
 

  

【 T・T（ 髙橋たかふみ ）の主な携わった仕事 】 

 

２００４ 

＊劇団文化座公演【 笑う招き猫 】( テーマ曲・ジングル・劇中歌作曲 ) 

＊Kira☆ユニット【 火花みたいに 】( 音楽 ) 

２００７ 

＊Café project BGM 

＊J-Teather プロデュース公演【 亜細亜異聞禄 ～マクベス～ 】( 音響 ) 

＊マリッジ公演【 トランス 】( 音楽・音響 ) 

２００８ 

＊キットハンサム公演【 津田沼家 】( 音楽・音響 ) 

＊自主製作映画【 見える気持ち、見えないかたち 】( テーマ音楽作曲 ) 

＊アフターズ・ジム公演【 黒蜥蜴 】( 音響 ) 

＊モナカ興業＃５【 点滅する秋 】( 音響 ) 

＊キリスト伝道劇団 101 回公演【 塩狩峠 】( 音楽・音響 ) 

＊手塚治虫ワールド【 ミッドナイト 】( 音楽・音響 ) 

＊【 課外授業 】( 音楽・音響 ) 

＊【 玉手箱 】(  音楽・音響 ) 

＊新宿新生館第２回公演【 盲導犬 】( 音楽・音響 ) 

２００９ 

＊ラジオドラマ【 塩狩峠 】( 一部追加作曲 ) 

＊【 花咲くチェリー 】( 音楽 ) 

＊【 櫻 music21～チエーホフ作品“桜の園”より～ 】( 音楽・ピアノ演奏・音響プランナー ) 

＊【 薔薇ばらバラな天使たち 】( 音楽・音響 )  

＊劇団たいしゅう小説家公演【 BLUE SKY GRACE 】（ 音楽 ） 

＊劇団たいしゅう小説家公演【 THE LIGHT STAFF 】（ 音楽 ） 

２０１０ 

＊第２０回下北沢演劇祭参加【 唇からナイフ 】( 音楽 ) 

＊劇団テアトロ＜海＞公演【 エキスポ 】( 音響 ) 

＊朗読劇【 塩狩峠-改訂版- 】( 音楽 ) 

＊劇団たいしゅう小説家公演【 もうひとつのハムレット～イキツクサキノ花～ 】（ 音楽 ） 

＊ダブルフォックス公演【 薔薇ばらバラな天使たち 】( 音楽・音響 ) 

＊朗読劇【 病めるときも 】( 音楽 ) 

＊【 リデンプション 】( 音響・選曲 ) 

＊【 羽音 】( 音楽 ) 

＊好村俊子プロデュース公演【 班女 】【 葵上 】【 卒塔婆小町 】( 音楽・生演奏 ) 

＊劇団テアトロ＜海＞公演【 約三十の嘘 】( 音響プランナー ) 

２０１１ 

＊【 哀しみの歌～新居のイエス 】( 音楽・音響プランナー ) 

＊スターダス２１公演【 笑う招き猫 】( 音楽・歌指導 ) 

＊劇団たいしゅう小説家公演【 CRASHPOTION～ゴーストの秘密～ 】（ 音楽 ） 

＊好村俊子プロデュース公演【 卒塔婆小町 】( 音楽 ) 

＊フェニックスプロジェクト vol.3【 みんなと雨降り 】( 音響オペ ) 

＊被災地支援プロジェクト【 プチミュ！シアター～こども劇場～ 】( テーマソング [未来ノ地図] 作曲 ) 

＊朗読公演【 星降る夜に出かけよう 】( テーマ音楽・ピアノ演奏 ) 



 

２０１２ 

＊彩才女組 Vol,5【 港崎遊郭 】( テーマソング作曲 ) 

＊被災地支援プロジェクト【 プチミュ！シアター～こども劇場～ 】( 挿入歌 [No Rain,No Rainbow] 作曲 ) 

＊劇団 Nooooon‼旗揚げ公演【 THE LIGHT STAFF 2012 】（ 音楽 ） 

＊【 氷点・上 】（ 音楽 ） 

＊【 卒塔婆小町 】山中湖村公民館公演 ( 音響 ) 

＊劇団テアトロ＜海＞公演【 見果てぬ夢 】( テーマ音楽・音響 ) 

＊NAC スタジオ公演【 桜の園 】( テーマ音楽・音響・音響 ) 

＊リーディング【 温泉場小景/父帰る 】( 音楽・ピアノ演奏 ) 

＊パンドラの匣 1st Presents 【 煙が目にしみる 】( 音響 ) 

＊【 玉手箱２ 】( 音響 ) 

２０１３ 

＊オフィスワンダーランド ラボ公演【 フェニックス・クラブ 】( 音楽・選曲・音響 ) 

＊【 玉手箱３ 】( 音楽・音響 ) 

＊オフィス・ダージリン公演【 土方は二度死ぬ 】( 音楽・音響 ) 

２０１４ 

＊M2.VOL,2～言葉と音楽のセッション～ ( 音楽・生演奏 ) 

＊劇団 PUSH 第５回公演【 人魚姫の弟 】( 音楽 ) 

＊J-Theater 世界名作劇場シリーズ【 夏の夜の夢 】( 音楽・音響 ＊小森広翔氏と共作 ) 

２０１５ 

＊J-Theater プロデュース公演【 櫻の園 Japanmix 】( 音楽・選曲 ) 

＊【 卒塔婆小町２０１５ 】( 音楽 ) 

２０１６ 

＊【 ハケンアニメ！ 】( 挿入歌作曲 ) 

＊劇団ハイビーム×四谷天窓【 ミッドナイト 】( 音楽 ) 

＊アーティスト・ジャパン公演【 天国のあなたへ、つたえたい心の手紙 】( 音楽 ) 

＊アーティスト・ジャパン公演【 サラ・ベルナール～命が命を生むとき～ 】( 挿入歌編曲 ) 

＊【 JUSTICE 】( 楽曲提供 ) 

＊アーティスト・ジャパン公演【 黄昏かげろう座 】シリーズ【 赤いろうそくと人魚 】【 魔術師 】( 音楽 ) 

２０１７ 

＊劇団たいしゅう小説家 Present’s15 周年記念公演第１弾【 TRICK OR TRUTH 】( 音楽 ) 

＊【 続・氷点 】( 一部追加作曲 ) 

＊アーティスト・ジャパン公演【 びっくり箱/重役読本 】( 音楽 ) 

＊J-Theater プロデュース公演【 近代能楽集 】より【 邯鄲 】( 音楽 ) 

＊アーティスト・ジャパン公演【 吾輩は猫である 】( 音楽 ) 

＊ピープルシアターM2 公演２０１７言葉と音楽のセッションより【 放れ王の牛 】【 ハー太郎遊挟伝４ 】( 音楽・生演奏 ) 

＊劇団 Nooooon‼第３回公演【 シックハウスファミリー 】（ 音楽 ） 

２０１８ 

＊ピープルシアターM2 公演２０１８言葉と音楽のセッションより【 ハー太郎遊挟伝・旅立ち 】【 深き海のごとく 】( 音楽・生演奏 ) 

＊J-Theater プロデュース公演【 櫻の園 Japanmix 】再演 ( 音楽・選曲 ) 

＊J-Theater プロデュース公演【 夏の夜の夢 】( 音楽 ＊小森広翔氏と共作 ) 

２０１９ 

＊劇団 Nooooon‼第４回公演【 THE LIGHT STAFF 2019 】（ 音楽 ） 

２０２１予定 

＊映画【 サンタクロースとトロッコ列車 】( 音楽 ) 

                                                    ２０２１年現在…… 

 


