All School Production 2020 - Once On This Island
The countdown is on to the big two-schools-together event of the winter trimester - the All School
Production. Cast and crew are looking forward to entertaining you with 4 performances which will
be quite different from anything you have seen before in the school theatre!
Enter the Caribbean world of peasant girl Ti
Moune and rich city boy Daniel. They have
fallen in love, but on their tropical island the
all-powerful gods are playing games with their
lives and will ultimately decide their fates.
This tropical re-telling of The Little Mermaid
has minimal props and sets and, with our first
every attempt at creating a theatre in the round
- where the audience surrounds the stage - you
will be completely transported to a tropical
world which moves to a calypso beat.
Dates
Thursday February 13th from 4:30
Friday February 14th from 6:00
Saturday February 15th from 2:00 (matinee)
Saturday February 15th from 6:00 (evening)
Performances will last approximately 1 hour
and 45 minutes including a 15-minute interval.
Tickets
Tickets can be bought from the business office.
●

Cast & orchestra members

January 28th, 29th from 3:30 - 4:30
●

Members of the public

January 30th, 31st from 3:30 - 4:30
Weekdays from February 3rd
(office hours 8:15 - 12:00 & 1:00 - 4:00)
Adults ¥1800
SOIS students, elementary children ¥800
Purchases for the final performance will be limited to 5 tickets per person.
Some unreserved seats will be available on the door 45 minutes before performances begin.
Questions? Please contact Ms Namba (fnamba@senri.ed.jp)

オールスクールプロダクション（ASP）2020 - Once On This Island
冬学期の⼆つの学校をあげての⼤イベントーオールスクールプロダクション(ASP) へのカウント
ダウンが始まります。 キャストもスタッフも、みなさんが今までに学校のシアターでみたことの
ないような4回の公演をお届けすることを楽しみにしています。
カリブ海に浮かぶ島に住む貧しい農⺠の娘
ティ・モーンと、お⾦持ちのシティボーイのダ
ニエル。⼆⼈は恋に落ちますが、このトロピカ
ル・アイランドでは、全能の神々が、⼈々の⼈
⽣をもて遊び、運命を決めてしまうのです。
リトルマーメイドのトロピカル・アイランド
版ともいえるこのミュージカルは、⼤道具・⼩
道具の使⽤は最⼩限ですが、シアターの真ん中
にステージがあり、その周りを観客がぐるりと
囲む相撲の⼟俵のような形になります。観客の
みなさんを、カリプソのビートが鳴り響くトロ
ピカルな世界へ、お連れします。
公演⽇
① 2⽉13⽇（⽊）4:30〜
② 2⽉14⽇（⾦）6:00〜
③ 2⽉15⽇（⼟）2:00〜
④ 2⽉15⽇（⼟）6:00〜
1回の公演は、１時間45分です。途中に15分の
インターバルをはさみます。
チケット販売

チケットは、ビジネスオフィスで販売いたします

● キャストとオーケストラのメンバー
1⽉28⽇,29⽇ 午後3:30〜4:30
● ⼀般販売
1⽉30⽇,31⽇ 午後3:30〜4:30
2⽉3⽇からは午前8:15〜12:00と
午後1:00〜4:00に販売しています。
⼊場料は⼤⼈は1800円、⼩学⽣とSOISの⽣徒
は800円です。
⼟曜⽇の午後6時からの公演のチケットを購⼊する場合は、⼀⼈につき5枚までという制限がある
ことにご注意ください。
⾃由席は、各公演が始まる45分前から、会場のドアの前で販売いたします。

質問はMs Namba (fnamba@senri.ed.jp) まで

