
2022 「バイオーム」 (クロマツ/ふき役) ［東京建物 Brillia HALL］

「INTO THE WOODS」 (巨人役)※声の出演 ［日生劇場、梅田芸術劇場メインホール］

2021 「ガラスの動物園」 (アマンダ役) ［アタークリエ、博多座、日本特殊陶業市民会館、シアター・ドラマシティ］

「森　フォレ」 (リュス/プティ役) ［世田谷パブリックシアター、日本特殊陶業市民会館、兵庫県立芸術文化センター］

「ドクター・ブルー～いのちの距離～」 (ナンシー濱本役) ［KAAT神奈川芸術劇場、NHK大阪ホール］

2020 「MISHIMA　班女」 (実子役) ［日生劇場］

「アナスタシア」 (マリア皇太后役) ［東急シアターオーブ、梅田芸術劇場メインホール］

2019 「ドクター・ホフマンのサナトリウム　〜カフカ第4の長編〜」 ［KAAT神奈川芸術劇場、兵庫県立芸術文化センター、北九州芸術劇場、穂の国とよはし芸術劇場PLAT］

「ベルサイユのばら45　～45年の軌跡、そして未来へ～」 ゲスト出演 ［東京国際フォーラムホールC、梅田芸術劇場メインホール］

「罪と罰」 (カテリーナ役) ［Bunkamura シアターコクーン、森ノ宮ピロティホール］

2018 「大人のけんかが終わるまで」 ［シアター1010、シアタークリエ、他 ］

「愛のゆくえ」 ［六本木トリコロールシアター］

2017 「すべての四月のために」 ［東京芸術劇場 プレイハウス、ロームシアター京都 サウスホール 、北九州芸術劇場 大ホール］

「OTHER DESERT CITIES」 ［東京芸術劇場シアターウエスト 、シアター・ドラマシティ］

「炎 アンサンディ」 （ナワル役） [シアタートラム、兵庫県立芸術文化センター］

2016 「レティスとラベッジ 」 [ＥＸシアター六本木、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ]

「8月の家族たち August: Osage County」 （バイオレット役） [Bunkamura シアターコクーン、森ノ宮ピロティホール]

「Applause　喝采～人生に乾杯！～」 [ヤマハホール]

2015 「夜への長い旅路」 （メアリィ役） [シアタートラム、シアター・ドラマシティ]

「海の夫人」 （エリーダ役） [新国立劇場・小劇場、兵庫県立芸術文化センター]

2014 「越路吹雪生誕90周年記念コンサート アンコール公演」 [ヤマハホール]

「日本舞踊×オーケストラ Vol.2」 [東京文化会館・大ホール]

「炎　アンサンディ」 （ナワル役） [シアタートラム、兵庫県立芸術文化センター]

「第52回　パリ祭」 [NHKホール]

「昔の日々」 （アナ役） [日生劇場、シアター・ドラマシティ]
「宝塚歌劇100周年 夢の祭典『時を奏でるスミレの花たち』」 [宝塚大劇場]

「おそるべき親たち」 （イヴォンヌ役） [東京芸術劇場シアターウエスト、

穂の国とよはし芸術劇場主ホール、シアター・ドラマシティ]

2013 ｢鉈切り丸｣ （建礼門院役） [オリックス劇場、東急シアターオーブ]

｢しゃばけ｣ （おたえ役） [赤坂ACTシアター、新歌舞伎座、金沢歌劇座]

2012 演劇 「サロメ」 （ヘロディア役） [新国立劇場・中劇場]

シス・カンパニー公演「朗読・宮沢賢治が伝えること」 [世田谷パブリックシアター]

「サド公爵夫人」 （サン・フォン伯爵夫人役） [世田谷パブリックシアター、シアター・ドラマシティ、他]

2011 「みんな我が子」 （ケイト・ケラー役） [新国立劇場・小劇場]

「キネマの天地」 （立花かず子役） [紀伊國屋サザンシアター]

「トップ・ガールズ」 （イザベラ・バード/ジョイス/キッド夫人 役） [Bunkamura シアターコクーン]

2010 「停電の夜に」 音楽朗読劇 [兵庫県立芸術文化センター、日経ホール]

「おそるべき親たち」 （イヴォンヌ役） [東京芸術劇場・小ホール]

「水の手紙」 井上ひさしへのラブレター　 [紀伊國屋サザンシアター]

「冬のライオン」 （エレノア・オヴ・アキテーヌ役） [グローブ座、演劇鑑賞団体公演（中部北陸・九州・東北・千葉）]

2009 「コースト・オブ・ユートピア」 （ヴァルヴァーラ・バクーニン/ [Bunkamura シアターコクーン]

マリア・オガーリョフ 役）

「コースト・オブ・ユートピア」 （マルヴィーダ・フォン・マイゼンブーク役） [Bunkamura シアターコクーン]

「夏の夜の夢」 （ヒポリタ/ティターニア 役） [新国立劇場・中劇場、オーバード・ホール]

「六道輪廻」 （ヴァイセーシャ役） [東本願寺 東山浄苑本堂、サンケイホール ブリーゼ、

東京芸術劇場・中ホール]

「ストーン夫人のローマの春」 （カレン・ストーン役） [パルコ劇場、シアター・ドラマシティ]

2008 「山の巨人たち」 （イルセ役） [新国立劇場・中劇場]

「かもめ」 （アルカージナ役） [赤坂ACTシアター、シアターBRAVA！、

広島厚生年金会館、愛知厚生年金会館]

「イブラヒムおじさんとコーランの花たち」 朗読 [博品館劇場、横浜県民共済みらいホール、

相模原南市民ホール]

2007 「夏の夜の夢」 （ヒポリタ/ティターニア 役） [新国立劇場・中劇場]

現代能楽集 「AOI/KOMACHI」 （六条役） [米国ＮＹを含む東部主要都市、世田谷パブリックシアター]

2006 「黒蜥蜴」 （緑川夫人（黒蜥蜴）役） [ベニサン・ピット]

「タイタス・アンドロニカス」 （タモーラ役） [彩の国さいたま芸術劇場、シアター・ドラマシティ、他、
英国ロイヤル・シェイクスピア・シアター、シアター・ロイヤル・プリマス]

2005 「サラ」 （サラ・ベルナール役） [サンシャイン劇場、他、北海道・東北・関東巡演]

「イブラヒムおじさんとコーランの花たち」 朗読 [博品館劇場]

ダンスオペラ 「UZME」 （天照大神役） [愛知県芸術劇場、愛・地球博EXPOドーム]

向田邦子名作劇場 語り [三越劇場]

「箱根強羅ホテル」 （山田智恵子役） [新国立劇場・中劇場]

舞　　台



2004 「エリザベス・レックス」 （エリザベスⅠ世役） [THEATRE1010、シアター・ドラマシティ、

ル テアトル銀座、他６カ所]

「蝶々さん～ある宣教師夫人の日記より～」 朗読 （コレル夫人役） [紀尾井小ホール]

室内オペラ 「エレクトラ」 語り [銀座王子ホール、他４ヵ所]

「オイディプス王」 （イオカステ役） [Bunkamura シアターコクーン、福岡メルパルクホール、

、アテネ・ヘロデス・アティコス]

「タイタス・アンドロニカス」 （タモーラ役） [彩の国さいたま芸術劇場、シアター・ドラマシティ、

福岡メルパルクホール]

2003 現代能楽集Ⅰ 「AOI/KOMACHI」 （六条役） [シアタートラム、京都芸術劇場studio２１]

「サラ」 （サラ・ベルナール役） [パルコ劇場、新神戸オリエンタル劇場、倉敷市芸文館]

「桜の園」 （ラネーフスカヤ役） [Bunkamura シアターコクーン、シアター・ドラマシティ]

2002 「ラブレターズ」 [パルコ劇場]

「検察側の証人」 （ローマイン役） [ル テアトル銀座、大阪近鉄劇場]

「オイディプス王」 （イオカステ役） [Bunkamura シアターコクーン、新潟市民芸術文化会館、

シアター・ドラマシティ]

「くしゃみ」 （ムラーキシナ役 他） [新国立劇場・小劇場]

2001 「サラ」 （サラ・ベルナール役） [サンシャイン劇場、新神戸オリエンタル劇場]

「蜘蛛巣城」 （浅茅役） [新橋演舞場]

「結婚・・・taken in MARRIAGE」 （ディクシー役） [ベニサン・ピット、大阪エイトスタジオ]

2000 「グリークス」 （アンドロマケ役） [Bunkamura シアターコクーン、シアター・ドラマシティ、

愛知県勤労会館]

「LONG AFTER LOVE」 （老婆/六条康子 役） [ベニサン・ピット、大阪エイトスタジオ]

（近代能楽集「卒塔婆小町」「葵上」より）

「二十世紀」 （マーガレット・バーク・ホワイト役） [世田谷パブリックシアター、びわ湖ホール、

新神戸オリエンタル劇場]

1999 「恋の三重奏」 （バーバラ役） [新神戸オリエンタル劇場、サンシャイン劇場]

「リトル・ナイト・ミュージック」 （デジレ・アームフェルト役） [青山劇場、近鉄劇場]

1998 「ハムレット」 （ハムレット役） [新神戸オリエンタル劇場、北海道厚生年金会館]

「蜘蛛女のキス」 （オーロラ/蜘蛛女 役） [青山劇場、近鉄劇場、他]

1997 「ハムレット」 （ハムレット役） [サンシャイン劇場、愛知県芸術劇場大ホール、

仙台イズミティ２１]

「イサドラ -When She Danced-」 （イサドラ・ダンカン役） [ベニサン・ピット、新神戸オリエンタル劇場]

1996 「蜘蛛女のキス」 （オーロラ/蜘蛛女 役） [アートスフィア]

「メアリー・ステュアート」 （メアリー・ステュアート/ナニー 役） [サンシャイン劇場、近鉄小劇場、他]

1995 「エンジェルス・イン・アメリカ」 （天使役） [銀座セゾン劇場]

　第一部 至福千年紀が近づく

　第二部 ペレストロイカ

「ハムレット」 （ハムレット役） [サンシャイン劇場、新神戸オリエンタル劇場]

1994 「エンジェルス・イン・アメリカ」 （天使役） [銀座セゾン劇場]

　第一部 至福千年紀が近づく

「双頭の鷲」 （王妃役） [新神戸オリエンタル劇場、ベニサン・ピット、

名古屋市民会館中ホール]

「ゴールド家のたそがれ」 （スザンヌ役） [パルコ劇場、シアター・ドラマシティ、広島アステールプラザ]

1993 「メアリー・ステュアート」 （メアリー・ステュアート/ナニー 役） [下北沢本多劇場、近鉄小劇場、他]

「危険な関係」 （メルトゥイユ侯爵夫人役） [パルコ劇場、近鉄アート館]

「間ぬけ役」 （リュシエンヌ・ヴァトラン役） [近鉄劇場、愛知県勤労会館]

1992 「間ぬけ役」 （リュシエンヌ・ヴァトラン役） [銀座セゾン劇場]

「City of Angels」 （アローラ・キングズリー/カーラ 役） [京都・南座、日生劇場]

「獅子を飼う」 （於絹役） [新神戸オリエンタル劇場、サンシャイン劇場]

1991 「櫻の園」 （ラネーフスカヤ役） [札幌市教育文化会館大ホール、サンシャイン劇場、

近鉄アート館、他10ヶ所]

「スターマイツ」 （エレナの母/女王ディーバ 役） [新神戸オリエンタル劇場、サンシャイン劇場]

1990 「メアリー・ステュアート」 （メアリー・ステュアート/ナニー 役） [東京芸術劇場・小ホール、近鉄小劇場、他５ヵ所]

「サド侯爵夫人」 （ルネ役） [ベニサン・ピット]

「チャイコフスキー殺人事件」 （ミハルコーワ/フォン・メック夫人 役） [銀座セゾン劇場]

「双頭の鷲」 （王妃役） [ベニサン・ピット]

1989 「マクベス」 （マクベス夫人役） [サンシャイン劇場、他]

1988 「世阿彌」（文化庁主催公演） （葛野の前役） [アメリカ巡演、銀座セゾン劇場]

「危険な関係」 （メルトゥイユ侯爵夫人役） [サンシャイン劇場]

「マクベス」 （マクベス夫人役） [京都・南座]

1987 「マクベス」 （マクベス夫人役） [サンシャイン劇場、他]

「花月亭の女たち」 （滝子役） [日生劇場]

1986 「シカゴ」 （ヴェルマ・ケリー役） [梅田コマ劇場、中日劇場、帝国劇場]

1985 「シカゴ」 （ヴェルマ・ケリー役） [帝国劇場]

舞　　台



◆映画

2000 十五才 -学校Ⅳ- （大庭すみれ役） 監督：山田洋次

◆ＤＶＤ

2008 平家物語 語り　新院崩御　女院出家 京都　長楽寺にて撮影

◆TV

2014 隠蔽捜査 ナレーション 【TBS】

2013 火怨・北の英雄　アテルイ伝 【NHK】

2023 日本芸術院　会員

2020 旭日小綬章

2017 第42回菊田一夫演劇賞　大賞受賞 「8月の家族たち August Osage County」「炎 アンサンディ」

2012 第19回読売演劇大賞　優秀女優賞 「トップガールズ」「みんな我が子」

2011 第18回読売演劇大賞　最優秀女優賞 「冬のライオン」「おそるべき親たち」

2007 第14回読売演劇大賞　優秀女優賞 「黒蜥蜴」

2007 第6回朝日舞台芸術賞　舞台芸術賞 「黒蜥蜴」

2006 紫綬褒章

2005 第12回読売演劇大賞　優秀女優賞 「タイタス・アンドロニカス」「エリザベス・レックス」

2004 第54回芸術選奨文部科学大臣賞 「桜の園」「AOI/KOMACHI」

2004 第11回読売演劇大賞　優秀女優賞 「桜の園」「サラ」「AOI/KOMACHI」

2003 第10回読売演劇大賞　優秀女優賞 「くしゃみ」「オイディプス王」

2002 第43回毎日芸術賞 「サラ」

2001 第24回日本アカデミー賞　優秀助演女優賞 「十五才 -学校Ⅳｰ」

2001 第35回紀伊國屋演劇賞個人賞 「二十世紀」「グリークス」

2000 第25回菊田一夫演劇賞 「リトル・ナイト・ミュージック」「恋の三重奏」「二十世紀」

2000 第7回読売演劇大賞　優秀女優賞 「リトル・ナイト・ミュージック」「恋の三重奏」

1997 第18回松尾芸能賞　演劇優秀賞 「蜘蛛女のキス」

1996 第3回読売演劇大賞　最優秀女優賞 「ハムレット」「エンジェルス・イン・アメリカ」

映　　像

受　賞　歴


