
2/7 マナナン・マクリルの羅針盤　再演2015 劇団ショウダウン 林遊眠

2/15
宇宙戦争が始まったけれど、白井宏幸に守
れるもんなんて大島優子の写真集ぐらいしか
なかった

エリーの晩餐会 青木道弘

2/16 君はあかつきの星 浮遊許可証 森田真和

2/18 うちやまつり 桃園会 橋下健司

2/19 paradise lost, lost ～うちやまつり後日譚～ 桃園会 森川万里

2/20 グッバイ，マザー ズッキュン娘 藤吉みわ

2/20 OSAKA 24区 ThE 2VS2 長橋秀仁

2/21 evkk 澤井里依

2/21 Hospital of Miracle
BAC/OAS 2015　進級卒業
公演（俳優・総合タレント
コース 1、2年）

前野将悠

2/22 だいたい源氏物語 カミシバイ 村田千晶

2/25 赤色エレジー Quiet.Quiet 佐々木誠

2/27 東京ブラストーリー KING＆HEAVY 岡田由紀

2/27 モノがたり
四方香菜Produce一人芝
居企画公演 小林まゆみ

2/27 モノがたり
四方香菜Produce一人芝
居企画公演 戸中居亜命

2/28 みるきーはわかってくれない 劇団サニー たにがわさき

2/28 そこはかとなく優しくフィット ユニットまいあがれ 米山真理

3/3 火曜日のゲキジョウ
劇団冷凍うさぎ×モンゴル
ズシアターカンパイー 電電虫子

3/7 fly me to the xxx． 劇団うんこなまず 司城邦明

3/8 ツキノウタ 満月動物園 谷屋俊輔

3/10 火曜日のゲキジョウ
Sweet Dreams×努力クラ
ブ 森崎正弘

3/12 オルタソフィア　-憂国の革命因子- 劇団ZTON 高瀬川すてら

3/13 松原京極オプマジカリアルテクノ
アーティストインレジデンス
in 松原京極商店街 西村花織

3/13 怪人B子
大阪大学劇団ちゃうかちゃ
わん 岸川菜月

3/14 逃げる五右衛門 追撃☆ニトロ 後藤啓太

3/14 ドロップキック・シスターズ DOORプロデュース 是常祐美

3/15 MoNoKuRo TrouBleMaker*people 御意

3/19 ぶた草の庭 MONO 水沼健

3/20 卒業 劇団チェリーボーイズ 宮前旅宇

3/21 RePUbliC TANSUI． 井上大輔

3/27
チューリングコード～生まれつき涙を流せな
い男の話～

シアターシンクタンク万化 上田耽美

3/28 珈琲が冷めるまでの戦争 futurismo 松永渚

3/28 Take me out to the moon 太子堂事務所 濱辺緩奈

3/29 歌うシンデレラ
関西芸術座付属演技研究
所第58期生卒業公演 多田慎吾

4/3 7人のテノヒラサイズ テノヒラサイズ 湯浅崇

4/8 火曜日のゲキジョウ
C4　CriticalCreation ＆
ClickClock 塩尻綾香

4/9 わが星 劇団六風館 佐岡美咲

4/10 啓蒙の最果て、 がっかりアバター 乾寿々香

4/11 銀河旋律 劇団未踏座 丹波橋☆あーりん

4/17 GOLD BANGBANG!! 壱劇屋 西分綾香

4/17 ELDER STATESMAN'S GARDEN THE ROB CARLTON 高阪勝之

4/18 追伸 空の驛舎 永見陽幸

4/19 COLLAPSAR ルドルフ 大熊ねこ

4/21 幽霊を踏んだ 突劇金魚 山田まさゆき

4/21 火曜日のゲキジョウ
男前ファクトリー×ステージ
タイガー アミジロウ

4/24 親愛なる凸と凹へ 浪花グランドロマン 鎌田恵弥

4/25 さらば、ロミオ 劇団ぎぶあっぷ 小林愛美

4/25 ハローハローハロー TheStoneAgeヘンドリックス 緒方晋

4/25 タイムズ 極東退屈道場 猿渡美穂

4/26 ～ゲキゲキ短編集～ 劇団「劇団」 植木歩生子

4/28 火曜日のゲキジョウ
Micro to Macro×トランス
パンダ 上田耽美

4/29 ゲシュタルトの肌 meyou 大江雅子

5/1 透明人間 唐組 福本雅樹

5/2 僕らのチロルチョ教 劇団SHINKOUJI 栗田ゆうき

5/4 罪ツツミツツ蜜 カメハウス ハルナ



5/4 お家に帰りたい
てんこもり堂＆KAIKA劇団
会華＊開可 小林まゆみ

5/9 N．Y．の天使→ ももちの世界 山野博生

5/9 彼女じゃない人に起こしてもらう 努力クラブ 川北唯

5/10 For スマイル
プロデュースユニットなな
め45゜ 白木原一仁ソロマイ
ム公演】

白木原一仁

5/10 ワンマン・ショー 崖淵五次元 平川裕作

5/10 SHOW UP in 船場サザンシアター 劇団ショウダウン 為房大輔

5/12 祭！2015 vol．5 足一 竹内桃子

5/14 Born To Shine ～Reborn～ STAR★JACKS 奥田卓

5/14 愛と退屈の国 ドキドキぼーいず 松岡咲子

5/16 ワールド 山尾企画 長野巌

5/16 名誉男性鈴子 笑の内閣 ピンク地底人2号

5/17 gate #13≪May≫ KAIKA 牛嶋千佳

5/18 ラストダンスは永遠に 劇団伽羅倶梨 石田龍昇

5/19 組みしだかれてツインテール 劇団子供鉅人 キキ花香

5/23 悪い癖 匿名劇壇 松原由希子

5/23 夢ばかり 真紅組プロデュース たもつ

5/29 くらい
もうまく企画チャリティイベ
ント 大山果

5/30 トウキョウの家族 Theater劇団子 杏泉しのぶ

5/31 VS魂 MousePiece-ree 上田泰三

5/31 五月雨墓場（さみだれはかば） しろみそ企画 岡田由紀

6/5 文明ノ獣 劇団レトルト内閣 飯嶋松之助

6/6 ミッドライフ乙女 劇団暇だけどステキ 西田美咲

6/7 ようこそアトリエ こみかさ 水月りま

6/8 七人のふたり クロムモリブデン ゆにば

6/8 楽園 南河内万歳一座 市橋若奈

6/11 彼女の起源 劇団鹿殺し 石崎ひゅーい

6/12 この町で、僕はバスを降りた がっかりアバター 葛原敦嘉

6/12 キンセアニェーラ baghdad café 一之瀬尚代

6/13
メインディッシュはちゃうかちゃわん ～それっ
てメインディッシュなの～

劇団ちゃうかちゃわん 大崎詩織

6/13 赤ずきん The Labyrinth ムーンビームマシン 池永百花

6/14 山の声 -ある登山者の追想　山編 カムヰヤッセン 板倉チヒロ

6/14 アタックチャンス ThE 2VS2 塩尻綾香

6/17 キスインヘル 悪い芝居 渡邊りょう

6/19 WINDOWS5000 壱劇屋 大石英史

6/19 ツキノオト 満月動物園 上原日呂

6/20 俺の屍を越えていけ いるかHOTEL 松木賢三

6/20 輪廻　万華鏡展 星屑企画 井上大輔

6/21 夏の魔球’15
吉本新喜劇 佐藤太一郎企
画 佐藤太一郎

6/21 POST★GAIRL 激団しろっとそん しろ

6/22 かつての風景 ikiwonomu 仲谷萌

6/26 運命の子供 伊藤えん魔プロデュース 鈴木洋平

6/27 零度の掌 May 宇仁管綾

6/27 さよならウィキペディア ジャブジャブサーキット 空沢しんか

6/28
ヘルタースケルター　=リブ・アンド・レット・ダ
イ-

TEAM☆RETRIEVERS 梅本和弥

6/29 ふがいないや 劇団冷凍うさぎ 鈴木幸重

7/3 闘争　判断
モンゴルズシアターカンパ
ニー 隈本晃俊

7/4 カレッジ・オブ・ザ・ウィンド 学窓座 SAY YOU！DJファラオ

7/4 あの潮騒が呼んでいる スアシ倶楽部 大沢めぐみ

7/6 とりあえず、ボレロ PM／飛ぶ教室 福井玲子

7/8 こどもの一生 神戸大学演劇部自由劇場 月本純暉

7/10 萩家の三姉妹 劇団未踏座 丹波橋☆あーりん

7/11 ファーマーズROCK 劇団みゅーじかる．321♪ 川村和正

7/11 惑ひ 劇団競泳水着 坂口修一

7/12 うたかたラプソディ 箱庭計画 相田莉央

7/14 火曜日のゲキジョウ
エリーの晩餐会×にもかか
わらズ 土肥嬌也

7/17 キャンディ遊園地、1705。 劇団赤鬼 土性正照



7/18
愛染学園戦争 前編！！ ～体育館は、燃え
ているか～

劇的細胞分裂爆発人間 和
田謙二 立川潤

7/19 キャンディ遊園地、1705。 劇団赤鬼 岡本拓朗

7/20 Fire Cracker 演劇空間 WEAVE CUBE 圓札愛里

7/22 贋作・罪と罰
HPF高校演劇祭　淀川工
科高校 岩田光風

7/23 変化をめぐる習作のいくつか
HPF高校演劇祭　追手門
学院高等学校 東裕作

7/24 アテルイ
HPF高校演劇祭　金蘭会
高校 江川美乃里

7/25 数えきれないカルダーノの世界　MaleSIDE ALTERNAIT produce 河口仁

7/25 数えきれないカルダーノの世界　FemaleSIDE ALTERNAIT produce 山本香織

7/27 Spare
HPF高校演劇祭　工芸高
校 河上和紀

7/28 秘密基地
HPF高校演劇祭　東百舌
鳥高校 山口莉彩

7/29 オリジナルノート
HPF高校演劇祭　箕面東
高校 荒木裕香理

8/1
かさをささない人 ～現在が『戦前である』とい
う仮説を検証するための朗読劇～

大阪女優の会 津久間泉

8/2 バイドパイパー 劇団ショウダウン 山口敦司

8/4 新羅生門
HPF高校演劇祭　大谷高
校 森野和

8/6 阿部定の犬
エイチエムピー・シアターカ
ンパニー 林田あゆみ

8/7 たんじょうかい　#3 dracom 鎌田菜都実

8/8 一期の寝言 演劇ユニット りんごとねこ 吉武沙織

8/8 誰だ。カレーにスイカを入れたのは DanieLonely 神藤恭平

8/9 祭里万幻花火 進劇銃題やぎゅり場 長谷川圭太

8/13 竹林の人々 OFFICE SHIKA PRODUCE オクイシュージ

8/14 カム・ブロー・ユア・ホーン JIIN Project 越智健太

8/15 考えすぎの喋り過ぎvol.1
丸山交通公園ワンマン
ショー 丸山交通公園

8/16 LAST NOTE OF PANDORA
劇団SOLA＆モデルスクー
ルsen-se 高安智美

8/16 SKY vol.5 SKY 植松友貴

8/20 FESTIVAL #1 A公演 プロトテアトル 中山明菜

8/21 サンプリングデイ 壱劇屋 西分綾香

8/21 FESTIVAL #1 B公演 プロトテアトル 浜田渉

8/22 まつりのあらし 劇団カメハウス 江藤美南海

8/22
はやぶさものがたり　～宙（そら）翔けた軌跡
～

大阪府立桃谷高校演劇部
プロデュース　大阪府下高
校演劇部合同劇団はやぶ
さ座

治村瑠壱子

8/23 午前0時の魔法使い 少年眼鏡 伊東明恵

8/23 暁!!三國学園 劇団ZTON 高瀬川すてら

8/27 プロトタイプ　劇団衛星 劇団衛星＋ユニット美人 弘津なつめ

8/28 プロトタイプ　ユニット美人 劇団衛星＋ユニット美人 是常祐美

8/29 暁の雲
演劇ユニットNOLCA
SOLCA 清水周平

8/30 Bir死出ィ 遊劇舞台二月病 寺井幸菜

8/31 走れ、マーメイド 七月ハリケーン 野村ますみ

9/3 真昼のジョージ 劇団子供鉅人 影山徹

9/4 湿原ラジオ スクエア 吉沢紗那

9/5 広島に原爆を落とす日 Z children 杉尾翔太

9/5 In The Cage RandomEncount 光永陽子

9/6 呼子鳥 虚空旅団 得田晃子

9/6 蒸発 intro 松崎修

9/11 ツキシカナイ 満月動物園 近藤ヒデシ

9/14 ピンク地底人　開墾の番外公演　聖！アラサー小学校 ピンク地底人 浅田麻衣

9/14 ピンク地底人　開墾の番外公演　蝉の泣き止む、その頃に ピンク地底人 遠藤麻衣

9/15 月曜劇団のコントっぽい劇短編集 月曜劇団 西川さやか

9/15 火曜日のゲキジョウ 三俣婦人会×小骨座 浜本克弥

9/17 月下美人 浪花グランドロマン 中嶋悠紀子

9/19 太陽が死んだ！～ヒモがドラマチックに世界を救う～ 劇団ちゃうかちゃわん 大崎詩織

9/20 クロスジンジャーハリケーン 梅棒 遠山晶司

9/20 夜と星と風の物語 Contondo 頓名隆太

9/21 にゃっつ 魔法のチョコレート レオ丸

9/21 MUGEN　-proto.type- Daikichi project 成瀬サキ

9/22 PANDORA Op．4　樹の章 Project UZU かめ子

9/22 パレード　星の時間　隣の鳥は青いトリ 近畿大学文芸学部芸術学科舞台芸術専攻24期生　卒業公演 浅尾朱音

9/23 クロスジンジャーハリケーン 梅棒 大村絋海



9/25 いいなずけ陰陽師 かのうとおっさん 神藤恭平

9/26 タカマニズム宣言 笑の内閣 石田達拡

9/26 サイドカー 壁ノ花団 杉原公輔

9/27 We are lucky friends 劇団冷凍うさぎ 鈴木幸重

9/27 片づけたい女たち 劇団センマイる 岩崎未来

9/28 それでも「これ」は奇跡のかけら N-Trans Fish 立花裕介

10/1 Lobby VOGA 草壁カゲロヲ

10/2 老人と怪物 テノヒラサイズ 上野みどり

10/2 石田アキラ版　西遊記　～冒険！冒険！また冒険！～ PLACE KOBE Presents 裏山向日葵

10/3 ガールズ、スロー！ピロー！ こみかさ×ハナさく＊ラボ げんごろう

10/4 ブラックホールのそこ コンブリ団 竹田飛鳥

10/4 詠人不知のマリア（再） 劇団ほどよし 上杉逸平

10/5 FIVE STAR SPLASHS W.Strudel × 壱劇屋 うえだひろし

10/8 Lobby VOGA 西村麻生

10/10 一握の夢　～朝顔・海底の動物園・human lost～ 空の驛舎 石塚博章

10/10 遠浅 伏兵コード 筒井加寿子

10/11 gate #13≪Oct≫ KAIKA 黒川猛

10/12 さらば、トレイン仮面 崖淵五次元 河田慰

10/12 ナイゲン（全国版） アガリスクエンターテイメント 斉藤コータ

10/13 火曜日のゲキジョウ 俺たちの地球空洞説×チューズデーず 中岡裕佳

10/17 狐憑 maz 岡村渉

10/18 ガウデンテ ～私の守りたかったメロディ～ 四方香菜Produce 櫻井賢詳

10/18 愛染学園戦争決戦編！！ ～戦場のgraduation～ 劇的細胞分裂爆発人間 和田謙二 立川潤

10/23 カミナズム 彗星マジック maechang

10/25 また夜が来る KOINU 速水佳苗

10/25 メガネニカナウ Ippei 上杉逸平

10/26 寿司 芝居処味一番 芦川諒

10/29 槻見家の傷跡 第三劇場 鰤サーカス

10/30 御伽噺失格 ノオビウエ 帯金ゆかり

10/31 雪降り姫　～雪見堂大合戦。境内は戦場だ～ しろみそ企画 魚水幸之助

10/31 君と笑わば 摂河泉21 有田達哉

11/3 くらげなす、流体力学の基礎知識 A級MissingLink 横田江美

11/6 おやすみ、ラムチョップ!!!!! 超人予備校 松本茜

11/6 虚言癖 劇団暇だけどステキ 西田美咲

11/7 船の行方知らず 努力クラブ 熊谷みずほ

11/7 箱庭短編集 箱庭計画 三村優里花

11/10 火曜日のゲキジョウ ナルセケ×劇団ヴァダー 成瀬サキ

11/14 月の王子 劇団空組 空山知永

11/14 Ｂａｒ あの夜Ⅲ 真紅組プロデュース 山本美和子

11/15 木曜ドラマ　警部パハップス（全10回） 劇団ガバメンツ 永津真奈

11/15 劇論 ～どこから来てどこへ行くのか～ 劇団太陽族 森本研典

11/20 1000年の恋 劇団「劇団」 中村千奈美

11/21 Bitter Sweet Samba -Tomorrow is another day- TEAM☆RETRIEVERS 年代訓子

11/22 猩獣 竹村晋太朗presents 劇団壱劇屋 竹村晋太朗

11/23 趣味と実害 中野劇団 白石幸雄

11/23 黒い湖のほとりで evkk 澤井里依

11/26 INDEPENDENT:15 INDEPENDENT おぐりまさこ

11/27 INDEPENDENT:15 INDEPENDENT 山本香織

11/28 CREATIVE DIRECTOR THE ROB CARLTON 満腹満

11/28 ババロワーズ・ショートショート・カタログ Vol.8 セクシャル・ローズピンクの巻 ババロワーズ 向田倫子

11/29 新・学校の怪談 馬鹿（うましか）やろう ぬるき

12/1 火曜日のゲキジョウ イヌチャンネル×Micro To Macro 泥谷将

12/2 ミキシング・レディオ OIL AGE OSAKA＋TOKIO 椎名亜音

12/3 重力の光 子供鉅人 キキ花香

12/8 祭！2015 -Final- 足一 まなか

12/9 桜舞う、君想ふ STAR★JACKS 酒井高陽

12/10 覇道ナクシテ、泰平ヲミル　偽蝕劉曹編 劇団ZTON 為房大輔

12/11 前略さくら様 STAR★JACKS 奥田卓

12/11 まことに神の造りしをんな　－千恵子抄－ 劇団レトルト内閣 福田恵



12/12 トイレはこちら 芝居屋さんプロデュース 日枝美香L

12/12 覇道ナクシテ、泰平ヲミル　真王孫権編 劇団ZTON 高瀬川すてら

12/12 月と太陽ともぐら プロデュースユニット SHIPPO 和田雄太郎

12/13 わたしがわたしであるために 演劇集団あしたかぜ つぼさかまりこ

12/18 バブルス・マーメイド 劇団赤鬼 橋爪未萠里

12/19 ツキノヒカリ 満月動物園 西原希蓉美

12/20 しずかなごはん 劇団ジャブジャブサーキット 栗木美穂

12/20 今度は愛妻家 MEHEM 岩橋功

12/22 せんたくの日和 空晴 上田康人

12/23 考え過ぎの喋り過ぎvol.5 ～お金について～ 丸山交通公園ワンマンショー 丸山交通公園

12/25 ババロワーズ・ショートショート・カタログ Vol.8 セクシャル・ローズピンクの巻 ババロワーズ 宮脇玲香

12/26 フォアグラ 劇団うんこなまず 坂本えりこ

12/26 プレゼントタイム・ハローグッバイ 匿名劇壇 杉原公輔

12/26 会いたくて会えなさすぎるあなたたちへ baghdad café 松本絵理

12/27 MEMENTO2－甘キ死ヨキタレ 劇団カメハウス 宮崎サカナ

12/27 白井宏幸探検シリーズ　六甲山の珍獣　小永井コーキの謎を追え！ エリーの晩餐会 有元はるか

12/29 イン　ザ　グッド DanieLonely 永見陽幸


