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1 劇団水曜座 第 9回公演 『にしん場』 中江　良夫 田川　勝雄 1988年 4月 タイニイ・アリス

2 劇団水曜座 第10回公演 『第三の証言』 椎名　麟三 田川　勝雄 1988年10月 タイニイ・アリス

J・B・プリ－ストリ－
内村　直也(訳)

4 劇団水曜座 第12回公演 『今昔ものがたり』(再演) 有高　扶桑 田川　勝雄 1989年 6月 タイニイ・アリス

5 劇団水曜座 第13回公演 『多すぎた札束』 飯沢　 匡 田川　勝雄 1989年10月 タイニイ・アリス

6 劇団水曜座 第14回公演 『にしん場』(再演) 中江　良夫 田川　勝雄 1990年 3月 タイニイ・アリス

7 劇団水曜座 第15回公演 『目醒めのときは短かくて』(再演) 有高　扶桑 田川　勝雄 1990年 6月 タイニイ・アリス

8 劇団水曜座 第16回公演 『袴垂れはどこだ』 福田　善之 田川　勝雄 1990年10月 タイニイ・アリス

9 劇団水曜座 第17回公演 『北へ帰る』(再演) 菅原　 卓 田川　勝雄 1991年 4月 タイニイ・アリス

10 劇団水曜座 第18回公演 『禮服』 秋元　松代 田川　勝雄 1991年10月 タイニイ・アリス

11 劇団水曜座 第19回公演 『明日の幸福』 中野　 實 田川　勝雄 1992年 4月 タイニイ・アリス

J・B・プリ－ストリ－
内村　直也(訳)

13 劇団水曜座 第21回公演 『靉光・夢しぐれ東長崎バイフ－寮』 窪島　誠一郎 田川　勝雄 1993年 4月 キッドアイラックアートホール

J・B・プリ－ストリ－
内村　直也(訳)

15 劇団水曜座 第23回公演 『午前2時の目撃者』 中野　 實 田川　勝雄 1994年 3月 タイニイ・アリス

16 劇団水曜座 第24回公演 『靉光・夢しぐれ東長崎バイフ－寮』(再演) 窪島　誠一郎 田川　勝雄 1994年11月 キッドアイラックアートホール

17 劇団水曜座 長野公演 『靉光・夢しぐれ東長崎バイフ－寮』(再演) 窪島　誠一郎 田川　勝雄 1994年12月 上田市文化会館

18 劇団水曜座 第25回公演 『明日の幸福』(再演) 中野　 實 田川　勝雄 1995年 4月 タイニイ・アリス

19 劇団水曜座 第26回公演 『日々の敵』 秋元　松代 田川　勝雄 1995年10月 こまば アゴラ劇場

1993年10月 タイニイ・アリス

1989年 4月 タイニイ・アリス

タ 　　イ　　 ト　　 ル

『夜の来訪者』劇団水曜座 第11回公演

1992年10月 タイニイ・アリス12 劇団水曜座 第20回公演 『夜の来訪者』(再演) 田川　勝雄

3 田川　勝雄

14 劇団水曜座 第22回公演 『危険な曲り角』 田川　勝雄



20 劇団水曜座 第27回公演 『さくらの苑におぼろなる』 田畑　喜十 田川　勝雄 1996年 4月 こまば アゴラ劇場

21 劇団水曜座 第28回公演 『危ない季節』 飯沢　 匡 田川　勝雄 1996年10月 こまば アゴラ劇場

22 劇団水曜座 第29回公演 『中国の青い鳥』(劇団水曜座十五周年記念公演) 田畑　喜十 田川　勝雄 1997年 4月 こまば アゴラ劇場

J・B・プリ－ストリ－
内村　直也(訳)

人間工房
5つのＷ～戯曲アンソロジ－～

25 劇団水曜座 第31回公演 『星と太陽の下に』 田畑　喜十 田川　勝雄 1998年 4月 こまば アゴラ劇場

26 劇団水曜座 第32回公演 『君愛せし山河』 上條　逸雄 田川　勝雄 1998年10月 こまば アゴラ劇場

27 劇団水曜座 第33回公演 『大空晴れて』 田畑　喜十 田川　勝雄 1999年 4月 こまば アゴラ劇場

28 劇団水曜座 第34回公演 『流れ星』 松木　ひろし 田川　勝雄 1999年10月 こまば アゴラ劇場

29 劇団水曜座 第35回公演 『かんからかん』 田畑　喜十 田川　勝雄 2000年 4月 こまば アゴラ劇場

30 劇団水曜座 第36回公演 『新宿パラダイス』 田畑　喜十 田川　勝雄 2000年10月 こまば アゴラ劇場

31 東京天然デザート Vol.1 『愛こそすべて』 月島　 輝 月島　 輝 2002年10月 赤坂プレイボックス

32 東京天然デザート Vol.2 『プラネタリウムを突き破れ』 月島　 輝 月島　 輝 2003年 7月 赤坂プレイボックス

鈴置　洋孝(原案)
堤　 泰之

34 東京天然デザート Vol.4 『見つめていたい』 月島　 輝 月島　 輝 2004年 6月 赤坂プレイボックス

鈴置　洋孝(原案)
堤　 泰之

36 東京天然デザート Vol.6 『パ－ティ－はそのままに』 月島　 輝 月島　 輝 2005年 6月 アイピット目白

37 東京天然デザート Vol.7 『愛こそすべて』(再演) 月島　 輝 月島　 輝 2005年10月 ウッディシアター中目黒

38 東京天然デザート Vol.8 『萩家の三姉妹』 永井　 愛 月島　 輝 2006年 3月 シアターシャイン

レイ･ク－ニ－
小田島　雄志（訳）
ニ－ル･サイモン
酒井　洋子（訳）

1997年12月 こまば アゴラ劇場

23 劇団水曜座 第30回公演 『夜の来訪者』(再々演) 田川　勝雄

『煙が目にしみる』

1997年10月 こまば アゴラ劇場

2003年11月 ウッディシアター中目黒月島　 輝

真部  いづみ 田川　勝雄24 ひとり芝居　『ライフシュミレ－ション』

33

2007年12月

2004年12月35 東京天然デザート Vol.5 『誰かが誰かを愛してる』 月島　 輝

東京天然デザート Vol.3

39 東京天然デザート Vol.9 『パパ･アイ･ラヴ･ユ－』 月島　 輝

40 東京天然デザート Vol.10 『噂-ファルス-』 月島　 輝

ウッディシアター中目黒

2007年 1月 アイピット目白

遊空間がざびぃ



鈴置　洋孝(原案)
堤　 泰之
高橋　いさを
小田　玲奈

ガザビプロデュース2009 W･ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ「ﾍﾞﾆｽの商人」(原作)

がざびぃ芝居月第一陣 都本　 千(翻案)
東京天然デザート 『ＯＮＩ～追うもの追われるもの～』
STYLE　FREE　Ｖｏｌ.2 『熱き胡椒の戦い』

東京天然デザート
STYLE　FREE　Ｖｏｌ.3
東京天然デザート
STYLE　FREE　Ｖｏｌ.4
ガザビプロデュース2010 バーナード・スレイド
がざびぃ芝居月第一陣 青井　陽治（訳）

早瀬　　円（原作）
月島　　輝（脚色）

東京天然デザート
STYLE　FREE　Ｖｏｌ.6

東京天然デザート 『突然の来訪者』 早瀬　　円
STYLE　FREE　Ｖｏｌ.7 『ケーキ屋の憂鬱』 白石　　謙悟

東京天然デザート 『熱き胡椒の戦い』 外山　タカキ
STYLE　FREE　Ｖｏｌ.8 『Ｌｉａｒ・Ｌｉａｒ』 今野　浩明／月島　輝(脚色)
東京天然デザート
STYLE　FREE　Ｖｏｌ.9

56 東京天然デザート Vol.17 『パ－ティ－はそのままに ２０１４』 月島　 輝 月島　 輝 2014年11月 遊空間がざびぃ

2013年11月 遊空間がざびぃ門　　　肇53 東京天然デザート Vol.16 『おひっこし』 月島　 輝

東京天然デザート稽古場『熱き胡椒の戦い』　他1本46 外山　タカキ　他 月島　 輝 2010年 2月

外山　タカキ

43 都本　 千 2009年 4月ガザビＶｏｌ.7　『さくらどき銭のよのなか』 遊空間がざびぃ

41 東京天然デザート Vol.11 『煙が目にしみる』(再演) 月島　 輝 2008年 4月 ウッディシアター中目黒

東京天然デザート稽古場

ＧＥＫＩＢＡ2009年 2月

44 月島　 輝 2009年 8月

42 東京天然デザート Vol.12 『アロハ色のヒ－ロ－』 月島　 輝

2009年11月 遊空間がざびぃ月島　 輝45 東京天然デザート Vol.13 『愛しのジョニー』 月島　 輝

50 短編３本立てのうちの１本 月島　 輝

月島　 輝49 『Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』

月島　 輝47

東京天然デザート Vol.14

48 ガザビＶｏｌ.8 『セイムタイム，ネクストイヤー』

『山手線物語２』　他1本

2012年 5月 神田さくら館　国際理解教室

遊空間がざびぃ2010年 7月

2011年11月 遊空間がざびぃ

月島　 輝 2013年 6月 王子区民ｾﾝﾀｰ ふれあい館 第一ﾎｰﾙ

外山　タカキ　他 2010年 4月

遊空間がざびぃ2012年10月

東京天然デザート稽古場

都本　 千

月島　 輝 2014年 4月 あさくさ劇亭54

51 東京天然デザート Vol.15 The 10th Anniversary  『サラサラとぶとぶ』 月島　 輝中島　淳彦

52

55 月島　 輝 2014年 8月 あさくさ劇亭『さくら通りの帰り道』 白石　謙悟


