
内谷正文一人芝居『ADDICTION~今日一日を生きる君~』

公演&講演実績 ２０１８年現在

◉２０１８年

【中学校】

神奈川県川崎市立白鳥中学校（柿生地区社会福祉協議会　青少年福祉委員会）

東京都府中第四中学校

川崎市立麻生中学校（柿生地区社会福祉協議会　青少年福祉委員会）

熊本県あさぎり中学校

浜松開誠館中学高等学校

【高校】

埼玉八潮南高校

阿字ヶ浦高校講演会

熊本八代保護司会主催　八代東高校

熊本八代保護司会主催　秀岳館高校

春日部高校

【その他】

今日一日を生きる LIVE プロジェクト＃７

ライオンズクラブ国際協会　第６４回年次大会

第１８回「新たなえにしを結ぶ会」日本記者センター講演

埼玉県熊谷保健所薬物乱用、再犯防止講演会

ダルク東京家族会講話

◉２０１７年
【中学校】
神奈川県海老名大谷中学校
青森県長者中学校
青森県白銀南中学校



熊本県あさぎり中学校
埼玉県越谷武蔵野中学校講演会
【高校】
熊本県八代清流高校
東京都都立大田桜台高等学校講演会
埼玉県鳩山高校
東京都都立荒川商業高校講演会
埼玉県所沢芸術総合高等学校
【その他】
静岡県藤枝市社会協議会
東京都池袋榎本クリニック講演会
千葉県ダルク家族会
東京都国際大学大学院「でんぐりがえしプロジェクト」講演会
今日一日を生きる LIVE プロジェクト＃６
愛媛県東今治ライオンズクラブ４５周年記念講演　薬物乱用防止、再犯防止公演
アメリカニューヨークマンハッタン公演＃２
◉２０１６年
【中学校】
千葉県成田中学校講話
神奈川県海老名市大谷中学校
東京都府中第二中学校
神奈川県川崎市柿生中学校（柿生地区社会福祉協議会　青少年福祉委員会）
熊本県あさぎり中学校
【高校】
埼玉県志木高校
静岡県静岡中央高校
静岡県清水国際高校
岩手県雫石高校
福島県修明高校
熊本県八代保護司会主催八代高校
【大学】
東京都立教大学講話
【その他】
今日一日を生きる LIVE プロジェクト＃５
今日一日を生きる LIVE プロジェクト＃４
今日一日を生きる LIVE プロジェクト＃３
今日一日を生きる LIVE プロジェクト＃２
国立精神保健フォーラム
アメリカニューヨークマンハッタン公演＃１



◉２０１５年

【小学校】

愛知県名古屋市　中川小学校（名古屋みなとライオンズクラブ主催）

【中学校】

長野県辰野中学校

神奈川県相模原市旭中学校

神奈川県海老名市大谷中学校卒業記念公演

神奈川県川崎市はるひの中学校（柿生地区社会福祉協議会　青少年福祉委員会）

熊本県あさぎり中学校

東京都多摩地区西落合中学校

東京都深沢中学校

埼玉八潮大原中学校

埼玉県上福岡市福岡中学校

【高校】

熊本県八代工業高校（八代保護司会主催公演）

東京都目黒高校

【大学】

東京都立教大学講話

【その他】

東京都池袋警察署主催薬物乱用防止、再犯防止大会

東京都台東区生涯学習センター（浅草警察署）主催薬物乱用防止、再犯防止イベント

茨城県土浦桜霞ライオンズクラブ薬物乱用防止、再犯防止大会（ダメ絶対運動）

今日一日を生きる LIVE プロジェクト＃１

岐阜県高山せつ城ライオンズクラブ主催　高山西高校

埼玉県新座市主催薬物乱用防止、再犯防止大会

沖縄少年院

沖縄少女院

◉２０１４年

【中学校】

東京都西東京市立田無第一中学校



東京都原宿外苑中学校

神奈川県川崎市王禅寺中央中学校（柿生地区社会福祉協議会　青少年福祉委員会）

青森県八戸白銀南中学校

福島県石川町立石川中学校

熊本県あさぎり中学校

愛知県岡崎矢作中学校

愛知県南部中学校

【高校】

岩手県花泉高校

★埼玉県新座柳瀬川高校

埼玉県浦和商業高校

埼玉県小川高校

東京都目黒高校

静岡県島田高校

静岡県焼津中央高校

熊本県白百合女子高校（八代市保護司会主催）

【その他】

東京警視庁主催『親と子の警察展』

伊藤正次演劇研究所公演

榎本御徒町クリニック薬物依存症公演

埼玉県和光市危機管理質主催　暴力団排除公演

茨城県つくば市竹園西小学校 PTA

★国連薬物乱用防止デー日本薬物対策協議会主催イベント

◉２０１３年

【中学校】

東京都府中第二中学校

熊本県あさぎり中学校

【高校】

静岡県焼津西高校

静岡県清水国際高校



静岡県静清高校

埼玉県松山高校定時制

熊本県八代市内高校（八代市保護司会主催）

【その他】

東京池袋榎本クリニック

NA 一人体験劇公演

◉２０１２年

埼玉県むさしの中学校

埼玉県越谷北中学校

埼玉県入間野中学校

埼玉県狭山東中学校（狭山ライオンズクラブ主催）

東京都牛込　中学校

東京都府中第三中学校

愛知県宝神中学校（名古屋みなとライオンズクラブ主催）

熊本県あさぎり中学校（あさぎり教育委員会主催）

【高校】

愛知県津島高校

茨城県古賀高校定時制

埼玉県草加南高校

埼玉県草加高校

【その他】

埼玉県新座片山公民館主催公演

埼玉県川口保健所薬物乱用防止公演リリアホール

東京都多摩地区協議会公演

◉2011年 

【中学校】 

埼玉県 入間市立西武中学校(狭山ライオンズクラブ主催)

埼内玉県 狭山市立入間川中学校 埼玉県 春日部市立飯沼中学校

埼玉県 春日部市立大増中学校 東京都 多摩市立東愛宕中学校(多摩市関戸公民館主催)



愛知県 名古屋市立港北中学校 

★ 熊本県 あさぎり町主催 須恵文化ホール(中学校 5校合同開催 3年生のみ)

【高校】 

北海道 北星学園余市高等学校

埼玉県 埼玉県立春日部高等学校(定時制)

埼玉県 埼玉県立浦和工業高等学校 静岡県 静岡県立相良高等学校

静岡県 磐田東高等学校 静岡県 静岡県立藤枝西高等学校

静岡県 静岡県立焼津中央高校 静岡県 静岡県立島田高等学校

【大学】 

北海道 北海道薬科大学

★ 埼玉県 淑徳大学(埼玉みずほ台キャンパス)

【その他】 

埼玉県 和光市地域子ども防犯ネット主催(和光サンアゼリア小ホール)

★ 東京都 アイピット目白(昼夜2回自主公演)

◉2010年 

【小学校】 

埼玉県志木第二小学校

東京都 町田市立町田第五小学校

【中学校】 

埼玉県 志木市立志木第二中学校

埼玉県 東松山市立東中学校

埼玉県 春日部市立豊野中学校 

埼玉県 吉見町立吉見中学校

東京都 多摩市立落合中学校(多摩市関戸公民館主催)



愛知県愛西市立佐織西中学校(愛西ライオンズクラブ主催) 

愛知県津島市立藤浪中学校

愛知県名古屋市立南陽中学校(名古屋みなとライオンズクラブ主催)

熊本県あさぎり町の中学校 5校合同開催 3年生のみ(あさぎり町主催 須恵文化ホール)

【高校】

北海道 北海道女満別高等学校

埼玉県 川口市立県陽高等学校定時制

埼玉県 越谷高等学校(定時制)

東京都 かえつ有明高等学校

【大学】

★ 埼玉県 淑徳大学(埼玉みずほ台キャンパス) 

【その他】

埼玉県 志木市いろは遊学館(志木ライオンズクラブ主催)

埼玉県 新座市立大和田公民館 

★ 埼玉県 志木アートギャラリーM

静岡県三島市薬物乱用防止公演

◉2009年

【小学校】

埼玉県 上里町立神保原小学校(PTA)

【中学校】

埼玉県 上里町立上里中学校

埼玉県 春日部市立武里中学校

埼玉県 鶴ヶ島市立藤中学校 

埼玉県 日高市立高麗中学校 



埼玉県 ときがわ町立都幾川中学校(埼玉比企地区養護教諭会主催)

埼玉県 日高市立武蔵台中学校 

熊本県あさぎり町の中学校 5校合同開催 3年生のみ(あさぎり町主催 須恵文化ホール)

【高校】

茨城県 茨城県立境西高等学校(現・茨城県立境高等学校)

埼玉県 川口市立県陽高等学校

埼玉県 埼玉県立松山高等学校 

埼玉県 埼玉県立南稜高等学校

埼玉県 埼玉県立越ヶ谷高等学校(定時制) 

埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校

埼玉県 埼玉県立本庄高等学校

静岡県 静清工業高等学校(現・静清高等学校)

静岡県 静岡県立静岡商業高等学校 

【大学】 

埼玉県 立教大学 新座キャンパス

東京都 立教大学 池袋キャンパス 

埼玉県 淑徳大学(埼玉みずほ台キャンパス)

★ 埼玉県 獨協大学 

【その他】 

埼玉県 上里町役場(人権講演会)(2月)

埼玉県 新座フォーラム(講演のみ) 

埼玉県 志木パルシティ(講演のみ)

東京都 足立区生涯学習センター(6/20) 

東京都 医療法人 榎会 榎本クリニック



東京都 渋谷UPLINK FACTORY(ストップ!薬物汚染/11月)

神奈川県 藤沢市御所見公民館

大阪府 NPO法人 全国薬物依存症者家族連合会関西大会 

兵庫県 姫路保護区保護司会(メディア 21)

兵庫県 明石市教育委員会 明石市青少年補導委員会(7/4) 

◉2008年

【小学校】

兵庫県 宝塚市高司小学校区まちづくり協議会

【中学校】 

埼玉県 伊奈町立南中学校

埼玉県 鶴ヶ島市立富士見中学校

愛知県 名古屋市港南中学校(名古屋みなとライオンズクラブ主催) 

熊本県あさぎり町立岡原中学校(あさぎり町主催 須恵文化ホール)

【高校 】

茨城県 茨城県立古河第二高等学校 

千葉県 千葉県立松戸六実高等学校

★ 静岡県 静岡県立島田高等学校

静岡県 静岡県立浜松大平台高等学校

静岡県 島田学園高等学校(現・島田樟誠高等学校) 

★ 福井県 福井県立美方高等学校

福井県 敦賀気比高等学校 

【大学】

★ 埼玉県 獨協大学

埼玉県 淑徳大学(埼玉みずほ台キャンパス) 



【その他】

埼玉県 伊奈町教育委員会生涯学習課

埼玉県 和光市平成 20年度人権講演会(7月) 

埼玉県 志木市朝霞地区大会(社会を明るくする運動)

埼玉県 志木市要保護児童対策地域協議会(11月) 

埼玉県 東松山 PTA

埼玉県 埼玉県大会　教育委員会(大宮ソニックシティ)

★ 京都府 京都市こころの健康増進センター

ギャンブル依存ファミリーセンター「ホープヒル」

◉2007年 

【中学校】

埼玉県 春日部市立谷原中学校

【高校】

埼玉県 埼玉県立朝霞西高等学校 

【その他】 

北海道第５１回精神保健北海道大会「豊かな大地。豊かなこころ。」(岩見沢市まなみー

る文化会館 )

埼玉県 朝霞市民まつり 彩夏祭　 

東京都 ASKフォーラム(代々木オリンピック青年村)

東京都 萌の会(ひきこもり家族会@神田) 

★神奈川県 第 1回横浜フリンジフェスティバル(10/14)

フランス パリオペラ 公演

◉2006年 

茨城県 茨城ダルクフォーラム(結城アクロスホール)

東京都 渋谷ヒトリシバイナイト(渋谷 TAKE OFF 7)



◉2005年 

埼玉県 志木市民プラザ(志木駅丸井8階)

東京都 神田 TUC ジャズライブハウス 

愛知県 名古屋 ダルク家族会フォーラム 

福岡県 北九州ダルクフォーラム(小倉)

静岡県 NPO法人ドムクス薬物問題を抱える家族の会

★は、新聞記事がある場所


