
女性戦場ジャーナリストを中心に幸せとは何かを問う、
ニューヨークの男女4人の物語

イラク戦争の戦場取材に情熱を傾ける女性フォトジャーナ

リストのサラ。負傷し帰国した彼女は、紛争地域から遠く

離れたニューヨークでパートナーや友人に囲まれた平穏な

日常の中、リハビリ生活を送っている一 。二組のカップル

の対比を通じてそれぞれの人生観の違いを描く、ピュリッ

ツァー賞受賞作家ドナルド・マーグリーズの作品。2009年 に

初演、翌年にはブロードウェイで上演され、作品賞と主演

女優賞の2部門でトニー賞にノミネートされた話題作です。

欧米の優れた同時代作品の中から日本未上演のものを

公演する注目の企画。出演者は、中越典子をはじめ4名

全員が新国立劇場初登場、演出は宮田慶子が手がけま

す。世界各地でやむことのない紛争、職業への使命感と

悩み、そしてそれぞれの人生設計など、現代の私たちと等

身大の姿を描く舞台にどうぞご期待ください。

演劇「永遠 の一瞬  ―Time Stands Su J PLAY 77“ ごSど′′2ds S″〃

― ものがたリー

舞台はニューヨーク、ブルックリン。イラク戦争の取材中、路上爆弾で負傷したフォトジャーナリ

ストのサラを、恋人であり、職業上のパートナーでもあるジェイムズはいたたまれない思いで迎えに

行き、二人のアパートに戻ってくる。

彼らの友人であるリチャードが、若いガールフレンドのマンディーを伴い見舞いに訪れる。屈託

なく、幸せそうな二人の姿に、サラとの結婚を切り出すジェイムズだが … 。ギブスをしていた足、

包帯で吊つていた片腕、爆弾の破片による顔の傷あとが癒えるころ、サラとジェイムズの関係にも

変化が訪れる。

中越典子 瀬川 亮 森田彩華 大河内 浩
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開場は開演の30分前です。開演後のご入場は制限させていただきます.  σ 託児室 (キ ッズルーム「ドレミJ)禾 1用 可能日  7月 23日 (水 )、 24日 (木 )14:00は学生団体が入る予定です。

★新国立シアター・トーク
(入場無料。ただし満席 の場合、制限有 )

7月 13日 (日 )公演 終 了後  小劇 場

出演 :中 越典子 瀬川 亮 宮田慶子
司会 :中 井美穂

●入場方法:本公演チケットをご提示ください。

●お問い合わせ :営 業部 TEL 03 5351 3011(代 )

マンスリープ ロジ ェクト(入場無料・要申込み)

公演 に関連 したリーディング、講座、 トークショーなどを毎月1回 開催 しています。

詳細 は、ちらし、劇場ウェブサイト等をご覧ください。

☆演劇講座 シリーズ「世界の演劇の今」V―アメリカー
7月 12日 (土 )17:00小 劇場 講師 :内 野 儀 (東京大学大学院教授)

【全国公演】8月 2日 (上 )13100
兵庫県立芸術文化センター

TEL:0798-68-0255

●応募期間:6/10(火 )～ 7/7(月 )劇場ウェブサイト(http:〃www nntt,ac gO jp/play/mp)よ りお申し込みください。

●お問い合わせ:情報センター TEL 03 5351 3011(代 )

前売開始 2014年 5月 10日 (土)10:00～

Webボックスオフィス(PC&携帯)

http://pia口 jp/nntt/

ボックスオフィス

′03-5352-9999[10～ 18時・年中無休]

チケット料金 (消 費税8%込 )

5,400円 13,240円

■ Z席 1,620円

IΥ議早
｀
量4喜象y「等

スのみでの航
]

※Z席 は2014年 4月 より税込 1620円 (本 体 1500円 )に 改定いたします。

◆チケット取り扱い

チケットぴあ 0570-02-9999(Pコ ード433643)

20,365円 (税込。正価23,760円のところ)

帝 通し券の演目&ご用意する席種

・『マニラ瑞穂記』(4月・小FTl場 )A席
・『テンペスト』(5～ 6月・中劇場)S席
・『十九歳のジェイコブ』(6月・小劇場)A席
・『永遠の一瞬 ―Time stands SI I』 (7月・小劇場)A席
4作 品のそれぞれご希望のお日にちをお選びの上、お申し込みください。

議 繭 藤 鰺 酵 1着||

通 し券をご購入いただいたお客様 には、チケット1枚 (通 し券の4作 品

対象 )が 10%割 引となるクーポン券を1セ ットに1枚サービスいたしま

す。クーポン券のご利用方法 につきましては、諸条件がございます。

詳 しくはウェブサイトをご覧下さい。

お申込み先 :新日立濠」場ボックスオフィスのみ
電話03‐ 5352-9999(10～ 18時 )

窓口 (10～ 18時 但し、窓 口販売のみ開演時間まで延長 )

※各種害」引併用可。詳 しくはボックスオフィスまで。

※4作 品を同じ席番ではお取 りできません。

※4作 品のいずれかの公演が完売、または「マニラ瑞穂記」公演が終 了し

た時点で、特別割引通 し券の販売は終 了します。

cS託児室<キッズルーム「ドレミ」>
一般発売日から来場日の一週間前までに下記まで電話予約。定員制。

●利用料金 3ヶ月～1歳 2,000円 /2～ 12歳 1,000円

●ご予約・お問い合わせ

(株 )小 学館集英社プロダクション総合保育事業部

画面 0120-500315(■ 日祝を除く10時 ～17時 )

割引 等 のご案 内

●高齢者割引 (65歳 以上 )、 ジュニア害」引、学生割引、障害者割引

あり。ボックスォフィスの窓口・電話での受付となります。お申し込みの

際、割引ご利用の旨をお知らせください。(高 齢者割引 学生割引は

チケットぴあ一部店舗でも販売。Webボックスオフィス、その他のプレイ

ガイドでは受付不可。それぞれお引取りの際、年齢を証明するもの・

学生証・障害者手帳等が必要になります)● 当日学生割引 (50%割
引/Z席 を除く)公 演当日のみボックスオフィスとチケットぴあ一部店

舗にて販売。 1人 1枚 、電話予約不可。要学生証。●車椅子をご利

用のお客様はボックスオフィスまでお問い合わせください。

備 考

●就学前のお子様のご同伴 ご入場はご遠慮ください。●お子様につきましても

1人 1枚チケットをお求めください。●公演中止の場合を除き、テクットの変更

払い戻しはいたしません。●壁際、手摺り近くの一部の座席で、舞台が見えに

くい場合があります。●公演日、席種によっては お求めになれないことがあり

ます。●やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。あら

かじめご了承ください。

グループでのお申し込み

10名 以上でご観劇の場合は新国立劇場営業部

TEL 03 5351 3011(代 )ま でお問い合わせください。

イ ー プ ラ ス

ローソンチケット

http://pia,p/t/(PC&携 帯)

http://eplus,p/nnttplay/(Pc&携 帯)

0570-000-407(オ ペレーター受付)

0570-084-003(Lコ ード36082)

http://1-tike com/classic/n ntt/play(Pc)

http://tike com/(Pc&携帯)

0570-08-9999

京王新線 (者5営新宿線乗入 )新宿駅より1駅、初台駅 中央 口直結

KE10 NEW L NE,HATSUDA STAT ON(京 工線は止まりません)

山手通り、 甲州街道交差点。首都高速4号線新宿出口・初台出回すぐ

*劇 場地下に駐車場がありま魂 ご観劇の際は、駐車料金を割引いたしま魂 (駐 車券をお持ちください)

CNプ レイガイド

http://www cnp ayguide com/(Pc&携 帯)

」TB・ 近畿日本ツーリスト・日本旅行・トップツアー ほか
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新国立劇場
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