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【NOW】

TEL：5466-2181 FAX：5466-2182

かろく

生年月日 1971年8月2日

身長
体重
バスト
ウエスト
ヒップ
靴サイズ

〒150-0011
東京都渋谷区東3-24-8マーサ恵比寿501号

http://www.me-her.co.jp/profile/karoku/

出身地 東京都

血液型 A型

本 名

小林 九

紋 剣片喰

略歴
168cm
58kg
85cm
71cm
89.5cm
25.5cm

1987年3月 中学卒業後 祖父・五代目柳家小さんに入門 前座名 九太郎
1989年9月 二ツ目昇進 小緑と改名
1994年3月 戦後最年少の22歳にて真打昇進 柳家花緑と改名
2003年3月に落語界の活性化を目的として結成された「六人の会」のメンバー
（春風亭小朝、笑福亭鶴瓶、林家正蔵、春風亭昇太、立川志の輔、柳家花緑）

近年では新作落語や話題のニュースを洋服と椅子という現代スタイルで口演する
『同時代落語』にも挑戦している。

☆テレビ

NHK Eテレ『オイコノミア』

☆テレビ

日本テレビ系列『スクール革命』

「笑って納得！落語の経済学」
2016年12月14日（水） 22：00～22：45予定
知ると100倍楽しくなる！日本の伝統芸能SP!

2016年11月20日（日）11：45～12：45

※1時間目「落語」のゲスト先生として出演

☆テレビ

NHK Eテレシアター ミュージカル『狸御殿』
2017年1月2日（月） 12：00～14：40予定

☆連載

清流出版『月刊清流』

☆書籍

『柳家花緑の同時代ラクゴ集～ちょいと社会派～』

2017年1月号より（2016年12月1日発行予定）
「落語『おもしろ』人間学」の連載スタート（毎月1日発行）
2016年4月21日（木）発売 （竹書房）

☆DVD

舞台 『南の島に雪が降る』
2015年12月1日（火）発売予定

花緑の初主演舞台がついにDVD化！！
※2015年8月7日（浅草公会堂） の公演を収録

★須藤石材株式会社イメージキャラクター ／ TV-CM・R-CM OA中
【落語会】 ★D&DEPARTMENT主催 『d47落語会』 （47都道府県 新作ご当地落語）

他 全国にて独演会・落語会に出演

【企画系 ぴあ主催、制作Me&Herｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ『世界は落語だ！』 （作：藤井青銅 11年4月、12年3月 草月ホール ）
落語会】 Me&Herｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ主催『花緑落語～宮部みゆき「我らが隣人の犯罪」』 （作：真柴あずき 10年11月 赤坂RED/THEATER）
アクシス落語会『花緑 seasoning』（10年10月～11年8月 六本木AXIS）
ラッパ屋主催『昼席 ラッパ亭』 （09年1月 紀伊國屋ホール 演劇「ブラジル」のセット上にて）
Me&Herｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ主催『花緑落語・最後の一本』 （作：真柴あずき 07年4月 赤坂RED/THEATER）
Me&Herｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ主催『花緑落語・ナンパジジイ』(作:鈴木聡 02年8～9月ｼｱﾀｰﾄｯﾌﾟｽ/03年8月大阪他)

【トーク】 NTV『PON!』トークゲスト（11年9月）
NHK総合テレビ『ゆうどきネットワーク』（11年6月）
CX『メントレG』トークゲスト（春風亭昇太・柳家花緑・千原ジュニア）（08年8月）
CX『ボクらの時代』トークゲスト（林家正蔵・立川志の輔・柳家花緑）（07年9月）
NHK総合テレビ『スタジオパークからこんにちは』（05年7月・03年）
テレビ朝日系列『徹子の部屋』 (12年11月・04年10月・01年2月)
NHK総合テレビ『トップランナー』 (01年2月)
TBS『情熱大陸』 (01年)

【ＴＶ】

TOKYO MX『日本の祭り2015“神田祭・遷座400年受け継いできた日本のこころ”』ナレーション（15年6月）
NHK-BS1『時代をプロデュースした者たち～第4回 手塚治虫』 手塚治虫役 （2015年5月)
NHK BSプレミアム『美の壺』（13年11月）
ABC『大改造!!劇的ビフォーアフター』（13年8月）
TBS『ジョブチューン』アノ職業のヒミツぶっちゃけます！（13年7月）
NHK総合『ファミリーヒストリー』（2013年1月）
NHK Eテレ『おはなしのくにクラシック』第11回じゅげむ（12年10月）
CBC『鶴瓶のスジナシ』（11年8月）
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』出張鑑定MC レギュラー （不定期出演）
CX『知りたがり！』 知りたがリスト準レギュラー（11年9月～13年3月）
CX『とくダネ！』“温故知人”コーナープレゼンター（06年9月～09年3月）
NHK教育テレビ『知るを楽しむ～歴史に好奇心』(06年～09年) 『にほんごであそぼ』(03年～07年) 『アラビア語会話』(05年/07年)

【ドラマ】

日本テレビ 『デカワンコ』 第5話 北風亭太陽 （11年2月）
フジテレビ 『不毛地帯』 第1話 （09年10月）
NHK総合 連続ドラマ 『どんまい！』 （05年11～12月）

【ﾅﾚｰｼｮﾝ】 テレビ東京 『匠の肖像』（05年9月～09年3月）
テレビ朝日 黒澤明ドラマスペシャル第二夜『生きる』（主演：松本幸四郎）（2007年9月）
NHKBS-hi 『世界ふれあい街歩き～パリ・モンマルトル地区～』（2005年11月）

【ラジオ】 NHKラジオ第一『午後のまりやーじゅ』（13年12月・8月・6月）
ニッポン放送『高田文夫のラジオ・ビバリー昼ズ』（13年8月・12年8月）
ニッポン放送『笑ってサヨナラ！プレイバック落語』パーソナリティ（15年・14年・13年・12年・11年12月）
J-WAVE『LEVI'S CROSSOVER JAM』（柳家花緑×乙武洋匡）（11年5月）
NHKラジオ第1『平成落語家ジョッキー』（03年4月～06年3月）
他多数

【舞台】

『南の島に雪が降る』(15年8月 浅草公会堂、中日劇場 他地方公演 原作：加東大介 脚本・演出：中島淳彦） ＊主演
東宝『Chanson de 越路吹雪 ラストダンス』（12年12月 シアタークリエ 他地方公演 原作：岩谷時子 脚本：高平哲郎 演出：山田和也）
北九州芸術劇場ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ『江戸の青空・弐』 （11年11～12月 世田谷パブリックシアター 他地方公演 脚本：千葉雅子 演出：G2）
Sound Theatre 新感覚・音楽朗読劇『HYPNAGOGIA～ヒプナゴギア』 （11年3月 日本橋三井ホール 作・演出：藤沢文翁 ）
北九州芸術劇場ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ『江戸の青空』 （09年5～6月 世田谷パブリックシアター 他地方公演 脚本：千葉雅子 演出：G2）

東宝・東宝芸能『宝塚BOYS』（08年8・9月 シアタークリエ 他地方公演 脚本：中島淳彦 演出：鈴木裕美）
東宝芸能『宝塚BOYS』（07年6・7月 ル・テアトル銀座 他地方公演 脚本：中島淳彦 演出：鈴木裕美）
松竹 『もとの黙阿弥』（05年8・9月 新橋演舞場・南座 作：井上ひさし 演出：木村光一）

【映画】

渡邊孝好監督『ヒナゴン』西野俊彦役 （05年7月公開）

【ＣF】

株式会社永谷園「あさげ・ひるげ・ゆうげ」（2008年9月～2009年8月）
菊正宗酒造株式会社 「菊正宗ピン淡麗仕立て｣ （～2006年3月）

【ＣＤ】

落語The Very Best 極一席1000シリーズ『柳家花緑 笠碁』（ソニー来福）発売中
朝日名人会ライブシリーズ「柳家花緑１～４」（ソニー来福）発売中
新潮落語倶楽部3 柳家花緑『反対車・紺屋高尾』（11年10月 発売元：ポニーキャニオン）
新潮CD 山田洋次が選ぶ 藤沢周平傑作選 『たそがれ清平衛』 （04年 新潮社）
『じゅげむ』 （03年 発売元：ソニー・ミュージックジャパン \1,835）
『花緑のピアノばなしⅡ～おさよ～バレエ[ジゼル]より』『花緑のピアノばなし～じゃじゃ馬ならし』（01年 発売元：ソニー・クラシカル）

他多数

【ＤＶＤ】

柳家花緑独演会 『花緑ごのみ』１,２ (13年、14年 発売元：㈱竹書房） 発売中
ユーキャンDVD 『月刊 日本の旅12ヶ月』 ナレーション 通信販売にて発売中
NHKDVD『五代目小さん・花緑 超時空二人会 』 発売中
『柳家花緑の落語入門』（09年 GPミュージアムソフト ￥3990）

【書籍】

岩崎書店『柳家花緑と落語を観よう』 発売中
講談社15歳の寺子屋 『落語が教えてくれること』 発売中
角川SSC新書『落語家はなぜ噺を忘れないのか』 （08年 ￥800）

他多数

【連載】

サンケイエクスプレス 花緑の『世界は まるで落語』 (2012年5月～2016年3月）
主婦の友社『クォータリー・ノート』 前付けコラム「乙な人々」 (13年3月～）
朝日新聞 夕刊 柳家花緑『ゆるゆると真剣に』 （12年10月～13年3月）
サンケイエクスプレス『ようこそ！花緑の落語入門』（2007年12月～2012年4月）
月刊ローチケ．Com『続・柳家花緑の落語は楽語！』（09年７月～12年1月web連載）

【賞暦】

2000年
1999年
1998年
1997年
1995年
1994年

国立演芸場花形演芸会大賞
彩の国さいたま芸術劇場拾年百日亭大賞
彩の国さいたま芸術劇場拾年百日亭殊勲賞
国立演芸場花形演芸会大賞
国立演芸場花形演芸会金賞
国立演芸場花形演芸会金賞／にっかん飛切落語会努力賞

