
カンフェティスタッフ選・戯曲最大“100”冊プレゼント　ラインナップ一覧

No. タイトル 著
1 戯曲 ミュージカル『刀剣乱舞』 三百年の子守唄 御笠ノ忠次
2 戯曲 ミュージカル『刀剣乱舞』 幕末天狼傳 御笠ノ忠次
3 戯曲　ミュージカル『刀剣乱舞』阿津賀志山異聞 御笠ノ忠次
4 髑髏城の七人　花 中島かずき
5 髑髏城の七人　鳥 中島かずき
6 髑髏城の七人　風 中島かずき
7 髑髏城の七人　月 中島かずき
8 マクベス (新潮文庫) ウィリアム・シェイクスピア
9 リア王 (光文社古典新訳文庫) ウィリアム・シェイクスピア

10 オセロウ (岩波文庫) ウィリアム・シェイクスピア
11 ヘンリー5世 ウィリアム・シェイクスピア
12 シェイクスピア全集 (1) ハムレット　(ちくま文庫) ウィリアム・シェイクスピア
13 ヴェニスの商人 (新潮文庫) ウィリアム・シェイクスピア
14 ジュリアス・シーザー (光文社古典新訳文庫) ウィリアム・シェイクスピア
15 お気に召すまま (新潮文庫) ウィリアム・シェイクスピア
16 ロミオとジュリエット (新潮文庫) ウィリアム・シェイクスピア
17 新訳 夏の夜の夢 (角川文庫) ウィリアム・シェイクスピア
18 メディア(エウリピデスより) (笹部博司の演劇コレクション ギリシャ悲劇編) エウリピデス
19 アンティゴネー (岩波文庫) ソポクレス
20 ワーニャ伯父さん/三人姉妹 アントン・チェーホフ
21 オイディプス王 (岩波文庫) ソポクレス
22 ニール・サイモン 〈１〉 おかしな二人 酒井洋子 ハヤカワ演劇文庫 ニール・サイモン
23 ガラスの動物園 (新潮文庫) テネシー・ウィリアムズ
24 欲望という名の電車 (新潮文庫)  テネシー・ウィリアムズ
25 ゴドーを待ちながら (ベスト・オブ・ベケット) サミュエル・ベケット
26 サロメ (岩波文庫) オスカー・ワイルド
27 人形の家(新潮文庫) ヘンリック・イプセン
28 どん底 (岩波文庫) マクシム・ゴーリキー
29 桜の園／プロポーズ／熊 (光文社古典新訳文庫) アントン・チェーホフ
30 三文オペラ (岩波文庫) ベルトルト・ブレヒト
31 ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ トム・ストッパード
32 ハリー・ポッターと呪いの子　第一部・第二部: 舞台脚本 愛蔵版 J．K．ローリング
33 ロボット (岩波文庫) カレル・チャペック
34 アルベール・カミュ １ カリギュラ （ハヤカワ演劇文庫） アルベール・カミュ
35 エッグ/MIWA: 21世紀から20世紀を覗く戯曲集 野田秀樹
36 贋作 桜の森の満開の下/足跡姫: 時代錯誤冬幽霊 野田秀樹
37 戯曲 福島三部作 谷賢一
38 鄭義信戯曲集 たとえば野に咲く花のように/焼肉ドラゴン/パーマ屋スミレ 鄭義信
39 戯曲　毛皮のマリー　血は立ったまま眠っている (角川文庫) 寺山修司
40 近代能楽集 (新潮文庫) 三島由紀夫
41 健児と唯子　戯曲で綴る太平洋戦争前夜 白峰義風
42 ら抜きの殺意 永井愛
43 役の行者 (岩波文庫) 坪内逍遥
44 空ばかり見ていた 岩松了
45 父帰る・藤十郎の恋――菊池寛戯曲集 (岩波文庫) 菊池寛
46 イーハトーボの劇列車 (新潮文庫) 井上ひさし
47 組曲虐殺 (集英社文芸単行本) 2 井上ひさし
48 ドクター・ホフマンのサナトリウム　カフカ第４の長編 ケラリーノ・サンドロヴィッチ
49 クロノス 成井豊
50 秋浜悟史『喜劇 ほらんばか』 秋浜悟史
51 矢代静一『宮城野』 矢代静一
52 畑澤聖悟『修学旅行』 畑澤聖悟
53 鐘下辰男『絶対零度』 鐘下辰男
54 鈴江俊郎『宇宙の旅、セミが鳴いて』 鈴江俊郎
55 鈴木聡『裸でスキップ』 鈴木聡
56 田中千禾夫『マリアの首　ー幻に長崎を想う曲ー』 田中千禾夫
57 永井愛『カズオ』 永井愛
58 渡辺えり子『オールドリフレイン』 渡辺えり子
59 福田善之『オッペケペ』 福田善之
60 宮本研『美しきものの伝説』 宮本研
61 真船豊『鼬』 真船豊
62 村山知義『暴力団記』 村山知義
63 飯沢匡『夜の笑い』 飯沢匡
64 松田正隆『アウトダフェ／クリプトグラフ』 松田正隆
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65 別役実『マッチ売りの少女／赤い鳥の居る風景』 別役実
66 マキノノゾミ『赤シャツ』 マキノノゾミ
67 土田英生『約三十の嘘』 土田英生
68 アマヤドリ『ぬれぎぬ』台本 広田淳一
69 リジッター企画『あるオト、あるヒカリ〜』台本 中島庸介
70 うわの空・藤志郎一座『Will』台本 土田真巳
71 クロムモリブデン「翼とクチバシもください」台本 青木秀樹
72 うさぎストライプ『空想科学II』台本 大池容子
73 カムカムミニキーナ『>(2017年版)』台本 松村武
74 iaku『iaku演劇作品集 戯曲集』台本 横山拓也
75 カモミール社「だるまさんがころんだ」 坂手洋二
76 来てけつかるべき新世界 上田誠
77 トロワグロ 山内ケンジ
78 幕末純情伝 - 戯曲＆小説 つかこうへい
79 蒲田行進曲 - 小説＆戯曲 つかこうへい
80 友達／棒になった男 新潮文庫 安部公房
81 町の形見 柳美里
82 岸田國士 〈１〉 紙風船 ハヤカワ演劇文庫 岸田國士
83 平田オリザ 〈１〉 東京ノート ハヤカワ演劇文庫 平田オリザ
84 朝日のような夕日をつれて （２１世紀版） 鴻上尚史
85 木下順二戯曲選 〈４〉 子午線の祀り 岩波文庫 木下順二
86 まほろば 蓬莱竜太
87 あたらしいエクスプロージョン 福原充則
88 唐十郎Ⅰ　少女仮面／唐版 風の又三郎／少女都市からの呼び声 (ハヤカワ演劇文庫) 唐十郎
89 鈍獣 宮藤官九郎
90 ○○トアル風景 ノゾエ征爾
91 蜷川幸雄と「蜷の綿」 蜷川幸雄・藤田貴大
92 前田司郎 1: 偉大なる生活の冒険ほか (ハヤカワ演劇文庫) 前田司郎
93 マキノノゾミ (1) 東京原子核クラブ (ハヤカワ演劇文庫) マキノノゾミ
94 キレイ 神様と待ち合わせした女[2019/2020] 松尾スズキ
95 現在地 岡田利規
96 小林賢太郎戯曲集 STUDY ALICE TEXT (幻冬舎文庫) 小林賢太郎
97 散歩する侵略者（2011年上演台本） 前川知大
98 古川健Ⅰ──『治天ノ君』『追憶のアリラン』（ハヤカワ演劇文庫） 古川健
99 優秀新人戯曲集2020 ―

100 優秀新人戯曲集2019 ―

2/2


