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【企画タイトル】おうさか学生演劇祭 Vol.14 

【キャッチコピー】劇場を選べる演劇祭、卒公は学外公演どう？ 

【開催場所】 

［1］ 一心寺シアター倶楽（160 席）〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪 2-6-13 B1F 

［2］ アカルスタジオ（70 席）〒556-0017大阪市浪速区湊町 1-3-1 湊町リバープレイス 1F 

［3］ OVAL THEATER（60 席）〒545-0052大阪市阿倍野区阿倍野筋 2-4-45 

［4］ SPACE 9（60 席）〒545-8545大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43あべのハルカス近鉄本店ウイング館 9階 

【開催予定期間】2021 年 2 月 22 日（月）～2020 年 3 月 7 日（日）2 週間 

※但し一心寺シアター倶楽は 2/22～24 のみ 

【参加資格】 

大学・専門学校の学生が主体であること。 

複数の劇団のユニット公演もOK。但し必ず代表となる○○大学名もしくは○○専門学校名、〇〇高校ＯＢ名を 

使用すること。 

社会人やＯＢの出演やスタッフの参加もＯＫ。但し参加者全員の平均年齢が25 歳を超えないこと。 

学生でない役者やスタッフ、及び23才以上の方は賞の対象外となります。 

【参加条件】 

平日3日間（月～水）、週末4日間（木～金）を基本とします。（仕込・本番・撤収までを含む） 

ステージ数は平日公演3ステージ以上、週末公演4ステージ以上をお願いします。 

脚本・演出・制作・キャスト・スタッフすべて団体でお願いします 

チケット料金の設定も自由。但し無料カンパ制はＮＧ。 

チケット売上は（一部を除き）すべて劇団収入となります。 

【参加費】劇場により参加費が変わります。いずれも学生演劇祭特別料金です。 

［1］ 一心寺シアター倶楽（160 席）平日 3日 390,000円⇒254,000円 週末 4日 520,000 円⇒332,000円 

［2］ アカルスタジオ   （70 席）平日 3日 223,000 円⇒146,600円 週末 4日 360,000 円⇒244,000円 

［3］ OVAL THEATER  （60 席）平日 3日 200,000 円⇒128,000円 週末 4日 320,000 円⇒200,000円 

［4］ SPACE 9      （60 席）平日 3日 210,000 円⇒126,000円 週末 4日 320,000 円⇒192,000円 

※いずれも税別料金。劇場によって計算式が異なります。また劇場仕様形態で若干参加費が変わります。 
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【特典】 

・演劇祭共通チラシの作成…作成費は実行委員会劇場が負担します。 

・ゲネプロ写真撮影、ビデオカメラ提供 

・演劇賞の選出…劇評家、マスコミ関係者による審査の下、演劇賞を選出します。 

劇団賞、演出賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、フライヤー賞の計7 部門。 

各最優秀賞と優秀賞を選出します。 

⇒最優秀劇団（最優秀劇団が東京招致劇団の場合は優秀劇団）1 団体は8月に開催される 

東京シアターグリーン学生芸術祭で招致公演を予定しています。 

【応募方法】 

所定の申込用紙に記入の上、メールまたは郵送、持参で書類を送付願います。 

追って事務局より連絡いたします。 

申込書送付先：おうさか学生演劇祭実行委員会 担当：森山 

〒545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス近鉄本店ウイング館 8 階 近鉄アート館気付 

TEL: 050-5876-4815 FAX: 06-6622-8804 Mail: hop.since2013@gmail.com 

 

【応募締切】2020年5月末日（但し、定数に達し次第締め切ります） 

【お問合せ先】 

おうさか学生演劇祭実行委員会 藤原 050-5876-4815 hop.since2013@gmail.com 
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【過去の実績】 

開催年 参加劇団数 実施会場 最優秀劇団 

2008 

Vol.1 
5 団体 一心寺シアター倶楽 

大阪芸術大学 村田堂本舗 

「貴方、私をお止めになって」作･演出:村田和明 

<東京組審査対象外> 

2009 

Vol.2 
6 団体 一心寺シアター倶楽 

大阪芸術大学 悲願華 

「そして彼は鍋をつつく…」作･演出:谷口はるか 

<東京組審査対象外> 

2010 

Vol.3 
7 団体 一心寺シアター倶楽 

神戸大学はちの巣座 

「親猫の尻尾」作･演出:佐野功治 

<東京組審査対象外> 

2011 

Vol.4 
7 団体 一心寺シアター倶楽 

早稲田大学 荒川チョモランマ 

「偽善者日記」作･演出:長田莉奈 

2012 

Vol.5 
9 団体 一心寺シアター倶楽 

大阪芸術大学 劇想からまわりえっちゃん 

「激情版!!１･２･３ショットマンレイ」作･演出:森山亮佑 

2013 

Vol.6 
10 団体 大阪市立芸術創造館 

神戸大学自由劇場 

「世界樹とガク」作･演出:上島彰悟 

2014 

Vol.7 
8 団体 道頓堀 ZAZA HOUSE 

尚美学園大学 第 27 班 

「3 月の（morning sun…）」作･演出:佐々木瞳 

2015 

Vol.8 
8 団体 道頓堀 ZAZA HOUSE 

大阪芸術大学 劇団開花雑誌 

「第三毒奏」作･演出:村上如水 

2016 

Vol.9 
8 団体 道頓堀 ZAZA HOUSE 

大阪芸術大学 白の鸚鵡 

「エルドラドを探して」作:吉村ビト 演出:内田達也 

2017 

Vol.10 

短編 10 団体 

長編 4 団体 
道頓堀 ZAZA HOUSE 

【 短編部門 】 

日本写真映像専門学校舞台コース 1 年 

「LIFE!LIFE!LIFE!!」作･演出:阿部佳代子 

【 長編部門 】 

咲くやこの花高校 OB 劇団演りだおれ 

「ヤマタノオロチ外伝」作:亀尾佳宏 演出:遠藤淳 

2018 

Vol.11 
9 団体 

5 会場（一心寺シアター倶

楽、道頓堀 ZAZA HOUSE、 

シアトリカル應典院、OVAL 

THEATER、SPACE9） 

大阪芸術大学 劇団黄色団 

「わたし、ときどき」作･演出:近藤輝一 

会場：ＳＰＡＣＥ９ 

2019 

Vol.12 
7 団体 

5 会場（一心寺シアター倶楽、 

道頓堀 ZAZA HOUSE、アカルス

タ ジ オ 、 OVAL THEATER 、

SPACE9） 

大阪芸術大学 来る節三丁目 

「石の下にも三年」作：政野郁矢 演出:吉田将 

会場：ＳＰＡＣＥ９ 
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2020 

Vol.13 
9 団体 

5 会場（一心寺シアター倶楽、 

道頓堀 ZAZA HOUSE、アカルス

タ ジ オ 、 OVAL THEATER 、

SPACE9） 

 

【企画の将来展望】 

毎年、最優秀劇団1団体を選出し、その年の『シアターグリーン学生芸術祭』へ参加します。 

Vol.1 2008年 大阪芸術大学 村田堂本舗  

Vol.2 2009年 大阪芸術大学 悲願華 

Vol.3 2010年 神戸大学  はちの巣座 

Vol.4 2011年 大阪芸術大学 劇想からまわりえっちゃん（シアターグリーン学生芸術祭Vol.5 優秀賞受賞） 

Vol.5 2012年 大阪芸術大学 劇想からまわりえっちゃん（シアターグリーン学生芸術祭Vol.6 河村祐未 CoRich賞受賞） 

Vol.6 2013年 神戸大学 自由劇場 

Vol.7 2014年 大阪市立大学 劇的☆爽怪人間（シアターグリーン学生芸術祭Vol.8 優秀賞受賞） 

Vol.8 2015年 大阪芸術大学 開花雑誌（シアターグリーン学生芸術祭Vol.9 最優秀賞受賞）東京・大阪Ｗ制覇！ 

Vol.9 2016年 大阪芸術大学 白の鸚鵡（シアターグリーン学生芸術祭Vol.10 内田達也 演出賞受賞） 

Vol.10 2017年 咲くやこの花高校OB 劇団演りだおれ（シアターグリーン学生芸術祭Vol.11 遠藤淳 舞台美術賞受賞） 

Vol.11 2018年 大阪芸術大学 劇団黄色団（シアターグリーン学生芸術祭Vol.12 近藤輝一 脚本賞受賞） 

Vol.12 2019年 大阪芸術大学 来る節三丁目（シアターグリーン学生芸術祭Vol.13 田尻尚大 舞台美術スタッフ賞） 

 

また、東京からも最優秀劇団を1団体招致公演致します。 

Vol.1 2008年 慶應義塾大学 創像工房in front of.（大阪審査対象外） 

Vol.2 2009年 明治大学   国道五十八号戦線（大阪審査対象外） 

Vol.3 2010年 早稲田大学  ろりえ（大阪審査対象外） 

Vol.4 2011年 早稲田大学  荒川チョモランマ（東京大阪Ｗ制覇） 

Vol.5 2012年 明治大学   声を出すと気持ちいいの会 

Vol.6 2013年 早稲田大学 ハイブリッドハイジ座 

Vol.7 2014年 尚美学園大学 第27班（東京大阪Ｗ制覇） 

Vol.8 2015年 慶應義塾大学 かけっこ角砂糖δ 

Vol.9 2016年 日本大学芸術学部 隣屋 

Vol.10 2017年 早稲田大学 くらやみダンス 

Vol.11 2018年 日本大学芸術学部 劇するふわふわ中毒 

Vol.12 2019年 早稲田大学 露と枕 

Vol.13 2020年 日本大学芸術学部 三輪舎 

 

若いうちに東京・大阪公演を経験することで関西にとどまらず全国レベルの劇団や役者を育てたいと考えていま

す。 
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東京・池袋シアターグリーンとは… 

シアターグリーンは東京都豊島区にある小劇場。1968年同地にある仙行寺が宗教法人の社会事業の一つとして演

劇活動の場を提供したのがはじまり。以来小劇場という狭小空間から常に"演劇の熱"を発し続け、今では小劇場

の老舗として若手劇団の登竜門となっています。幅広い観客層に向けての「グリーンフェスタ」「シアターグリ

ーン学生芸術祭」等の劇場企画も盛んに行っています。 


