
小松幹生  戯曲作品一覧
タイトル 出版年 掲載 出版社 上演

1 雨のワンマンカー 1976 〈テアトロ〉№396 1976年2月号 テアトロ 劇団レクラム舎('76)、劇団青年座('76)、劇団若草('81)、劇団あすなろ('89)、

1979 「雨のワンマンカー:小松幹生一幕劇集」 レクラム舎 劇団俳小('96)、新宿サニーサイドシアター企画('11)

1997 「現代日本戯曲大系第10巻(1975-1977」 三一書房

2 八人の腕時計 1977 〈テアトロ〉№416 1977年10月号 テアトロ グループ・テルケル（'78）、劇団レクラム舎('88)

1979 「雨のワンマンカー:小松幹生一幕劇集」 レクラム舎

3 刺殺遊戯 1978 〈テアトロ〉№428 1978年10月号 テアトロ 劇団演奏舞台（'78）、演劇集団ACT('80)、S.A.T.O製作所('82)

1980 「心猿のごとく騒ぎ:小松幹生一幕劇集」 レクラム舎 関西芸術座('89)、劇団レクラム舎('04)

4 四人患者 1978 「喜劇作品集1」 青雲書房 劇団ＡＣＴ（'84）、劇団テアトル広島('84)

5 ぬれた翼の銀の色 1979 「雨のワンマンカー:小松幹生一幕劇集」 レクラム舎 劇舎燐（'82）、星の四谷三丁目シアター('91)

6 バットゲーム 1979 「喜劇作品集2」 青雲書房

7 ブンナよ、木からおりてこい（原作・水上勉） 1979 〈テアトロ〉№438 1979年8月号 テアトロ

1980 「ブンナよ、木からおりてこい」 新水社

8 大どろぼうホッチェンプロッツ マサキ企画（'79）

9 どこへゆこうか南風 1980 〈テアトロ〉№448 1980年6月号 テアトロ 演劇集団日本('79)、劇団東京小劇場('87)

1980 「心猿のごとく騒ぎ:小松幹生一幕劇集」 レクラム舎

10 心猿のごとく騒ぎ 1980 「心猿のごとく騒ぎ:小松幹生一幕劇集」 レクラム舎 Ｕ・快連邦('80)、劇団ACT('83)

11 城 劇団潮流（'80）

12 新宿発十七時十分 ＡＣＴ('81)、劇団あすなろ('92)

13 スラブ・ディフェンス 1981 〈テアトロ〉№461 1981年7月号 テアトロ 劇団演奏舞台('81)、劇団レクラム舎('83)

1983 「タランチュラ:小松幹生戯曲集」 深夜叢書社

14 朝きみは汽車にのる 1982 〈テアトロ〉№474 1982年8月号 テアトロ 演劇集団ACT('82)、劇舎燐('84)、劇団鞠小路('89)

1983 「タランチュラ:小松幹生戯曲集」 深夜叢書社

15 どんぐりと山猫（原作・宮沢賢治） 劇団前進座（'82）、二戸演劇協会('95)

16 デスマッチ連歌 1983 「タランチュラ:小松幹生戯曲集」 深夜叢書社 劇団青年座('75)

17 仙人がくれた不思議なずきん 1983 「タランチュラ:小松幹生戯曲集」 深夜叢書社 劇団レクラム舎('04)

18 風のうた　みみをすませば 劇団青年座('84)

19 タランチュラ 1983 「タランチュラ:小松幹生戯曲集」 深夜叢書社 劇団レクラム舎('84)

20 赤い靴（'83）

21 ビィ・サイレンツ 1984 〈テアトロ〉№499 1984年9月号 テアトロ 劇団レクラム舎('84)

22 外は陽炎つむじ風 劇舎燐('84)

23 モモと時間どろぼう（原作・ミヒャエル・エンデ） 劇団仲間('85)

24 遠雷（原作・立松和平） 1985 〈テアトロ〉№510 1985年8月号 テアトロ 劇団俳優座('85)

25 雨とたばこと珈琲と 1986 〈テアトロ〉№517 1986年2月号 テアトロ 劇団演奏舞台('85)

26 錦繍（'86）

27 翔べ、イカロスの翼（原作・草鹿宏） 劇団東演（'86）

28 時間よ朝に還れ 1987 〈テアトロ〉№529 1987年3月号 テアトロ 劇団文化座（'87）、劇団激春('90)、劇団仲間('90)

1987 「ブラック・ドッグ:小松幹生戯曲集」 深夜叢書社

29 ブラック・ドッグ 1987 〈テアトロ〉№537 1987年月11号 テアトロ 燐('87)

1987 「ブラック・ドッグ:小松幹生戯曲集」 深夜叢書社

劇団青年座('78)、劇団テアトルアカデミー('88)、演劇集団座・東京みかん('15)、
第37回かわさき演劇祭り('16)ほか高校演劇など多数



タイトル 出版年 掲載 出版社 上演

30 やんぼうにんぼうとんぼう（原作・飯沢匡） 劇団前進座('87)

31 トム＝ソーヤの冒険（原作・マーク・トウエイン） 児演協合同（'88）、東京演劇アンサンブル('88)

32 終わりに見た街（原作・山田太一） 劇団前進座('88)

33  火の鳥（'88）

34 神前会議 1988 〈テアトロ〉№550 1988年12月号 テアトロ 劇団レクラム舎('90)

35 明日　1945年8月8日・長崎（原作・井上光晴） 劇団青年座('89)、劇団蒼生樹('04)

36 ケベニックの大尉さん（'89）

37 風になれたら 1989 〈テアトロ〉№561 1989年11月号 テアトロ 劇団レクラム舎('89)

38 北国の風物語（原作・藤沢周平） 明治座('89)

39 男と女の肖像 1991 〈テアトロ〉№575 1991年1月号 テアトロ グループる・ぱる('90)、あみゅーず・とらいあんぐる('01)、劇団仲間('10)

40 橋ものがたり（原作・藤沢周平） 劇団協議会（'91）、劇団文化座('91)

41 別れを告げにきた男 劇団俳優座('91)

42 銀河鉄道の夜（原作・宮沢賢治） 1991 〈演劇と教育〉№421 1991年6月号 晩成書房

43 四十七歳の秋　チェーホフ「ワーニャ伯父さん」より 1991 〈テアトロ〉№584 1991年10月号 テアトロ 劇団レクラム舎('91)

44 ぼくの好きな末の娘　チェーホフ「三人姉妹」より 1992 〈テアトロ〉№590 1992年4月号 テアトロ 劇団レクラム舎('92)

45 竹取物語 劇団影ぼうし('92)

46 空飛ぶ家族 1992 〈テアトロ〉№596 1992年10月号 テアトロ 劇団仲間('92)

47 ミュージカル「赤毛のアン」（原作・LMモンゴメリー） 劇団ポプラ('92)

48 君は病気だ気をつけろ（'92）

49 雨降りしきる　チェーホフ「桜の園」より 1993 〈テアトロ〉№606 1993年8月号 テアトロ 劇団レクラム舎('93)

50 あした吹く風 明治座('93)

51 青春デンデケデケデケ（原作・芦原すなお） 劇団文化座（'93）

52 春への出発 富士市（'94）

53 風の吹く日は　チェーホフ作「かもめ」より 1994 〈テアトロ〉№619 1994年8月号 テアトロ 劇団レクラム舎('94)

54 新任署長は正義漢　ゴーゴリ作「検察官」より 日本児童・青少年演劇協議会('95)

55 住めば都よ北の空 劇団レクラム舎('95)

56 天保悪党伝（原作・藤沢周平） 人形劇団プーク('95)

57 群棲（'95）

58 プロローグは汽車の中 1996 〈テアトロ〉№645 1996年8月号 テアトロ 劇団レクラム舎('96)

59 杜子春伝　 劇団影ぼうし('96)

60 牽牛と織姫 劇団影ぼうし('96)

61 クリスマス・カロル（'96）

62 ちびっこカムの冒険（原作・神沢利子） 人形劇団プーク('97)

63 ジャンボコッコの伝記（'96）

64 暁の使者 劇工房燐('97)

65 梅花美しき日々 1998 〈テアトロ〉№668 1998年5月号 テアトロ 劇団レクラム舎('98)

66 深夜急行高知行 1998 〈テアトロ〉№675 1998年12月号 テアトロ 劇工房燐('98)

67 青い鳥（原作・モーリス・メーテルリンク） 人形劇団プーク('99)

68 静かな私の朝 1999 〈テアトロ〉№688 1999年12月号 カモミール社 劇工房燐('99)

69 チョコレート戦争（原作・大石真） 劇団仲間('99)



タイトル 出版年 掲載 出版社 上演

70 アフリカの風 劇団影ぼうし('99)

71 マリッジブルー 2000 〈せりふの時代〉VOL.16 2000年夏号 小学館 舞台芸術学院（'00）

72 明日は船にのって 劇工房燐('00)

73 現場検証バスジャック 舞台芸術学院（'01）

74 ブラック・グラフティ 劇団レクラム舎('01)

75 社員食堂の夜 舞台芸術学院（'02）

76 風の砦（原作・原田康子） 明治座('02)

77 利一郎気まぐれ日記 2003 〈せりふの時代〉VOL.26 2003年冬号 小学館 劇団レクラム舎('02)

78 現代娘へんろ紀行 2003 〈テアトロ〉№731 2003年1月号 カモミール社 木山事務所('03)

79 頭ならびに腹 2003 〈テアトロ〉№737 2003年7月号 カモミール社 劇工房燐('03)

80 横恋ぼうず走り雨 2004 〈テアトロ〉№753 2004年8月号 カモミール社 劇団レクラム舎('04)

81 深川安楽亭（原作・山本周五郎） 劇団青年座('04)

82 ピノッキオ（原作・カルロ・コッローディ） 人形劇団プーク('04)

83 こっちのベンチにゃ風が吹く 2005 〈テアトロ〉№762 2005年4月号 カモミール社 劇団レクラム舎('05)

84 龍か、あれは俺の友だち 2005 〈テアトロ〉№768 2005年9月号 カモミール社 劇団青年座('05)

85 ベンチ 昼休み 劇団レクラム舎('05)

86 ベンチ たそがれに 劇団レクラム舎('05)

87 ベンチ 今宵は月も 劇団レクラム舎('05)

88 いつかとべるの物語 静岡子どもミュージカル（'06）

89 人形の夢　ひとの夢 2006 〈テアトロ〉№784 2006年11月号 カモミール社 木山事務所('06)

90 冬の夜ばなし 2007 〈テアトロ〉№787 2007年1月号 カモミール社 劇団レクラム舎('07)

91 そらの時間ヒトのユメ（原作・星新一） 2007 〈テアトロ〉№796 2007年9月号 カモミール社 劇団レクラム舎('07)

92 ユメの火星航路（原作・星新一） 劇団レクラム舎('08)

93 思い起こせば 2009 〈せりふの時代〉VOL.52 2009年夏号 小学館 ミドリの劇場（'11）

94 ドラゴンハンター（原作・岡田淳） 劇団仲間('09)、日本児童・青少年演劇劇団協議会('10)

95 若葉の季節の物語（原作・星新一） 劇団レクラム舎('09)

96 社員食堂の夜ー2009年改訂版 演劇集団座・東京みかん('09)

97 骸骨ビルの庭（原作・宮本輝） 2011 〈テアトロ〉№849 2011年7月号 カモミール社 劇団文化座('11)

98 田舎の駅は夜更けて　金子みすゞ「忘れ物」より 演劇集団座・東京みかん('11)

99 閑話休題恋曲者(それはさておきこいはくせもの) 2012 〈テアトロ〉№866 2012年9月号 カモミール社 劇団レクラム舎('13)、グループ虎＋創樹社('15)

100 明日はお詣り 2014 〈テアトロ〉№896 2014年11月号 カモミール社


