
 

九州戯曲賞企画書 
 

 

戯曲とは、演劇の上演のために書かれた文学作品のことをさします。 

演劇では、戯曲がその根幹に関わっています。 

現代社会は、コミュニケーション不全と言われていますが、 

演劇は、その問題解消に力を発揮できる芸術とも言われています。 

九州というフレームで演劇の力を高めることができます。 

 

 

 

 

舞台芸術の道州制を九州から！！ 

http://www.krtc.info/ 
 

 

九州戯曲賞企画書 
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九州戯曲賞 運営団体について  
 

九州地域演劇協議会（http://www.krtc.info/） 

平成 20年 4月 1日、九州内の地域演劇の振興を目的に九州各地域の地域演劇支援団体（図参照）により設立。

九州の地域アイデンティティの創造、新たな価値観の発見、芸術文化の地域格差の是正をミッションとして

活動している。九州戯曲賞、九州演劇人サミットを主催する。 

 

さらに、共催の公益財団法人大野城まどかぴあ、公益財団法人福岡市文化芸術振興財団をはじめ、九州全県

から公益法人、行政機関等が協力しています。味の明太子株式会社ふくやから協賛をいただき、地域演劇支

援団体と行政機関、民間企業の連携により成り立っている事業です。 

 

□NPO法人 FPAP（福岡） 

（賛助団体 79団体） 
□佐賀演劇連盟 

（10団体） 

□長崎県演劇人協議会 NECO 

（参加団体 11 個人会員 2人） 

□おおいた演劇の会 

（団体会員 8団体 個人会員 6人） 

□熊本演劇人協議会 

（加盟団体 15団体） □宮崎県演劇協会 

（19団体） 

□鹿児島演劇協議会 

（団体会員9団体 個人会員12人） 

主催、共催、協力、協賛 

主催：九州地域演劇協議会 NPO法人 FPAP 

共催：公益財団法人大野城まどかぴあ 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団 

協力：公益財団法人久留米文化振興会 公益財団法人佐賀市文化振興財団 長崎市 一般財団法人大村市文化・スポーツ振

興財団 アルカス SASEBO 公益財団法人熊本県立劇場 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団 公益財団

法人宮崎県立芸術劇場 公益財団法人都城市文化振興財団 公益財団法人鹿児島県文化振興財団 一般社団法人日

本劇作家協会 

協賛：株式会社ふくや 

公益社団法人企業メセナ協議会助成認定事業 
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国内の文化の状況・道州制への移行 

現在の国内は、各種インフラの発達に伴って、全国規模の平板化された文化環境となっています。これから

地域分権、道州制の時代が到来するにあたり、九州は独自の特色を活かした、独自の文化・価値観をもつこ

とが求められます。 

地域分権、道州制の時代は、裏を返せば地域間、道州間での競争社会でもあります。この中で独自の文化こ

そが、地域のアイデンティティとなり、地域に愛着を持った人々を生んでいくことになります。 

演劇は地域性の高い文化芸術であり、この面で演劇文化が地域社会に果たせる役割は小さくないと考えてい

ます。 

 

国内の戯曲賞の現状 

国内の戯曲賞は、関西圏より東に集中しております。 

これらの戯曲賞は審査員が公演を見るなど、審査員の目に触れることが重要であり、 

九州で活躍する劇作家には不利な状況となっています。 

このような環境の中で、九州７県では初めての戯曲賞となる 

「九州戯曲賞」を２００８年に創設いたしました。 

現在九州７県では唯一の戯曲賞です。 

 

 

 

 

九州戯曲賞の特色 

九州を対象とした、戯曲の顕彰の場があることで、九州の演劇文化はさらに飛躍し、九州という地域のアイ

デンティティを創り出すことが出来ます。 

また、戯曲賞の受賞者には全国からの注目が集まり、九州独自の文化圏をアピールすることが出来ます。さ

らに「九州戯曲賞」という、県域を越えた地域での戯曲賞はまだ国内に少なく、「九州戯曲賞」の存在は、

九州の一体性をアピールすることが出来ます。 

顕彰事業となると、どうしても大賞の部分がクローズアップされます。地域の才能の掘り起こしという意味

ではもちろん重要な部分です。九州戯曲賞の大きな特色として、才能の発掘と同程度に、九州全体のレベル

アップに力を入れ、複数人による一次審査の講評を応募者全員に郵送しています。優秀な批評家の不在によ

り、地域の芸術が育たないという指摘がなされる場合がありますが、応募者全員への講評の送付は、その問

題に対応するものです。地域の劇作家は、「応募する」という行為を行うだけで、九州のどこに居ても皆等

しく批評を受けるチャンスが得られます。これができるのは九州というフレームのスケールメリットがある

からです。 

東京：岸田國士戯曲賞、鶴屋南

北戯曲賞、テアトロ新人戯曲賞、

日本劇作家協会新人戯曲賞、

「日本の劇」戯曲賞 

名古屋：AAF戯曲賞 

大阪：OMS戯曲賞 

仙台：せんだい短編戯曲賞 

九州：九州戯曲賞 
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九州戯曲賞の成果 （大賞受賞者のその後の主な活動） 

・第1回大賞受賞者、森 馨由（長崎） 第19回 劇作家協会新人戯曲賞 最終候補作ノミネート。 

・第3回大賞受賞者、島田佳代（鹿児島） 大賞作品『四畳半の翅音』福岡で上演。初の県外、遠征公演を行

う（平成25年8月）。同作品を韓国・釜山でも上演予定（平成26年）。 

・第4回大賞受賞者、川津羊太郎（熊本） 文化庁・公益社団法人日本劇団協議会主催  日本の演劇人を育 

てるプロジェクトで新作を上演。演出は古城十忍氏（ワンツーワークス）（平成25年7月）。 

 

最終審査員プロフィール 

岩松 了（いわまつ りょう） 

長崎県生まれ。劇作家、演出家、俳優、映画監督。89年『蒲団と達磨』で第33回岸田國士演劇賞、94年『こわれゆく男』、『鳩

を飼う姉妹』で、第28回紀伊國屋演劇賞個人賞受賞。98年『テレビ・デイズ』で、第49回読売文学賞、映画『東京日和』（竹

中直人監督）では、第21回日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞。  

 

中島 かずき（なかしま かずき） 

福岡県生まれ。劇作家・脚本家。85年4月、『炎のハイパーステップ』より座付き作家として劇団☆新感線に参加。『スサノオ』

『髑髏城の七人』『阿修羅城の瞳』など、＜いのうえ歌舞伎＞ と呼ばれる歴史や神話をモチーフとした脚本を多く生み出す。

02年、『アテルイ』で、第2回朝日舞台芸術賞・秋元松代賞、第47回岸田國士戯曲賞受賞。 

 

古城 十忍（こじょう としのぶ） 

宮崎県生まれ。劇作家・演出家。「ワンツーワークス」主宰。これまでの主な代表作に、『平面になる』『アジアン・エイリ

アン』『肉体改造クラブ・女子高校生版』などがある。2005年に文化庁新進芸術家派遣でロンドンおよびダンディ（スコット

ランド）に留学。現在、（社）日本劇団協議会常務理事、新国立劇場演劇研修所講師。 

 

横内 謙介（よこうち けんすけ） 

東京都生まれ。劇作家・演出家・扉座主宰。小学校４年から３年間、北九州市に暮らす。'92年岸田國士戯曲賞、'99年大谷賞

を受賞。主な作品に「カルメンと呼ばれた女」（蜷川幸雄演出）、市川猿之助のスーパー歌舞伎シリーズがある。国民文化祭

ふくおかオープニングフェスティバル『人生号』の構成・演出を担当。 

 

岡田 利規（おかだ としき） 

神奈川県生まれ、熊本県在住。演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰。2005年『三月の５日間』で岸田國士戯曲賞受賞。

2006年横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。また、「ドイツミュールハイム劇作家フェスティバル」に日本劇作家代表として参

加。桜美林大学、早稲田大学などでのワークショップやレクチャー等、講師歴が多い。 
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九州戯曲賞の概要 
名称 九州戯曲賞 

対象 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県に在住、またはこの７県を主たる

活動の場とする劇作家。 

応募作品の条件 

応募方法 

2013年の１月から 12月までに書き下ろした作品で著作権（上演権、出版権等）が作者本人にある

もの。※上演済み、書籍あるいは雑誌に発表がある場合は、特にご注意ください。 

１人１作品 

原稿用紙は４００字詰め。 

ワープロの場合は片面印刷でＡ４に８００～１６００字詰め。 

枚数は４００字詰め原稿用紙換算で４０枚～２００枚程度とする。 

（いずれも縦書き） 

応募戯曲及び別紙応募票を４部提出する。 

 ・ 作品は、書留郵便、配達証明郵便、または宅配便など配達の記録が残る方法で送付ください 

（到着のお問い合わせには応じかねます。直接持参及びＥメールでの応募はできません。）。 

 ・ 原則として提出された作品は、応募の撤回、変更あるいは訂正加筆することはできません。  

 ・ 他の作品より引用した場合は、その作品名および引用箇所を明記して下さい。 

 ・ 原作ものの脚色については原作者に著作権がある場合は、脚色の許可を取り、作品名と原作

者名を戯曲の末尾に記載して下さい。  

 ・ 過去の自作品の改作は原則として応募できません。 

 ・ 応募要項及び応募方法に反する事実、著作権の未処理、剽窃等が判明した時は、氏名公表の

上、受賞決定後でも失格とします。  

 ・ ご応募いただいた作品は返却いたしません。必要な場合は予め控えを残した上でご応募くだ

さい。 

 ・ 上記の条件について、電話かメールで確認することがあります。了承の上ご応募下さい。 

著作権 

受賞作品の著作権は原著者（作者）に帰属します。 

受賞から２年間の上演権（リーディング公演含む）、出版権は、九州地域演劇協議会が優先しても

ち、その対価は別途協議するものとします。 

九州戯曲賞の共催又は協力団体により上演されることがあります。 

締め切り ５月末日（当日消印可） 

大賞賞金 大賞 ５０万円（源泉所得税込み） 

主催 九州地域演劇協議会｜NPO法人 FPAP 

共催 公益財団法人大野城まどかぴあ｜公益財団法人福岡市文化芸術振興財団 

協力 

公益財団法人久留米文化振興会 公益財団法人佐賀市文化振興財団 長崎市 一般財団法人大村

市文化・スポーツ振興財団 アルカス SASEBO 公益財団法人熊本県立劇場 公益財団法人大分県

芸術文化スポーツ振興財団 公益財団法人宮崎県立芸術劇場 公益財団法人都城市文化振興財団 

公益財団法人鹿児島県文化振興財団 一般社団法人日本劇作家協会 

協賛 株式会社ふくや 

認定 公益社団法人企業メセナ協議会助成認定事業 

審査 

スケジュール 

一次審査：６月 

二次審査：７月 

審査結果 

応募者には複数の一次審査員（全国各地の劇作家・演出家・プロデューサーなど）による講評等

を送付します（不要の場合は応募票に明記のこと）。 

一次審査員、審査過程及び応募作品については非公表とし、審査結果は本人にのみお知らせしま

す。（最終選考作品は除く） 

問合せ先 

送付先 

九州地域演劇協議会 

815-0033 福岡市南区大橋 4-12-17-101号   

電話番号：050-5885-8151 電子メール：info@krtc.info 
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九州戯曲賞過去の実績 

 

九州戯曲賞設立以降の最終審査員と受賞作品、受賞者等の記録です。 

 

最終審査員、受賞作品、受賞者、賞金 

実施年 最終審査員 受賞作品・受賞者 賞金 

２０１３年 岩松了、中島かずき、古城十忍、 

松田正隆、岡田利規 

大賞『タンバリン』 後藤 香／福岡県 ５０万円 

２０１２年 岩松了、中島かずき、古城十忍、 

横内謙介、松田正隆 

大賞『家出』 谷岡 紗智／福岡県 

大賞『憑依』 川津 羊太郎／熊本県 

２５万円 

２５万円 

２０１１年 永井愛、中島かずき、古城十忍、 

松田正隆、土田英生 

大賞『四畳半の翅音』 島田 佳代／鹿児島県 ５０万円 

２０１０年 中島かずき、古城十忍、横内謙介、 

松田正隆、岩崎正裕 

大賞 該当作なし 

佳作『義務ナジウム』河野ミチユキ／熊本県 

 

１０万円 

２００９年 中島かずき、横内謙介、 

松田正隆、土田英生 

大賞『白波の食卓』 森 馨由／長崎県 ５０万円 

 

スケジュール 

（２０１３年実績） 

２０１３年４、５月 戯曲作品の募集 

２０１３年６月 一次審査（全国各地の劇作家・演出家・プロデューサーなど） 

２０１３年７月 二次審査、結果発表 
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補足資料 

 

演劇の支援事業として有効 

コミュニケーションの芸術と言われ、その重要性も高まってきている演劇ですが、形態も様々で、この分野

にどういった支援をすればいいのかとなると、どこから手をつけていいのかわかりにくいという部分もあり

ます。九州戯曲賞は２００８年に創設され、着実な実績があります。経費や人的なリソースを大きく割くこ

となく、地域の演劇活動を支援できます。地域の演劇活動への支援を考えた時に、九州戯曲賞は大変有効で

す。 

 

なぜ「戯曲」か 

演劇はその場にいて初めて成り立つもので、映像などではその作品の真価はわかりません。まず演劇の上演

のために書かれた文学作品である戯曲は、演劇の根幹に関わる部分で、非常に重要なものです。そういった

ものでありながら、上演に立ち会わずに評価が可能です。戯曲の評価を切り口にして、地域文化の見直し、

掘り起こしが可能になると考えています。 

 

九州戯曲賞を継続、発展させるために 

・ 九州戯曲賞の大賞による才能の掘り起こしで、地域のリーダーを輩出できます。 

・ 応募者全員に複数の審査員による講評を返すことで、九州域内全ての劇作家に批評を得る機会を提供で

きます。 

・ どの地域にも演劇の育成事業として有効であり、各地域の担当者が行うことは、地域の劇作家に応募を

してもらうということになります。 

・ 九州戯曲賞の継続が、これまでの受賞者を鼓舞し、これからの劇作家を生み出します。それぞれの県と

いうフレームで見た時にも、その有効性は変わりません。 
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九州戯曲賞　募集要綱

名称 九州戯曲賞

対象
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県に在住、またはこの７県を主たる
活動の場とする劇作家。

2013年の１月から12月までに書き下ろした作品で著作権（上演権、出版権等）が作者本人にあ
るもの。※上演済み、書籍あるいは雑誌に発表がある場合は、特にご注意ください。

１人１作品

原稿用紙は４００字詰め。
ワープロの場合は片面印刷でＡ４に８００～１６００字詰め。
枚数は４００字詰め原稿用紙換算で４０枚～２００枚程度とする。
（いずれも縦書き）

応募戯曲及び別紙応募票を４部提出する。
 ・ 作品は、書留郵便、配達証明郵便、または宅配便など配達の記録が残る方法で送付ください
（到着のお問い合わせには応じかねます。直接持参及びＥメールでの応募はできません。）。
 ・ 原則として提出された作品は、応募の撤回、変更あるいは訂正加筆することはできません。

 ・ 他の作品より引用した場合は、その作品名および引用箇所を明記して下さい。
 ・ 原作ものの脚色については原作者に著作権がある場合は、脚色の許可を取り、作品名と原
作者名を戯曲の末尾に記載して下さい。
 ・ 過去の自作品の改作は原則として応募できません。
 ・ 応募要項及び応募方法に反する事実、著作権の未処理、剽窃等が判明した時は、氏名公表
の上、受賞決定後でも失格とします。
 ・ ご応募いただいた作品は返却いたしません。必要な場合は予め控えを残した上でご応募くだ
さい。
 ・ 上記の条件について、電話かメールで確認することがあります。了承の上ご応募下さい。

著作権

受賞作品の著作権は原著者（作者）に帰属します。
受賞から２年間の上演権（リーディング公演含む）、出版権は、九州地域演劇協議会が優先して
もち、その対価は別途協議するものとします。
九州戯曲賞の共催又は協力団体により上演されることがあります。

締め切り ５月末日（土）（当日消印有効）

大賞賞金 大賞　５０万円（源泉所得税込み）

主催 九州地域演劇協議会｜NPO法人FPAP

共催 公益財団法人大野城まどかぴあ｜公益財団法人福岡市文化芸術振興財団

協力

公益財団法人久留米文化振興会｜公益財団法人佐賀市文化振興財団｜長崎市｜一般財団
法人大村市文化・スポーツ振興財団｜アルカスSASEBO｜公益財団法人熊本県立劇場｜公益
財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団｜公益財団法人宮崎県立芸術劇場｜公益財団法
人都城市文化振興財団｜公益財団法人鹿児島県文化振興財団｜一般社団法人日本劇作家
協会

協賛 株式会社ふくや

認定 公益社団法人企業メセナ協議会助成認定事業

審査
スケジュール

一次審査：６月
最終審査：７月

審査結果

応募者には複数の一次審査員（全国各地の劇作家・演出家・プロデューサーなど）による講評
等を送付します（不要の場合は応募票に明記のこと）。
一次審査員、審査過程及び応募作品については非公表とし、審査結果は本人にのみお知らせ
します。（最終選考作品は除く）

問合せ先
送付先

九州地域演劇協議会事務局｜ＮＰＯ法人ＦＰＡＰ（エフパップ）
815-0033 福岡市南区大橋4-12-17-101号
電話番号：050-5885-8151　電子メール：info@krtc.info
http://www.krtc.info/

応募作品の条
件

応募方法



応募票の文字の大きさは９ポイント以上として下さい。全１ページ以内におさめるようおねがいします。 

平成２６年  月  日 

九州地域演劇協議会 宛 

九州戯曲賞応募票 

募集要綱の条件を承諾の上、下記作品を九州戯曲賞に応募します。 

作者名* 作品名 

（ふりがな            ） 

 
 

生年月日・年齢** 電話番号 メールアドレス 

（  才）   

住所 

〒 

作者・作品について 

（活動のプロフィール） 

 

（作品の主な登場人物） 

 

（作品のあらすじまたはねらい） 

*ペンネームがある場合は、ペンネーム、本名ともに記入 **応募票記入日当日の年齢 

本応募票、戯曲はコピーの上、全４部を送付下さい。 
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