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3年前の2019年春、私塾「Team BareboAtを立ち上げました。
若い声優の卵たち、また、めざす若者たちのための、無料の私塾。
思いもしなかった災厄に翻弄されながら、悪戦苦闘しつつ、今日、2回目の実験公演の
開催に至りました。
これもひとえに、彼・彼女たちを支えてくださっているご家族、ご友人をはじめとした周
りの皆様のおかげです。
この場を借りて御礼申し上げます。

コロナ禍に入り、影響のなかった職業の方が少ないと存じます。
エンターテイメント業界の中でも特にライブ・イベント業界は大ダメージを受けました
が、声優を取り巻く収録現場の状況も大きな変化を求められ、それは今に至るまで続い
ています。

音響制作の皆様の頑張りで、いろいろな形を模索してくださり、感染に繋がらないよう
になんとか収録作業は進んでいますが、その根幹ーー人の狭間で揺れ動く人間を表現す

るという俳優にとって本当に必要なことを学ぶ場面は、どんどん減りーー特に新人にとっては、厳しい状況が続いています。

人は、人と関わって初めて、心を揺らし、成長できる。それは人と関わらないと、鈍り、薄くなっていく感覚。
その大切な部分を、今日、このステージに向かう中で、学んでいって欲しいと願い、祈り、ここに至りました。

まだまだ未熟ではございますが、お客さまに楽しんで頂けるよう、メンバー一同精一杯務めさせていただきます。
少しでも、皆様の明日のお力になれますように。
どうかお楽しみください。
そしてどうか今後ともメンバー一同を宜しくお願い申し上げます。

2022年5月5日　Team BareboAt主宰　緒方恵美

〈Insert songs〉「No one lives here any more」by. Randy Goodrum

〈Insert songs〉「Just the way you are」by. Billy Joel

〈Insert songs〉「Alison」by. Elvis Costelllo

〈Insert songs〉「Desperado」by. Eagles

〈Insert songs〉「Yesterday once more」by. The Carpenters

〈Insert songs〉「Tears in heaven」by. Eric Clapton
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〈Team BareboAt 研究生〉

飯野美紗子（オフィスPAC）

伊藤梨花子（ブリーズアーツ）

須藤叶希（東宝芸能 /ブリーズアーツ）

戸谷菊之介（ソニー・ミュージックアーティスツ）

中臣真菜（アミュレート）

〈Team BareboAt メンバー〉

島倉凱隼（ブリーズアーツ）

高橋すみれ

希水しお（BLACK SHIP）

ギラルド沙羅（スマイルモンキー）

中村悠人（ブリーズアーツ）

奈良原大泰（BLUE LABEL/ ブリーズアーツ）

馬場惇平（81プロデュース）

星咲花那（ディアステージ）

三好さつき

〈Team BareboAt セミメンバー〉

有谷颯希（スペースクラフトエージェンシー）

〈Musicians〉

ギター
ボーカル

目木とーる
緒方恵美

〈Staff〉
脚本・演出
効果音
照明・音響
録音
録音スタジオ
協力

宣伝美術
パンフレットデザイン
企画・制作

緒方恵美
晴れたら空に豆まいて
晴れたら空に豆まいて
尾立 昌典 /海崎
アンバーノーツ /スタジオネイバーズ
バンダイナムコアーツ、演劇集団キャラ
メルボックス、オフィスPAC、東宝芸能、
ソニー・ミュージックアーティスツ、ア
ミュレート、BLACK SHIP、スマイルモ
ンキー、BLUE LABEL、81プロデュース、
ディアステージ、スペースクラフトエー
ジェンシー
山内珠樹
山内珠樹
ブリーズアーツ

当チームならびにメンバーへのお問い合わせは、ブリーズアーツ
（https://breathearts.jp）、または各所属事務所様宛に
お願いいたします。

〈Team BareboAt 講師〉

真柴あずき
川村ゆみ
森めぐみ
林貴子
関根翔太

guitar：目木とーる
vocal：緒方恵美



馬場惇平（age27）
〈所属事務所：81プロデュース〉

コロナ禍でさまざまな思いがある中で見つけたTeam 
BareboAt追加メンバー募集の告知。
すがるような思いで応募をしていました。
そうして仲間と出会い共に切磋琢磨し、自分では追い
込みきれない所まで追い込んでいただいたこの一年
は、自分の至らなさに気づき、試行錯誤することが出来
た貴重な経験となりました。
緒方さん、真柴さんを始めとした講師・スタッフの皆さ
んは何もできない自分達に熱意を持って向き合ってく
ださいました。
その熱意に応えたい。
この思いはこれからの仕事に向き合う上での新たな柱
となっています。
本公演にご来場、そして配信チケットをご購入してくだ
さった皆様、誠にありがとうございます。
本日の公演、そして僕等のこれからにご期待ください。

星咲花那
〈所属事務所：ディアステージ〉

声優としての芝居を基礎からしっかり学びたい！

その一心でTeam BareboAtのオーディションに参
加いたしました。

キャラクターとの向き合い方や身体トレーニング、心の
ケアなど、この私塾でしか学べないことをたくさん勉
強させていただきました。

この約1年間は、私にとってとても貴重で大切な時間
でした。

今日はその集大成として、朗読劇を観劇してくださる
皆様に楽しんでもらえるように、メンバーみんなで作り
上げてきたこの公演を楽しんでいただけるように、精
一杯心を込めてお届けしたいと思います。

よろしくお願いいたします！

三好さつき（age26）
〈所属事務所：フリー〉

Team BareboAt の2期生として約1年間
勉強させていただきました。
今日は今自分ができることを全て出し切り
ます。
お楽しみいただければ幸いです。

そしてこれからも大好きなお芝居を続けら
れるよう、沢山の作品に関われるよう精進し
て参りますのでよろしくお願いいたします！！

有谷颯希（age22）
〈所属事務所：スペースクラフトエージェンシー株式会社〉

本日はご来場いただき、誠にありがとうござい
ます！
この不安定なご時世の中、こうして皆様の前で
お芝居をお届けすることができてとても嬉しい
です！！
未熟な自分を変えたくて、昨年からTeam 
BareboAtのセミメンバーとして学ばせていた
だいております。
緒方さんをはじめ、素晴らしい講師の方々か
ら、お芝居、歌、精神面等ご指導を賜り、今日ま
で精進して参りました！
至らない所がまだまだ多い私ですが、今まで学
ばせていただいた全てを生かし、素敵な仲間た
ちと物語を紡いで参ります！！
ぜひ、楽しんでいってくださいませ！！

飯野美紗子（age25）
〈所属事務所：オフィスPAC〉

約3年間ともに互いを励まし合い認め合って
きた1期生、そして新しい刺激や視点を教え
てくれた2期生のみんなと、今年も公演を行
えることをとても嬉しく思います。
今回は音声出演となりましたが、昨年演じた
さくらに語りかける役どころなので、昨年を
思い返しながら心を込めて収録させていた
だきました。
全員の想いが、皆様に届きますように。
どうぞお楽しみください。

伊藤梨花子（age22）
〈所属事務所：ブリーズアーツ〉

本日は誠にありがとうございます。
Team BareboAt 1期生として加入し、更
に昨年加われた2期生の皆さんと、毎週沢
山の刺激を貰いながら共に学び、切磋琢磨
してきました。その成果を精一杯作品に込め
てお届けしたいと思います。
少しでも成長した姿をお見せ出来るよう頑張
ります。

須藤叶希（age25）
〈所属事務所：東宝芸能/ブリーズアーツ〉

私は今回2回目の出演となりますが、新たな
メンバーと共にまた新鮮な気持ちでお芝居
ができること、とても嬉しく思います。

TeamBareboAtの公演を初めて観てくだ
さる方に楽しんでもらうのは勿論、昨年の公
演を観てくださった方に私達の進化と成長
を感じてもらえることを目標に稽古を重ねて
きました。

こうして皆様の前で直接お芝居ができる喜びを
噛み締めながら、一瞬一瞬を大切に演じます。
楽しんでいただければ幸いです。
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戸谷菊之介（age23）
〈所属事務所：ソニー・ミュージックアーティスツ〉

今日という日のためにこれまで沢山の準備を
してきました。僕らの全力の姿を皆様が楽し
んでいただければ何よりでございます。
TBA！いくぞー！おー！！！！！
～FOREVER LOVE～

中臣真菜
〈所属事務所：アミュレート〉

昨年の実験公演からもう一年も経ってしまっ
たのか…と震えていますが、この一年新たに
培ったものを大好きなベアボートのメンバー
とともに皆さまにお届けできる機会に恵ま
れ、本当に嬉しいです。
全身全霊フルパワーで気持ち込めます！！！！
明日のことは気にしません！笑
今回に限らず、小さなことにも感謝を忘れず
邁進し、必ずまた皆さまのお耳にかかれるよ
う丁寧に歩んでいきたいと思っています。
まずは本日！楽しいひとときをお届けします！

島倉凱隼（age22）
〈所属事務所：ブリーズアーツ〉

今年もこの時間がやってまいりました！！
前回の実験公演からもう1年経つのか…と感
慨深い気持ちになります。
たくさんのトライとたくさんのエラーを重ね
て、緒方さんや講師の方々、そして何より新し
く入った仲間と共に、乗り越えてきました。
こんなご時世でも、観に来てくださる皆様に
感謝を込めて。
ベアボートの仲間たち全員で、楽しい時間を
お届けできるよう頑張りました。
本日は楽しんでいってください！

高橋すみれ（age20）
〈所属事務所：なし〉

前回の公演から1年ちょっと。
こうしてまた皆様の前でお芝居をさせていた
だける事に、感謝の気持ちで溢れています。
この1年は、新しく2期生のメンバーも加わり、
新しい刺激と共に奮闘し続けた日々でした。
私は今年も同じ役をやらせていただきます
が、昨年よりもパワーアップした姿をお見せ
したいと思います。
今年初めて観ていただく方にも、またいつか
どこかで観たいなあと思ってもらえるように
頑張ります！ぜひ楽しんでいただけたら幸い
です。

希水しお（age24）
〈所属事務所：BLACKSHIP〉

今回、皆と生で共演する事は叶いませんで
したが、声のみで出演をさせていただきま
した。
この約１年間、レッスンを重ねる度に悔しくて
悔しくて、もっと！もっと…！と必死でした。
沢山の学びをいただきました。
今は、ただただ沢山お芝居がしたくて、上
手くなりたくて、がむしゃらになってしまう
私ですが、これから地に足をつけて、私が今
まで作品を通じてたくさん感動や勇気を
貰ってきたように、今度は私が皆さんの心に
何かを届けられるようになりたいです。

ギラルド沙羅（age12）
〈所属事務所：スマイルモンキー〉

この約1年間で頑張った成果を発揮します！
この約1年間私は小学生なりに、ここまで頑
張れました、中学生になりましたが大人の演
技はまだまだです。
でも、みなさんに感動させる演技ができるよ
う頑張ります！

中村悠人（age13）
〈所属事務所：ブリーズアーツ〉

今回の公演では自分が成長したことや学ん
だことをフルに活かし今までお世話になっ
た方や観に来てくださった、お客様たちに
来てよかったと思ってもらえるようがんばり
ます！

奈良原大泰（age26）
〈所属事務所：BLUE LABEL/ブリーズアーツ〉

初めまして！奈良原大泰と申します
ご来場の方、配信をご覧になる方、ありがと
うございます。
1年間TBAで学んだ事やそこでの最高の出
会いなど。
全ての経験を大切に舞台にのせれたらと思
います。よろしくお願いします！
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た貴重な経験となりました。
緒方さん、真柴さんを始めとした講師・スタッフの皆さ
んは何もできない自分達に熱意を持って向き合ってく
ださいました。
その熱意に応えたい。
この思いはこれからの仕事に向き合う上での新たな柱
となっています。
本公演にご来場、そして配信チケットをご購入してくだ
さった皆様、誠にありがとうございます。
本日の公演、そして僕等のこれからにご期待ください。

星咲花那
〈所属事務所：ディアステージ〉

声優としての芝居を基礎からしっかり学びたい！

その一心でTeam BareboAtのオーディションに参
加いたしました。

キャラクターとの向き合い方や身体トレーニング、心の
ケアなど、この私塾でしか学べないことをたくさん勉
強させていただきました。

この約1年間は、私にとってとても貴重で大切な時間
でした。

今日はその集大成として、朗読劇を観劇してくださる
皆様に楽しんでもらえるように、メンバーみんなで作り
上げてきたこの公演を楽しんでいただけるように、精
一杯心を込めてお届けしたいと思います。

よろしくお願いいたします！

三好さつき（age26）
〈所属事務所：フリー〉

Team BareboAt の2期生として約1年間
勉強させていただきました。
今日は今自分ができることを全て出し切り
ます。
お楽しみいただければ幸いです。

そしてこれからも大好きなお芝居を続けら
れるよう、沢山の作品に関われるよう精進し
て参りますのでよろしくお願いいたします！！

有谷颯希（age22）
〈所属事務所：スペースクラフトエージェンシー株式会社〉

本日はご来場いただき、誠にありがとうござい
ます！
この不安定なご時世の中、こうして皆様の前で
お芝居をお届けすることができてとても嬉しい
です！！
未熟な自分を変えたくて、昨年からTeam 
BareboAtのセミメンバーとして学ばせていた
だいております。
緒方さんをはじめ、素晴らしい講師の方々か
ら、お芝居、歌、精神面等ご指導を賜り、今日ま
で精進して参りました！
至らない所がまだまだ多い私ですが、今まで学
ばせていただいた全てを生かし、素敵な仲間た
ちと物語を紡いで参ります！！
ぜひ、楽しんでいってくださいませ！！

飯野美紗子（age25）
〈所属事務所：オフィスPAC〉

約3年間ともに互いを励まし合い認め合って
きた1期生、そして新しい刺激や視点を教え
てくれた2期生のみんなと、今年も公演を行
えることをとても嬉しく思います。
今回は音声出演となりましたが、昨年演じた
さくらに語りかける役どころなので、昨年を
思い返しながら心を込めて収録させていた
だきました。
全員の想いが、皆様に届きますように。
どうぞお楽しみください。

伊藤梨花子（age22）
〈所属事務所：ブリーズアーツ〉

本日は誠にありがとうございます。
Team BareboAt 1期生として加入し、更
に昨年加われた2期生の皆さんと、毎週沢
山の刺激を貰いながら共に学び、切磋琢磨
してきました。その成果を精一杯作品に込め
てお届けしたいと思います。
少しでも成長した姿をお見せ出来るよう頑張
ります。

須藤叶希（age25）
〈所属事務所：東宝芸能/ブリーズアーツ〉

私は今回2回目の出演となりますが、新たな
メンバーと共にまた新鮮な気持ちでお芝居
ができること、とても嬉しく思います。

TeamBareboAtの公演を初めて観てくだ
さる方に楽しんでもらうのは勿論、昨年の公
演を観てくださった方に私達の進化と成長
を感じてもらえることを目標に稽古を重ねて
きました。

こうして皆様の前で直接お芝居ができる喜びを
噛み締めながら、一瞬一瞬を大切に演じます。
楽しんでいただければ幸いです。
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2022メンバー紹介

桜の精／さくらの母
『サクラチル』

エリナ
『サクラチル』

『涙が出るから』
結衣

『涙が出るから』
リサ

『涙が出るから』
サツキ

菜緒

梨花

『きょうだい』

『初めてのピアス』

和馬
『初めてのピアス』

祐介（21 歳）
『マッピー』

菜緒の母
『きょうだい』

他、

他、

他、

他、

他、

他、

他、



本当にあった、
5つの素敵ストーリー

彰
結衣
陽二
サツキ
リサ
母

戸谷 菊之介
伊藤 梨花子
島倉 凱隼
有谷 颯希
星咲 花那

さくら
エリナ
誠也
桜の精
さくらの母
看護師長
講師
女生徒１
女生徒２
養成所生１
養成所生２
AD

中臣 真菜
須藤 叶希
島倉 凱隼
飯野 美紗子／希水 しお（声の出演）
飯野 美紗子／希水 しお（声の出演）
儀武 ゆう子（声の出演）

菜緒
少年
菜緒の夫
菜緒の母
拓也
潤也
若い母親
女の子
男

伊藤 梨花子
中臣 真菜
戸谷 菊之介
三好 さつき
中村 悠人
ギラルド 沙羅

泰三（23歳）
祐介（21歳）
泰三（7歳）
祐介（5歳）
母
祖母

奈良原 大泰
馬場 惇平
中村 悠人
高橋 すみれ

馬場 惇平
須藤 叶希

和馬
梨花
ジュエリーショップ店員
薬局店員
女の子
若い母
アナウンス

3年前の2019年春、私塾「Team BareboAtを立ち上げました。
若い声優の卵たち、また、めざす若者たちのための、無料の私塾。
思いもしなかった災厄に翻弄されながら、悪戦苦闘しつつ、今日、2回目の実験公演の
開催に至りました。
これもひとえに、彼・彼女たちを支えてくださっているご家族、ご友人をはじめとした周
りの皆様のおかげです。
この場を借りて御礼申し上げます。

コロナ禍に入り、影響のなかった職業の方が少ないと存じます。
エンターテイメント業界の中でも特にライブ・イベント業界は大ダメージを受けました
が、声優を取り巻く収録現場の状況も大きな変化を求められ、それは今に至るまで続い
ています。

音響制作の皆様の頑張りで、いろいろな形を模索してくださり、感染に繋がらないよう
になんとか収録作業は進んでいますが、その根幹ーー人の狭間で揺れ動く人間を表現す

るという俳優にとって本当に必要なことを学ぶ場面は、どんどん減りーー特に新人にとっては、厳しい状況が続いています。

人は、人と関わって初めて、心を揺らし、成長できる。それは人と関わらないと、鈍り、薄くなっていく感覚。
その大切な部分を、今日、このステージに向かう中で、学んでいって欲しいと願い、祈り、ここに至りました。

まだまだ未熟ではございますが、お客さまに楽しんで頂けるよう、メンバー一同精一杯務めさせていただきます。
少しでも、皆様の明日のお力になれますように。
どうかお楽しみください。
そしてどうか今後ともメンバー一同を宜しくお願い申し上げます。

2022年5月5日　Team BareboAt主宰　緒方恵美

〈Insert songs〉「No one lives here any more」by. Randy Goodrum

〈Insert songs〉「Just the way you are」by. Billy Joel

〈Insert songs〉「Alison」by. Elvis Costelllo

〈Insert songs〉「Desperado」by. Eagles

〈Insert songs〉「Yesterday once more」by. The Carpenters

〈Insert songs〉「Tears in heaven」by. Eric Clapton
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涙が出るから11

初めてのピアス22

マッピー3

サクラチル4

きょうだい5

〈Team BareboAt 研究生〉

飯野美紗子（オフィスPAC）

伊藤梨花子（ブリーズアーツ）

須藤叶希（東宝芸能 /ブリーズアーツ）

戸谷菊之介（ソニー・ミュージックアーティスツ）

中臣真菜（アミュレート）

〈Team BareboAt メンバー〉

島倉凱隼（ブリーズアーツ）

高橋すみれ

希水しお（BLACK SHIP）

ギラルド沙羅（スマイルモンキー）

中村悠人（ブリーズアーツ）

奈良原大泰（BLUE LABEL/ ブリーズアーツ）

馬場惇平（81プロデュース）

星咲花那（ディアステージ）

三好さつき

〈Team BareboAt セミメンバー〉

有谷颯希（スペースクラフトエージェンシー）

〈Musicians〉

ギター
ボーカル

目木とーる
緒方恵美

〈Staff〉
脚本・演出
効果音
照明・音響
録音
録音スタジオ
協力

宣伝美術
パンフレットデザイン
企画・制作

緒方恵美
晴れたら空に豆まいて
晴れたら空に豆まいて
尾立 昌典 /海崎
アンバーノーツ /スタジオネイバーズ
バンダイナムコアーツ、演劇集団キャラ
メルボックス、オフィスPAC、東宝芸能、
ソニー・ミュージックアーティスツ、ア
ミュレート、BLACK SHIP、スマイルモ
ンキー、BLUE LABEL、81プロデュース、
ディアステージ、スペースクラフトエー
ジェンシー
山内珠樹
山内珠樹
ブリーズアーツ

当チームならびにメンバーへのお問い合わせは、ブリーズアーツ
（https://breathearts.jp）、または各所属事務所様宛に
お願いいたします。

〈Team BareboAt 講師〉

真柴あずき
川村ゆみ
森めぐみ
林貴子
関根翔太

guitar：目木とーる
vocal：緒方恵美



チームベアボート公式HP  https://breathearts.jp/tba/

Team BareboAt
〈チーム・ベアボート〉

実験公演 vol.2
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2022.5.5　代官山・晴れたら空に豆まいて




