
and theBEAST
Beauty

11/21(土) 15:45開演（予定）
所要時間約1時間 リモート配信

実際の配信は野田校舎
薬学部棟１３１１教室から行ってます

理大祭ドラマ



Greeting
Hi! Everyone. My name is Taisuke Kuramoto. I am the chief of Drama 
Section in Noda ESS! Sorry, now I'm wearing a mask for preventation. If 
you want to see my true face, please see our drama and know my 
identify, haha.

The title of Ridaisai Drama in 2020 is "Beauty and the Beast”  the story 
of Love and Magic. This is Musical! We don’t only act, but also sing and 
dance. Moreover, these are all done in English!  Please enjoy the unique 
expression of the English, and we also enjoy our drama activity!

Originally Beauty and the Beast is freshman welcome drama in this year 
spring, but it has been postponed.

I'm really sorry that we couldn't show the drama face-to-face. But we 
will do as much as we can for online drama, I promise to do our best 
even if you are away from us.

Finally, I appreciate my friend in ESS, all the people who support me 
and my dear circle activity "ESS". Please  enjoy our Drama! 
Thank you for reading.



Story Outside
魔女の呪いによって野獣の姿に変えられてしまった美しい王子。呪いを解く

鍵は、魔法のバラの花びらが全て散る前に誰かを心から愛し、そして愛され

ること―。だが野獣の姿になった彼を愛するものなどいるはずがなく、独り

心を閉ざし本当の自分を見失っていく。そんな絶望の日々に光を与えたのは、

心に孤独を抱えながらも、自分の輝きを信じて生きる、聡明で美しい女性、

ベル。このふたりの出会いがお互いの運命を次第に変えていく。

Because of witch's spell, a beautiful prince turned into a beast. 
To break the spell, he have to love someone from bottom of his heart 
and be loved from that person before all of the rose petals fall. 
However, no one love him because of what he looks. He gradually 
close his heart. But one beautiful lady, Belle gave hope to him. 
Those two people's encounter changed their destiny.



Actor&Character
ベル(佐藤楓花)
町一番の美人で本の虫。好奇心旺盛なファニーガールで周りからは
変わり者と言われる。父親のモーリスと二人で暮らしていたが、そ
の父親が野獣に捕われてしまった。ベルは単身、野獣の城へ助けに
向かう‥‥。
「パパ、どこなの？」

野獣(イホセ)
魔女の呪いにより野獣の姿に変えられてしまった王子様。かつては
優しさを失ったわがままな性格であった。呪いを解くにはバラの花
びらが全て落ちるまでに誰かを愛し、愛されることを学ばなければ
ならない。しかし、月日が流れるうちにすっかり諦めていた。
「この城に来てはならん、出ていけ！！」



ルミエール(椿玲於奈)
魔女の呪いにより燭台にされてしまった野獣の城の召使。見た目
も心も明るい。お客様をおもてなしするのが得意！意見がぶつか
りがちなコグスワースは実は相棒でなんやかんや気が合う。
「ようこそ、お客様。歓迎いたします！」

コグスワース(倉本泰介)
魔女の呪いにより置き時計にされてしまった野獣の城の執事。小言
が多く几帳面。ベルが野獣の機嫌を損ねないか、常に気にしている。
性格は真逆だがルミエールとは親友であり、いつも一緒にいる。
「いや、しかし、、ご主人様の機嫌を損ねたら大変だぞ！」

ポット夫人(秋葉南)
魔女の呪いによりティーポットにされてしまった野獣の城の召使。
しっかり者でベルと野獣の間の愛の芽生えを温かく見守る。そし
て、歌姫でもある。
「美味しいお茶はいかがかしら？」



アンサンブル(浮田亜寧・髙橋美優)
劇中にいろんな役で登場します。人さらいだったり、村人だった
り？必ずこの二人は一緒に出てきます。
「場面によって違う役を演じているので、ぜひご注目くださ
い！」

ル・フウ(朝烏優里)
いつもガストンにくっついている子分で、彼の事を褒めたたえて
いる。お調子者である。野獣が存在すると騒ぐモーリスを馬鹿に
する。
「ガストン、君が一番だよ！」

ガストン(浅尾晃平)
力自慢で射撃の名人。見た目も良く頭も回り、町のみんなから英
雄とされている。ベルに恋し、結婚を望むが相手にされない事を
不満に思っている。
「なんとしてもベルを俺の妻にするぞ！」



モーリス(井村聖文)
ベルの父親で発明家。ベルと2人暮らしをしている。娘と同じく周
りからは変わり者と呼ばれる。ある日、森で迷ってしまった挙句、
野獣の城に入ってしまい捕われてしまう。
「その声は、、ベルか？」

？？？(柳田幸佳)
謎の女性。物語のカギを握る人物。その正体は、公演をご覧になって
ご自分の目で確かめてください！
「むかしむかしの愛の物語です。お楽しみに！」

本屋(鵜飼怜大)
町の本屋さん。他の町の人間は愛読家のベルを変わり者と呼ぶが、
町で唯一本を紹介してくれるベルと気の合う人。
「もうその本は読むのは３度目じゃないか！」

馬(樋口徹哉 )
ベルとモーリスの愛馬。「ヒヒーン！」



照明班＞＞新野美奈 ドアマン＞＞後藤ひかり

時津千穂 鵜飼怜大

田島優人 音響班 ＞＞小川珠生

道具班＞＞本田光哉 澤田千穂

鵜飼怜大 字幕班 ＞＞小野真由子

樋口徹哉 メイク班＞＞後藤ひかり

撮影班＞＞金井希陽花 澤田千穂

当日班＞＞草薙真彩

勘坂優太郎

Staff



Drama Section
チーフ
倉本泰介
Taisuke Kuramoto

サブチーフ
小川珠生
Tamaki Ogawa

サブチーフ
栁田幸佳
Yukika Yanagita

サブチーフ
佐藤楓花
Fuka Sato

サブチーフ
椿玲於奈
Reona Tsubaki

サブチーフ
本田光哉
Kouya Honda



History

2018 新歓ドラマ
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