
森田浩貴（もりたこうき）（本名：もりたひろき） 

舞台俳優、バイリンガル司会、ナレーター 

作曲家で歌手の森田公一を父に持ち、親譲りの幅広い音域を活

かして、舞台俳優として活躍するだけではなく、得意の語学力を

生かし、海外俳優たちに対して通訳を行うほか、バイリンガル司

会者としても活動。 

ミュージカル歌唱法／教授法、団体指導法、演出法などを北川

潤師に 10 年間師事。     

趣味 太極拳、ヨガ 

 

舞台出演歴： 

サントリーホール「ファンタスティックス」主役マット役 

東宝「レ・ミゼラブル」コンブフェール／工場長役    

青山劇場「スクルージ」玩具屋プリングル役     

アートスフィア「蜘蛛女のキス」ガブリエル役 

帝国劇場ほか「レ・ミゼラブル」アンジョルラス役 

「屋根の上のバイオリン弾き」司教役（全編英語上演） 

ミュージカル座公演博品館劇場「サイト」笑う旅人役 

劇団 Nom’b 公演「准教授：桃太朗」用務員細川頼之役 

TDW 公演「ペテン師と詐欺師」アンドレ・ティボルト役 

 

録音歴： 

ドリームワークス映画「プリンス・オブ・エジプト」モーゼ役 

ディズニー英語教材「英語と遊ぼう」主題歌／挿入歌 

TV シリーズ「アリー・マイ・ラブ」ジョシュ・グローバンなど 

ほかに、「漂泊者のアリア」（沢田研二主演）「ロッキー・ホラー・ショウ」（ローリー寺西主演）などで音楽スタッフを務め、

ライブハウスやコンサートホールなどでの演奏会などでも活動。 

また、恵比寿ロビンスクラブなどでの結婚式場での披露宴司会など。 

 

英語関連： 

朗読劇「扉開けし者〜ヘボンが見た明治〜」を英日両語で執筆。 

ヘボン氏が創立した明治学院大学での上演時には、演出・出演（澤村田之助役） 

上島コーヒーの企業イベント（バリスタインターナショナルコンベンション）英日司会／通訳 

コカコーラジャパンの英語ナレーション 

富士急ハイランドの PV 英語ナレーション 

洗足音楽大学での「モダン・ミリー」演出家：スティーブン・カーの通訳 

アメリカンクラブのチャリティイベントでのアテンダント 

 



K oki M orita●A ctor / Bilingual MC / Voice Over 

As a son of famous composer Koichi Morita, Koki is dedicating his ability not only as a stage actor, but also 

as bilingual MC, interpreter, and voice over talent. He studied musical voice training, stage training, 

production management.  

 

STAGE SHOWS – representative experience :  

The Tales of Hoffman – Nathaniel 

The Fantasticks – Matt, the Boy 

Hong Kong Rhapsody – Liang Lee  

Les Miserables – Combefere / The factory Foreman 

Scrooge – Mr. Pringle, the toy-shopper 

Kiss of the Spider Woman – Gabriel / Ensenble 

Les Miserables –Enjorlas (principal) 

The Kitchen – Nicholas 

Decima – Buntai Konoe 

Fiddler On The Roof – Rabbi (production all in English) 

The Site – The laughing traveler 

Monster <The Notorious> - Monster Doctor 

Sakurahime <Dark Fantasy> - Choros 

Akira Momota the Associate Professor  

The janitor/ Yukiyori Hosokawa 

Dirty Rotten Scoudrels / Andre 

Voices 

Trained as bridal MC and attended in Aoyama Fairy House and Shin-Yokohama Prince Hotel and 

Ebisu Robbins Club and Omiya Dynasty for 2years and also singing in the choir in tenor and 

baritone parts in the same venues. 

MC/Interpreter for the events of UCC coffee, and at parties in Tokyo American Club. 

Recording voice over in Japanese 

Moses in the movie “The Prince of Egypt”(Dreamworks production) 

Japanese voice over of Josh Groban on “Allie McVeal : Season 4” 

Other educational materials for Disney English VCR 

Also trained voice trainer to teach over 15years as instructor for singing  and speech. 

Writing 

The reading play “Opening The Door” (story about the inventor of Roma-ji /alphabets characters to 

facilitate the pronunciation of Japanese language for foreigners) in Japanese and English, including 

the subtitles in both languages on the stage. It was open at Meiji Gakuin University in October 2011, 

whose the inventor: Dr. James Curtis Hepburn established 150 years ago. 


