　※月のエレジー  演　劇　部
　　○第　一  夢見しものは  山口　厚美
　　△済々黌　※星に願いを
  ～ The star of our own～
    松尾裕美子
　　△熊本北　※A Fantasy on the hill
    岩永　　敦

　第46回　97年11月　　熊本市総合女性センター
□◆◎城　北  夢の海賊  横内　謙介
　◆◎球磨商　※ＤＯＧＵＲＡ　　　　☆外山　　曜
　　○済々黌　※ＣＯＩＮ  今村　里紗
　　○玉　名　※南風の葉音　　　　玉名高校演劇部
　　○国　府  ありがとう
  　すずきじゅんいち作「秋桜」より
  　　　　　熊本国府高校演劇部脚本
　　△信　愛　※前略、お一ついかがですか
    信愛演劇部
　　△八代南  学校  井関　義久
　　△第　一　※旭　　　　　　　　第一高校演劇部
　　△河　浦  ハイスクール忠臣蔵・討ち入り
    石山浩一郎
　　△熊　本  熱海殺人事件スペシャルバージョン
  　　　　　　　　　　つかこうへい
　　△天　草  ふるさとまとめて花いちもんめ
  －ようおいでました。請多関照－
    福山　節子

　第47回　98年11月　　熊本市総合女性センター
　　△済々黌　※ＰＲＯＪＥＣＴ 1224  永田　将士
　　○球磨商　※とおたす  外山　　曜
　　△大　津　※ノラ猫たち  高瀬　邦一
□◆◎城　北  八月のシャハラザード  高橋いさを
◇◆◎信　愛　※老人クラブⅢ～そしてババアたちへ～
    演　劇　部
　　○天　草  花いちもんめをおいかけて
  　宮本　　研原作、福山　節子脚色
　　△南　関　※秋の日はつるべおとし  松村茉莉子
　　△東　陵　※禁断のオブジェ  城　　隆弘

　　○河　浦　※第47回熊本県高等学校演劇大会城南地区大会
  前の熊本県立河浦高等学校演劇部の惨状
  　　　　　　　　　ながいみちのり
　　△熊　本  郵便配達夫の恋
  　　　　　砂本　　量・真柴あずき

　第48回　99年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎河　浦　※青春倶楽部　　　　ながいみちのり
　　◎城　北  パレード旅団  鴻上　尚史
　　○国　府  悪魔のいるクリスマス
    在間　ジロ
　　○信　愛　※ダンプ　サイト　ラプソディ
  　　　　　　　白石　和行・演劇部
　　△天　草　※定向進化
  　　　　　福山　節子・金田　公広
　　△熊　本  雪の日の
  　後藤　雄一＆はいてっくくねくね
　　△大　津　※Ｋ・Ｕ・Ｗ・Ａにうたえば…
    三池　悦子
　　△球磨商　※太郎朔日  外山　　曜
　　△南　関　※流れ行く雲  田畑　大作

　第49回　2000年11月　　熊本市総合女性センター
　　△天　草　※降りだした雨  上妻　利博
　　△南　関　※後ろ姿  田畑　大作
　　○河　浦　※踊るシンデレラ　　ながいみちのり
　　◎信　愛　※痩せ蛙たち　　白石　和行・演劇部
　　○苓　明  花いちもんめ  宮本　　研
　　△国　府  ドールメイカー
  　　　　統一部ネットホームページ
　　○熊　商  シャドー・ボクシング  石原　哲也
　◆◎人　吉　※ＨＩＳ　ＮＡＭＥ　　☆宿久真奈美
　□△城　北　※ホワイトプレゼント
  　　　　　　　信岡　孝幸・演劇部
　　△第　二　※僕らは見つめ続ける  天野　弘一

第50回　2001年11月　　ウイング松橋
　　△天　草  輝けよ、星達の傍らに  石山浩一郎
　◆◎真　和  葉っぱのフレディ
　　　　　　　　レオ・バスカーリア原作、忠の仁脚本
　　△人　吉　※ボクタチの島  瓦屋　栄吉
　　△中央女子　※メールの悪魔　興梠美由樹・演劇部
　　○信　愛　※新・月のエレジー
  　　　　　　　白石　和行・演劇部
　　○熊本北  会うは別れの始まりではなくて
    高場　光春
　　△城　北  ビー・ヒア・ナウ  鴻上　尚史
　□△河　浦　※ニッポンの家族 2001
  　　　　　　　　　ながいみちのり
　　△第　二　※ Shepherd moon   中野鷹一郎原案
  　　　鳥山　歩美・坂田　　舞脚本

　第51回　2002年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎信　愛　※ある蛙たちの物語
  　　　　　　☆白石　和行・演劇部
　□○球磨商　※アマゾネス・1945  外山　　曜
　　○人　吉　※ STAND BY “T”
　　　　　黒崎　　愛・瓦屋　栄吉・人吉高校演劇部
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３校



　◆◎城　北  神無月  石山浩一郎
　　△尚　絅　※UP TO YOU
  　　　　　藤本　寛子・本田　未来
　　△河　浦  今・ここ・私  永井　一將
　　△真　和　※MinD BReaKeR's Departure
    masaKi with Beautiful people
　　△第　二　※まっぴるま革命  津田　揚子
　　○第　一  鈴木さんちの結婚記念日
    清水のちお

　第52回　2003年11月　　熊本市総合女性センター
　　△尚　絅　※涙を越えて  米夛めぐみ
　　○城　北  夏の夜の獏  古城　十忍
　　△信　愛　※イブたちのりんご  白石　和行
　　△河　浦　※Missing  渡邉　和彦
　◆◎熊本北  原始人の初恋  高橋　徹郎
　　△真　和　※人生進化　
  ～ライフ・エボリューション～
    衛藤　和枝
　　△苓　北  14 歳の国  宮沢　章夫
　　○第　一  夏芙蓉  越智　　優

　第53回　2004年11月　　熊本市総合女性センター
　　○城　北  コネクト  古城　十忍
　◆◎南　関  クロスロード  石原　哲也
　　△八代農業　※還暦  外山　　曜
　　△天　草  楽屋のハナ子さん  石山浩一郎
　◆◎苓　明　※南風（はえ）ん風の吹く前に
    福山　節子
　　○信　愛　※夏の記憶たち　白石　和行・演劇部
　　△済々黌　※太郎　　　　　　　　☆高瀬　邦一
　□△大　津　※ SE・I  水上　愛子
　　○熊本北  祭よ、今宵だけは哀しげに　
  ―銀河鉄道と夜―
  　　　　　加藤　　純・清水　洋史

　第54回　2005年11月　　熊本市総合女性センター
　　○熊本北  Ａマイナー  石原　哲也
　　△大　津　※万華鏡  吉岡さやか
　　△天　草  どうしておなかがへるのかな
    中村　　勉
　　○信　愛　※絶滅危惧種考  白石　和行
　◆◎南　関　※Who knows?   　　　☆髙原　良明
　　○熊　本  たくらんけ  石原　哲也
　　○城　北  チェンジ・ザ・ワールド
    石原　哲也
　　△苓　明  椰子の実の歌がきこえる
    瓜生　正美
　　△球磨商業　  ゴンザレス一家の幸福  外山　　曜

　第55回　2006年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎天　草  あたしを花火に連れてって
    石山浩一郎
　　◎玉　名  同級生  石原　哲也
　　○熊　本  しんしゃく源氏物語  榊原　政常
　　○南　関　※あの、わずかな―  髙原　良明
　　○松　橋  夏芙蓉  越智　　優
　　△必由館  山月記外伝  塩田　麻季

　　△開　新　※イバラの笑道  石井　厚士
　　△真　和  女やーめたっ。  安部いさむ
　　△苓　明　※シャボン玉飛んだ
  ～定向進化～  福山　節子

第56回　2007年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎城　北  武道館の前で  石原　哲也
□◆◎八代農業　※ Break Through  外山　　曜
　　○天　草  作業員の昼休み・医者の新築
  　　　　　　　　　　イッセー尾形
　　○第　一  同級生  石原　哲也
　　○信　愛　※梅雨の日の話　白石　和行・演劇部
　　△熊本北  Leaving School
  振り返ることなく、胸をはって
    阿部　　順
　　△球磨商  からすのかんおけ  外山　　曜
　　△南　関　※仰ぎ見た、ダンボール色の
    髙原　良明
　　△第　二　※はだかの王さまな私  坂本　美樹

　第57回　2008年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎南　関　※解き方不明のキャストパズル
    髙原　良明
　　◎人　吉  いつかセピア色に  外山　　曜
　　○国　府  同級生  石原　哲也
　　○第　一  楽屋のハナ子さん  石山浩一郎
　　○鹿　本  幕末写真帖・イサム  水川　裕雄
　　△松　橋  ハイスクール忠臣蔵　討ち入り
    石山浩一郎
　□△必由館　※AM I ILL…？  池田　秀作
　　△真　和　※ cafe DIESEL
  　　　　☆酒井絵莉子・津森　智子

　第58回　2009年11月　　熊本市総合女性センター
◇◆◎玉　名　※弱虫HELO  　　　　☆樫山ゆり子
　　○国　府　※ツキオモヒ　　　　　ますだいくみ
　　○大　津　※ dreams ～ to try again ～
    津田　侑子
　　△城　北  サボリバ  大嶋　昭彦
　　△熊本北  アンネの日記　アンネ・フランク
　　△松　橋  １憶分の１  柳本　　博
　　○八代農業  チェンジ・ザ・ワールド
    石原　哲也

　第59回　2010年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　◆◎南　関　※男爵の隠しごと  髙原　良明
　◆◎熊本北  たくらんけ  石原　哲也
　　○人　吉  医者の新築・作業員の昼休み
  　　　　イッセー尾形・森田　雄三
　　○球磨商業　※ボテブ  外山　　曜
　　○城　北　※ƒƒ ～フォルテシモ～
    信岡　孝幸
　　△信　愛　※記憶の扉～託された鍵～
  　　　　　　　　信愛女学院演劇部
　　△慶　誠  ごはんの時間２ぃ  青山　一也
　　△第　一  迷子たち  西野園至郎

― 34 ― ― 35 ―

３校



　◆◎城　北  神無月  石山浩一郎
　　△尚　絅　※UP TO YOU
  　　　　　藤本　寛子・本田　未来
　　△河　浦  今・ここ・私  永井　一將
　　△真　和　※MinD BReaKeR's Departure
    masaKi with Beautiful people
　　△第　二　※まっぴるま革命  津田　揚子
　　○第　一  鈴木さんちの結婚記念日
    清水のちお

　第52回　2003年11月　　熊本市総合女性センター
　　△尚　絅　※涙を越えて  米夛めぐみ
　　○城　北  夏の夜の獏  古城　十忍
　　△信　愛　※イブたちのりんご  白石　和行
　　△河　浦　※Missing  渡邉　和彦
　◆◎熊本北  原始人の初恋  高橋　徹郎
　　△真　和　※人生進化　
  ～ライフ・エボリューション～
    衛藤　和枝
　　△苓　北  14 歳の国  宮沢　章夫
　　○第　一  夏芙蓉  越智　　優

　第53回　2004年11月　　熊本市総合女性センター
　　○城　北  コネクト  古城　十忍
　◆◎南　関  クロスロード  石原　哲也
　　△八代農業　※還暦  外山　　曜
　　△天　草  楽屋のハナ子さん  石山浩一郎
　◆◎苓　明　※南風（はえ）ん風の吹く前に
    福山　節子
　　○信　愛　※夏の記憶たち　白石　和行・演劇部
　　△済々黌　※太郎　　　　　　　　☆高瀬　邦一
　□△大　津　※ SE・I  水上　愛子
　　○熊本北  祭よ、今宵だけは哀しげに　
  ―銀河鉄道と夜―
  　　　　　加藤　　純・清水　洋史

　第54回　2005年11月　　熊本市総合女性センター
　　○熊本北  Ａマイナー  石原　哲也
　　△大　津　※万華鏡  吉岡さやか
　　△天　草  どうしておなかがへるのかな
    中村　　勉
　　○信　愛　※絶滅危惧種考  白石　和行
　◆◎南　関　※Who knows?   　　　☆髙原　良明
　　○熊　本  たくらんけ  石原　哲也
　　○城　北  チェンジ・ザ・ワールド
    石原　哲也
　　△苓　明  椰子の実の歌がきこえる
    瓜生　正美
　　△球磨商業　  ゴンザレス一家の幸福  外山　　曜

　第55回　2006年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎天　草  あたしを花火に連れてって
    石山浩一郎
　　◎玉　名  同級生  石原　哲也
　　○熊　本  しんしゃく源氏物語  榊原　政常
　　○南　関　※あの、わずかな―  髙原　良明
　　○松　橋  夏芙蓉  越智　　優
　　△必由館  山月記外伝  塩田　麻季

　　△開　新　※イバラの笑道  石井　厚士
　　△真　和  女やーめたっ。  安部いさむ
　　△苓　明　※シャボン玉飛んだ
  ～定向進化～  福山　節子

第56回　2007年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎城　北  武道館の前で  石原　哲也
□◆◎八代農業　※ Break Through  外山　　曜
　　○天　草  作業員の昼休み・医者の新築
  　　　　　　　　　　イッセー尾形
　　○第　一  同級生  石原　哲也
　　○信　愛　※梅雨の日の話　白石　和行・演劇部
　　△熊本北  Leaving School
  振り返ることなく、胸をはって
    阿部　　順
　　△球磨商  からすのかんおけ  外山　　曜
　　△南　関　※仰ぎ見た、ダンボール色の
    髙原　良明
　　△第　二　※はだかの王さまな私  坂本　美樹

　第57回　2008年11月　　熊本市総合女性センター
　◆◎南　関　※解き方不明のキャストパズル
    髙原　良明
　　◎人　吉  いつかセピア色に  外山　　曜
　　○国　府  同級生  石原　哲也
　　○第　一  楽屋のハナ子さん  石山浩一郎
　　○鹿　本  幕末写真帖・イサム  水川　裕雄
　　△松　橋  ハイスクール忠臣蔵　討ち入り
    石山浩一郎
　□△必由館　※AM I ILL…？  池田　秀作
　　△真　和　※ cafe DIESEL
  　　　　☆酒井絵莉子・津森　智子

　第58回　2009年11月　　熊本市総合女性センター
◇◆◎玉　名　※弱虫HELO  　　　　☆樫山ゆり子
　　○国　府　※ツキオモヒ　　　　　ますだいくみ
　　○大　津　※ dreams ～ to try again ～
    津田　侑子
　　△城　北  サボリバ  大嶋　昭彦
　　△熊本北  アンネの日記　アンネ・フランク
　　△松　橋  １憶分の１  柳本　　博
　　○八代農業  チェンジ・ザ・ワールド
    石原　哲也

　第59回　2010年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　◆◎南　関　※男爵の隠しごと  髙原　良明
　◆◎熊本北  たくらんけ  石原　哲也
　　○人　吉  医者の新築・作業員の昼休み
  　　　　イッセー尾形・森田　雄三
　　○球磨商業　※ボテブ  外山　　曜
　　○城　北　※ƒƒ ～フォルテシモ～
    信岡　孝幸
　　△信　愛　※記憶の扉～託された鍵～
  　　　　　　　　信愛女学院演劇部
　　△慶　誠  ごはんの時間２ぃ  青山　一也
　　△第　一  迷子たち  西野園至郎
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　第60回　2011年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　◆◎城　北  シャドーボクシング  石原　哲也
　　△国　府　※もしドラ！～もしかしたら毎日が
  すてきにドラマティック
  　　　　　　　　　　ますだいくみ
　　△玉　名  ごはんの時間２ぃ  青山　一也
　　△熊本北　※ここにいる自分  瀨上　大輝
　　△八代農業　※涙と信頼と彼  中尾　　翔
　　△第　一  それはいえない  中原　久典
　　△球磨商業　※光君、どうするの…　
  ～High Shool GENJI ～
    外山　　曜
　　△松　橋  七人の部長  越智　　優
　　△開　新  ハムレット　　　　シェイクスピア

　第61回　2012年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　　△慶　誠  トシドンの放課後  上田　美和
　　△苓　明　※卒業式  松尾　博文
　◆◎城　北　※漆黒の森  信岡　孝幸
　　○天　草  それはいえない  中原　久典
　◆◎第　二　※うで子　　　　　　　☆宮崎　恵理
　□○球磨商業　※ＪYＵ－ＧＯ  外山　　曜
　　○南　関　※ I-my-me-Lie  髙原　良明
　　△国　府  ある日、ぼくらは夢の中で出会う
  　　高橋いさを（ますだいくみ脚色）

　第62回　2013年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　　△慶　誠  クラゲ　クライシス  赤嶺　陽子
　　△天　草  オフライン  島仲こすも
　　◎国　府  幕末写真帖・イサム  水川　裕雄
　　△熊本北　※なう  大中　美優
　　○第　一　※水神様の昔話　～叢雲の糸～
    今村　優希
　□△球磨商業　※ゴンザレスの初恋  外山　　曜
　　○玉　名　※きみちゃん。  樫山ゆり子
　　○松　橋　※山頭火空に飛ぶ
  ～サキと正一の物語～  城　　隆弘
　◆◎城　北　※ face ～見えない顔～
  　　　　☆嶋村　命音・德永　夕夏
　　△第　二　※くまぐましょうじょ  山口　由依

　第63回　2014年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　□○国　府  トシドンの放課後  上田　美和
　　○天　草　※８２８  宮崎　佳苗
　　△東　稜  サンソン
  　　安達　正勝作　釜井　瑠唯脚色
　◆◎必由館　※夢～青春の日々～
  　　　　☆渡邊　美海・小松　正枝
　　○菊　池  会うは別れの始まりではなくて
    高場　光春
　　△慶　誠  女や～めた！  安部いさむ
　　△城　北　※見上げれば空一面の星  西村　希恵
　◆◎球磨商業  Break Through～球商バージョン～
  　　　　　　外山　　曜（作・潤色）
　　△苓　明  Gray Zone　 前野宮雅人（卒業生）

　第64回　2015年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　　○国　府  同級生  石原　哲也

　　◎熊　本　※自分ぼっち  米原　　克
　　△球磨商業　※To High Go  外山　　曜
　□○城　北  お葬式  亀尾　佳宏
　　△慶　誠  七人の部長  越智　　優
　　△第　一  化粧落とし  竹内　　葵
　　△天　草  ※高校デビュー
  　　　　　渡邉　彩奈・濱　菜々穂
　◆◎玉　名　※玉高ユーレイ
  　　　　　☆松村ゆりな他演劇部員
　　○学園大付　※My Dream is…  寺井日向世

　第65回　2016年11月　　八代市厚生会館
　□○国　府  れ・も・ん  きさらぎ優
　　◎南　関  花いちもんめ  宮本　　研
◇◆◎城　北  かげの歌　　　　　　ぼぶ☆れのん
　　△必由館　※権田原製作所の長い１日
  　　　　　必由館演劇部＆小松正枝
　　△東　稜  七人の部長  越智　　優
　　△八　代　※感情、揃ってます  鋤先　唯香
　　○学園大付　※神さま裁判  寺井日向世
　　○第　一  夕暮れに子犬を拾う  越智　　優
　　△球磨商業　※笑え、赤鬼　　　　　☆外山　　曜

　第66回　2017年11月　　八代市厚生会館
　　○国　府  出停記念日  島元　　要
　　△八　代　※あの日は、確かに  鋤先　唯香
　◆◎信　愛  改訂版　ある蛙たちの物語
　　　　　　白石　和行作　松本　愛梨・演劇部潤色
　　△城　北  お兄ちゃんとおネエさん
    上田　美和
　　○天草拓心　※歌は確かに震えていた  松本　雪乃
　　○学園大付　※明日の約束  後藤　飛鳥
　□◎第　一　※ぼくらが星を探す理由  ☆桑原　悠紀

　第67回　2018年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　□○国　府  双眼鏡  河野　豊仁
　　○学園大付　※仰ぎ見る晴天の如く  三宅　華穂
　　△城　北  ここだけの話  高橋いさを
　　△八　代　※深緑の海で揺蕩う海月たち
    山本ひまり
　◆◎東　稜  お葬式  亀尾　佳宏
　　○第　一　※夏枷日  桑原　悠紀
　　△必由館　※天使のシナリオ  高村　瑞希
　◆◎球磨中央・商業
　　　　　　　※トマト～死にたくなるよと
  夜泣くタニシ～　　　☆外山　　曜

　第68回　2019年11月　　男女共同参画センターはあもにい
　　△松　橋　※十五歳・夢記録  宮脇　芽生
　　○熊　本  しんがくじゅく
  　　　　　　　いやどみ☆こ～せい
　　○城　北　※神立の通り雨　　　　☆築島　愛理
　　△菊　池  会うは別れの始まりではなくて
  　高場　光春（菊池高校演劇部潤色）
　□△球磨中央　※最後の夏休み最後の日
    外山　　曜
　◆◎第　一  炎のシグナル  井口　俊司
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　　△八　代　※夢の続きを君と
  　　　田中　暖乃＆八代高校演劇部
　　○熊本北  たくらんけ  石原　哲也
　　△東　稜  出停記念日  島元　　要
　　◎大　津　※Now “Road”ing 
  －アソバレナクナッタモノタチ－
    髙原　良明
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　　△八　代　※夢の続きを君と
  　　　田中　暖乃＆八代高校演劇部
　　○熊本北  たくらんけ  石原　哲也
　　△東　稜  出停記念日  島元　　要
　　◎大　津　※Now “Road”ing 
  －アソバレナクナッタモノタチ－
    髙原　良明
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　第 69回熊本県高等学校演劇大会を開催するにあたり、県下の演劇部顧問及び部員
の皆様、さらには関係各所の皆様の協力をいただきましたことをあらためて感謝申し
上げます。
　現在、熊本県では 28校の約 250 人の部員が演劇部に加盟しています。そして、熊
本県が所属する「九州ブロック」は沖縄県を含めた８県が加盟しています。そして、
この大会は、熊本県荒尾市の荒尾総合文化センターで開催される第 62九州高等学校
演劇研究大会への出場校を推薦する目的もあり、熊本県からは２校がその出演資格を
得ます。
　今年は、何といっても新型コロナウィルス感染症感染拡大の防止に追われた一年間
でした。私たちが生徒とともに演劇の力をつけていく各種の事業も軒並み中止、もし
くは開催形式の変更を迫られました。その中でも、なんとか踏ん張って、本日の大会
を開催できたこと、たとえ非公開であっても、生徒たちが「キラキラ」輝く場を確保
できたことは、高校演劇に関わるすべての大人たちの、最低限の仕事だったと思って
います。
　演劇は、否応なしに世相を反映するものだと思います。たとえ直接には触れていな
いにしても、「今、ここ、私」を舞台で表現しようとする限りは、「今、ここ、私」が
置かれている状況が出てこないはずがありません。そういう意味では、今年の演劇大
会では、熊本県のみならず全国の学校が新型コロナウィルスに「真正面から」にせよ、
「かすった」程度にせよ関わりのある舞台を作ってくるのではないでしょうか。
　ただ、考えてみれば、全国 47都道府県で約 2,000 校の演劇部が、多種多彩な課題
意識をもって舞台を作ってきた中で、「全国の誰もが身近に、かつ重大な」課題意識
を共有する社会問題がある、こんな年はもしかして初めてなのかもしれません。その
意味で、コロナで分担がはっきりしてきたとされるこの社会に、全国のなかまたちと
かすかな、しかし、温かいつながりを感じる、不思議な時代に生きているような気が
してなりません。
　最後になりましたが改めて、本日の大会において活躍する生徒たちを日頃から支え
てくださる多くの皆様方に心よりお礼を申し上げます。どうぞ、高校生たちの熱意溢
れる舞台と、そしてその舞台を終えた後に生徒たちが踏み出す新たな一歩を見守って
ください。

あ　と　が　き

熊本県高等学校文化連盟演劇専門部

専門委員長　大津高校 髙　原　良　明
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　第 69回熊本県高等学校演劇大会を開催するにあたり、県下の演劇部顧問及び部員
の皆様、さらには関係各所の皆様の協力をいただきましたことをあらためて感謝申し
上げます。
　現在、熊本県では 28校の約 250 人の部員が演劇部に加盟しています。そして、熊
本県が所属する「九州ブロック」は沖縄県を含めた８県が加盟しています。そして、
この大会は、熊本県荒尾市の荒尾総合文化センターで開催される第 62九州高等学校
演劇研究大会への出場校を推薦する目的もあり、熊本県からは２校がその出演資格を
得ます。
　今年は、何といっても新型コロナウィルス感染症感染拡大の防止に追われた一年間
でした。私たちが生徒とともに演劇の力をつけていく各種の事業も軒並み中止、もし
くは開催形式の変更を迫られました。その中でも、なんとか踏ん張って、本日の大会
を開催できたこと、たとえ非公開であっても、生徒たちが「キラキラ」輝く場を確保
できたことは、高校演劇に関わるすべての大人たちの、最低限の仕事だったと思って
います。
　演劇は、否応なしに世相を反映するものだと思います。たとえ直接には触れていな
いにしても、「今、ここ、私」を舞台で表現しようとする限りは、「今、ここ、私」が
置かれている状況が出てこないはずがありません。そういう意味では、今年の演劇大
会では、熊本県のみならず全国の学校が新型コロナウィルスに「真正面から」にせよ、
「かすった」程度にせよ関わりのある舞台を作ってくるのではないでしょうか。
　ただ、考えてみれば、全国 47都道府県で約 2,000 校の演劇部が、多種多彩な課題
意識をもって舞台を作ってきた中で、「全国の誰もが身近に、かつ重大な」課題意識
を共有する社会問題がある、こんな年はもしかして初めてなのかもしれません。その
意味で、コロナで分担がはっきりしてきたとされるこの社会に、全国のなかまたちと
かすかな、しかし、温かいつながりを感じる、不思議な時代に生きているような気が
してなりません。
　最後になりましたが改めて、本日の大会において活躍する生徒たちを日頃から支え
てくださる多くの皆様方に心よりお礼を申し上げます。どうぞ、高校生たちの熱意溢
れる舞台と、そしてその舞台を終えた後に生徒たちが踏み出す新たな一歩を見守って
ください。

あ　と　が　き

熊本県高等学校文化連盟演劇専門部

専門委員長　大津高校 髙　原　良　明
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