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THEATRE for ALL　2022年2月　配信作品一覧 ※ ＝ バリアフリー対応、★ ＝ UDキャスト対応   

定額見放題 作品名 アーティスト名 ジャンル 配信料 分数
アクセシビリティ

音声ガイド 字幕 手話 作家オリジナル

新作 ◯ 娘 ダリア・カシュチェーヴァ アニメーション 500円 15分 日本語 日本語※

新作 ◯ 『三月の5日間』リクリエーション チェルフィッチュ 演劇
月額・支援会
員のみ視聴可

能
90分 英語

新作 ◯ 『部屋に流れる時間の旅』 チェルフィッチュ 演劇
月額・支援会
員のみ視聴可

能
75分 英語

新作
【２つのQ】ももちの世界#6「サバ

クウミ」
ピンク地底人３号、那須映里

演劇
ラーニング・解説

− 日本語 ◯

新作
【２つのQ】中川駿「カランコエの

花」
中川駿、手島実優

映画
ラーニング・解説

− 日本語 ◯

◯

森美術館 「アナザーエナジー展：

挑戦しつづける力―世界の女性

アーティスト16人」関連プログラム 
「Meet the Artists」山本高之「イ
クトゥス」ドキュメンタリー映像

山本高之 ドキュメンタリー − 33分 日本語
英語

1
【2つのQ】「ボクの穴、彼の穴。

The Enemy」
ノゾエ征爾、田中馨 演劇 − 日本語 ◯

2 ◯ もるめたも Reframe Lab アート
アニメーション

無料 8分 日本語 日本語※

3 ◯ 絵の中のぼくの村 東陽一 映画 1000円 112分 日本語 日本語※

4 ◯
【2つのQ】東陽一「絵の中のぼく

の村」
東陽一、山上徹二郎 映画 − 日本語 ◯

5 ◯ あなたでなければ、誰が？

ダニエル・ヴェッツェル（リミニ
・プロトコル）　田中みゆき　
小林恵吾（NoRA）×植村 遥　

萩原俊矢×N sketch Inc.

アート
演劇

− 15分 日本語
英語

○

6 ◯ 太陽の塔 関根光才
アート

ドキュメンタリー
映画

1000円 112分 日本語 日本語※

7 ◯
ヒューマン・ビギン：アシタナニス
ル?　ドキュメンタリー映像      辻本知彦、菅原小春 ドキュメンタリー − 35分

日本語※

英語

（12月中旬公開予定）

8 ◯
ヒューマン・ビギン：アシタナニス

ル?      辻本知彦、菅原小春 ダンス − 12分 日本語※
英語※

9 ◯

森美術館 「アナザーエナジー展：

挑戦しつづける力―世界の女性

アーティスト16人」関連プログラム 
「Meet the Artists」山本高之「イ

クトゥス」

山本高之 アート − 27分 日本語※
英語

◯

10 ◯ I／O 毛利悠子 アート − 11分 日本語
英語

11 ◯ 【２つのQ】毛利悠子「I/O」 毛利悠子、 大崎清夏
アート

ラーニング・解説
− 17分 日本語 ◯

12 ヴァンサンへの手紙 聾の鳥プロダクション 映画 1000円 112分 日本語※

13 ◯
AR三兄弟の素晴らしきこの世界

（バリアフリー編）
AR三兄弟 アート − 23分 日本語※

14 ◯

【2つのQ】

「AR三兄弟の素晴らしきこの世界

（バリアフリー編)」
川田十夢、金森香

アート
ラーニング・解説

− 14分 日本語 ◯

15 ◯
「エレクトロニコス・ファンタスティコ
ス！」〜本祭I：家電雷鳴篇〜 和田永 アート − 15分 日本語

日本語

日本語（かんたん版）

英語

中国語

スペイン語
ポルトガル語

16 ◯

【2つのQ】和田 永「エレクトロニコ

ス・ファンタスティコス！」〜本祭I：
家電雷鳴篇〜

和田永、市原えつこ
アート

ラーニング・解説
− 15分 日本語 ◯

17 ◯ 描きたい、が止まらない 近藤剛
ドキュメンタリー

映画
1000円 90分 日本語 日本語※

18 ◯
『消しゴム山』配信版・『消しゴム

山は見ている』
チェルフィッチュ×金氏徹平 演劇 1800円 155分 日本語

英語

19 ◯ 消しゴム森 チェルフィッチュ×金氏徹平
アート
演劇

− 166分 日本語
英語

20 ◯
【２つのQ】チェルフィッチュ×金氏
徹平「消しゴム山」「消しゴム森」

岡田利規、金氏徹平
演劇

ラーニング・解説
− 12分 日本語 ◯

21 ◯
【記録映像】「チェルフィッチュと
いっしょに半透明になってみよう」

ワークショップ！

チェルフィッチュ×コネリング・
スタディ

ラーニング・解説 − 12分 ◯

22 ◯

【記録映像】「チェルフィッチュと
いっしょに半透明になってみよ

う！」ワークショップ【7/25(日)@オ
ンライン】

チェルフィッチュ×コネリング・
スタディ

ラーニング・解説 − 11分 ◯

23 ◯ Ko Murobushi 小松浩子 映画 − 100分 日本語※
英語

24 ◯
【２つのQ】Ko&Edge
「Ko Murobushi」

小松浩子 、タカザワケンジ
映画

ラーニング・解説
− 13分 日本語 ◯

25 ◯ 【解説動画】Ko Murobushi 小松浩子
ダンス
映画

− 34分 日本語※

26 ◯ サカサマのパテマ 吉浦康裕 アニメーション 500円 99分 日本語 日本語※

27 ◯
【2つのQ】吉浦康裕
「サカサマのパテマ」

藤井ゆきよ
アニメーション

ラーニング・解説
− 11分 日本語 ◯

28 ◯ 三人姉妹 地点 演劇 1000円 74分 日本語 日本語※

29 ◯ 【2つのQ】地点「三人姉妹」 三浦基、沼野充義
演劇

ラーニング・解説
− 13分 日本語 ◯

30 ◯ サンライズ・ヴァイブレーション 太田信吾 映画 1000円 20分 日本語
日本語※
英語※

◯

31 ◯ 四万十　いのちの仕舞い 溝渕雅幸 ドキュメンタリー 1000円 108分 日本語 日本語

32 ◯ SHOKI －鍾馗－ 藤田善宏×益田市石見神楽
神和会

芸能 − 63分

日本語(現代語訳)※
日本語(古語訳)※
日本語(現代語訳)

英語

33 ◯
【２つのQ】益田市石見神楽神和

会 藤田善宏「SHOKI －鍾馗－」
藤田善宏、神田惟佑

芸能
ラーニング・解説

− 11分 日本語 ◯

34 ◯

十人十色の物語

〜今年になる90歳の館長と9人の
ドラァグクイーン〜

別府ブルーバード劇場 映画 1000円 87分 日本語※
英語

35 ◯
【解説動画】十人十色の物語〜今
年90歳になる館長と9人のドラァ

グクイーン〜
別府ブルーバード劇場 映画 − 23分 日本語 ◯

36 ◯

【2つのQ】別府ブルーバード劇場

「十人十色の物語〜今年90歳に

なる館長と9人のドラァグクイー
ン〜」

森田真帆、ブルボンヌ
映画

ラーニング・解説
− 18分 日本語 ◯

37 ◯
ダンスのアクセシビリティを考える
ラボ〜視覚障害者と味わうダンス

観賞篇〜
Dance Base Yokohama ダンス − 22分 日本語※

38 ◯

【2つのQ】Dance Base 
Yokohama

「ダンスのアクセシビリティを考え
るラボ〜視覚障害者と味わうダン

ス観賞篇〜」

林建太、藤本昌宏
映画

ラーニング・解説
− 12分 日本語 ◯

39 ◯
Dance New Air 2020->21

「 n o w h e r e 」
湯浅永麻 ダンス 1000円 64分 日本語※

英語※
◯

40 ◯

【2つのQ】Dance New Air 2020-
>21

「 n o w h e r e 」

湯浅永麻、永積タカシ / ハナ
レグミ

ダンス
ラーニング・解説

11分 日本語 ◯

41 ◯
True Colors DIALOGUE 

『私がこれまでに体験したセックス
のすべて』

ママリアン・ダイビング・リフ
レックス／ダレン・オドネル 演劇 − 16分 日本語

英語

42 ◯

True Colors FASHION ドキュメ

ンタリー映像

「対話する衣服」-６組の”当事者”
との葛藤 –

監督：河合宏樹 ドキュメンタリー − 84分 日本語
日本語※
英語※

43 ◯

【2つのQ】True Colors 
FASHION ドキュメンタリー映像

「対話する衣服」-６組の”当事者”
との葛藤 -」

山縣良和、伊藤亜沙 ラーニング・解説 − 11分 日本語 ◯

44 ◯
True Colors FASHION メガ会議
「多様性時代のファッションデザイ

ンとは？」アーカイブ動画

落合陽一、島影圭佑、山縣
良和、青木彬、清水淳子

アート
ラーニング・解説

− 104分 日本語
英語

45 ◯

True Colors FASHION
身体の多様性を未来に放つ

ダイバーシティ・
ファッションショー

落合 陽一 総合ディレクショ
ン

アート
ラーニング・解説

− 180分 日本語★
（ファッション実況）

日本語 ※ ★ ◯

46 ◯
【ドキュメンタリー映画】

白い鳥
三好大輔、川内有緒 ドキュメンタリー 1000円 50分 音声ガイド★

日本語 ※ ★
英語★

47 ◯
【解説動画】ドキュメンタリー映画

『白い鳥』アーティストトーク 三好大輔、川内有緒 映画 − 80分 日本語 ◯

48 ◯
【２つのQ】三好大輔／川内有緒 
ドキュメンタリー映画「白い鳥」

白鳥建二 、川内有緒
映画

ラーニング・解説
− 12分 日本語 ◯

49 ◯ 映画『ナオト、いまもひとりっきり』 監督：中村真夕 映画 1000円 94分 日本語★
英語★

日本語 ※ ★
英語 ※ ★

50 ◯
【解説動画】「ナオト、いまもひと

りっきり」 監督：中村真夕 映画 − 32分 日本語
英語

日本語
英語

51 ◯
【2つのQ】中村真夕「ナオト、いま

もひとりっきり」
中村真夕、坂本美雨

映画
ラーニング・解説

− 11分 日本語 ◯

52 ◯
ネルケンライン＠京都 ドキュメン

タリー
emuralabo／江村耕市 映画 − 40分 日本語（かんたん版）

英語

53 ◯

【2つのQ】エムララボ／江村耕市

「ネルケンライン＠京都 ドキュメン
タリー」

東野祥子、赤松玉女
ダンス

ラーニング・解説
− 12分 日本語 ◯

54 ◯ hesheit ウィスット・ポンニミット アニメーション 500円 41分 日本語※
英語

◯

55 ◯ 没入型映像 イマージュ 異言語Lab. その他 − 16分 日本語 日本語 ◯ ◯

56 ◯
【解説動画】

没入型映像　イマージュ
異言語Lab. 実験映像 − 23分 日本語 日本語

57 ◯
【2つのQ】 異言語Lab.

「没入型映像　イマージュ」
牧原依里、和田夏実

実験映像
ラーニング・解説

− 12分 日本語 ◯

58 ◯ 僕がうまれた日
たんぽぽの家アートセンター

HANA 演劇 1000円 57分 日本語※
英語

59 ◯

【2つのQ】たんぽぽの家アートセ

ンターHANA
「僕がうまれた日」

佐藤拓道 、篠田栞
映画

ラーニング・解説
− 12分 日本語 ◯

60 ◯
「MIDNIGHT WALK tour / 

TOKYO 2020」
SIDE CORE 現代アート 1000円 88分 日本語※

英語

61 ◯
【2つのQ】「MIDNIGHT WALK 

tour / TOKYO 2020」
和多利 浩一、 松下 徹 現代アート − 12分 日本語 ◯

62 ◯
ミュージカル「ジパング青春記―

慶長遣欧使節団出帆―」
劇団わらび座 演劇 1000円 104分 日本語※

英語

63 ◯
【解説動画】「ジパング青春記―

慶長遣欧使節団出帆―」
劇団わらび座 演劇 − 25分 日本語

英語

64 ◯

【2つのQ】劇団わらび座 ミュージ

カル「ジパング青春記―慶長遣欧

使節団出帆―」

横内謙介、 小山雄大
演劇

ラーニング・解説
− 13分 日本語 ◯

65 ◯ もうろうをいきる 西原孝至
映画

ドキュメンタリー
1800円 110分 日本語★

英語★

日本語 ※ ★
英語 ※ ★

韓国語 ※ ★

66 ◯
【2つのQ】西原孝至「もうろうをい

きる」
西原孝至、大河内直之

映画
ドキュメンタリー

− 13分 日本語 ◯

67 ◯ コロナ禍　もうろうはいま 西原孝至
映画

ドキュメンタリー
500円 20分 日本語★

英語★

日本語 ※ ★
英語 ※ ★

韓国語 ※ ★

68 ◯ ももたろうのつづき 範宙遊泳 演劇 − 31分 日本語※

69 ◯ ももちの世界#6『サバクウミ』 ピンク地底人３号 演劇
900円

公開記念キャ
ンペーン中

63分 日本語※

70 ◯ 落語ミュージカル「お菊の皿」 金原亭世之介＆RAGG 芸能 1000円 56分 日本語※
英語

71 ◯

【２つのQ】金原亭世之介

＆RAGG 落語ミュージカル
「お菊の皿」

金原亭世之介、榎本了壱
芸能

ラーニング・解説
− 12分 日本語 ◯

72 ◯

renew
KYOTO EXPERIMENT 2021 

SPRING

KYOTO EXPERIMENT 京
都国際舞台芸術祭

映画 − 52分 日本語※
英語

73 ◯

【解説動画】EXPERIENCE of 
EXPERIMENT 10年の実験と経

験

KYOTO EXPERIMENT 京
都国際舞台芸術祭

映画 − 39 分 日本語
英語

74 ◯

【２つのQ】 KYOTO 
EXPERIMENT 京都国際舞台芸

術祭「renew　KYOTO 
EXPERIMENT 2021 SPRING」

塚原悠也、家成俊勝
映画

ラーニング・解説
− 14分 日本語 ◯

75 ◯ ルール？ 田中みゆき、野村律子、菅
俊一 その他 − 14分 ◯

76 ◯
「朗読劇 #ある朝殺人犯になって

いた」音声回
藤井清美 演劇 1500円 115分 日本語音声

77 ◯
「朗読劇 #ある朝殺人犯になって

いた」手話＋日本語字幕回
藤井清美 演劇 1500円 115分 日本語※ パフォーマンス

78 ◯
【2つのQ】藤井清美「朗読劇 #あ

る朝殺人犯になっていた」
藤井清美、須賀健太

演劇
ラーニング・解説

− 14分 日本語 ◯

79 ◯ ◯+□+△=動き・巡り↗映画 Aokid×コネリング・スタディ ダンス − 37分 日本語※

80 ◯ …の手触り〜こころの手触り〜
ながめくらしつ×Scale 

Laboratory
演劇 1000円 46分 日本語

81 ◯

【2つのQ】ながめくらしつ×Scale 
Laboratory「…の手触り〜こころ

の手触り〜」

目黒陽介 、長井望美
演劇

ラーニング・解説
− 12分 日本語 ◯
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