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黒澤 世莉 Seri Kurosawa 
演出家演出家 Director 
 
趣味趣味：旅、サッカー 
Travel, Football 
 
特技特技：英語、自転車、カレー

English language, Bycicle, 
Curry 
 
好きな劇作家好きな劇作家 
チェーホフ、アーサー・ミラー 
Chekhov, Arthur Miller 
 

●受賞歴 / Awards 
2014 TGR札幌劇場祭札幌劇場祭2014 作品賞作品賞 時間堂「衝突と分裂、あるいは融合」（台本・演出） 
2007 佐藤佐吉賞優秀佐藤佐吉賞優秀 作品賞作品賞 時間堂「月並みなはなし」（台本・演出） 
2006 佐藤佐吉賞優秀佐藤佐吉賞優秀 演出賞演出賞 リュカ.「vocalise」（演出） 
 
演出家。2016年までの時間堂主宰、以後フリー。スタニスラフスキーとサンフォードマイズナーを

学び、演出家、脚本家、ファシリテーターとして日本全国で活動。公共劇場や国際プロジェクトとの

共同制作など外部演出・台本提供も多数あり。「俳優の魅力を活かすシンプルかつ奥深い演劇」を標

榜し、俳優と観客の間に生まれ、瞬間瞬間移ろうものを濃密に描き出す。俳優指導者としても新国立

劇場演劇研修所、円演劇研究所、ENBUゼミ、芸能事務所などで指導を歴任。高校演劇審査講師、企

業研修ファシリテーターなどアウトリーチ活動も積極的に行う。 
 
Theatre director, Acting coach, Founder, Playwright, Seri Kurosawa. 
Seri is the recipient of a Theater Go Round 2014 Sapporo for Play, Sato Sakichi Award for Director 
2006 and a Sato Sakichi Award for Play 2007 as Heads of Jikando Theatre Company. He lives in 
Tokyo, where the majority of his work is based. 
He has directed in The Koenji, at many of Tokyo's most prestigious venues over 50 productions 
include work by Chekov, Pinter, Agota Kristof, Kunio Kishida and David Auburn. 
Seri has worked at many of the Japan's leading drama schools including New National Theatre 
Drama Studio, En Drama Laboratory. 
He has worked with Hoyu theatre company and a lot of productions. 
Seri always focus on actors when he build a dramatic play. He is great for outstanding simple acting 
and vivid relationship.  
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●情報 / information 
・黒澤世莉ブログ「ハンサム部」→ http://handsomebu.blog.jp/ 
・Twitter→ http://twitter.com/serikurosawa 
・Facebook→ http://www.facebook.com/seri.kurosawa 

●主な活動履歴 / Works 
*左肩の数字は演出回数のカウントです。同一演目でも新演出の場合はカウントしてあります 

●実行委員 日本演出者協会『唐十郎・別役実を読む！』 
2018年9月 

65●プロデュース・共同演出・共同翻訳 日本フィンランド演劇プロジェ

クト『行こう！野ウサギ』 
2017年12月 at 飯能市市民会館, 早稲田小劇場どらま館 

64●共同演出 世莉さんといっしょ『あまりの絆のなさに』 
2017年6月 at インディペンデントシアター1st 

63●演出 コメディの会『裸足で散歩』 
2017年5月 at 新生館シアター 

62●脚本 / 演出 時間堂 最終公演『ローザ』 
http://jikando.com/nextstage/612-rosa2016.html 
2016年12月 at 十色庵 

60-61●演出 時間堂レパートリーシアター『驟雨』『言祝ぎ』 
http://jikando.com/2015-10-26-05-27-33.html 
2016年9-10月 at 十色庵 

59●演出 時間堂『ゾーヤ・ペーリツのアパート』 
第九回賞小田島雄志・翻訳戯曲賞受賞第九回賞小田島雄志・翻訳戯曲賞受賞 
http://jikando.com/past-works/534-zoykasapartment2016.html 
2016年7月 at 東京芸術劇場シアターウエスト 

演出、俳優指導、台本執筆などのご依頼はこちらから演出、俳優指導、台本執筆などのご依頼はこちらから → seri@seriseri.com                      2 

mailto:seri@seriseri.com


 
 
                                               Seri Kurosawa official profile 2018/12/01  

54~58●演出 時間堂レパートリーシアター『言祝ぎ』『人の気も知らな

いで』『巨大なウェディング・ケーキ』『いちごの沈黙』『玄朴と長

英』 
http://jikando.com/2015-10-26-05-27-33.html 
2016年1~6月 at 十色庵 

53●構成/演出 穂の国とよはし芸術劇場PLAT：高校生と創る演劇『赤

鬼』 
http://www.toyohashi-at.jp/event/performance.php?id=189 
2015年11月 

52●台本/演出 東京ハートブレイカーズ「スーパーエンタープライズ」 
http://www.tokyoheartbreakers.com/stage/superenterprise/ 
2015年4~5月 

51●台本/演出 時間堂「衝突と分裂、あるいは融合」 
TGR札幌劇場祭札幌劇場祭2014 作品賞作品賞 
http://jikando.com/past-works/408-tsunagaru2014.html 
東京・大阪・札幌・仙台・福岡5都市ツアー 
2014年10~12月  

50●翻訳 / 演出 時間堂「森の別の場所」 
2013年11月~12月 

49●演出 黒澤世莉チーム「桜の園」 
利賀演劇人コンクール参加作品 
2013年7月 

48●演出 劇作家女子会「劇作家女子会!」 
2013年6月 

47●台本/演出 ENBUゼミ2012秋夜間コース「花のゆりかご、星の雨」 
2013年5月  

46●演出 時間堂「テヘランでロリータを読む」 
2013年1月~2月  
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45●演出 円演劇研究所36期専攻科「STILL LIFE」 
2012年10月  

44●台本/演出 時間堂「ローザ」 
2012年5月~11月 

43●演出 時間堂「星の結び目」 
2011年12月~2012年1月  

42●演出 qui-co.「LIVE FOREVER」 
2011年10月 

41●演出 ami produce 朗読劇「巨大なウェディング・ケーキ」 
2011年6月新宿眼科画廊 

40●演出 趣向「解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の

話」  
2011年5月21日(土)~23日(月)横浜KAAT大スタジオ  

39●演出 時間堂「廃墟」  
2011年3月30日(水)~4月10日(日) 池袋シアターKASSAI 

38●演出 北京蝶々「あなたの部品 リライト」 
2010年12月ギャラリールデコ 

37●脚本/演出 円演劇研究所34期専攻科発表会「月並みなはなし」 
2010年10月円スタジオ1 

36●脚本/演出 時間堂+スミカ「のるもの案内」 
2010年8月モデルティー 

35●演出 シアターKASSAIプロデュース「ON THE WAY HOME」 
2010年7月シアターKASSAI 

34●演出 キコ「カナリアの心臓」 
2010年6月神楽坂ディプラッツ 
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33●脚本 / 演出 時間堂「池袋から日暮里まで」 
Ms.fictions「15 minutes made vol.8」参加作品 
2010年5月シアターグリーンBox in Box 

32●演出 スカラベ「私のこの目で」 
2010年4月シアターブラッツ 

31●脚本 / 演出 時間堂「月並みなはなし」 
2010年3月座・高円寺2 

30●演出 時間堂「smallworld'send」 
2009年10月19日(水)から11月3日(火祝) 
脚本 アゴタ・クリストフ、チェーホフ、マリヴォー、岸田國士、ハロルド・ピンター 

29●演出 世界名作小劇場「-初恋」 
2009年7月 
脚本 土田英生  

28●脚本/演出 時間堂「花のゆりかご、星の雨」 
2009年6月  

27●演出、脚本 4x1h「ソヴァージュばあさん / 月並みなはなし」 
http://blog.livedoor.jp/project4x1h/ 
2009年1月23日(金)～1月30日(金) @ 新宿シアターミラクル 
＊演出は「ソヴァージュばあさん」のみ 

26●演出 コロブチカ「proof」 
http://korobuchika.blogspot.com/ 
2008年12月2008年12月25(木) から29(月) @ 王子小劇場 
脚本 デイビッド・オーバーン / 翻訳 谷賢一  

25●脚本/演出 加藤プロデュース「奥村拓を遊ぶ会」 
http://www.okumurataku.com/ 
2008年12月27日（土）～29日（月）＠ 高田馬場プロトシアター 
＊「数学者のための独奏曲」のみ 

●ワークショップファシリテーター 
俳優指導者アソシエーション 
ワークショップ「俳優のすべて」 
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http://www.unit-duo.net/clmn/archives/2008/11/post_307.html 
2008年12月15日～21日 @ 森下スタジオ 

●出演 黒澤世莉 ZOKKY「ZOKKYののぞき部屋コレクションPart３」 
2008年11月19日(水)から24日(月) @ 王子小劇場 
http://zokky.jp/index.html 

●スピーカー 黒澤世莉 劇場をめぐるラウンドテーブル　Vol.３ 
｢劇場と劇団と観客と～民間の小劇場のこれから｣ 
http://www.geidankyo.or.jp/12kaden/04pro/manage/gekijyo_rt083.html 
１１月2６日(水) @ 芸能花伝舎 

24●演出 黒澤世莉プンプンスプーン「抱いてやる！」 
2008年10月30日(木)から11月2日(日) @ 下北沢　楽園 
http://www.geocities.jp/punpunspoon/ 

●演出 黒澤世莉 4x1h「4x1h Play #1」「いそうろう」 
2008年10月25日(土)から26日(日) @ 横浜フリンジフェスティバル特設テント 
公式ブログ　http://blog.livedoor.jp/project4x1h/ 
脚本 篠田 千明 (快快) 

23●演出 黒澤世莉 4x1h「4x1h Play #0」 
2008年9月20日(土)から28日(日) @ Gallery LE DECO 4 
ご予約は　http://ticket.corich.jp/apply/7606/003/ 
公式ブログ　http://blog.livedoor.jp/project4x1h/ 
 
「いそうろう」　脚本 篠田 千明 (快快) 
「ひとさまにみせるもんじゃない」　脚本 中屋敷 法仁 (柿喰う客) 

22●脚本/演出 黒澤世莉 劇団朋友「月並みなはなし」 
2008年6月 @ 西荻窪朋友芸術センター 

21●演出 黒澤世莉 4x1h「4x1h Reading #0」 
2008年5月 @ Gallery LE DECO 3 
公式ブログ　http://blog.livedoor.jp/project4x1h/ 
 
「いそうろう」　脚本 篠田 千明 (快快) 
「ひとさまにみせるもんじゃない」　脚本 中屋敷 法仁 (柿喰う客) 
他 
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20●演出 黒澤世莉 時間堂「三人姉妹」 
脚本 チェーホフ 
2008年3月 @ 王子小劇場 
公式ブログ　http://blog.livedoor.jp/jtc2007/ 

19●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「月並みなはなし」 
佐藤佐吉賞優秀佐藤佐吉賞優秀 作品賞作品賞 
2007年10月 @ 王子小劇場 
公式ブログ　http://blog.livedoor.jp/jtc2007/ 

18●演出 黒澤世莉 おやつの時間堂「proof」 
脚本 デイビッド・オーバーン 
2007年8月 @ 王子小劇場 
公式ブログ　http://blog.livedoor.jp/jtc2007/ 

17●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「ピンポン、のような」 
2007年4月 @ 王子小劇場 
公式ブログ　http://blog.livedoor.jp/jtc2007/ 

16●演出 黒澤世莉 王子小劇場プロデュース「俺の屍を越えていけ」 
脚本 畑澤聖悟 
2006年12月 @ 王子小劇場 

15●演出 黒澤世莉 リュカ.「vocalise」 
佐藤佐吉賞優秀佐藤佐吉賞優秀 演出賞演出賞 
脚本 渡邊一功 
2006年11月 @ 王子小劇場 

14●演出 黒澤世莉 時間堂「月輝きながら太陽の照る」 
脚本 髙山さなえ 
2005年7月 @ Gallery LE DECO1 

13●演出 黒澤世莉 おやつの時間堂「おやつの時間堂」 
2004年12月 @a-bridge 

12●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「月並みなはなし」 
2004年9月 @王子小劇場 
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11●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「甘いものを食べる。それが一番よい」 
2004年7月 @ Gallery LE DECO1 

10●演出 黒澤世莉 時間堂「紙風船」 
2004年5月 @王子小劇場 

9●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「気がついたときにはいつも」 
2004年3月 @ 王子小劇場 

8●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「画廊に人が来ないいくつかの事情」 
2004年1月 @ Gallery LE DECO5 

7●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「ピンポン、のような」 
2003年9月 @ 王子小劇場 

●脚本 黒澤世莉「caprissio ristorante」 
2001年12月@チャイハネ 

6●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「びょういんのパズル」 
2001年8月 @ 王子小劇場 

5●脚本/演出 黒澤世莉 大田区主催自己表現ワークショップ発表会「十年

ホテル」 
2000年3月 @ アプリコ小ホール 

4●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「友達の賞味期限」 
1999年4月 @ 王子小劇場 

3●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「新型家族」@Gallery Le Deco 
1998年8月 3回目公演 

2●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「彼女とハサミ」 
1998年4月@Gallery Le Deco 

1●脚本/演出 黒澤世莉 時間堂「三人三色」 
1998年3月@Gallery Le Deco 
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