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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 表現は、各自の思考・感情・行動に基づくため、一律的な行動化や形象化に評価の

観点を集約させることは難しく、そして、この課題は表現・芸術に関わる学科に限っ

た話ではなく、保育者養成に関わる学科でも同様の課題がある。 

 ところで表現分野の一つに演劇／劇表現がある。保育の場において子どもの劇表現

は日常的な形で存在しているにもかかわらず、保育者養成校では、その学びの機会は

音楽や造形ほど設定されてはいない。また、設定されていても、指導者は演劇の専門

家ではなく、他の表現分野を専門とする指導者が担当していることが多い。そこで専

門的な立場から、保育者養成校において演劇を専門としない表現担当の教員が演劇を

扱う際に何らかの支援ができるのではないかと考え、その一つとして、評価の問題に

取り組むこととした。今回は、汎用性が高くなりつつあるルーブリックの手法を活用

し、評価のあり方を探るための材料を集めることに主眼を置いた。 

 評価のあり方を実験的に検証する具体的な機会として、合同学習会（有明短大山本

ゼミと東京家政大学花輪ゼミ）を設定した。集中的に劇表現を中心とした創作活動の

中で、学生の自己評価も含め、評価表に基づいた評価を行うこととした。 

 なお、連携研究者である東京家政大学の花輪充教授が指導する花輪ゼミとの学習の

機会は、平成27年度の鬼怒川温泉での二泊三日の学習会に端を発する。参加者の多

くが大学やゼミの垣根を越えて、協動しあい、身を投じあい、遊びのなかの演劇を体

感した内容であった。そして、より学習会を発展させるため、平成28年度は東京家

政大学の川合沙弥香さんが、練馬区立厚生文化会館に話をしてくださり、会場として

お借りすることができた。さらに「おはなしいっぱい、げきまつり」という会館事業

として、学習成果発表の場に社会的な価値を付与してくださった。これは、川合さん

と共に、練馬区厚生文化会館の山崎副館長のお力添えがあったためであり、この場を

借りてお二人に感謝申し上げたい。 

両大学の参加学生の研究姿勢には頭が下がる思いであった。そして、前回の勉強会

にも参加したOBが三名ほど駆けつけ、代役や写真撮影等の支援をしてくれた。大変

ありがたい話である。 

 そして、最も感謝をしなければならないのは、本報告書作成のために三日間、目と

耳と手を酷使して活動記録をとり続け、終了後に文字化作業を行ってくださった、連

携研究者である修文大学短期大学部の友永良子先生であろう。友永先生の尽力が無け

れば本報告書がまとまることはなかった。この場を借りて感謝を伝えたい。 

 最後に、本報告書は「保育者養成校における演劇を専門としない教員のための劇表

現指導教材の開発」における基礎研究の位置づけで、その中間報告としての意味をも

たせたものである。今後はこれを土台に更に研究を進めていく所存である。                                 

  平成29年4月5日  

山本直樹（有明教育芸術短期大学） 
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．実施概要実施概要実施概要実施概要    

 

１１１１．．．．日程日程日程日程    

平成28（2016）年 8月13日（土）、14日（日）、15日（月） 

 

２２２２．．．．会場会場会場会場    

東京都 練馬区立厚生文化会館 地下１階 大会議室・視聴覚室 

 

３３３３．．．．趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・目的目的目的目的        

有明教育芸術短期大学山本ゼミと東京家政大学花輪ゼミの演劇教育学習会は、今回

で二回目を迎えます。本年は「遊びのなかの演劇学習会」とタイトルを一新し、最終

日には「おはなしいっぱい、げきまつり」という会館行事として展開します。 

一日目は、両ゼミの取り組み発表（demonstration）を手始めに、教育・保育・生

活における演劇の価値、知恵、意味生成、多様性、産出力、効力などのテーマを検証

することを目指します。 

二日目は、坪内逍遥（1859～1935）の著作『家庭用児童劇』から三つの作品の劇化

に取り組みます。題材は『家庭用児童劇第一集』より「こだま」、『家庭用児童劇第二

集』より「かしとすすき」「ねずみのかいぎ」です。3作品は、リーダース・シアター

（朗読劇）、ダンス・マイム（舞踊劇）、パペット・シアター（人形劇）という表現方

法で劇化を行います。限られた時間の中ですが、「遊びのなかの演劇」を体感します。 

 三日目は、来場する子どもに対して、創作した作品を提供する日です。つまり、実

際に子どもを対象とした、子どもが鑑賞するための劇を発表します。また、その時間

に備えて会場設営やおもてなしをするための準備も進めます。 

異なる大学・学年という多様な集団の中で動くことに、自分なりのチャレンジをし

てください。楽しかったという満足感・達成感も大事ですが、表現を通した学び、遊

びから始まる学びを実感する機会になれば幸いです。 
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４４４４．．．．スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール        

 

【8月13日（土）/ 1日目  ゼミ劇ワークショップ】 

9:00 集合 会場設営、準備 

10:00 オープニングセレモニー・ガイダンス 

10:20 ウォーミングアップⅠ（花輪） 

10:40 デモンストレーションⅠ 

11:10 合評会Ⅰ（川合） 

12:00 ランチ・休憩 

12:50 レクチャーⅠ（山本・鴨志田） 

13:50 ワークショップⅠ 

16:30 デモンストレーションⅡ 

16:40 まとめ・後片付け・事務連絡 

 

【8月14日（日）/ 2日目  家庭用児童劇ワークショップ】 

9:00 集合・ガイダンス 

9:20 ウォーミングアップⅡ（鴨志田・吉村） 

9:50 ワークショップⅡ（山本・鴨志田・川合） 

12:00 ランチ・休憩 

13:00 ワークショップⅢ（山本・鴨志田・川合） 

15:00 デモンストレーションⅢ 

16:30 後片付け・事務連絡 

 

【8月15日（月）/ 3日目  『おはなしいっぱい、げきまつり』開催】 

9:00 集合・会場設営 

9:30 全体構成（花輪） 

11:50 リハーサル 

12:30 ランチ・リハーサル映像の映写 

13:30 最終確認 

13:45 開場（来客） 

14:00 デモンストレーションⅣ『おはなしいっぱい、げきまつり』 

14:30 退場（来客） 

14:35 合評会Ⅱ 

16:30 後片付け 

17:00 解散 
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５５５５．．．．参加者参加者参加者参加者        

 

【東京家政大学４年生】 

亀井美奈子・都築侑花・竹内潔子・畑葉菜子・村部沙季・猪又菜々美・川尻綾香 

 

【有明短大３年生】 

青柳千尋・青山結実花・石間宣明・小山田舞子・黒田夏鈴 

 

【東京家政大学３年生】 

石井響子・牧野歩美 

 

【文京学院大学３年生】 

富山創甫 

 

【有明短大２年生】 

林拓海 

 

【協力OB】 

河合真悠子（家政大）・佐伯眞衣（家政大）・小西太知（有明短大） 

 

【スタッフ】 

花輪充（東京家政大学） 

山本直樹（有明教育芸術短期大学） 

鴨志田加奈（山村学園短期大学） 

吉村温子（東京家政大学） 

友永良子（修文大学短期大学部） 

川合沙弥香（東京家政大学大学院） 

髙﨑みさと（東京家政大学） 

岩井真澄（東京家政大学大学院） 

 

【特別協力】 

山崎素裕（練馬区立厚生文化会館副館長） 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．活動記録活動記録活動記録活動記録    

１１１１．．．．8888月月月月13131313日日日日（（（（土土土土））））////    1111日目日目日目日目        ゼミゼミゼミゼミ劇劇劇劇ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

 

【【【【集合集合集合集合】】】】9999    :00:00:00:00    

→荷物の積み出し。大会議室集合。着替え。会場設営。10時までは二グループに分か

れて稽古、ウォーミングアップ。 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①有明短大有明短大有明短大有明短大（（（（上図上図上図上図、、、、上方上方上方上方））））    

デモンストレーション『めっきらもっきらどおんどん』の通し練習。衣装は全員、

上は白シャツ、下は黒ズボン。蝶ネクタイ着用。「しっかかもっかか」役のみマント

着用。横一列にスツールを配置。図の黒丸はナレーター。（担当学生欠席のため、山

本が代役。）全体を通した後、バランスについて等の意見交換。効果音のタイミング

について確認。 

 

  

    

②②②②家政大家政大家政大家政大（（（（同図同図同図同図、、、、下方下方下方下方））））    

会場の客席寄りで輪になって発声練習（手を打ちながら４拍ずつ息を吐いたり吸っ

たり、お腹に手を当てながら一人が「アエイウエオアオ、カケキクケコカコ…」等と
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発音し、残りの学生がそれを復唱する等）。その後の『太一のきつね退治』の通し練

習。一人の学生が、４人の演者達の正面に立って、全体の様子を見て、気付いたこと

を伝えた。衣装は、上は各自違う色のカラーＴシャツ（青、紫、黄色、緑）、下は黒

ズボン。 

 

  

 

【【【【オープニングセレモニー・ガイダンスオープニングセレモニー・ガイダンスオープニングセレモニー・ガイダンスオープニングセレモニー・ガイダンス】】】】10101010    : 00: 00: 00: 00    

→小冊子とルーブリック表の配布。 

 

花輪：「みなさん、おはようございます。今日１日あっという間に過ぎると思います

が、よりよい学びの場になればと思います。山本先生より基調説明。川合さんより注

意事項等のガイダンスがあります。」 

 

→開会の基調説明を山本が行う。 

 

山本：「みなさん、おはようございます。今回は花輪先生と川合さんの協力・支援が

あって、東京家政大学と有明教育芸術短期大学との合同の学びの機会を持つことがで

きました。また、名古屋から、修文大学短期大学部の友永先生に記録者として参加を

お願いしています。この会の目的と内容ですが、『１日目は、ゼミの取り組み発表を

手始めに、教育・保育・生活における演劇の価値、知恵、意味生成、多様性、産出力、

効力といったものを検証していきます。』とあります。多様性が、初日の重要点です。

有明、家政、文京学院と多様な人がここには集っています。その集団の中でどのよう

に協働することができるかということです。二日目は、坪内逍遥先生の『家庭用児童

劇』の中から三つの題材を教員が選んでいます。それぞれがどれに取り組みたいかを

選択していただき、取り組みたいと思っています。三日目は来場する子どもに対して、

創作した作品を提供する日です。その時間に備えて準備を進めていくことが全体の流

れと目的です。今回は『遊びの中の演劇学習会』という名称です。遊びの中の演劇と

は「子どもがする劇」と我々が取り組もうとしている『子どものために行う劇』とに

分かれます。実際に作っていきながら、そのことを学ぶということが今回の重要な目
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的の一つと考えてください。特に、多様な集団の中で、自分なりにチャレンジするこ

とが重要だと思います。 

 

  

 

チャレンジするという気持ちをもつこともその一つですが、表現活動を参加者自ら

で評価し、成果の達成具合を図るということも、表現活動のよりよき展開を進めるに

は重要な視点ではないかと考えました。そこで今回は、教育学の分野で活用されてい

るルーブリックに基づく評価表を用いることとしました。表現活動というのは、基本

的にモノを作って、その作ったモノが上手いか下手かという観点で評価されることが

多いです。もちろん、それも大事なのですが、むしろ、それを作る過程の方が大事で

す。特に演劇に関しては、ウケたかどうかを気にしてしまいがちです。何を大事に表

現活動を展開し、指導者として評価したらよいのか、目に見えない要素をどのように

目に見える形にして捉えることができるのかという課題意識に基づいて、この表を作

成しました。項目は７つです。一つ目は自己表現、二つ目は興味・態度、三つ目が産

出力・工夫、四つ目が課題解決力、五つ目が対象理解、六つ目が教材研究、７つ目が

協働・コミュニケーションです。三つの段階『とても良い』（Ａ）、『良い』（Ｂ）、『努

力が必要』（Ｃ）に分かれています。例えば、皆さんが自己表現に前向きに取り組め

たと思えば、最終日に『とても良い』に丸をして下さい。自分を表現することに興味

を抱いて、まあ前向きに取り組めたと思った人はＢに丸を。消極的だったなと思えば

Ｃに丸をつけて下さい。基本的に『自分なりに』ということが大事です。表現活動を

する際に、自分がいいなと思っている価値観が、他の人から見るとつまらないと思わ

れる場合があります。逆に、自分には価値がないと思っていることが、他の人は『な

んてすごいことをやっているの』と価値を感じる場合もあります。我々には個性があ

ります。人それぞれです。まずは、自分なりにこう思ったということを大事にしまし

ょう。 

ルーブリックとは、大雑把に言うと、ルール（規則）という意味合いだと思って下

さい。ある程度決まった枠の中で、定められたルールの中で、自分自身はどれに当て

はまるかということを考えるためのやり方です。大雑把なものですが、終了後にふり
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かえる際に、ただ丸をつけるだけですので、時間的にすぐに直感的にできるという利

点があります。また、教員がその場で説明をしなくても、簡略化されているのですぐ

にできるというのも利点です。自分のことを客観的に見て書くというトレーニングに

もなるし、書いた評価について、グループで自分たちの評価の意見交換をしたり、教

員も学生とコミュニケーションを取りながら評価について意見を交わせるという利

点もあります。今回の学習会は楽しかったという満足感・達成感も大事ですが、やは

り表現を通した学び、遊びから始まる学びを勉強するために大学というところはある

のだと思います。この表は完成型ではなく途上にあるものです。今回の活動を経て、

変えていきたいと思っています。この項目を暗記する必要はないのですが、評価の項

目は、別の見方をすれば、達成目標です。つまり、教員は活動を通して皆さんがすべ

ての項目でＡになることを願っているのです。どうかそのような目的意識で取り組ん

でください。」 

 

  

 

→参加者の学生、OB、教員の自己紹介。事務連絡後に花輪が指導するウォーミングア

ップの活動が開始。 

 

【【【【ウォーミングアップウォーミングアップウォーミングアップウォーミングアップⅠⅠⅠⅠ】】】】10:2010:2010:2010:20    

花輪：「まだ空気が凍っているような雰囲気なので、少しなごみましょう。基本的に、

我々の仕事は何かと言うと、昔、テーマパークで仕事をしていたのですが、その時に、

とにかくキャストの気持ちを５分間で上げなければいけませんでした。表現活動を行

う際には、いかに参加者の気持ちをすぐに高めるかということも重要です。今回も皆

さんの気持ちを５分間で上げられるかどうかに挑戦したいと思います。先生方も一緒

になってお願いします。それではまず、その場で２、３歩足踏みしていただけます

か？」 

→全員その場で足踏み 

 

花輪：「今、足形が床に付いたと思って下さい。雪が降ってきて、１センチくらい堆



10 

 

積したところで足踏みをすると、足形が残りますよね？それを、私が１０数えている

間にこの場所を自分の足跡でいっぱいにしてほしいのです。よろしくお願いします。

できるだけ満遍なく、自分の足跡が他の誰よりも一番数多く残っているようにしてく

ださい。ヨーイドン！」 

→全員が速い速度でバタバタと足踏みをしながら移動する。 

 

  

 

花輪：「…５、６、７、８、９、１０！（９と１０の間は、それまでより若干早い。）

はい、ストップ！」 

→参加者から、笑い声や悲鳴に近い高い声が漏れる。呼吸も少し荒くなる。 

 

花輪：「すごかったですよね。やることはとても簡単ですが、物事の伝え方によって

は、今のように燃え盛ることができるのです。逆に、伝え方によってはシラケる場合

もあるのです。次に行きましょう。今度は、見えないハンドルを握っていただけます

か？」 

→各自、自動車のハンドルを持つふりをする。 

 

花輪：「では、今からドライブをします。絶対に事故を起こさないようにドライブし

てください。私がGO！と言ったら、ハンドルを握りながら動いてください。やっては

いけないことは、衝突事故を起こすことです。私が速度を言っていきます。最初１０

キロくらいから始めてだんだんと速まります。どんなに速度が速くなっても、絶対事

故を起こさないでください。では行きましょう。１０キロで GO！」（と言いながら、

手を叩く） 

→参加者はゆっくり静かに歩き出す。 

 

花輪：「２０キロ」 

→参加者の歩く速度が少しだけ上がる。 
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花輪：「３０キロ」（発音のスピードが少し上がる） 

→参加者の移動速度がさらにあがる。 

 

花輪：「４０キロ」 

→参加者から怖いという言葉が漏れ、足を動かす速度が上がる 

 

花輪：「５０キロ！」…「６０！」「事故しちゃダメ！」（声のボリュームも上がる） 

→参加者の怖いという言葉がさらに頻繁に。悲鳴も漏れ始める。 

 

花輪：「７０！」「８０！」「９０！」 

→悲鳴をあげる参加者が増え、声も大きくなる。足音もそれに連れて大きくなる。「す

ごい」という言葉も聞こえてくる。 

 

花輪：「１００！」「はい、ブレーキ！！」 

→「きゃー！」「すごいな！」という声が聞こえる。悲鳴や荒い呼吸が聞こえる。 

 

花輪：「はい、座ってください」 

→参加者は興奮状態にあるが、少しずつ落ち着く。 

 

花輪：「『怖い』と言いながら、なぜか笑顔になるという遊びです。」 

→参加者の笑い声 

 

  

 

花輪：「単純なことですが、スピードが増してくると、だんだん前後不覚になってき

ますよね。つまり、コントロールできるかどうかということが、とても大事な課題に

なってきます。今、正直、事故を起こした人がいませんでしたか。手を挙げてくださ

い。」 

→手を挙げる参加者が２名ほどいる。 
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花輪：「完全に即死でしたね。」 

→参加者から笑い声が。 

 

花輪：「立ち上がってください。今から二人組になってもらいますが、同じ学校の人

同士にはならないでほしい。それから、この人なら大丈夫だろうという安易な選択も

なし。時間は５秒間です。ヨーイドン！（と手を叩く）。１、２、３、４、５！」 

→参加者はペアを組む。この間、多くの参加者から笑い声が。 

 

花輪：「はい、ありがとうございます。では、二人のうち、一人が前、もう一人が後

ろになってください。やることは簡単です。前の人は自由に移動してください。そし

て、後の人は、前の人の後をついて移動してください。よろしいですか？ただし一つ

条件をつけます。前にいる人は、『絶対私の後をついてきたら、楽しいよ』というプ

ライドを持って移動してください。『俺の後をついてきたら、最高に楽しいから。』と。

そして後の人は、前の人の動きに絶大な期待をしながら付いていってください。（参

加者から笑い声）いいですか？前の人は期待を裏切ってはいけませんよ。前の人は、

何をやったらいいのか、それは私にはわかりません。自分で考えてください。はい、

GO！」（と言って、手を打つ） 

→参加者は移動する。 

 

花輪：「はい、交代！」（と、ほぼ５秒おきに言い、３回ほど参加者の前後を入れ替え

させる） 

→参加者から、笑い声が起こり始め、それはだんだんと大きくなる。 

 

花輪：「はい、OK、座ってください。」 

→参加者は息切れしており、笑っている。 

 

花輪：「はい、ようやくいい表情になってきましたよね。わかりますか？…っという

ような仕事があるのですよ。これで生活できるのです。」 

→参加者から笑い声。 

 

花輪：「…だけど、そのためには相当な修羅場を潜らないと、うまく展開することは

できません。別の見方をすると、私の言ったことに応えてくれましたが、皆さんに主

体性はないですよね。ただ、一番最初と比べて、主体性が変わってきました。なぜだ

かわかります？終わった後にペアの中で会話がうまれたでしょう？それが我々の仕

事なのです。幼稚園教員の仕事というのは、子どもの主体性を重んじることと言われ

ていますが、最終的には先生の頑張りが求められるのではないでしょうか。それを変
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えていきたいのです。」 

 

花輪：「はい、立ち上がってください。もう一回、前と後になってください。次は『デ

スノートごっこ』というプログラムをやります。後にいる人は『キラ』です。前にい

る人は『エル』だと思ってください。キラは、前にいる人の顔を見てください。見れ

ばその人の名前が出てきて、それをノートに書けば４０秒後に心臓麻痺で死にます。

前にいる人は絶対に顔を見られてはいけません。後にいる人は必ず前にいる人の顔を

見てください。時間はたった１０秒です。お互い命をかけてやりましょう。Ready Go！

１、２、３…７、８、９、１０！ はい、ストップ！」 

→参加者からは笑い声と悲鳴が。 

 

花輪：「はい、立場交代。いいですか、命かけていますか？みんな。これで本当に自

分の人生が決まると思ってください。生半可なことではダメですよ。『ヨーイドン！』

…と言ったら、始めてください」 

→ヨーイドンに反応し、動き始めた参加者から、悲鳴と笑いが起こる。 

 

花輪：「これが冷静さを失っている状態です。…ただ、この姿を見て一番喜ぶのは、

子どもなのです。『ヨーイドン』って言われているのに冷静沈着で全然動かない先生

を見たら、子ども達は心配してしまいます。幼児教育では、フライングは、とてもい

いと思います。では、いきますよ。時間は今度は２０秒です。」 

→参加者から「えー…」という戸惑いの声が上がる。 

 

花輪：「Ready Go！」（同時に手を打つ）１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、

１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０！」（大きな声で、

特に最後の１８以降はさらに大きな声でカウント）はい、ストップ！はい、座ってく

ださい。」 

→参加者は興奮状態で、終わった後も会話をしたり、呼吸が上がっていたりして、静

まるまでに時間がかかる。 

 

花輪：「今、怪我した人いませんか？大丈夫？三日間のモチベーションというかテン

ションは、これらの活動で大体網羅しました。一つだけ自覚してください。自分がい

くら頑張っても、相手に届かなかったり、相手が受け止めてくれなかったりしたらま

ったく意味がないのです。そういう意味でいうと、有明と家政でさきほど練習してい

ましたよね？それぞれが背中を向けるようにして、言葉も交わさずやっていたけど、

今はそういう状態ではないのです。つまり、大学を超えた関係性がある間柄になった

ということだけは、つかんで欲しいと思います。では、立ち上がってください。もう

一つだけやりたいと思います。パートナーと向かい合ってください。目の前の人は、
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自分のために尽くしてくれたのです。その人に『ありがとう』と言うのではなく、何

らかの態度でそれを示してください。はい、どうぞ。」 

→握手をする学生達が多い中、一人が「ありがとうー！」「…言っちゃった！！」全

員がしばらくの間、笑う。 

 

花輪：「次は、４人組を作って欲しいのですが、まだ自分では縁がない人で４人組を

作ってください。お願いします。」 

 

→参加者は、それまでのパートナーに「ありがとうございました」とお礼を言い、新

しいメンバーに向かって「お願いします」と言う。だんだん騒がしくなり「ゆかりの

ない人がいない！」という声も聞こえる。 

 

花輪：「では、この４人で遊びたいと思います。とても単純なことをします。まず、

４人で番号をつけてください。１、２、３、４と。どうぞ。」 

→参加者は、各々自分もしくはメンバーを指差して「１、２、３、４」と割り振りを

行う。 

 

花輪：「すごく単純なことをしますが、今までのプログラムと同じく、若干の工夫が

必要です。はい、立ち上がってください。お互い、手と手をつなぎあって下さい。私

が『１番』と言ったら、１番の人がリーダーになって、２、３、４の人をエスコート

してください。手は絶対離してはいけません。１番と言われた人は、残りの２、３、

４の人にとっての最高の振る舞いをする。つまり『おもてなし』です。何をどうした

らいいかってことは、自分で考えてください。途中で番号が変わったら、すぐにリー

ダーも変わります。はい、いきます。３番から行きますよ。３番！（同時に手を打つ）」 

→手をつないだまま、全グループが歩き始める。少しずつ「わー」という声があがり

はじめ、笑う。 
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花輪：「４番！」…「１番」…「２番」…「３番と１番」…「４番と２番」 

→二つの番号が呼ばれると、参加者から「おお〜？！」という戸惑いを含む反応が見

られ、笑い声や悲鳴がだんだんと大きくなる。また、番号を復唱し、誰と誰がリーダ

ーになるのか確認も行っている様子。 

 

花輪：「１、２、３、４！」 

→悲鳴と笑い声が大きくなる。息が切れている。 

 

     

 

花輪：「はい、座って下さい。外から見ていると、それぞれが頼もしいのですが、や

っている人はすごく苦痛だったと思います。はっきり言ってしまうと、そこまで手を

引っ張られても困ったもんだ、そんな力入れられても困るんだ、という気持ちだと思

うのですが、この三日間はそういう状態になるかも知れません。…ということで、休

憩を取った後、それぞれゼミで頑張ってきた内容を発表しましょう。では休憩。」 
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【【【【デモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションⅠⅠⅠⅠ】】】】10:4010:4010:4010:40    

→下図の白丸はスツールで、一人ずつ座っており、黒丸はナレーター役で立っている。

横線は観客〈家政大の学生など〉。    

 

 

→作品発表の前に、有明短大の代表者が『めっきらもっきらど

おんどん』の絵本の作品がとても好きであったという選定の理

由、作品が生まれるにあたっての経緯の説明。鑑賞のルールと

して、拍手で始まり拍手で終わる。お互い同士しっかりと認め

合いながら呼応していくことを確認。全員が拍手して開始。 

 

  

    

①①①①『『『『めっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどん』』』』    

かんた：青山結実花 

もんもんびゃっこ：黒田夏鈴 

しっかかもっかか：青柳千尋 

おたからまんちん：石間宣明 

ナレーター：教員山本（代役） 

 

 スツール上の４人は観客に対して背を向けており、話す時に半回転する。 

 かんた役は、歌う時に立ち上がり、目線を配りながら、その場で歩く。 

 もんもん、しっかか、おたからは、自己紹介の時に順に振り向く。泣き

だす時も左から順番に（もんもん→しっかか→おたから）。 

 ももんがーごっこの時、しっかかはマントをかんたにかける。 

 空飛ぶ丸太に乗る時は全員が正面を向き、体を左右に揺らしながら歌う。 

 要所で効果音が入る。 
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→終了。有明短大のメンバーが客席に移動し、家政大のメンバーが準備をする。 

 

②②②②『『『『太一太一太一太一のきつねのきつねのきつねのきつね退治退治退治退治』』』』    

→作品発表の前に、家政大の代表者が『太一のきつね退治』の選定の理由、作品が生

まれるにあたっての経緯の説明。子どもたちが表現をする時に自己表現がのびのびと

できるかとか、年齢によってどんな表現がされるのだろうとか、それに対して保育者

はどういう援助をしていけば子どもたちが自由に表現をできるのだろうということ

を考えるため、子どもが積極的に参加することも可能なこの作品を選んだとのこと。 

 

ナレーター：竹内潔子・猪又菜々美 

きつね：亀井美奈子 

太一：都築侑花 

 

→ナレーター役は青と紫、きつねは黄色、太一は緑のＴシャツをそれぞれ着用。下は

全員黒いズボン。 
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→同じ話を二回繰り返す。一回目は「おはなしを『聞く』時間」として、ナレーター

役二人で朗読。二人とも椅子に座っている。それぞれきつね役、太一役と、役割を分

担している。きつね役と太一役は、脇で待機している。（黒丸はナレーター） 

  

 

 

 

 

 

→二回目は「おはなしを『見る』時間」として、全員が移動をしながら、動作付きで

演じる。椅子は撤去。きつねと太一は、空間を大きく使って演技。ナレーター役も立

ち上がって、体を前かがみにしながら語っている。（図は一例） 

 

  

 

 

 

 

 

→きつねがまんじゅうに化け、太一に食べられる場面では、最前面に太一（図の下）、

そのすぐ後ろにナレーター二人、最後方にはきつねがおり（図の上方）、ナレーター



19 

 

が食べられたきつねを隠している。 

 

→終了。 

花輪：「はい、ごくろうさまでした。これで、みなさんの珠玉の作品の発表が終わっ

たわけですが、この後合評会に移ります。ただ、いきなり見て、いきなり言えと言っ

ても大体出てくる言葉って決まってしまう。ですので、みなさんにお配りした冊子に

書き込み欄があります。そこに書き込んでください。１０分までの１２分間、それぞ

れ隣の人と会話をしても構わないので、色々と自分の意見をまとめてください。」 

→参加者は各々、冊子や筆記用具を取りに行ったり、椅子を片付けたりする等、移動

を始める。家政大の学生から有明短大の学生へ「ありがとうございました」と椅子の

返却。有明短大の学生から家政大の『太一の〜』について、「めっちゃ面白かったね」

などの声が聞かれる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・合評会の準備として、会場の奥に、ホワイトボードが運び込まれる。 

・会場の左端には、見ていた卒業生達、右側には有明短大の学生達、中央後方寄りに

は家政大の学生達がそれぞれ床に座り冊子に書き込みをしている。 
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・家政大の学生は輪になって会話をしながら書いていくのに対し、有明短大の学生は

時折お互いに質問を発しながらも、各自がもくもくと書いている。 

・後方のテーブルには、スタッフが座っている。 

・途中、花輪から「その時の自分の心情をメモすると、ルーブリックに役立つと思い

ます」とのアドバイス。 

    

【【【【合評会合評会合評会合評会ⅠⅠⅠⅠ】】】】11:1011:1011:1011:10    

花輪：「今から合評会を始めたいと思います。耳慣れない言葉かも知れませんが、演

劇、特に児童劇の劇団が公演をした後に創造団体と主催団体が集まってこういう会を

催します。よりいいものにしていくためのお互いの意見交換です。いきなり始めても、

みなさんも非常に言葉を選ぶでしょうから、ちょっと簡単に皆さんがおやりになった

内容について、僕なりにちょっと説明をさせていただきたいと思います。 

 

  

 

『めっきらもっきらどおんどん』は有名な絵本ですよね。最初に印象的だったのは

『大好きだ』から選んだということ。これは劇化していく中ですごく大事な要素だと

思います。その次に、みなさんがシンプルリーディングっていうか、リーダース・シ

アターの中でも一番原始的なスタイルを取られていたということです。これは何かと

言うと、やっぱりお話の内容をダイレクトに子ども達に伝えたいという表れで、また

指導に当たった山本先生も、そういう観点でみなさんに提供したと思いました。みな

さんが座っていたのは『スツール』と言うものです。いわば、朗読劇、リーダース・

シアターの場合は定番になっている一つの道具ですよね。くるくるっと椅子を回転さ

せて登場したり、消えたりとか、非常にわかりやすい。登退場について言わなくても

子ども達は、『今いないんだな』とか『現れてくるんだ』ということを察する方法で

すが、そういうスタイルで『めっきらもっきらどおんどん』を構成していたと思いま

した。 

家政大の『太一のきつね退治』も実は朗読劇なのです。最初にやったスタイルは、

シンプルリーディングよりもさらに前段階のいわば『朗読』ですよね。朗読から始ま
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って、次にやったのは、リーダース・シアターで言うと、シンプルリーディングの先

にある『チェンバーシアター』というスタイルです。 

 

表1 朗読劇の種類 

  単純な朗読劇 

シンプルリーディ

ング 

自由な朗読劇 チェンバーシアター 伝統演劇 

題材 劇・詩・語りのあ

る物語・文学 

詩・語りのある物

語・文学 

語りのある物語のみ 劇作のみ 

視点 オフ・ステージ(ご

くまれにオン・ス

テージ) 

オフ・ステージ、

オン・ステージ 

ナレーターと登場人

物の関わりの時はオ

ン・ステージ、語り

はオフ・ステージ 

例外を除いて

はオン・ステー

ジ 

台本 持っている どちらでもよい 普通は暗記、ナレー

ターが持っているこ

ともある 

暗記 

動き 全くなしか少し 心理関係及び状

況説明の時は動

く 

普通に動く、語り手

は自分の役をはっき

りさせるとき 

完全に動く 

衣装 形と色が適当な服 普通の服か簡単

な舞台衣装 

象徴的な表現か舞台

衣装 

舞台衣装 

ステー

ジング 

台本立て、椅子、

箱階段など 

椅子、箱、ベンチ、

はしご等 

椅子、箱、ベンチ等

家具 

完全なステー

ジング 

メルビン・ホワイト／レスリー・コーガー（岡田陽他訳） 

『朗読劇ハンドブック』玉川大学出版部、1989、p.25．より 

  

『チェンバーシアター』とは、台本が無い、そして実際に体を動かして、ある程度

の尺度の中で動くというスタイルです。ただ、普通の劇と比べると、朗読性は強いで

す。シンプルリーディングと『チェンバーシアター』が共通しているのはフォーカス

の使い方です。オフ・ステージを多用していましたよね。つまり何かというと、本来

は向かい合っているはずのきつねと太一がお互いに正面（客席側）を向いていた。こ

れがオフ・ステージ・フォーカスです。そう考えると、二つの発表はリーダース・シ

アターであり、その過程であるということですね。私も朗読劇は好きですが、最終的

に行き着くところは、普通の劇になるのです。その一つ一つのプロセスをしっかりと

教育関係者は知りましょう。これは、このスタイルを作ったビル・アダムスの本意で

はないかと思っています。もう一つは、言葉というものを大事にしっかりと伝えよう、

つまり、ただまやかしで、脅かしでやるのではなくて、そこに人が存在してその人の
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語りがちゃんと相手に伝わって、そして、子ども達の中にマインド・ピクチャーとい

う、大きなお話の世界が想像的に広がるということです。二つのチームはそれをやっ

たのだということをまず自覚するといいと思います。見ていて、とても微笑ましかっ

たし、とても楽しく見させていただきました。」 

 

→合評会開始。司会は川合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→参加者全員が輪になって座る。各々一言ずつ言っていく。 

 

学生（家政大）：「私自身不完全燃焼なところがあった。もっとできたはずなのに。そ

れと、今まで練習では、椅子でやっていたのですが、私たち（きつねと太一役）は朗

読の時から上手と下手にいて、朗読がハケる時に入っていたのだけど、これではお客

さんから見えていて、じゃあ私たちはどこにいればいいんだという課題と、劇に移行

する際にスツールをどこにしまえばいいのかっていう課題が本番をやったことによ

って見えた。」 

 

学生（有明短大）：「太一では最初『お話を聞く時間』と明確に内容を伝えた後に、『見

る時間』として演劇的に伝えていた。物語を二回重ねると、子どもにもすごくわかり

やすく、楽しく見られるだろうなと。面白い表現の仕方だなと思いました。」 

 

学生（家政大）：「最初の『めっきらもっきらどおんどん』で一番印象が強かったのが、

目線の使い方が色々考えられているのだなということ。演じている人同士が目線を合

わせている時は、その世界をこちらから見るっていう感じだったが、お客さんに対し

て見る時は、私もその空間の中に入っているような感じがし、積極的に見るような気

分になりました。 

『太一のきつね退治』の方は、はじまりと終わりがはっきりしていて、すごくわか

りやすいと思った。そして、最初の二人が話していた流れから、参加劇に持って行く

流れがすごくわかりやすかった。『聞く時間』は静かに聞いている感じだったが、『見

 



23 

 

る時間』になったら、私も動いてみたくなったので、面白かったです。」 

 

  

 

川合：「色々と話が出ました。まず目線の話ですが、『めっきらもっきらどおんどん』

の方は、基本的にはオフ・ステージ・フォーカスを多用したかなと思いますが、その

ことについて気をつけたことや、このような意図があった等があればお願いします。」 

 

学生（有明短大）：「以前はナレーションをやって、今回は登場人物をやりました。や

ってみてその目線のことで思ったのですが、正面に向かって客席の方を見る際の目線

って、すごく観客が想像する時の大きさだったり、気持ちだったり、そういうのが全

部伝わると思うのです。目線一つですごく寂しげな姿に見えるとか。前を向いてなく

ても、役者の目線ってすごく大事だなと思いました。目線も含めて演じる場所や空間

の使い方に関して、思ったのは、かんたと怪物の距離感です。もう少し工夫ができれ

ば存在感を観客は感じられるのではないかと。怪物が大きかったら、かんたがもっと

見上げる感じとなるし、同じ目線だと、ちょっと想像しづらいのかなと思いました。」 

 

川合：「オフ・ステージにした際は、二人とも前を見ているが、その見ている先にち

ゃんと対象をイメージしなければならないのですね。だから、二人が見ているところ

が全然違って、目線がぶれていると、観客にもそれが伝わらない。家政のメンバーも

それについてはかなり意識しているところだと思います。多分両者にとって重要なポ

イントなのかなと思います。あと、今、『見る時間』『聞く時間』についてのコメント

がありましたが、その『見る時間』『聞く時間』と分けて最初に言った意図はどうい

うところにあるのですか。」 

 

学生（家政大）：「最初私たちで舞台を作っていた時には、『これから始まるお話は…』

という感じで、それを面白おかしくやっていたのですが、花輪先生からもアドバイス

をいただいて、『聞く時間』と『見る時間』に分けると、子どもも意識しやすいので

はないかとのことでそうなりました。『聞く時間』の時がなるべく二人がシンプルに
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言う感じで、その延長線が４人で行う『見る時間』なので、よりわかりやすくするた

めにそこはこだわりました。変わったのはつい最近です。」 

 

川合：「見ている側が、それをどう見ていいかわからない可能性もありますよね。同

じ話を二回やる中で、どう見たらいいのか。最初に提示することによって、見方がは

っきりするという意味があったのですね。お話が始まる最初や最後はすごく大事だと

いうことを実感しました。最後の拍手はいつしたらよいのかとか、そういうところも

作品を考えていく上で大事なのかもしれませんね。」 

 

学生（家政大）：「つい４日前まで幼稚園に実習に行っていたので、子どものリアルな

姿を思い出しながら二つの劇を見ていました。『めっきらもっきら〜』は、私もすご

く好きで、５歳児クラスで絵本の読み聞かせの二回アンコールがあったくらい、子ど

もも好きな話です。子どもに伝えたいという思いが、すごく込められているのがよく

わかりました。私が読んだ時に子どもが『あ、〇〇（ナントカ）だ！』とか『おもし

ろかった』とか『つまんなかった』とか『こわかった』とか、途中途中でいろんな感

想を口に出して言っていました。今日の観客は大人なので、最初から最後まで静かに

見ていたと思うのですが、本来は子どもに見せるためのものなので、子どもに見せた

時に、子どもの反応にどう反応するか、劇ではそういう子どもの気持ちを汲みつつや

るというのが難しいといいますか、子どもの声に何も気持ちを通じさせなかったら、

子どもと壁ができてしまうのではないかと思うのですが、子どもと気持ちを通わせつ

つ劇を進行させるにはどうしたらいいのかという疑問が浮かんできました。 

『太一〜』の方は、きっと子どもも入りたくなるような動きだなと思って見ていま

した。『バケバケドン』のセリフも、その後に見た子どもが『バケバケドン』って、

みんなでやって、『あ、おまんじゅう』とやっているのが想像できて、そういう意味

でも子どもの中に残っていき、話が伝えられるという意味でも、参加劇は子どもの表

現につながっていくのではないかと思いました。」 

 

  

 



25 

 

川合：「子どもを、どういうふうに演じている側が意識するのかという質問が出まし

たが、まだ子どもたちの前では両者ともやっていないですよね？明後日、子どもの前

でやる際にこの視点は、すごく大事だと思うのですが、子どもに伝えるにあたって意

識してきたことはありますか？」 

 

学生（家政大）：「『太一のきつね退治』で、この延長線が参加劇で、子どもが遊びた

いと思うようになるというのが目標にありました。子どもが魅力的に思うきつねにな

らなければならないという話をしていて、途中でどうしても太一がメインに見えてし

まうが、そうではなくて、むしろ太一は狡賢くて、『あいつめ！』と子どもが思える

ようにするにはどうしたらよいかと考えてきました。私は最初に読んで、次ナレータ

ーの時に、やっぱり子どもにはあのきつねだと伝えなければいけないって思いつつも、

今回は視線で逃げてしまって、本当だったら『ほら、ほら！』みたいなアイコンタク

トがなければだめだったと思います。今回の場合は、ナレーターが子どもときつねを

つなぐということではないが、前に立っている人でも、一緒に見ている人でもあると

いうことを結構意識していたと思います。」 

 

川合：「有明はどうなんですか？多分今、みんな静かに受けてくれたけど、きっと、

子どもたちの前でやると、いろんな反応が返ってくると思いますが。」 

 

学生（有明短大）：「子どもが何かをしてくれたら、もっと目を合わせることができる

のかもしれません。目と目が合えば、子どもも無視されたとは感じないのかと思いま

す。」 

 

  

 

学生（家政大）：「子どもの前で実際にやって、反応が来たらどうするかということで、

今言ってくれたように、アイコンタクトかもしれない。劇が進んでいると、絵本みた

いに直接的に言葉では返してあげられない。『そうだよね』と言葉による同意はでき

ないから、目だったり、表情だったりで『そうだよね』を伝えるのかと。」 
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川合：「子どもとアイコンタクトを取れる場面もあるかもしれないが、お客さんに演

じる側がひきずられて、芝居が壊れる場合も考えられます。そのバランスが難しいで

す。今度、子どもたちの前でやってみて色々気付くことはあるのかなと思います。 

『めっきらもっきら〜』の絵本を子どもに読んだ経験があるとのことですが、その

絵本を読んだ印象と、朗読劇として見た時の印象の違いを何か感じましたか？」 

 

学生（家政大）：「絵本は、ふりやななさんの絵に迫力があって、特にしっかかもっか

かは、子どもが『わぁ！』って唸るような怪物なのですが、絵本だと文字でしかセリ

フも書いてないので、迫力が文字からは伝わってこない。しかし、劇にすれば、その

怪物の表情とか姿とかを、声とか表情とかで人間だけど、それになりきって伝えるこ

とはできるのかなと。あと、私が読んだ時は、一人で３人の怪物の声を変えただけで、

なんとなくこんな声だろうなと想像してやったのですが、絵の部分（怪物）を人間が

表現するっていうのは、難しいと思いました。」 

 

川合：「ちなみに、『めっきらもっきら〜』の絵本を見たことない人いますか？多分絵

本でも見たことがある人と、今回の劇だけを見てお話を知った人だと、印象がだいぶ

違うと思います。絵本を朗読劇化するにあたって、衣装だったりとか、表現の仕方だ

ったりとか、いろいろなことを皆さんは悩まれたと思いますが、そのあたりのところ

で、元が絵本なので、どういう意図で作品化されたのでしょうか。だいぶあの絵のイ

メージとは受ける印象が違うのかなと思うのですが。」 

 

学生（有明短大）：「衣装は多分、シンプルにして差がないように、かんたと怪物の見

た目には差がない、喋り方とか演出で伝えられるように、全員同じ服でできるだけ目

立たない黒と白に工夫しました。」 

 

学生（有明短大）：「絵本を劇化する上で注意したことは、子どもたちの集中力もある

と思うので、あんまり長すぎないものということを心がけました。」 

 

学生（家政大）：「私は観客として見ている時に気になったことがありました。それは、

お化け３人は髪ゴムをここ（腕）につけていたのです。共通して。それは偶然ですか？

それとも意図ですか？」 

 

学生（有明短大）：「偶然です。」 

 

学生（家政大）：「髪ゴムをつけているのを不思議に思いました。普通つけないでやる

でしょうと思ったら、３人ともつけていたので。かんたはつけていなかったので、お
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化けの印なのかな？と。」 

 

学生（有明短大）：「気付かなかったな。」「全然見てなかった。」 

 

川合：「観客は、演じる側としては無意図なところにも意識がいってしまうものなの

ですね。演じる側がメッセージとして伝えようとしていることとは違うところに。見

ていて、他にありました？」 

 

学生（家政大）：「髪ゴムもそうでしたが、時計を身につけている人がいました。時計

はキラキラするものなので、どうしても観客の目に止まってしまうと思います。それ

と、あの怪物は男のお化けですよね？」 

 

学生（有明短大）：「怪物に性別はあるのですか？」 

 

学生（家政大）：「私は逆に絵本自体の絵をあまり憶えていません。その時に怪物に男

のイメージがしました。性別という視点ではあまり見てなかったのですが、キラキラ

するものがあるとなんか人間ぽく見えてしまうというか、気になってしまいます。あ

と、蝶ネクタイを選んでいますが、物語のイメージ的に少し違和感を持ちました。最

初に絵本を読んだ時にそんなにパリッとしているイメージはあまりせず、読み終わっ

た時にちょっと寂しくなるようなイメージでしたので、ちょっとイメージが違うかな

と思いました。でもシンプルということを目指して白と黒を選んでいるので、確かに

こう、視界がごちゃごちゃしないということは感じました。」 

 

  

 

川合：「家政大のＴシャツの選択は、一応意味があって色は考えているのですか？」 
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学生（家政大）：「私たちの基本スタイルは、Ｔシャツに下は黒にしていて、今回はこ

の配色にしたのですが、本来のゼミ生は７人いるので、７色のＴシャツを用意してい

ます。明確にキャラクターの色のイメージがあるわけではありませんが、４色のバラ

ンスを考えました。例えば、キツネが赤を着ていたら『え？』と思いますし、まあ「赤

いキツネ」になって逆に面白いかもしれませんが。そういうこともあって、まあ黄色

かなと。ナレーターだったらちょっとシンプルに、シックにいった方がいいというこ

とで、今回の配色に決めました。無難に黒パンツ、下半身全部を黒にしたのは、性別

を感じさせたくないからです。もちろん人によって体型の違いもあるので、女性らし

い体の人もいれば、そうでない人もいるかもしれません。そういう違いを感じさせな

いように、こちらもシンプルということは一つのコンセプトとして意識していました。

カラーであっても、どんな劇に対しても臨機応変に当てはめられるように。ですので、

色も毎回着ているものは違います。その人それぞれという形で私たちはやっていま

す。」 

 

川合：「両方ともシンプルなんですが、意味合いが違うのでしょうね。有明は、しっ

かかもっかかがマントを着用していましたよね。何かをプラスアルファするというの

は、それにすごく意味合いが出ます。彼女だけが、マントをプラスして身につけてい

ると観客の視線はそこにいくと思います。一人だけ何か特別な存在になると。卒業生

の皆さんも来てくださっていますので、何かコメントをお願いします。」 

 

卒業生：「『めっきらもっきら〜』の使用していた椅子は回るのですか？見ていて、ス

ツールを生かした表現というか、丸太にまたがるところもそうですが、椅子を使って

その場面を表現しようとしているのがすごくいいなと思いました。朗読劇の良さは、

子どもたちが頭の中で想像しながら見ることができることだと思いますし、すごく楽

しく見れました。動きがシンプルな分、今はこの役の人とこの役の人が会話している

のだなと、観客が今どこを見ればよいかというものがすごく絞られている気がして、

シンプルで私はわかりやすかったです。 

『太一のきつね退治』ですが、私の過去の先輩方の映像を見たことがありましたが、

生で見たのは初めてです。朗読からチェンバーシアターに移行するという流れがわか

りやすかったです。朗読の方も、時々台本から目を離して観客に顔を向ける場面もあ

って、会話しているという雰囲気が見えてよかったですし、その流れでチェンバーに

移行したことで、子どもが次は僕たちも私たちもっていう、遊びたいという気持ちが

そこで一気に出てくると思います。子どもが一緒に参加して遊ぶところも見てみたい

と思いました。」 

 

卒業生：「さきほどの実際に子どもがいる場合という話は、子どもを前にしてやって
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みないことには本当にわからないことで、私たちも去年のこの時期に子どもを目の前

にした状態を想定して作り始めたのですが、視線が逃げるというのは本当に自分がや

ってみて思ったことです。今回の話にあがったように、子どもの反応に対して、目を

合わせると私も思っていたのですが、この二つの話は自分たちの物語を見せることで

どんどん進んで行くので、子どもの参加をあえて求めなくても十分面白く進んでいく

ものだとも思いました。ですので、子どもの反応をもちろん想定してやるべきですが、

あんまり必要以上に目を合わせようとしたりすると、私が去年そうだったのですが、

子どもの反応を拾いすぎて、喋りすぎてしまい、その話のテンポを壊しスピードを停

滞させてしまいました。あまり子どもの反応を見すぎる必要は必ずしもないのかな、

そこを気にしすぎない方がいいと思いました。 

有明の方は『芸術』と大学名にもつくように、多分家政よりも芸術が身近にあり、

周りの雰囲気もそうなのかなと。逆に家政の方はあまりそうではないかもしれません。

言いたいことは、なんかすごく色が違っていて、どっちがいいとかどっちが直した方

がいいとか、歩み寄った方がいいとか、そういうことではなくて、ちょっとずつちょ

っとずつ両者のいいところを参考にすればよいのだと思いました。指摘されたところ

をすべて修正する必要はないと思いますし、それは勿体無いと思いました。自分たち

が持っているものを高めるような意見をお互いに言い合えたらよいと思いました。」 

 

川合：「ありがとうございました。まだ発言をしていない方も何人かいらっしゃいま

すが、ひとまずこのぐらいにしたいと思います。では、花輪先生からお願いします。」 

 

花輪：「すごく本当に、好意的に見ることができた舞台だったと思います。その中で、

さきほどから話題に出ていましたが、『策に溺れる』ということはわかりますか？例

えば、表現の技術、こうやるとかっこよく見えるとか、ウケがいいとかです。もちろ

ん、それも大事な要素ではありますが、大事なのは、観客である子どもたちにどう伝

わるかということです。分からせようとするのではなくて、どう感じさせるかです。

絵本をそのまま朗読劇に構成するは不可能です。逆に言うと見た後で、こんなお話だ

ったのだ、こんな絵本だったのだ、後取りで子どもたちが気ついてもいいのかもしれ

ません。 

絵本に関して、一つ覚えておいてほしいのは、絵本から絵を抜くと結構シビアなお

話がいっぱいあるということです。絵があることによってすごくお話が中和されてい

るのです。ですので、朗読劇は面白いのです。絵本の原作の世界というか、原点に気

づくことができる劇の一つのスタイルなのです。だからこそ、してはいけないのは、

絵本の世界観をそのまんま劇を通して子どもたちに伝える、そのためにその衣装を着

るということです。それをするとまさに、今流行りの『ゆるキャラ』になってしまい

ます。朗読劇はそういう世界観とは違うのだということをまず踏まえて欲しいです。 

別の話題ですが、私の恩師である平山許江先生が『あなたがそこに立って何かを話
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し始めると、人はあなたを見るけれど、あなたの周囲を見る』と言われます。『図地

反転』という言葉があるのですが、（ルビンの壺について解説）人の顔がお互い向か

い合っている、いや、白い花瓶だと。白と黒のコントラストによって、お客さんは両

サイドを見るわけです。さきほど、ゴムを身につけているという話題がありましたが、

それを観客は気にするわけですよ。つまり、まずそこに立っている５人が語り始める。

まずはそこに集中しますよね。ただ、そのうちだんだんそれ以外のところを見始める

ようになります。そして、また元に戻る。この繰り返しです。だから、朗読劇はそう

いう意味でいうと、できるだけ無駄を排除して、本質的なことに気づいていきましょ

うということなのです。我々いわば演者です。朗読劇は、演者にとってみると非常に

縛りの強い形式なのです。まず、そのことを頭に入れてほしいと思います。 

それから、観客の子どもがちゃちゃ入れてくるかもしれないという話ですが、もし

子どもが途中で立ち上がって『何やってんの？』って指さしをしてきたら困りますよ

ね？でも、まずはこの困るっていう発想から脱却しなければならないと思います。子

どもは話に入り込んでくると、はっきり言って、黙っていませんよ。『その話、知っ

てる！』と言って立ち上がってくるよ。例えば『めっきらもっきら』なんてやってご

らんなさい。きっと黙ってないよ、子どもたちは。話を知っている子は。特にこの児

童館で遊んでいる子どもたちは、ここの副館長が人形劇をあちこちで色々とやってい

ることもあって、相当感性を掘り起こされているので、おとなしく黙って見ていると

思ってはダメですよ。じゃあ、その時に目線を逸らすのでしょうか？多分、そういう

ことではなく、パッとなった瞬間に大きく目を見開いて軽く頷いてあげるというのも、

一つの方法かもしれませんね。『なかなかよく知ったもんだね』と。あるいは、ナレ

ーター、地の文を読んでいる人たちが、そこでちょっと呼吸を変えて指を指して納得

しているように地の文を語るというのも、一つの方法かもしれない。それらをできる

ようにならないと、あくまでも大人本位の劇になってしまうのですよね。だから子ど

もたちにとって、今みなさんが作っている劇がどう適応するのかという機会になるが

三日目なんですよ。そのことを頭に入れておいてください。ただし、絶対に逃げるわ

けにいかないですよね。子どもは別に、劇を壊そうとはしていないのです。一緒に参

加しようとしているだけなのです。 

それから、『めっきらもっきら』の絵本の世界観はすごく強いです。関連して他に

どういう絵本があるかというと『かいじゅうたちのいるところ』というのがあります。

絵本を一度でも見た子は、その世界観から逃れることがなかなかできなくなるのです。

でも、そういう作品を劇にしようとしているというところにみなさんの覚悟があるわ

けですから、絵本の世界観の通りに構成する必要はありません。さきほど言ったよう

に、ゆるキャラの発想を持ち込む必要はありません。皆さんがちゃんとお話を伝えて

くれて、子どもたちの中にそのお話の世界観が広がればいいのです。そして絵本を見

た時に、こんな絵本だったのかと思えばそれでいいのですよ。 

最後に一言。蝉の声。最初、すごく印象的でしたよね。音楽をかけるより、ああい
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う自然界の音ってすごく印象的に入ってくるのですよ。ただし、我々の聞く蝉の声っ

てノスタルジックなのですよ。意味がわかりますか？我々の子どもの頃に聞いた風景

が頭の中に思い浮かぶのです。ただし、今の子どもたちにとって、それはノスタルジ

ーではなくてライブの感覚です。例えば、会館に来るまでに蝉はずいぶん絶命してい

ましたよね。今の子どもにとっての蝉の声を聞くとイメージするのはそういう風景か

もしれません。だから、音楽とか音を使う、サウンドを使うっていうことは難しいの

です。使うことによってどのような効果が生まれてくるのか、もっといえば劇に対し

てどういう効力を持つのかを慎重に見定めなければなりません。自分たちだけで演じ

語っているのではなくて、それにもっと 3D のような形で、いろんな影響を及ぼして

いるかと考えるといいのかもしれません。逆に音楽がない、音がないっていうことは、

寂しいのですが、もしかするとイメージがより広がる場合もあると思います。昔の話

ですが、聴覚障害の子どもたちの前で朗読劇をやったことがあります。彼らは聞こえ

ないのです。でも、何も聞こえないはずですが、子どもたちはじーっと舞台を見てい

た。学生はみんな『わかったのかな？』と不安になっていました。そうではないので

す。わかったのではなくて、感じていたのですよね。そういう意味で今回は、子ども

たちがいない中での試演でしたので、いろいろな子どもたちの前で公演をして欲しい

と思います。 

最後にもう一つ。リーダース・シアターがアメリカから日本に入ってきた時の資料

を皆さん見ましたか。朗読劇ハンドブックというのがあります。そこでの衣装は、黒

のズボン、黒のシャツ、それに黒のキャップです。全部真っ黒です。それはなぜかと

いうと、黒という色は、いろいろな色を全色集めて溶くと黒になるのです。黒にはい

ろいろな色が含まれているのです。だから衣装は基本、基調は黒ということで日本で

も導入されました。ただし、やっていく中で黒だとやっぱり寂しさを感じる国民なの

ですよね、我々日本人は。だからそこにやっぱりちょっと色合いをつけていこうとい

う気持ちになるのですが、さきほど川合さんも言っていましたが、一人何かワンポイ

ントがあると、特別な意味を持つ場合もあります。そういうことを意識していくとい

いと思います。蝶タイをつけた時の蝶タイの歪み、気になりませんか。もし位置がず

れていると、親切な子どもは、わざわざ立ち上がって『曲がってるよ』と教えてくれ

たりするのです。同様に、家政の学生には常に言っていますが、Ｔシャツの胸元がは

だけたりするとよくありません。Ｔシャツはできるだけ皮膚を出さない意味はわかり

ますか？しっかりしたものを着ていた方が、子どもたちにとってお話に集中できる。

私たちの師匠の岡田陽は『どんな境遇の人でもこの劇は見ることができる』と言いま

したが、視覚障害の人でも朗読劇は楽しめることができるのです。朗読劇のメリット

はそこです。目を閉じながらお話を“見る”ことができるのです。」 

 

→休憩。昼食。 
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【【【【レクチャーレクチャーレクチャーレクチャーⅠⅠⅠⅠ】】】】12:5012:5012:5012:50    

 

山本：「よろしくお願いします。今回で二回目の試みです。家政大の先輩たちともお

会いできて大変嬉しいです。ここにいる有明短大の先輩には、去年も今日みたいに朗

読劇の発表をしてもらいました。ただ、ほとんど練習ができず、読み合わせのような

状況になってしまい、言い訳ばかりを言ってしまいました。今回は絶対にそういう状

況で集うことは避けたいと思い、別の機会で発表することをしたりして、力を蓄えて

来ました。家政大の皆さんには及びませんが、有明短大の皆さんが同じ土台に上がれ

るようになったのだということは実感することができました。個人的なことですが、

『めっきらもっきら〜』の代役の私が、一番声が出ませんでした。ナレーターとして

私が最初に声を発するので、全体が私のそれに引きずられてしまったように思います。

教員も学生と一緒に体験的に学ぶことの大事さを簡潔に表現する言葉に『師弟同行』

という言葉がありますが、それもあってチャレンジをしたのですが、緊張の問題もあ

るし、発声の問題もあるし、軽い気持ちで出てしまったことに対して反省の気持ちが

あります。 

 

  

 

『表現活動を考える』『あそびと表現活動』ということに関するレクチャーを担当

します。まず、表現とは何か、コミュニケーションとは何かということですが、表現

は伝えることや、それを受け取ること、コミュニケーションは、表現を双方向で呼応

的にキャッチボールすることとしましょう。まず表現は、表にあらわす行為を指しま

す。大事なのは、無意識に自然と表にあらわれ出るものではなく、意図的にあらわす

行為だということです。無意識・無意図なものは表出として区別する考え方もありま

すが、表現にはなんらかの意図的なメッセージがあるということは非常に重要なこと

です。つまり、表に現れるには、その内側に何かがあるのであり、その内側に目を向

けることが非常に大事になります。次に、表現の特徴に関してですが、表し方には多

種なやり方があります。例えば音楽や造形的なやり方であらわすことが得意な人もい
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ますし、舞踊が得意な人もいます。何を選ぶか、何を好むか、何が得意かということ

はそれぞれで異なるのであり、それが個性です。表現というのは、個性とも非常に密

接な関係があります。男女、年齢、人種、生育歴。これまでの皆さんの生きた歩みに

よって出現した個性によって、皆さんの表現の選択や方法が異なるのです。そして、

表現には対象としての相手がいることも重要な要素です。コミュニケーションといえ

ばわかりやすいかもしれませんが、その表現は誰に対して向けられたものか、その言

葉なり、表情なり、音なり、必ず対象としての相手がいるのです。今回の場合は観客

としての子どもですよね。先ほどオン・ステージ、オフ・ステージに関するコメント

が話題に上がりましたが、物理的にはお互いに向かい合ってはいないのですが、目の

前に相手がいると想像し相手を感じて、相手がいるつもりでお話をしているのがオ

フ・ステージのやり方です。その対象を感じるという部分が大事だと思います。自己

表現という概念がありますが、自己表現を他の人にぶつける場合もありますし、自分

にぶつける場合もあります。私は結構トイレに行くときにブツブツ独り言を言いなが

ら行きますが、あれは自分と喋っているわけです。それは心理学的に言えば「内言」

と言われているものです。頭を整理したり、自分の気持ちを出したりしています。対

象は自分ということなのですよね。もとい、表現には必ず相手がいます。そして、一

番面白いところであり、辛いところなのですが、どんなに一生懸命、工夫を凝らして、

誠心誠意に思いを込めて伝えても、相手次第の部分があります。そのため、伝わらな

い場合、受け止めてもらえない場合があります。例えば、皆さんも多分恋愛をしてき

たでしょう。成就した人も、うまくいかなかった人もいると思います。その要因は本

人かもしれないし、相手かもしれないし、タイミングかもしれない。つまり、いくら

一生懸命でも、どんな伝え方をしても、自己本意な意識ではまずダメだということで

す。そして、なぜ伝わらないか、なぜ受け止められないかというのは、相手にもやは

り個性があるからです。個性がなければ楽かもしれませんが、逆に個性がなければ選

択の必要も無くなるし、表現する面白みも存在しなくなりますよね。関連して社交辞

令もあります。言葉とその裏にある気持ちが一致していない場合があります。なぜ表

現にこだわるのかと言えば、社交辞令のような言葉・身体・心が分離した表現ではな

く、それらが一体となった生きた表現、等身大の表現を行うようになるため、ではな

いでしょうか。 

表現の構造について説明しました。では表現活動となるとどう意味あいが変わるの

でしょうか。一つは表現活動は、自己実現を図るための行為となるのではないかと思

います。ルーブリックの中でも『産出力』や『工夫』という項目につながってくるも

のです。表現は生きるために必要で、呼吸と同じだという人もいるくらいですが、自

分が社会の中で他の人と一緒に生きていく中で、自分自身の存在をアピールしなけれ

ばならない、自分の思いを伝えなければいけない、そのために行為としての表現は必

要なのですが、表現活動は自分がしたいことを実現するための場だと思います。今日

の場がまさに表現、自己表現、自己実現の場ではないかなと私は見ていて感じました。 
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もう一つ、表現活動を成立させるためには、表現を受け止める役割の人が必要です。

わかりやすく言えば大人とか、指導者とか言われている人です。そのような指導的な

立場の人もですが、対等な立場で引っ張るリーダー、プレイリーダーと言われるよう

な人も重要です。対等的な立場でその表現活動の中に入り、中に入りながら参加者と

一緒に手助けをする、そういう人が必要になるのではないかと思います。それと客観

的な立場で表現を受け止める人がいます。それは観客と言われる人です。練習の状況

を見ていた人は、創作過程が大変だったということを知っているので、評価が甘くな

ってしまうのですが、観客は、作品だけを評価の対象とするので、厳しいことも言っ

てくれる立場の人です。 

それともう一つ、表現活動では、別の意図が出現してしまいがちです。それは褒め

てもらいたいとか、認めてもらいたいとか、観客に対してどう思ってもらいたいか、

自己顕示欲が出るということです。そうすると、内にあるものを外に出すという原則

がある中で、伝えたいメッセージよりも、どう見られるかという表の部分にのみ興味

が向いてしまうことになると思います。 

次に『あそびと表現活動』というテーマに関してです。子どもの遊びは、大人の遊

びとは異なります。子どもの遊びは、自発性があります。やりたいからやる、面白そ

うだからやる、やってみたいからやるのが子どもの遊びです。表現活動もその要素が

あります。二日目に取り組む坪内逍遥は子どもには劇的本能があることを主張しまし

た。そもそも演じること自体は、楽しくわくわくする経験のはずなのですが、他者か

らの評価や指摘を恐れるあまり、だんだん嫌になっていくのかも知れません。でもそ

こをどう乗り越えるかというのが今回やろうとしていることではあります。 

先ほどもお伝えしましたのが、表出から、ふり遊びや見立て遊びに変わり、そこか

らごっこ遊びに変わり、それに大人が介在しストーリーを踏まえて展開することで劇

遊びになります。ドラマという概念は後で説明しますが、誰かになってみて、その人

として会話したり生きてみるというのが、ドラマの根本にあるのではないかなと思い

ます。その次に何かがあって、シアターに移っていくのではないのかなと思っていま

す。シアターというのは、学芸会とか、皆さん何らかの形で経験しているのではない

かなと思うのですが、舞台、芝居を観客に見てもらうのは、シアターと呼ばれていま

す。つまり、劇遊びとかドラマの次の段階に何らかの段階があって、それがシアター

へと移行するのかなと思っています。 

保育現場や教育現場の現状についてですが、調査中ではありますが、遊びは充実し

ているのですが、その次の段階でいきなりシアターになっているような気がしていま

す。見立て遊びやふり遊び、ごっこ遊びはしているのですが、劇遊びとかドラマとか

そういう段階を経ずに、です。ドラマは、演劇において重要である台本とか劇場とか

観客とかそういう要素を排除して成立させるものです。幼児教育におけるドラマの研

究が今後ますます重要になると思います。ドラマを教育や保育に応用するというのは、

一つの教育課題だと思うのですが、自分以外の誰かになってみて、その人の気持ちや
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考え方を慮って、その人として生きてみる、表現してみる行為をドラマというのでは

ないでしょうか。他の人の靴を履くと違和感を感じるでしょう。足の形も大きさも違

いますし、小さいかも知れません、ぶかぶかかも知れません、履き心地が違うという

か、そういう違和感を通して、自分以外の人がいる、その人とどう生きていくかとい

うことを体験的に知ることがドラマ教育の一つの意味ではないかと思います。他にも、

表現するという行為を通して言語や言葉を学ぶと言う考えがあります。英語劇等、普

段自分が話していない言葉を意図的に使うことで、言葉や言語の学習を図ります。ド

ラマ教育がなぜ外国で取り入れられたかといえば、我々日本にいるとあまり必要性は

感じないかもしれませんが、言葉が違う、肌の色が違う、文化が違うという中で何を

すれば教育が成立するかと考えた際に、ドラマのような教育をコミュニケーションの

前提にすることを考えたそうです。今回の学習会も多文化共生的な意味合いがあるか

もしれません。有明短大の文化、文京学院の文化、家政大の文化、それぞれの先生方

の文化が混じっています。そういう多文化な中でもその場に一緒にいて何かをしなけ

ればならない、そういう際に演劇に可能性を見出したのです。 

感性についてです。先ほど表現は内にあるものを表にあらわすと言いましたが、そ

の内にあるものと密接に結びついているのが感じる気持ちを司る感性というもので

す。KYという感性が働いていない状況を指す言葉は一時期よく聞きましたが、今自分

が何をすべきか、どんな状況なのかを察知するセンサーのような働きも感性はします

し、感情つまり楽しいとか辛いとか、そういう心情になるのも、感性が働いていると

言われています。ドラマ教育を通して感性を豊かにする。全人教育や全人的発達、頭

でっかちになるのではなくて、知識と合わせて感じる気持ちも一緒にあること、感性

と知性の融合的な学習を、ドラマ教育・演劇教育を通じて展開できるのではないかと

私は思っています。 

演劇と教育の結びつきに関する別の観点ですが、教科書に載っている人物を演じて

みることで、その理解が深まるという、社会科でよくやられている体験的な学習の手

法を挙げることができます。ロール・プレイングと言われているものです。これはド

ラマ教育の手法に入るものです。例えば、豊臣秀吉についての歴史的な学習をした後

で、歴史的な資料をふまえて豊臣秀吉ならばきっとこう考え、行動したのではないか

として、実際になってみることを通して、その人生を追体験するという意義がドラマ

教育で行う授業の役割だと考える人もいます。 

視聴覚教材として演劇を考える発想もあります。外国では、キリスト教の布教活動

の一種として、劇を見せてキリストの生誕や復活についてを伝えるために活用された

とのことです。 

最後に、この研修会の位置付けに関してですが、先ほど言いましたが、ドラマとい

う概念とシアターという概念の間に途中の段階があるのではないかと思います。それ

はドラマと言ってもいいし、シアターと言ってもいいものかもしれません。私はこの

会のような機会がそれに当たるのではないかと仮説的に思っています。ドラマは、自
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分自身の表現であり、自分自身のための表現です。仲間と一緒に自分達の楽しみのた

め、自己実現のための演劇的な活動です。そのような行為を、その過程を知らない観

客に見せて、作品の内側にあるメッセージを伝えることに挑戦するのがシアターです。

なんとなく段階として急ではないかと思います。ドラマをすればシアターがやりたく

なるというのが定説ですが、私はなんとなくもう一つの段階があると思っています。

まず、それに関して、観客に関することですが、仲間として過程を共有している観客

であり、批判的な目も向けることができる観客です。どうしても過程を知っていると

厳しくすることが難しいですが、真摯に自分たちの表現行為に向き合って本気で、誇

りを持って演じる経験が、ドラマとシアターの間に必要な過程にあるのではないかと

思っています。それをするには、場所も大きくなく、参加人数もあまり多くなく、今

回のようなこぢんまりとした中で表現する機会が大事になるのではないかと思いま

す。特に、演劇は基本的に嘘の世界を扱っています。嘘だからこそ、本気でやれなけ

れば、観客は辛くなります。嘘の世界の中で仲間達と本気に表現する機会をつくるこ

とがドラマとシアターの間に必要な過程ではないかと思っています。そのような必要

性を感じ、このような演劇学習会を提案した次第です。準備した内容は以上です。」 

 

花輪：「どうもありがとうございました。今、山本先生の話を聞いていて、改めて、

我々教員も、自分たちが日頃学生達に教えていることを振り返ることができました。

ただし、演劇表現は非常に多様です。ですから、当然、好き嫌いがあるわけです。今、

演劇教育の立場に身を置いてみると、広い視点の中で意識的に自分を持っていかない

と演劇を皆さんに伝達できない。はっきり言ってしまうと、今演劇そのものがピンチ

なのですよ。文化庁の委員をやらせていただいているのですが、関連予算はどんどん

カットされています。実は商業演劇と教育演劇を比べてみると、商業演劇の方がグレ

ードが高いように思うかもしれませんが、はるかに教育演劇から私たちが得ているも

のは大きいのですね。例えば、ライオンキングを観たり、美女と野獣を観たりして、

その中で感動を受けますが、教育演劇の感動はまた別のものなのですよね。いろんな

要素を私たちは受けながらも、どこかで演劇というものに憧れを持っているのは、自

分ではない他者に成り替わることができるということだと思うのです。それでその成

り替わるレベルも実は簡単なことではなくて、目の前で一人の女性が何かこう人生の

悲哀を語っている時に私たちは考えるわけですよね。この人って一体どういう育ちだ

ったのか、彼に対してどういう心情を本当は抱いていたのだろうとか。いろんなこと

を分析しながらその女性を自分の中に入れていく、つまり他者を理解していくのです

ね。他者理解って簡単なことではないと思います。他者になってみることは、簡単に

できるのですが、すごく分析的な視点が必要で、そのためにはやはり、これを授業の

一環として、学問の一環として皆さんと一緒に考えていくことが必要じゃないかなと

思っています。どうも先生ありがとうございました。 

話の中で、他者理解や自分に対する理解という言葉が出てきた時に、その言葉から
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得るものは大きいですよね。理解とはこういうことだよねと。私たちは大人ですから、

言葉の持っている知識を耕すことができるのです。つまり、頭の中に若干なりともデ

ータがあるのですよ。そのデータでもって、山本先生の話している内容を克明に、自

分なりに全部解釈していく。しかしながら皆さんが、今度１５日の時に見せる子ども

達は、そのボキャブラリーがはるかに少ないのですね。その際に、大事なことの一つ

に、ノンバーバルな表現というのが要求されるのです。バーバルは言語です。ですの

で、非言語的表現の側面、つまり言葉ではないもう一つの側面ということを考えてみ

ませんか。さきほどお願いをしたばかりなのですが、ここに鴨志田先生がいるので。

鴨志田先生はつい数年前までミュージカル女優だったのです。米倉さんの『シカゴ』

というミュージカルで、米倉さんの横で踊っていたのです。そういう人がある日突然

幼児教育とか、教育の世界に飛び込んできたということは、私たちにとって非常にセ

ンセーショナルです。つまりノンバーバルな仕事をごく当たり前にしていた方が、理

屈をこねる教育の世界に飛び込んできたわけですから。我々にとってみると非常に恐

怖です。ですので、５分間ばかりそれに関するお話をいただければと。お願いします。」 

 

鴨志田：「急な話でしたが、お話いたします。花輪先生にご紹介していただいたよう

に、私は数年前までは舞台に立って、踊ったり歌ったりお芝居をしたりしていました。

ノンバーバルとかバーバルとか何にも考えずに、自分は自分をとにかく全部使うとい

う気持ちで、仕事をしていました。そんな私がなぜ保育に興味を持ったかいうと、感

覚で大事だなと思ったことがきっかけです。花輪先生の表現の授業にたまたま関わら

せていただける機会がありまして、その時に『あ、こう私が今、表現っていう時に大

事にしてるっていうものを言葉にするとこういうことなのか、そして私たちみたいな

表現というところに特化した人間ではなくて、人間の根本にあるものなんだ』と感じ

て、自分がしてきた表現と、花輪先生がされている保育の表現が近いと思いました。 

 

 

 

ノンバーバルとバーバルというテーマですが、ノンバーバルの方向から少しお話が

できればと思ったのですが、先ほど花輪先生がおっしゃったように、子どもたちは、
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子どもたちの表現があります。皆さんよくご存知のように、楽しい時はジャンプする

し、嫌な時はもう本当にあからさまに嫌な表情や動きをします。これは体から発せら

れる原始的な表現です。現在はメールやSNS等の文字でコミュニケーションを取るこ

とが多いかもしれませんが、音楽より先にダンスができたという人もいるほど、最初

に人がコミュニケーションを取る際に、『あそこに、うまそうな食料になる動物がい

る。それを一緒に今から取りにいかないと、私たち食べるものないよ』みたいなこと

で、『ワッ、ワッ、ガー』（動作と共に）みたいな身体の表現から始まったのではない

でしょうか。それを段々と形式的に、例えばその民族が狩りに行く前の気持ちを高め

るための儀式的な行為として（再び動作を）やったのではないでしょうか。皆さん見

たことありますか、そういう民族の共通の儀式みたいな舞を。どの民族にも必ずダン

ス的な儀式があるのですが、そういう形式が現代になっていろんな方向から整えられ

てきて舞踊という芸術様式になったのだと思います。そういう言い方をすると、舞踊

やダンス等の形があるものはかっこいいとか綺麗というものが先行してしまうかも

しれない。ただ、山本先生もおっしゃっていましたが、その中に必ず内（ウチ）とい

うものがあります。『内』があるからこそ『体』が生きます。特に子どもの表現と関

わっていく皆さんは、それを体で知っていてもらえると嬉しいです。ではどういうと

ころで身体表現が皆さんが取り組んでいるシアターやドラマと関係するのかと言え

ば、手を一つ前に差し出しても『どうぞ』という手に見えるか『お金返してよ』とい

う手に見えるかということかと。それは表情もそうだし、この姿勢も関係してくるの

だと思うのですが。また、よく『背中で語る俳優』というのがあります。その人の背

中を見るだけでその人の何かが醸し出されているような身体感とか、あと今日のウォ

ーミングアップですよね。初めて会った人たちと『緊張していて、あのちょっと、こ

んなことしている場合じゃないのですが、どうぞよろしく』と言葉で言わなくても、

それを『あっ、あっ』という中で感じ、知らないうちに『この人たちは敵じゃない』

ということを本能的に感じるということでしょうか。身体表現というのは、体が発す

るものの説得力を実感するものなのかと。それで、今日、花輪先生に言われたのです

が、ウォーミングアップに参加した際に『飛び回ってたね』と。『すごく生き生きし

た表情をしていた』と。そういうことを花輪先生に最近言われた記憶はなかったです。

舞台で活動していた時とは違う感覚で、今は保育者養成の学校で教員をやっているの

ですが、今までは体で『わー』とやっていたのが、今は、学生の前できちんとしなけ

ればいけないという困惑の中で生活をしていたからか、だからこそ花輪先生の活動が

楽しかったのだと。そして、その時に花輪先生に言われて、どんな感じだったのかな

と思った時に、空間に対して体と心が開いていたかなと思いました。つまり、身体表

現というのは、『自分の体がこういう形をする』ということだけではなくて、自分の

周りの空間に対して、自分がどう存在しているかということが表現の基本になるため、

ステージングという部分、振り付けではなくて、場所を移動するとか、どう移動する

のかとか、空間とどう関わるのかという部分も重要なのだと思います。単なる振り付
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けではなくて、場にどうかかわるかということが関係しているので、体を開くための

準備体操があったりとか、柔軟があったりとか…。体の機能を動かすことによって、

心にも自分の表現があるのかなと思っています。ありがとうございました。」 

 

花輪：「はい、どうもありがとうございました。本日、吉村先生はお仕事の関係で抜

けてしまいましたが、明日以降に皆さんに紹介します。ここにはいろいろな人間が集

っているのだということをわかってもらいたいです。さて、この後の段取りですが、

今先生方がいろいろと物語ってくれたことを頭の片隅に踏まえて、もう一回、朝やっ

たように、自分たちの作品の稽古を始めましょう。ただし、全然その作品に関わった

ことのない教員がコーチングをします。一つルールを決めます。否定したり、捻じ曲

げたりはしません。逆に言うならば、おそらく皆さんが臆病に、恐る恐るやっている

部分を心配しないで大丈夫というくらいだと思うのですが、その時間とします。我々

は自分たちが時間かけてつくってきたものは、絶対に人にはおびやかされたくはない

のですよ。ただ、4年生も2年生も3年生も社会に出たら脅かされることばっかりで

す。だけどそういう中でもやっていかなければいけないのですよ。考えが深くなれば

深くなるほど、譲らなくなってくるのですよ。ですので、今日はそういう意味では、

皆さん一生懸命やってきたと思いますが、これからの時間はですね、ある意味『再構

成』の時間です。もちろん、皆さんは一生懸命に構成してきた。でもこれを再び構成

し直すのです。そして、後でもう一回デモンストレーションをします。何がどう変容

するか。いや、変容しないかもしれない。もっと言うと前より窮屈になってしまうか

もしれません。でもそれによって、観客の目はあなたがたにもっともっと前向きにな

るかも知れないのですよ。そこが大事かと。」 

 

【【【【ワークショップワークショップワークショップワークショップⅠⅠⅠⅠ】】】】13:5013:5013:5013:50        

 

→有明短大のグループ、家政大グループに分かれ、午前の活動を継続。以下のルール・

約束で行われた。 

 

 ワークショップの後、再びそれぞれ１回ずつ演目を見せ合う。 

 一つの部屋の中で両グループが活動するので、声が錯綜することもある

が、気にせずに行うこと。 

 教員からのアドバイスを乗り越えて、再構成していくこと。 

 教員はペアを組み、前半と後半で交代する。鴨志田・山本（有明グルー

プ担当）／花輪・川合（家政グループ担当） 

 場合によっては、自分の姿を確認するために、役を交換することもある。 

 代役を立てて稽古をすることを基本ベースにする。 

 代役を立てると、（その人を含んだ）リズムができる。修整をした時に、
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（代役の人は）責任を負わなければならない。当日の朝、実際のナレー

ターが入った時に、さらにここから修整が加わる。このことを周りの人

も含めた全員が認識しなければならないということを念頭に稽古を行

う。 

 

①①①①家政大家政大家政大家政大グループのグループのグループのグループの活動及活動及活動及活動及びびびび指導記録指導記録指導記録指導記録    

    

 「おはなしをきく時間」の言い方について、テンポ、口調と手順の確認。 

 最初は「明朝体」で、タイトル以降は「ゴシック体」。 

 頭の中で「次は？」と思ってしまうと、見ている側にそれが伝わってし

まうので、パターンを作る。 

 「むかしむかし、山の中に」の「山の中に」は、時間をかけて言う。大

きな山を聞き手が想像できるように。 

 観客の顔は見なくていい。アイコンタクトは要らない。おはなしを聞い

て、読み手の顔は見ているので。 

 言葉のはじめの音が無声音にならないように、丁寧に発音する。『』を

強調。「『や』まのなかに」「『お』りました」等。 

 自分の順番が来るのをおびえてはダメ。早く読みたいという気持ちで。 

 「『さて』この村には」の「さて」では子ども達の方を見る。目線を配

るときにキョロキョロしない。 

 「ばけばけ～」のところで立ち上がり、すぐ座る。座るときには顔を隠

し、化けた後で顔を見せる。蛙なら「ゲロゲロ」と言いながら本の横か

ら顔を出す。カラスなら「カーカー」と言いながら。ただし蛙の時とカ

ラスの時と、本から顔を出す位置は変える。 

 

  

 

 キツネの呼びかけ「子どもさん」では、足を組んで手（本）を持ち上げ、

えらそうに。 
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 カラスの鳴き声、「カーカー」はわかりやすくするため、２回繰り返す。 

 すぐに間を置かずに「今度はカラスに化けました」 

 「が」は鼻濁音で。「な」行に似ている音。 

 「それでも太一は～」の部分で詰まってしまった（「だめだ、だめだ」

で足を組む動作を行うため、その後の足の処理のことにとらわれてしま

ったとのこと）→頭の中で文字を追ってはいけない。子ども達の顔を見

ながら言う。 

 「きつねはとうとう腹を立てて、大声で言いました」の後、本を閉じる

ことで、きつねの怒りを表現。 

 子どもの生理を理解しないといけない。本を読むと、子どもも見てしま

う。 

 

  

 

 「これは見事なまんじゅうだ」では、足を組む動作をしない。 

（＊足を組むのは、太一が色々なものに化けるきつねを受け入れないと

いう姿勢の表れであるからか） 

 まんじゅうに化けたキツネの喜びを表現する動きを探る→スツールを

利用してくるくる回る。ずっと回る。 

 「どれどれ〜」の部分で、キツネは膝を抱えて小さくなる。（＊これか

ら食べられるキツネなので） 

 「太一はまんじゅうを手に取ると…」ゆっくり発音し、「まんじゅうを」

の後に呼吸し「手に取ると」へ。（＊次を期待させる口調で） 

 あたかもまんじゅうが本の上にあるみたいに見る。 

 「むしゃむしゃむしゃ」で、食べられている最中のキツネは、お尻だけ

で体を支え、足をバタバタする。 

 「食べちゃった」で声を落とすと陰湿な感じになってしまうので、「食

べちゃった」「食べられちゃった」はあっけらかんと。「食べられちゃっ

た」の抑揚のつけ方如何で優劣が出てしまうので、この二つのフレーズ
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の言い方に差をつけない。 

 「それからというもの」で空気を変えなければならない。ブレスをする

ことで空気を変えることができる。 

 「聞かれないようになりました」の最後の部分は、おはなしの最後であ

るということを、口調で子どもたちに理解させる。「聞かれないように」

でまず切る。「なりました」はとてもゆっくり。 

 客席の方に目を向ける時に、子どもたちと目線を合わせない。子ども達

の頭上を見る感じで。 

 「食べられちゃった」は、驚きを込めて言う。 

 「…なりました」「おしまい」の時の、本を閉じるタイミングを確認。 

 「おしまい」をやめる。続き（おはなしを見る時間）があるので。 

 「おはなしを見る時間」への連結は、できるだけ早く。 

 「見る時間」の演者は、演じたくてたまらないということを見せるため

に、舞台の上に乗ってすぐ、メリーゴーランドのように、手をつないで

回る。喜びの表現。 

 ナレーターは、登場人物の気持ちを実況中継している人。語りが終わっ

てから、演技のスイッチを入れるのではない。（ナレーターではなく）

役を演じている人が主体。 

 カエルの役、できるだけ高く跳ぶように。高く跳びながら舞台の上を一

周する。そうすることで、子どもたちも、カエルの真似をして跳びたく

なる。 

 

  

 

 「食べちゃった」の後、「食べられちゃった」というフレーズを、「おは

なしを聞く時間」と同様、加える。 

 食べられてしまったキツネの表現は？（学生達の間で意見を出し合って

いる） 

 「聞こえなくなりました」の後、「コーン」とキツネの鳴き声を足すと
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いう提案。「うらめしや〜」という感じで？ 

 「おはなしを聞く時間」「おはなしを見る時間」の後、子どもたちが参

加できる「続き」があることを感じさせるような、「見る時間」の終わ

り方を考える→「聞かれないようになりました」＋「ほんとかな？」「ほ

んとかな？」「お・し・ま・い」 

 キツネがまんじゅうに化けた時に前転をしては？という提案がされ、そ

れに対し、頭を打つのではないか？という意見が出される。熟慮の末、

どこで前転をするのか、ステージ上で可能な場所、どうやってそのスペ

ースを確保するのか考える。 

 休憩に入っても、前転以外で子どもが首を折らないような表現はないの

か話し合っている。 

 これまでの先輩はくるくる回ってきた（前転）。やり方次第ではないか。 

 休憩中も、練習をしたり、話し合いをする姿が見られる。 

 

   

 

②②②②有明短大有明短大有明短大有明短大グループのグループのグループのグループの活動及活動及活動及活動及びびびび指導記録指導記録指導記録指導記録    

代役協力：富山創甫（文京学院大学）、小西太知（有明OB） 

 

 冒頭。子どもたちの目線について。子どもたちがこちらを見てくれてい

るという大人の思い込みである。 

 タイトルコールは、膝を少し曲げ、子どもたちの方を見ながら。「めっ

きらもっきらどおんどん」と音として発音するのではなく、それぞれの

言葉にニュアンスを持たせて言う。 

 タイトル→作者の順でなく、作者→タイトルの順で。 

 タイトルの後、セミの音が聴こえてきたら、妖怪の３人は観客に背を向

け、ゆっくり立ち上がり「森」になる。つまり、両腕を上げ、木の幹を

表現する。その際、同じ形の木になるのではなく、イレギュラーで。だ

んだんと普通の枝から怪物に変わっていく。 
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 （前項の変更）タイトルコールの後、妖怪３人はさっと立ち上がって

「枝」になり少し揺れる。風に揺られるみたいに。幹は揺れない。枝の

みがそよぐ。そこにセミの声が聴こえてくる。 

 作者名は抜く。 

 タイトルコールの直後セミの声が入り、同時に妖怪３人は立ち上がる。 

 かんたは森の中を移動する表現。舞台の方を見る。 

 かんたがめちゃくちゃな歌を歌っている時、歩いている表現として、ス

ツールに座りながら、足踏みをする。 

 「あそぶともだちが…」のセリフと同時に、スツールを利用して周りな

がら歩いていることを表現。 

 

  

 

 「みんなどこにいったのかな」は「仲間に入れない子」イメージして。

「放置された子」にならないように。 

 めちゃくちゃな言葉を言っている時に、考えてはいけない。「ん？」と

いう間を持ってはいけない。 

 「すると、どどーんと」の部分。「すると」はナレーターが、「どどーん」

は妖怪３人が言いながら座る。「どどーん」は低音で。 

 ナレーターは語りながら移動をする。 

 ３人の妖怪のセリフ。首を振りながら。 

 「こっちゃあ来て歌え」の「歌え」の時に、しゃがんで頭をスツールに

乗せる。また、この「歌え」は一人ではなく、３人で言う。これらの変

更は、最初の船出の部分を印象付けるのが目的。 

 「歌え」と言いながらしゃがむ際、体の回転の向きは、かんたと同じに

はしない。同じ次元に存在させないため。 

 「ひゅーっと吸い込まれて、おちる、おちる、おちる…」のところでは、

かんたは妖怪に手を引っぱられる。その後４人で、舞台上で手をつない
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で輪を作り回転する。その後手を離しそれぞれ自分の席へ回転しながら

戻って座る。 

 妖怪の登場シーン、「へんてこりんな３人組がやってくる」というナレ

ーターのフレーズの後、妖怪たちがこちらに向かう様子を、３人とも座

ったまま膝を高く上げて、足音をしっかり鳴らし歩くことで表現。内股

でなく外股で。 

 「かんたにとびついた」のところでは、妖怪たちは椅子に座ったまま両

腕を伸ばし、掴む動作をする。 

 上記の動作を、座ったまま→腰を上げて行うことに。ただし飛び出ない

で、その場で行う。 

 掴む動作は、それぞれがかんたの体の違う部分（頭、右腕、左腕）をイ

メージして。「とびついた」とナレーターが言ったらすぐに。間を空け

ずに。 

 

  

 

 かんたは妖怪たちの登場に「なにあれ？」と反応する。絵本を超えた表

現を。 

 かんた、「いやだ、化け物なんかと遊ぶかい」という前に、彼らを振り

払うような動作を。セリフはカッコよく言わない。 

 かんたに拒否された妖怪たちが泣く時、足をパタパタ鳴らしながらスツ

ールを回転させて、左から順番に。その際スツールの回転の向きに気を

つける。 

 「うるさい、あそんでやるからだまれ」「あたいが一番にあそぶ」等、

ポジションを取ってからセリフを言うのではなく、間を空けずに言う。 

 「けんかが始まった」「３人はだんごのようにもつれ合う」部分は、な

べなべそこぬけ、おしくらまんじゅうのように、背中合わせで輪になっ

て、腕を組んで回る（子どもでもできる動き） 

 「やめろ、じゃんけんだ」と続けると、喧嘩を止めることはできない。
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「やめろぉ！」一度切ってから「じゃんけんだ」。次の展開に行けるよ

うにする。 

 輪になって喧嘩を表現している時に、回る方向に気をつけないと、表情

が見えない。また、かんたの方を向く時には、自分と遊ぶというアピー

ルをする。この際、言葉が出てもよい。 

 じゃんけんの時は、おへそを正面に向ける。半身にする必要はない。 

 ナレーターがじゃんけんの結果を言ってから、じゃんけんに勝った喜び

等を表現するのではなく同時に。 

 ももんがーごっこでは、かんたと前後になるよう椅子の移動をする。か

んたは前にいて椅子に座り、後ろにしっかかもっかかがいて、椅子の上

に立ち、ももんがーごっこを表現する。 

 おたからまんちんは前に出てきて、かんたと向き合う。オン・ステージ

で。その方がやりやすいから。 

 おたからまんちんが撒いた宝はどうなるのか？こういう疑問を子ども

たちは気にする。謎が残ってしまうと、それでおしまいになってしまう。

（その謎に気を取られて、おはなしに集中できなくなる）「宝の玉をぶ

ちまけた」という文章から、いくつくらい宝を撒くのか考える。かんた

はだんだんとおたからまんちんに近づいていって、王冠を出す。それぞ

れの宝は大きさが違うかも知れない。 

 

  

 

 どうしておたからまんちんは、かんたに水晶玉をあげるのか？→ビール

の王冠に見合うものを渡そうとした？ 

 おたからまんちんは片膝をついて宝を流す。その宝をかんたはいくつか

見送り、気に入ったものだけを手に取る。 

 「ビール王様の冠」をかんたから見せられたらすぐ、おたからまんちん

はもらってしまう。 

 「ほら、のぞいてごらん、海が見えるよ」という時、水晶玉に集中をす
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る。その後かんたにセリフはないが、本当に見えていることを表すため

に、息を漏らすなど、何らかの反応をする必要がある。そうしないと説

明になってしまい、演技ではなくなってしまう。 

 海が見えた時の反応。「見えた」というのではなく、感嘆詞で。 

 もんもんびゃっこの縄跳びのシーンでは、二人跳びを。 

 その後のナレーションの間も跳び続ける。 

 １３５回も跳んだのに、実際には２、３回しか跳んでないのでは、子ど

もからの指摘を受けてしまう。跳んだことの表現として、疲れた様子を

見せて時間をスリップさせれば、子どもの理解を得ることができる。疲

労を見せるために、腰を下ろし、足を投げ出す。 

 丸太に乗って遊ぶ頃には、かんたはすでに過労気味。それがのちの「お

かあさん」という言葉にもつながる。 

 空飛ぶ丸太に乗る際、有明グループは、おたからまんちんだけ乗り遅れ

そうになるという演出を行っていたが、これは本にはない内容で、観客

側に伝わりにくく、見ている方に謎が残ってしまうので、省くことに。

見ている人が迷うような表現は要らない。 

 丸太遊びは３人の共通した遊びであることを鑑みて、そこに移るための

動き、またセリフの分担を見直し。 

 

  

 

 丸太遊びの表現として、体を舞台に向かって左向きにし、左右に揺れつ

つ、だんだん正面に向ける。 

 かんたが月を見るシーンでは、立ち上がる。 

 かんたが「おかあさん」と呼ぼうとするのを止める妖怪たちの言葉はも

っとエネルギッシュに言わないと。 

 かんたが現実に戻るシーン。くるくるの後、座る。「あれ、ここはどこ？」

で立ち上がる。 

 「かんちゃん、ごはんよ」は、背中を向けながら言うのではなく、こち
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らを向いて言う。その後、すっと後ろ向きに戻る。 

 かんたは、お母さんに呼ばれた後、正面に向かって駆け出す演技をしな

いと、後ろを向くのでは、家出少年になってしまう。 

 「君なら思い出せるかな？」の後すっと後ろを向いて、「おしまい」は

全員で。 

 終わったらすぐに全員が並んで頭を下げて挨拶。その際お互いを見合う。 

 ナレーターは、自分の呼吸でセリフを言う癖がある。飲み込みながら言

うけれども、流れを切らないように気をつけるように。 

 

→ワークショップが終了し、休憩。 

 

【【【【デモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションⅡⅡⅡⅡ】】】】16:3016:3016:3016:30        

→午後の成果の発表を行った。 
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→それを受けて花輪がコメント。 

花輪：「ご苦労様でした。かなり濃密な時間だったと思いますが、みんな朝の8 時 40

分に駅に集まって、ここまでなんとかやってきました。色々と考える課題が芽生えた

と思います。それでいいのです。１日目の目的はそれです。答えはひとつではないの

です。表現活動は、ひとつでない多様な中で最善のものをつかんでいこうとする行為

なのです。もっと言うならば、他の人にとっても心地いい自分になるということです。

とにかく、お疲れ様でした。よく頑張りました。もう一度お互いに拍手。明日は、３

グループに分かれて、坪内逍遥の３つ作品を、１日目に参加していなかった人も含め

て作っていきます。 

 

 山本グループ  朗読劇 

 鴨志田グループ 舞踊劇 

 川合グループ  人形劇 

 

  

 

翌日の準備としては、よく作品を読みこんでくることです。自分はこういう風に作

っていきたい、というだけでなく、内容と方法論を吟味しなければなりません。３日

目に子どもたちを迎えるために、各大学で準備してきた２作品と、２日目の３作品、

合わせて５つを用意します。大人にとっての表現は、技術も要するものであり、そし

て誰かのために作ることが求められます。そうしないと、一般の人からすれば、「河

原乞食」「いい年していつまで芝居なんかやっているんだ」という言われ方のままに

なってしまいます。やはり、世の中の役に立つものにしないと意味がありませんよね。

代役、事情があって参加できなくなった人もいますが、本気になってやってもらいた

い。明日以降にメンバーを迎え入れる人たちもそのつもりでやってください。」 

 

→最後に山崎副館長のお話を伺い、後片付け、事務連絡があり１日目が終了。 
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２２２２．．．．8888月月月月14141414日日日日（（（（日日日日））））////    2222日目日目日目日目        家庭用児童劇家庭用児童劇家庭用児童劇家庭用児童劇ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

 

【【【【集合集合集合集合・ガイダンス・ガイダンス・ガイダンス・ガイダンス】】】】9999    :00:00:00:00    

→全体で流れの確認作業およびウォーミングアップが行われた。 

 

  

 

花輪：「坪内逍遥のテキストに基づき、３つの異なった表現形式で劇の創作に入って

いただきます。それぞれの思いや関心といったものがバックボーンに当然あるとは思

いますが、いざ蓋を開けて集まってみると、実際に皆さんが思っているのとは違う場

合ももちろんあると思います。それは各チームのリーダー教員と話し合いながら進め

ていってください。ところで、今回題材とさせていただく坪内逍遥という人は大変興

味深い人です。『家庭用児童劇』というのは、それこそ彼が早稲田大学の文学部長を

終えた後、彼の思いでつくられ、大正 11 年くらいに刊行された本で、その後再版が

進んでいるわけです。何のために書かれたかというと、当時の演劇のひとつのスタイ

ルとして、旧劇と言われる歌舞伎や能・狂言などがありましたが、西洋から入ってき

た新劇も演劇改良運動の流れの中で展開されるようになったのですが、それらは大人

本位の劇であり、子どもたちにそれが見せられていた状態であったわけです。そのよ

うな中、坪内先生は、劇作家であり小説家であり俳句を書いたり、いろんなことをさ

れていた人なのですが、子どもの劇と称するならば、もっと子どもたち自身がやれる

劇を普及すべきではないかということで、その本を書いたのです。ところが、坪内先

生は大学の教授だったり、ものすごい論文は書くのですが、実際に理念を形にしてみ

ると、言っている理念とはだいぶかけ離れた作品になっている内容のものが多かった

のです。したがって、近代から現代にかけては批判の的だったのです。『坪内先生、

言っていることとやっていることが違うじゃないですか』と。実際、我々も今勉強会

の中で読み解いている最中ですが、そうではないとは強く言い切れないのです。今日

これから取り組む『家庭用児童劇』を基に、子どもたちのための発表会をするという

ことでいろんなところで坪内先生は公演したのですが、その時に坪内先生はいろいろ

なスタッフを集めたのですが、子どものことを知った人がほとんどいなかった。もっ
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と言うと、音楽ならば芸大のすごい人のように、超一流どころの人たちを揃えてしま

ったものだから、はっきり言ってしまうと、子どもがなかなか歌えないとか、音楽が

子ども感でなくて大人のセンスだったようです。そういうところで、世の中からガン

ガン批判されてしまったようです。したがって、皆さんも参加された演教連の全劇研

のような大会でもそうですけど、冨田博之先生や落合聰三郎先生もどちらかといえば

批判的だったのです。で、坪内逍遥とはそういう人だったのだとそのまま封印してし

まう可能性があったわけですが、もう少し坪内逍遥先生の理念にこだわって、今の若

い人たちに本当の意味で現実化してもらおうじゃないかと思ったのです。つまり、今、

幼稚園、保育園のほかに、こども園もある中で、やはり、皆さんが一番当てになるわ

けです。つまり皆さんはそういう教育を受けているのです。ある意味では最先端の教

育を受けているわけです。そういう意味で、今日の３つの作品作りというのは、多分

歴史上始まって稀に見る試みだと言えます。そういうことをチームリーダーの教員は

意識しています。そして皆さんが昨日やってくれた二つの劇も、とても好感が持てま

したし、素晴らしかったと思います。ただ、昔だったらおそらくもっともっと細かい

ところに、目がいっていたかもしれません。例えば内容の読解などに。どうしても演

劇の中では台本至上主義が残っています。私も文化庁の仕事をしていて、台本のこと

を言う人がだいたい８割、２割の人は、台本の内容を知らせることではなくて、どう

その話と出会い感じるかが大事なんだという考えの人です。私はその『２』の一人で

すが。日本の場合はどうしても『読解』が中心です。台本もそう。セリフがやたら多

いですよね。これはもうしょうがない。つまり教訓として、学生に伝えていくという

趣旨が強いからかもしれません。ですので、今日の台本も、そういう意味でいくと、

坪内先生はもっと子どものため、子どもが自由画帳に一筆書きをするかのような芝居

でいいのだとおっしゃっているわりには、すごく懇切丁寧で、まるで歌舞伎のような

台本なのです。そのあたりを含んで、創作に励んでいってください。そして、現代的

な用語で言うと、今日は演劇の研修会は、イノベーション（Innovation）、もっと言

うと『ヒト・モノ・コト』、つまり現代を生きる人たちがよりよく生きて行くための

ひとつのイノベーションの実践だと思っていただければ幸いです。だから、ただ自分

が演じて、まあそれでいいだろうと満足するのではなく、やはり、お互い同士が物と

人、つまり『人がいてそこに物があって事を起こす』という流れの中で、文化という

ものがどんどん広がっていったという歴史を感じてもらえればと思います。朝からち

ょっと熱く語りましたが、よろしくお願いいたします。ではストレッチをお願いいた

します。」 
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【【【【ウォーミングアップウォーミングアップウォーミングアップウォーミングアップⅡⅡⅡⅡ】】】】9:209:209:209:20    

 

①①①①ストレッチストレッチストレッチストレッチ（（（（鴨志田鴨志田鴨志田鴨志田））））    

  

    

 足を前に投げ出し、ブラブラ…。ワイパーみたいに。 

 あぐらから、前→右→センター→起き上がり縦に→左に。 

片足を伸ばしてつま先を触りながら体を倒す 

 足の付け根を伸ばしたので、今度は陸上のクラウチングスタートのよう

に→後ろ足を持って。 

 前に頭を倒して→体を起こす 

 体を広げるストレッチ 

 Isolation→体の一部を動かす運動（胸から） 

 体を回す運動も。右手先行で。 

 音楽をかけ、それに合わせて。足は肩幅で深呼吸→ストレッチ、右に伸

びる→旋回→Isolation、上半身を回す→足・膝を曲げる→足踏み。顔

への注意。 

 顔を開きながら１０回跳ぶ。１０回目は大きく跳ぶ。 

 

②②②②発声練習発声練習発声練習発声練習（（（（吉村吉村吉村吉村））））    
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 顔の運動。 

 アエイオウオア 最後の「ア」は長く伸ばす。口の中に指２本が入るく

らい。 

 （電子ピアノを使いながら）「ア、ア、ア…」跳んで伸ばす。 

動きと声は直結している。 

上に伸びる時、声も伸ばす。 

男の子は喉仏を下すように。 

 腹筋は中に入れず、外に押し出す。「スーッ！」 

 寝転がって、「ドレミファソー」の「ソー」のところで足を１０センチ

あげる。お腹のポジションは変わらない、引っ込めることは必要ないと

理解させる。 

この音型で半音ずつ上がっていく。 

 二人組を作って、下腹にパンチを入れて（寄りかかって）。 

わからない人には、吉村が各グループを回ってお腹を触らせている。 

 「おーい」と言ってみた時に、お腹がひっこんでいてはダメ。また、喉

は使わない。 

 背伸び。自分でまっすぐだと思うとできていない。マリオネットみたい

に上から引っ張るように。 

 「スッ・スッ・スッ・スッ・ハッハッハッハッハー」（ド・ミ・ソ・ミ・

ドミソミドー）を半音ずつあがっていく。 

 顔を横に向けて歌わせる。音域に上がってきたら、女子のみ。高くなる

とさらに背伸びをさせる。中音域まで降りてきたら、それまであげさせ

ていた腕を下させる。男子も加わる。低くなったら爪先立ちで。 

 犬の真似。浅い呼吸で「ハッハッハッハッ…」 

 お腹で「オー」とやってみる。 
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花輪：「ありがとうございました。表現の場合、技術というものは、最終的には必ず

求められてしまいます。ただ、技術というものを先行して子どもたちに提供したり、

要求したりするとすべてが崩壊してしまいます。保育現場に行く人たちは、みんな同

じ思いだと思うのですが、表現の発達という手だてをずっと追ってきていますよね。

その中で今日やる『家庭用児童劇』は、子どもたちがやるにふさわしい劇台本として

書かれたものであるということを念頭に置きながら、例えば、見終わった後に子ども

がふと風になって、一緒になって舞いたくなる、表現したくなったり、あるいはそう

いう声を出したいなと思うようなものをつくってもらいたいです。彼らの好奇心や探

究心を煽るような表現を目指していただければなと思います。そのためには、今言っ

たようにそういう状況に誘うための皆さんに技術が必要なわけです。今、お二人の先

生にやっていただいたのは、例えば体、ノンバーバル・コミュニケーション。もう一

つはバーバル・コミュニケーション、声の出し方ひとつにしてもそうです。そういう

ことを昨日は何も言いませんでしたが、例えば声の出し方とか、声の特質とか、今日

はもしかすると３人の先生からそういうご指摘もあるかも知れません。富士山登った

ことある方、この中にいますか？登頂できない人のほとんどが、発声法が違うそうで

すよね。つまり呼吸を深くしっかりとできない人っていうのは、頂上まで登れないの

ですよ。だから、基本的に今ここで練習している場合は、私たちはある程度ブレスせ

ずに普通に喋っていても何ら自分の肉体には影響ないですが、実際にちょっと高さが

変わってきたりしてくると、すごく影響が起こるわけです。ですので、基本的な発声

法というのは馬鹿に出来ないのです。それから、鴨志田先生がやってくれた身のこな

しも。身のこなしひとつとってもそうですよね。例えば右に伸びる、左に伸びる時に、

自分のバランスが不均衡であることを感じた人がいるかもしれませんが、こちらは普

通ですが、こちらは痛いとか。それは体のフォーメーションが整っていないというこ

とですよ。だから右左やるということは、常にコントロールしていくことです。調整

しているのです。動作をただ真似るだけではなくて、自分の中での調整作業なのです。

ということで、皆さんよろしくお願いします。」 
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→この後の流れや注意事項についての再確認。３グループに分かれてのガイダンス。

舞踊劇グループは舞台の上、朗読劇はフロアにて、人形劇は隣の部屋（視聴覚室で）。

２日目からの参加者の紹介。音響データを集める必要があることや、音をかけるタイ

ミングを音響用の台本に書き込んでほしい旨も伝えられた。３日目に子ども達を迎え

るにあたって、子どもたちが部屋に入ってきた時に、殺風景だと物足りないので、看

板を作ったらいいのではないかということで、その作業手順の説明も。２日目より参

加の学生に対し、冊子やルーブリックの受け取りの確認。 

 

【【【【ワークショップワークショップワークショップワークショップⅡⅡⅡⅡ】】】】9:509:509:509:50        

→それぞれの活動開始。以下に活動ごとに記録を記す。 

 

①①①①人形劇人形劇人形劇人形劇「「「「ねずみのかいぎねずみのかいぎねずみのかいぎねずみのかいぎ」」」」    

原作：坪内逍遥 

リーダー：川合沙弥香 

参加人数５人 

亀井美奈子（家政大４年）おふた 

村部沙季（家政大４年）五之助 

猪又菜々美（家政大４年）四太郎 

牧野歩美（家政大３年）三吉 

小山田舞子（有明短大３年）一太郎 

 

→参加者の自己紹介。人形劇を選んだ理由も。 

（左図上方の長四角はホワイトボード、白丸は川合、黒丸は学生。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→映像の準備中、川合が今回の人形劇に使用するねずみの人形の提示。どの人形がど

の役なのかという問いが発せられる。学生達は、人形をテーブルの上に並べ、サイズ

の比較を行う。体のサイズだけでなく、歯のサイズも違う等の確認。これらの人形は

川合の手作りである。今回の人形は、人形劇用として特別に作られたものではなく、
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保育者のスキルとして保育室にあるような身近な人形を扱えることが重要だと考え、

ぬいぐるみ状にしたという川合からの説明。人形の後頭部には、指をかけられる輪、

持ち手がつけられている。これは、人形を鷲掴みにしてしまわないためである。人形

に対する愛情を演者がもっているかも観客は見ているとの説明。 

→動画を見る。１０分程度。人形劇の１シーンの説明。下方にパネルがあり、演者は

このパネルの後ろにいて、上方より人形を出して演じる。演者が人形を持ってこのパ

ネルより前に出ることもあるとのこと。このパネルを外すこともある。 

 

  

 

→本読みの後、各自が理解したことを確認中。 

川合：「…ここのところは、何も自分がやるなんて思ってないから、みんな無責任に

発言する子どもらしさと、じゃあ誰が猫に鈴をつけに行くと言った時に、『いやいや

いや』となるあたりがすごく面白いと思っています。最初は感じた母親の冷たさは、

なんか今は微笑ましいような気がしています。だからこれからまた読み込んで人形も

使っていくと、多分いろんな読み取り方が出ると思います。ただ、私はまずそういう

読み取りをしました。そんなことも踏まえながら、役を決めましょう。」 

 

→各ねずみの性格を想像。 

「五之助はめっちゃ赤ちゃん」「まだあんまり言葉は少ない」「お母さんは選択肢から

外している。」 

「４が結構せっかち」「４も弟感がすごくある」 

「５は末っ子感があるけど、４は自由奔放な」 

 

川合：「そんな悩まなくていいです。『自分はこのねずみはちょっとやりたくない』と

か、そういうのでいいです。」 

→全員から笑い。やりたいのを取ることに。 

「自分が末っ子なので４か５から。でも上の気分にもなってみたい」 

「女の子は２しかない」等。 
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「私はさっき３が『おねえ』って聞いたから…」 

 

  

 

川合：「いいですよ。ここは『わたい』じゃなくて僕でも。多分男。男でいこう。元

の台本をみた時に、誤字みたいなものもあって直しているので、そういうのもあって

混乱したのかもしれないですね。その台本の中に、その『おふた』、おふただけ、こ

の子は女の子という記述があるのですよ。三吉は特にないから多分男の子です。これ

はごっこ遊びをする台本です。ですので、その場に居合わせた、特に男や女とかを考

えずにやるというコンセプトのものですので、そんなの気にしなくて大丈夫です。」 

「一太郎やっていいですか？」 

「じゃあ私、三吉で」 

「じゃあ、４」 

「おふた！」 

「５」「もし自分でキャラ選択したら、自分の得意なものを選んでしまうから嫌だと

思って、残ったのにしようと思ったんです。」 

川合：「いいと思います。面白そうですね。」 

 

→川合から、決まった役で本読みをしてみることの提案。午前中はセリフを頭に入れ

つつ、自分のイメージも持つ。本読みの後、机を取り払って、ねずみの会議をしてみ

る。みんなで丸くなってねずみの会議をする。（観客にどう見えるかは気にしない。）

午後に入ったら、観客にどう見せるか（構成や演出）を考えるという提案。 

→花輪から、適当に休憩を取るようにというアドバイス。 

花輪：「別室の２チームは試合をしているみたい。ここ、のんびりしているからよい。

この調子でやってください。」 

川合：「どうしよう、ここ触発されるものがないからね…」 

花輪：「…ごめんなさい、一言。人形に馴染んでください。自分の方に向けてもかま

わないので。馴染むっていうことがすごく必要なことです。」 

川合：「さっきのほら、『自分がここの部分作ったから、愛着を持つ』という感覚がす
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ごく大事という話です。実際に、そういうことを大事にしてください。この子（人形）

の顔を覚えてください。明日来たらすぐ『自分のねずみだ』とわかるようになってく

ださい。」 

 

  

→各自、ねずみを持って読み合せ開始。それぞれねずみに演じさせていた。 

 

 ねずみの持ち方は、人それぞれ。頭と胴体、頭と肩腕、片手で頭のみ、

頭と胴体を掴む、頭と胴体をつまむ、等。 

 会議の様子では、聞いている様子と聞いてない様子のねずみを演じてい

る。 

 

  

 

→演じ終わった後 

川合：「面白いね。人形と一体化していたね。色々求めて申し訳ないのですが、セリ

フも覚えなきゃいけないし、色々イメージを作っているところだと思うのですが、最

終的には今日午前中の目標は『一心同体』になる、です。そうすれば出遣いでやって

も、観客が人形を見ることができるのです。出遣いの人形劇で、いろんな出遣いのや

り方があります。人形もいるし、演じる・遣っている人もすごく自分を主張する劇団

もあったりします。でも、みんなは単純に人形になりきってくれればいい。だから、
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こうやって喋っているのに自分はそっぽ向いていたら、こっちが気になってしまうで

しょう。だから人形とおんなじ気持ちになって欲しいのです。まあ、立ってやったら

もっと色々あるのだけど、人形になりきって、そうそうそうそう！（誰かが人形を操

作している）、やれると一番素直だから、それを意識してみてください。セリフの量

的にそんなに多くないでしょう。じゃあ覚えられそうですね。多少違っても全然平気

だから。何回かやってみましょうか」 

 

→机が片付けられ、演者は部屋の中央で裸足になって演じている。花輪がコメント。 

 

  

 

花輪：「はい、ちょっと座ってください。今それぞれにコメントを言わせてもらって

います。大学の３年の授業の時に、人形を持ってきてもらって何かやった記憶がある

と思いますが、あの時に比べてみると、今回の活動は、もう少し構造化されているも

のです。そして、この人形達は、この日のために川合さんが必死になって作り上げた

人形です。こだわりがものすごくあって、その鼻のピンク色のそのチョンチョンまで、

それから２本の歯まで、今まではなかったのですよ。まあ、まだ歯が生え揃ってない

のかも知れないけど。その一番小さいお人形さんは。つまり、それぞれ、ある印象を

持つように作られているのですよ。表情は似ているんですが、持ち手によって人形の

表情はどんどん変わっていくのですよ。それがさきほどの『図地反転』ですよね。並

べてあると全くみんな同じように見えるかも知れないけど、５人のうちの誰かが持つ

ことによって、その人形に個性がついていくのです。そして、大事なことはね、さっ

き川合さんの映像を見たと思うのですが、楠さんという『劇団あとむ』のプロの俳優

さんが僕らの人形劇に付き合ってくれたことがあります。５回も稽古に来てくれて。

彼がすごくえらいなと思ったのは、人形を立てるために自分の存在は全部消すのです。

見ましたよね。さっきのを。ほとんど消していましたよね。カメはこんな小さい人形

なのにもう『神様』みたいな扱いだよね。そのくらい、人形そのものを尊重するって

ことによって、クオリティがあがっていくのです。そう持ちながらね。つまり、皆さ

んがあんまりアップアップした顔でやっていると、人形ではなくて、皆さんの方に観
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客の目が行ってしまうのですよ。そうすると『あの人、目が大きかったね』とか『あ

の人オーバーだったね』という後日談になってしまいます。それからもう一つ言うと、

最後のシーンで母ねずみを追いかける時、きついかも知れないですが『アヒル歩き』

というのを知っていますか。これがうまくできないと、観客が『あの人、すごく苦痛

だよね、苦労しているよね』と感じてしまうのです。これ日本の伝統芸能の動きなの

です。日本の文楽とか能とか狂言のスタイルを溶け込ませているのです。なんとかこ

れを皆さんにやって欲しいです。次ですが、一番最後のところでお母さんがちょっと

キレますよね。『もう良い加減口ばっかりで！』ということは、その前のところであ

んまりキャラクターを立てすぎて声を作りすぎちゃうよりも、偉そうに言う子ネズミ

たち、という方を前面に押し出した方が面白くなるかも知れない。わかりますか。前

にもあったよね。『かわいい声だよねえ』って。人形劇やっていると子どもは『あの

チュウって声、かわいい声だよね』となった瞬間に劇からは目が離れるのです。大事

なことは何かっていうと、ねずみたちは、なりふりが小さいくせに、自分たちの住処

の中では相当偉そうな口をきいている、そして、あの、言い訳するところもそうなの

ですが、言い訳も弱腰に言うのではなくて、もっともらしく言うのです。そして、い

ざとなると全然実行しない。だから最後の『チュー！！』につながる。すごくあそこ

が、まあはっきり言ってしまうと、子どもたちにとってみれば、自分のことのように

ウケるのですよ。そのあたりを工夫するといいかも知れないね。構造はもう大丈夫だ

と思いますから。もう一つ、人形を持っているうちにだんだん疲れてきますよね。そ

うすると、前向姿勢になってきて、人形の顔が床を見るようになります。人形はでき

るだけあげた方がいいです。自分の顔の前位置にあって、それで、自分の思いはこの

人形の目から見る感じがいいです。だからと言って、あんまり呼吸を止めるような顔

はしないでください。人形と一体感を持ってやってみてください。そして、途中でお

客さんの方を覗いたりしないように。」 

 

川合：「結構足が…。明日みんな筋肉痛になりますね。若いから。」 

「それ、すごいね、その歩き、伝統芸能？」「できるかな？」 

  

→数名が「アヒル歩き」を試して、周りから「上手、上手」という声。それに対し「や
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った！」という反応。 

花輪：「大変なのですよ、この動きは。子どもって、ジャンプして床に座る時に、空

中で膝を折って、正座をしたまま床にどーんと落ちることをするでしょう。それを

我々の年代でやったら、骨折しますよね。かなり無茶苦茶なことを子どもたちは、遊

びの中に取り入れているのです。そういう意味でいうとこの歩き方は、ぜひ達成して

もらいたいです。あと膝鳴る人、いますか？そう。膝が鳴る人の膝をずーっと子ども

は追ってしまいます。運動会の時に幼稚園の主任をやっている時に、先生がこう『は

い、じゃあ、あおぐみ〜！』とやるじゃない。そうしたら、ボキッて鳴るわけ。そし

て、立つ時もボキッって。すると、私のところに子どもが寄ってきて『あの先生の膝

はさっきから折れてばっかりいる…』と。みんな心配してしまうわけ。運動会のこと

よりも、そんなことの方を気にしてしまうのです。図地反転でいうと『地』の方か。

地の方ばかりに気がいってしまうのです。そうなると、我々の表現の意図は伝わらな

くなってしまうのです。というわけで、明日からなんとかできないかということで、

サポーターしたり色々と研究をしたのですが、やっぱりだめでした。『ボキボキッ』『ボ

キボキッ』と。ということでよろしく。」 

→しばらく話題は「アヒル歩き」と「子どもの目線」について。 

→もう一度稽古をしたら休憩にすること、午後一番から、開くと花柄になっている緑

色のパネルや積み木を使って舞台を作って練習することを、川合が提案。 

→再度、人形劇を演じてみる。（中央の白丸が母親、それを囲むように５匹のねずみ

たち。左側に３匹、右側に２匹） 

 

 

 

 

→演じ手はみんなねずみの後頭部を見ている。 

→最後、ねずみが退場していく際、誰かのマスクが床に落ちたが、それに誰も気がつ

かないくらい、ねずみの人形に目を向けていた。 

 

→演じた後で吉村からコメント 

吉村：「さっきの花輪先生のコメントからいうと、もう少し言い訳のやり方をもっと

もらしくしないとダメだと思います。困っているのではなくて、次はちょっとチェン

ジして、また今度違うこと言われたらそこでまたチェンジするために色々やってみな

いと。例えば、『ぼくは、今朝からお腹が痛くって』というセリフをよりもっともら

しく。少なくとも自分の中では自分の理屈としては成立しているのです。他のどの言

い訳も。そのかわりに、最後にお母さんに通告されてすごく焦るというのが面白いの

C 
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だと思います。子どもが嘘をついた時の『やったよ』という状況だと思います。その

あたりを午後にやってみたらいいのではないかと。」 

川合：「みんな台本も離れたし、だんだん遊べてきていますし、午前中としては」 

吉村：「グッドで。」 

 

  

 

→休憩。隣室のグループを見て刺激を受けるのもいいという勧め。 

 

→午後。再開。練習場所の変更。人形劇はステージ上へ。ステージ上の配置は下記。 

 

 

 

 

 

→前方には５つの積み木が置いてある。後方には２つのパネルがあり、花柄の面が客

席側に向けてあり、パネルの後ろに演者たちが待機している。 

→演技開始。母親役を先頭に、中央から出てくる。母ネズミは真ん中の積み木の上、

上手側に３匹のねずみ、下手側に２匹のねずみ。アイディアが浮かんだシーンで中断。

「いいこと思いついた」という主張した方がいいので、立ってセリフを言おうという

川合からの提案。これ以降、セリフは立っていうように。鈴をどこに置いておくか、

設定を確認。奥に入っていって部屋から持ってきたことにするという川合からの提案。

その直後のセリフをいう場所について、花輪から、後ろにいたまま言うという提案。

奥行きが出るため。川合から、あまり地平線は意識しなくていいから、ねずみを隠さ

ないように、とのこと。通り終えた後で花輪から積み木の位置、置き方の変更の提案。

舞台があまりに落ち着きすぎているため。 
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→積み木等の置き方。 

 

 

 

 

 

 

 

→真ん中の一つは立ててあり、両端の二つは斜めに立てかけてある。また、その後ろ

のパネルは、一つはそのまま立てて、もう一つはトンネル型を作り、中をくぐること

ができるようにする。ただし、ハイハイはダメ。 

 

  

 

→もう一度頭から演じてみる。「…飢えて死んでしまわねばなりません」という母ね

ずみの言葉を受けて、「いやだ、そんなの」という子ねずみ達の反応があるはずなの

で、たとえ台本に書かれてなくても、「チュウチュウ」を増やしてもよいという花輪

のコメント。空間の使い方について、母ねずみが舞台下手側にいて、子ねずみたちは

意見や提案をするために、あたかも「はい！」と言っているように「チュウ！」と言

いながら、右から左へ移る。この時も移動はアヒル歩きで行うこと。 
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→子ねずみから提案が出てきた時、母ねずみは期待をこめて「どうやって？」と聞く。 

→子ねずみは、猫の首に鈴をつけるのはお母さんだと思っている。解決策が見つかっ

たと思っているので、母ねずみと一緒に前へ出てくる。 

→鈴を置いておく位置。取りに行かずに近くに隠しておく。三吉が鈴を出す時、五之

助が手伝う。 

→「猫の首っ玉につけましょう！」という母の言葉に、子ねずみたちは「賛成！」と

いうように「チュウ！」とみんなで言う。 

→鈴をつけにいくよう、母ねずみから言われた子ねずみは、すぐに悲観的な表現をす

るのではなく、すっとぼける。 

→「ああ、もうじれったい！」という母の言葉に対し、子ねずみ達は後ろに隠れる。

怖いお母さんなので。 

→怒鳴り散らした母ねずみは、上手へ移動し「けどもね」で振り返る。 

→「わかったよ、もう頼まないよ」の母の言葉は、いつものパターン。子ども達はと

てつもないことが起こるという恐怖感を持つ。 

→母ねずみは「ねこに喰われちまえばいいさ」と言った後振り向いて「ミャー！」 

→「母さん、待ってよ！」はもっと必死に。 

 

  

 

花輪：「極端な話ですが、この人形を置いて、子どもたちが自由に手にとって遊べる

ようにした方がいいと思います。皆さんがいなくても、人形を置いていなくなったら、

子どもたちが、上がってきて遊べばいいのです。坪内逍遥はそのような試みを考えた

のです。だから、まずそこにこだわってほしいです。それからやっぱり兄弟は、『ツ

ルむ』ってわかりますか。『大好きなお兄ちゃん』という感覚はわかる。例えば、五

之助。五之助はお母さんか一番近くのお兄ちゃんとしか関係が結べないのです。だか

ら、甘えん坊だと思えばいい。お兄ちゃんが隠していたものを一緒になって持ってき

て、手伝いもできないのにやたらに持って、こう、よく小さい子がやるような感じで

いけばいいと思います。」 
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②②②②舞踊劇舞踊劇舞踊劇舞踊劇「「「「かしとすすきかしとすすきかしとすすきかしとすすき」」」」    

原作：坪内逍遥 

リーダー：鴨志田加奈 

参加人数３人 

都築侑花（家政大４年）風 

石井響子（家政大３年）ススキ 

黒田夏鈴（有明短大３年）カシ 

 

 

→空間をイメージしながら、立って本読み。役は鴨志田が割り振る。本を読みながら、

体を自由に動かしている。しゃがんだり、揺れたり、「ポキリ」というところで腕を

１本垂らす、「横倒し」のところでは、寝転ぶ、など。最後まで通した後「もっと動

けそうだったね」「もう一回回してみる？」と役を変更。「自分の立ち位置も変えちゃ

っていいからね」とのコメント。舞台に一つ台を置き、その上にカシ役が立つ。 

 

  

 

鴨志田：「接触してもいいし、何をしても構いません。床を使ってもいいし、登って

もいいし。多分今、読みながらこう、ぐぐぐーってうずうずしてきたやつを全部出し

てみて。」 

→再度、最初から演じる。 
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→その後に。 

「『地上で這うように』だった！地面じゃない。」「地上へ這う…」「地面？」「地上へ」

（地上へ這うという状態を考えている様子） 

「今、どこまでやろうとしているのかが…舞踊劇というものがいまいちまだ掴めてい

ない。朗読劇の延長みたいに、セリフに合わせて動こうとしてしまう自分がいて…」 

 

花輪：「じゃあひとついいですか。ワンポイント。今言ったのは『叙事的表現』とい

うものです。書いたものを、言ったものそのまんま説明しようとする表現です。みん

ながやろうとしているのは『叙情的表現』と言って、それを超えたものなのです。し

かしながら、まずここに台本としての文学がある。台本を気にしないで、即興的に、

いきなり感じたままに動いていいよと言う先生もいるのですが、それを誰にも見せな

いのならいいんだよね。それを誰にも届けないのならいいのです。いわゆるセラピー

としてはいいの。ただそれをもし誰かに伝えるとすると、それで終わってはやはりよ

くないと思います。よくわからないかもしれませんが、今はまだ葛藤の経験の場じゃ

ないかと。 

 

  

 

コンテンポラリーの人たちって、喋るし歌うし踊るし叩くし、自分で、何でもやる

んですよ。もはや越境しているわけ。今は、越境という概念すら古いかもしれません。

ヨーロッパを見てごらんよ。国を超えて繋がろうとしているでしょう。でも面白いよ

ね。それぞれ、やっぱり交渉だとか、そういうものがあって、自分たちの国境は守ろ

うとしている気運があるよね。まずイギリスがそうでしょう。だから、君たちがやろ

うとしていることは、現代的な課題といえるのです。悩みながらも歩まなければいけ

ないということなのです。そういう疑問はどんどん持った方がいい。ただ、そこで足

踏みせず、もっともっと前に進んでいってごらんなさい。ここにあるこの台本は、い

わゆる枠組みです。これから逃れることはできない。でも、一生懸命自分たちの中で

その枠組みを超えることに挑戦してください。君たちは今、黙読、音読、輪読、朗読

みたいなスタイルを試してみたと思うけど、その先を目指してください。今見ていて
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面白かったよ、あちら側から見ていたのですが。部屋に入った瞬間、ここだけ空気が

違う。それは何かというと、言葉というわかる音が我々には入ってこないで、全く違

う世界をかもし出していましたよ。自信持った方がいい。」 

「ありがとうございます」 

鴨志田：「今花輪先生がおっしゃった『叙情的表現』というのは、どういう…。『小さ

くって、ひょろっぽくって』（動作をつけながら）…ということではないんですよね。

カシは、そこに言葉の情報として書いてある、そのイメージでいうと、形容詞であげ

ると何がある？」 

「大きい、強い、太い、がっちりしている、ちょっと高慢、態度が大きい、しっかり

している」 

 

  

 

鴨志田：「…を態度で。『強い』『ナントカ』（それぞれの言葉に動作を当てる）…とか

でなくて、『せーの、ドン！』ってやったらどうなる？」 

→ここで、これまでにあげた形容詞を全員で復唱している。 

鴨志田：「せーの、ドン！」 

→３人はそれに合わせてポーズを取る。 

鴨志田：「…美しいね。」「もう１パターン。せーの、ドン！」 

→３人はポーズを変える。 

鴨志田：「もう１回いこう。せーの、ドン！」 

鴨志田：「…自分でやってみて、どんな感じ？」 

「しっかりしている力とか、腰を落とすとどっしりしている感覚があるので、こうや

ったんですけど（腰を落とす動作を見せる）、そうすると小さくなっちゃって、『ああ

あ、大きくない…』。」 

鴨志田：「そしたら今自分の『形』が小さいとか大きいとかしっかりしてるっていう

だけだったと思うんだけど、それにプラスして、今多分ね、目がどこ見ているのかわ

からなかったから、こうやって低くてもこうやっていたら大きく見えるとか、目線の

空間を意識してやってみるとか。で、ポーズじゃなくて、動いてもいいです。…では
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『ドン』から動くよ。いいよ、いいよ、高慢ちきだよ〜。はい、じゃあ私、ススキで

す。ススキを見てください。」 

「はぁー、すごい、意地悪そうですね〜」 

「…私は弱いんです。怖いものなんかないでしょう？ありますか？…。はい、OK！こ

んな感じだよね、関係性的には。じゃあ、次。ススキのイメージは？」 

「細い、かよわい、小さい？」 

「実物のススキはそんなに小さくない」 

「カシが大きいんだよ」 

「軽い、しなやか、なめらか」 

鴨志田：「カシの『強い』に対して、結構両極端のベクトルにあるよね。カシはみん

ななんかガン！とした直線的な動きをしようとしたけど、ススキはその反対だとした

ら曲線的で弱くて傲慢じゃない。謙虚？…それをじゃあ、足を使わないで、限定して、

まず手だけでその今言った細い、弱い、謙虚、やわらかい、軽い、を手だけで。…じ

ゃあ、私、風やる。風やるから、ススキさんなりに反応してくれる？よーい、ドン。」 

→全員が演じ始める。時折鴨志田が風を真似た息の音や「ぶぅー」と声を発している。 

 

鴨志田：「どうだ、やってみてどうだった？」 

「なんかちょっと静かに強い感じがするから…」 

鴨志田：「静かに強い感じ」 

「最終的に風が強くびゃーってなっても、ススキは生き残るから、根をしっかり、か

ろやかに感じるけど」 

「なんか、この辺は動かない。幹はちゃんとして、枝とか葉っぱとか、外側が動いて

いる」 

鴨志田：「なるほど、芯はある？」 

「はい、芯はしっかりしている感じ」 

「私ちょっとゴムみたいに動きたくなるなって思いました。行ったら戻ってくる…」 

鴨志田：「こういう反動があるってことか。これさあ、座っているけど、立ってこっ

ちが（下半身）が自由になっても、その芯は見えるのかな？…今、みんなこっち向き

でやっているけど、別に正面が変わってもいいわけだしだし、足を使っても、回って

も座ってもいいんだし。じゃあ、今ポイントになった、細い、やわらかい、軽い、謙

虚、だけど芯があってっていうのをやってみる。よーい、ドン！」 

→もう一度演じてみる。鴨志田は再度、風の役を。肩から薄くて長い布をかけている。 

鴨志田：「風がやんだよ。小さい風、小さい風、小さい風…」「大きい風、大きい風、

大きい風」「風には強弱があるから、全部一緒じゃないよ…」「下からも来るよ」「芯

があるっていうの、足を使ってやるのと止まっているのとどっちがこう、ススキの体

の感じを感じた？」 

「私、左足は絶対動かさないようにやっていました」 
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鴨志田：「左足は地面に絶対ついて？」 

「はい、この場所から一人で動かないように、右足だけで動いて、自分の場所の戻っ

てくる…」 

鴨志田「戻ってくる。なるほどね。」「自由に動いてみると、ちょっと風なのかススキ

なのかわからなくなる時もありました。」 

鴨志田：「その違いが何なのかっていうのがはっきりすると、条件、さっき言った即

興でやっていると何となくそんな感じだけど、見る方には本当に確かに風なのだかス

スキなのだかわからない。それをどうクリアしていくのかっていう…」 

「穂先がある。自分の末端が穂先っていうイメージで、目線を全部手に合わせていま

した、私は。下とかまで行っても、目線も同時に落ちていくっていう…。だからさっ

きのゴムみたいに戻りたくなるっていうのも、そよ風みたいな時はそれを意識してふ

わって戻る、目は上、とか。」 

「風だったら、こう、風『が』行くけど、ススキは風を受けているから、来ているの

を感じてからっていうか、わーっと…」 

「わーっと（同時に）、１拍じゃないけど、ちょっとタメがある。受ける感じ。」 

「あおられている感じ」 

鴨志田：「稲穂の畑みたいな感じだよね？そしたら、風もやってみる？」 

「なんかちょっとかぶっちゃう。ススキと。」 

鴨志田：「風はスペースが大きくなるんじゃないか。どっちかというとその場の動き

っていうより…横断するとか…回るとか…跳ぶとか…技術的というか、舞踊で言うと、

そういう大きなダイナミクスを表現する時に必要なことがあると思うんだけど。 

→鴨志田の手を叩く合図とともに、３人は風を演じてみる。 

鴨志田：「ぶー、ぶー、ぶー」（声の高さを変えたり、各音の長さを変える）「竜巻み

たいなのが来たよー。風の、途中で風、音を流していて、強弱もあるし、音量もある

し、煙っぽいのも入って…。風の強さ弱さだけじゃなくて、どこに向かって吹いてい

るのか、今のだと、つむじ風がいろんな方から（笑いが起こる）、どっちに向かって、

どういう風に吹いているのか、意識してみて、イメージしてみて。」 
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鴨志田：「その動いてみたもの、何となくそれぞれにイメージができた中で、誰かや

っぱり語ってほしいな。でも人がいないな…じゃあ私が読むよ。さっきの叙事的でな

く叙情的に。どういうシーンかっていう、形を作っていこうか…」 

花輪：「あのね、一つだけ。坪内逍遥先生がどのように書かれたのか、ですね。当時

は日本舞踊が主流でした。ですので、今やっている現代舞踊は、その後の世界であっ

て、当時は存在しなかったのです。でも彼は海外と通じていたので、そういうものが

海外にはあるということをすごく意識していました。ですので、日本舞踊の人たちに

少し変わったものに取り組むことを願ったのです。日本舞踊の人たちにあえてセリフ

を言わせてやらせたらしいのですよ。しかし、それは当時の流派からすると邪道だっ

たようです。ですので、皆さんはそういう考え方でいくと、坪内逍遥先生が欲しかっ

た素材をみんな持っている人たちなのです。」 

 

  

 

鴨志田：「坪内先生の本からは、西洋のものを積極的に取り込もうという気持ちが見

られるのですが、実は、バレエを見たことはなかったようです。歌舞伎にはとても精

通し、オペラは見ていたので、舞踊を変えたいという気持ちで『新舞踊』という概念

を言ったのですが、バレエの知識も経験なく言っていたようです。バレエは、西洋の

身体表現の根幹になっているものなので、形がどうこうというわけではないけれど、

長く続いているものにはそこに必ず芯があります。だから『自由な表現』の中にも、

今まで身体で経験したものがある人は、自由だからといって、今まで習った芯の部分

を全部そのまま排除しようとするのではなくて、例えば、エネルギー感が一緒だな、

のように思って、持ち続けることも大事だと思います。」 
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→再開 

鴨志田：「やわらかくって、地面から、地面にコンタクトしてればいいのかもしれな

いね。叙情的表現っていうのは、なかなか難しいけど。私が全部、みんなの内面を読

む。でもこう、コンタクトしてもいいわけだし、オフ・ステージで直接見合わなくて

もいいし。ちょっとずつつけてみようか。それとも一回やってみる？語りで。…途中

でなんかでも、ふわっとしそうだよね。ああ、どうしようっていう間が。」 

 

→途中までやってみることに。 

鴨志田：「風も私ちょっと音を入れてみるね。」 

「カシの木って…」 

鴨志田：「カシの木の画像検索してみようか」 

「パーの方がいいよ。」 

鴨志田：「パーだとして、じゃあススキさんは？」 

「開いてもいいけど、こう閉じている感じのイメージ。こういう感じよりは、パーで

もいいけどこう、ほわっとしたパーみたいな。」 

「手のひらが柔らかいっていうか…に対して、カシは…」 

「なんか、筋張るくらいの。」 

「力強いって感じの。」 

鴨志田：「ススキさ、こうやってやるとぼやけるから、例えばここの側面が正面に見

えるようにして、これはあの、コッシースタイルというシアターダンスの手の動かし

方で、こうね、こういう風に手首の…手首が同じ方向に…こういう動き、見たことな

い？」 

「あります、あります。」 

鴨志田：「この、手首を少し、手首の…手首を意識して…。それがだから連動してい

るのだよね。これをちょっとベースにして、なんていうのかな、見ていて思ったのは、

柔らかい軽い動きなのだけど、ススキって実は、こういう一人一人が…これが一本一

本が一人一人だったとしたら…一人一人が違うところに行くってあんまりないと思
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うの。だからこれが大揺れするとしても、これが一緒になっている気がするの。」 

「ワカメみたい」 

 

  

 

鴨志田：「そこの、これが対なのだというのを…」 

「指が伸びきるところまで行ったらどう？第二関節が伸びきるところまで。」 

鴨志田：「第二関節。」 

「第一関節？…こっちです。曲がるところまで、中指の先まで一回行って、また少し

上まで行って、行って…」 

「手のひらから帰ってきちゃっているから、こっち、せっかくこうやって行ったのに、

こっちがこうやって帰ってきちゃうから、手首から帰ってくればいい」 

「アクセントが、行く方の中指…行く方の中指…。」（演じるのに合わせて） 

 

  

 

→休憩後、午後、再開。練習場所の変更。舞踊劇はフロアへそれぞれの性格について

相談。常に自分のペースで動くもの、だんだんと自分のペースを失うもの等。最初と

終わりのイメージが変わるもの。 

「自己を貫きすぎるとこうなる！」 

→カシが折れるシーンについて。１回目に折れた時に「あいたた…」などと言葉を出

し、次の「背中が…」は動作で表すのは難しいので、２回負傷することを念頭に置い
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て、それを言葉で言うことにする。 

→風が舞台に上がってカシに風を送るタイミングは３回ある。 

「なるほど、こりゃひどい」「もっとひどくなるぞ」（１回目はセリフきっかけではな

い） 

→動きがかぶらないように、１回目は上から（のぼる）、２回目は横から、３回目は

回る、というようにする。 

→ススキが「大変だ」と動くところ。偶発的に滑って移動し、周りは「いいね、これ」

と賛成する。 

→「ぶう、ぶう、ぶう」から。（風が強くなるところから）音をつけてやってみる。

音は風の音と、太鼓系のパーカッションのリズムのみの曲。 

→まだセリフが危うい。 

 

  

 

→演じ終わって。 

鴨志田：「ここまでで、どうでしょうか？」 

「すごく迷走しちゃった」 

「決定的な一撃がほしい」（カシが折れるシーンについて） 

「ふりをつけなきゃダメだ」（まだ風とカシの動きが決まってない） 

鴨志田：「やっぱりつけた方が…」 

「フリーすぎると『そよ風』みたいになっちゃう」 

鴨志田：「でも、お互いに目と目が合ったところがあったでしょう？」 

「あった、あった」 

「目があったよね。いくぞっていう目」 

鴨志田：「合っちゃっていいのです。ここまできたら、もう頂上対決じゃないけど、

直接対決みたいな、そういうので目が合っちゃう。」 

「カシは例えば、一段上に上がっているじゃん。その状態の前に、風が来たとして、

こう行ってもいいよね？」 

「ああ、そうね。私はお客さんから見えてないけど、カシは見えているから。あんま



76 

 

り後ろに行かない方がいいですかね？さっきすごく回っちゃってもうすこしこっち

のエリアで動いた方がいいですか？」 

  

 

鴨志田：「風の速度を、風だからといって、速くやりすぎる必要はないかと。それか

途中でシュシュシュシュシュ…、だったり、今見ていると多分ずっと速いから、その

ペースをチェンジするのと、あと高低…」 

→風の動きの変化のつけ方について相談。速度、高さなど。またそれによって、カシ

が反応しやすくなる。クライマックスの作り方についても相談。何回目でカシが折れ

るのか、どうやって折れるのか。舞台上、どちらからどちらに向かって切るか等。 

 

  

→稽古、終了。 
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③③③③朗読劇朗読劇朗読劇朗読劇「「「「こだまこだまこだまこだま」」」」    

原作：坪内逍遥 

リーダー：山本直樹 

参加人数５人 

竹内潔子（家政大４年）こだま 

畑葉菜子（家政大４年）語りと母親 

富山創甫（文京学院大３年）こだま 

石間宣明（有明短大３年）こだま 

林拓海（有明短大２年）太郎 

 

→役割を決めて読み合わせ。朗読劇を選択した理由も含めて自己紹介。読み合わせ後

にディスカッションを何度も繰り返し、気づいたことや、作品の背景を理解しようと

している様子。 

 

  

 

山本「明治時代とはどういう時代でしょうか。今と比べて想像つきますか？外国の文

化が一気に入ってきて、もともとある日本の文化も大切にしなければいけないし、ど

う方向性を定めるか混乱していた時期かもしれません。それは食文化もそうですし、

ここでやろうとしている演劇や文学的なこともそうです。つまり、江戸の文化と外国

の文化が合体してきつつあった時代です。どんな服を着ていましたか？ 

「浴衣にハット」 

山本「全員そうだったのだろうか？街と田舎とでは、大きな差があったと思います。

皆さん平等だった？」 

「身分制度、士農工商があった。」 

山本：「そういう中で坪内先生の『家庭用児童劇』がありました。家でお芝居をする

こと、お母さん達が子どもと一緒に劇を作ることが日本の社会を良くすることにつな

がり、日本全体の教養を高めることが大事だと考えたのです。今でしたら習い事があ

りますけど、坪内先生が生きていた時代は、都会ではもちろんハットをかぶっている
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人もいたでしょうが、農村では乳飲み子を抱っこしながらたくさんの子どもたちを面

倒見るような状況だったと思います。そういう状況の中で、家庭で教育とか、女子教

育をとか、時代的になかなか受け入れられなかったのです。そんなことよりも、明日

の飯が大事だと。この作品が書かれた時代背景に思いをはせるというのが、この話を

読む上でのひとつのベースになると思います。」 

  

 

→脚色前の坪内逍遙の原作台本の読み合わせも行った後に、椅子の配置も考慮に入れ

た本読み。教員もいれた６人を３人ずつのチームに分けて、チームごとに配役と椅子

の配置を設定して本読みを行い、自分たちでの感想、客観的な立場での感想を伝え合

う。 

山本：「最初に３人で椅子の配置というか、太郎とこだまの距離感を意識して工夫し

てください。お母さんをどの位置に置くかもです。３人で決めてみてください。我々

は見ていますからね。交代しますので。」 

→椅子の移動。 

 

 太郎とこだまは向かい合わせ 

 お母さんはこだまよりは近い 

 （お母さんは）途中で移動して近づいていく？窓の外から顔を出して

「何しているの？」「ごはんよ」というような。 

 窓から首を出して、また窓から首を出して…窓から動いてないのか

な？ 

 窓辺で仕事をしていて、合間に声をかけているイメージ。 

 

山本：「一回やってみてください。こちらも皆さんのを見て、踏まえて考えます。完

成形ではありませんので。役も決めてください。」 
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→上手側に太郎、下手側にこだま、中央に母親という配置で本読み開始。 

（右側の黒丸は太郎、左側の黒丸はこだま、白丸は母親） 

  

 

 

 

  

 

山本：「やってみて、どうでしたか？距離感ということが一つの観点ですが。」 

（太郎役）：「僕の場合なのですけど、離れてみたら山がイメージできたっていうか、

そこにこだまがいるし、やりやすい感じはありました。」 

山本：「やりやすい？」 

（こだま役）：「そうですね、太郎と向き合ってみると、会話しているっていうのが意

識しやすかったです。だから、太郎の言葉をコピーするというよりも、『こだまくん』

という人がいるという発想はやりやすかったですね。」 

山本：「離れているって、対面しているからですか？」 

（こだま役）：「向き合っているからっていうのはありますね。」 

山本：「どうですか？」（母親役に対して） 

（母親役）：「母親がこう…なんだろう…太郎と距離はありつつ、こだまとも明確に距

離があるので、なんだろう、親子関係みたいなものが見えてきたというか、太郎に。

また教訓の話になってしまうんですけど、こうなってなってほしいっていうお母さん

の思いみたいなものも、読む回数を重ねたこともあるとは思うのですが…すこし見え

てきたかなと思います。」 

山本：「見ていてどうですか？」（見ていた人に対して） 

「おっしゃっていたように、距離の取り方が、向き合っているところで会話っていう

か、掛け合いというか、プラス山という距離感がしっかり伝わってきて、なおかつ、

こだまと太郎の距離も違いが見えたので、それぞれの距離感が見えてきたかなと思い

ました。ただ、母親の位置は、私的には別の方向にあるのではないかと思います。母

親が中間にいると、間に入っている感じがして、どうすればいいかはわからないので
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すが、同じ方向を向くよりは違う方向に母親がいた方がいいのかなとは思いました。」 

山本：「どうですか？」（同じく見ていた人に対して） 

「僕が見ていて思ったのは、太郎は対象を認識していて話しているわけではないので、

だから、別に向き合っている必要はないと思いました。太郎は、例えば舞台表現的に

言うならば真ん中で正面を向いていて、後ろの左右からこだまくんがあっちの方向を

向いて声を出す。こだまくんは太郎を認識しているんですよ。だから太郎の言葉を返

せる。でも太郎くんは、言葉が山から返ってくるので、そっちにいるんじゃないかな

と思って、だからあそこらへんに声を飛ばそうとして『おーい！』とするのだと思い

ます。ですので、別にお互いに向き合っている必要はないと思います。太郎くんにこ

だまは語りかけるけど、太郎くんが喋らないとこだまは何も語れないっていう存在な

のかなと思う。あとお母さんは、こう、僕は、こだまっていうものの存在を知ってい

て、太郎がそれと遊んでいて友達を見つけたという、息子の新発見に喜びを感じてい

るのだと思うのです。そう考えると、お母さんは、もうちょっとこだま寄りで、向い

ている方向だけ太郎くんの方を向くのがいいのかなと思います。例えば、この位置の

ままでいくのだったら、お母さんの位置はもうちょっとこだまよりだけど、太郎の方

を向いている。言葉は太郎くんに言うけど、こだまというものと太郎くんという、こ

だまというものと太郎くんの存在をちゃんと受け入れてこう、二人ともわかっている

よっていう。」 

山本：「お母さんは、こだまについても理解があって、太郎くんとまあ、友達じゃな

いにしても、そういった意味で言ったら、無理に『太郎次元』になるよりも…」 

「…そうです。『こだま次元』だけど、向いている方向だけ太郎…」 

山本：「こだまに、太郎の方を向いてあげてもいいくらいじゃないかと。」 

「はい。それでもっと情景が深まって見えるんじゃないかって感じました。」 

山本：「じゃあ今度は我々のチームが場所を変えてやってみましょう。」 

 

  

 

→役割入れ替え。各役の配置も変更。 

中央に太郎とこだまは背中合わせで。上手側に太郎。母親は舞台奥、下手側。こだま
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に近いが太郎を見ている。 

 

 

 

 

→演じた後。 

山本：「やってみてどうでしたか？」 

「向き合ってないのがなんとも。でもなんか、それでもやりとりが見えつつ、向き合

ってないからこその、言葉で言うのは難しいのですが、存在が、太郎が認識していな

いというのが表現しやすかったかなと。存在が見えないというこだまの立ち位置じゃ

ないですけど、やっていてわかりやすかったなと思いました。」 

「向かい合ってないから、顔が見えない、対象がわからないんで、山をイメージして

僕はやったのですけど、そうすると、音を遠くに飛ばそう、広く使おうとイメージ力

が湧くんだと思いました。そうすると、太郎くんは何に話をしているんだろう？山に

話をかけているのかなって、ちょっと自分でも不思議な感覚に落ち入って、山に話し

ているんじゃなくて、その遠くに話をかけるというイメージに変わってしまったのか

な。」 

 

  

 

山本：「やっている最中に？」 

「はい。」 

山本：「ほう。では、客観的に見ていて、どうでしたか？」 

「なんか、まあ、やっぱり森というか山があって、そこに太郎がいて、『おーい！』

という風景は確かに見えました。そこの場所が。お母さんをそこの位置にしたのがち

ょっと正直まだ不思議だなというのが、本音ですね。」 

山本：「お母さんの位置が、まだよくわからない。」 

「なんでそこなのかというのは、思います。」 
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山本：「なるほど、そうですか。」 

「そうですね…さっきよりもなんか、自由度が上がったというか、向かい合ってしま

うとそこで完結してしまう感じがして、でも、こうお互い背中合わせになることで、

その山の感じを表現できて、本当に自然の中でやっているんだなという背景がイメー

ジしやすいと思いました。あと、私たちはこだまに感情が移入しているのですよ、今。

そして、さっきこだまの心情の流れとかも言っていたんですけど、太郎くんがこだま

を認識してないということで、こだまは太郎くんとの言葉のやりとりは楽しいのです

が、自分のことを認識されてないというのが、この太郎と背中合わせになることで見

えてきて、そこにこだまの寂しさがあるなと思いました。そして、寂しさもありつつ、

でもやっぱり楽しいこだまの思いというのがあるんだなと。またこだまへの理解が深

まったというか、自分の中でちょっと、こだまはこういう感じなんだなって、なんか

ちょっと感じてしまいました。」 

「もう話が出たんですけど、やっぱり逆向きにしたことで、そことそこは違う空間、

でも会話が繋がっているというので、なんかその…ただ向かい合っているとそこでそ

の距離感は完結してしまうけど、この距離感がすごくもっと広いものになって山っぽ

くなったなっていうのは感じました。あと僕が思ったのは、こだまは男の子のことを

認識しているということで、こだまはこっちを向いてほしいと思っているのではない

かと。」 

山本：「同じ向きを向くということですか？」 

「そうですね。それかなんかその、空間にわけるっていうのを、正面にして体だけ男

の子の方を向いているとか。その方がこだまの気持ちが、僕は認識しているのに向こ

うはわかってくれないっていう寂しさも出せるのかなと思いました。」 

山本：「こうしてみたらどうかなと思いました。」（と言いつつ、椅子を移動させる。

上手側に太郎、下手側にこだま。両者とも上手側を見ている） 
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山本：「こんな形にしてやってみたいと思いました。やってもらってみてもいいです

か？お母さんをどこに配置するかという…」 

「こだまの方に向かえばっていう…でも太郎の方に声を飛ばさないといけなくて、友

達を見つけたっていうこだまと太郎を見られる位置だと、こうなるのかなと。太郎く

んを正面で見合うと、ここで一つの世界ができあがっちゃうから、疎外されちゃう…」 

 

花輪：「はい、ちょっと座ってくれますか。このグループではまだコメントしてなか

ったので。大変深く洞察して面白いと思います。それで今、山本先生が非常に目線と

か向きとかを気にされて、みんなもそれで色々考えていることは、非常に大事なこと

だと思うのですね。気をつけないと、オン・ステージ・フォーカス、オフ・ステージ・

フォーカスと、一言であっち向く、こっち向くとなってしまうので。その中でどうし

ても陥りがちなのが、どうしても理屈に走ってしまうのです。芝居が理屈に走ったら、

見ている方は全然面白くない。なぜ面白くないかというと、それは探求する余地がな

くなるから。『俺たちの芝居、わかった？』と押し付けられる芝居ほど、まあはっき

り言ってしまうと、残念なものはないわけです。そして、さきほどから全員の話を聞

いていて思ったのは、寂しいとかいろんな言葉が出ているよね？そして、それは何に

対して寂しいのかというのは、私は非常にクエスチョンが残るのと、母親の存在にあ

まりフォーカスが当たっていなかったというのがすごく寂しいのです。この作品は私

が１年間かけて自分なりに芝居を作ってきたものです。その中で気付いたのはね、お

母さんの一言なのですよ。 

 

  

 

これね、避暑地に子どもと二人でやって来ていますよね。人里離れたところにね。

なぜ二人で来ているのか。父親はどうしたのか。なんでいないのだろうとふと思った

のです。しばらく読んでいて。そして、この『こだま』はもしかしたら、戦争で亡く

なった父親そのものなのかなあと。いろんなことがその当時一緒になってつくったメ

ンバーから出てきたわけですよ。つまり、母親は何らかの意図があって、この場所に

息子を連れてきたのです。相手に優しく言ってごらんよっていうその言葉は、片手間
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に料理を作っていて、うるさいから、そこはそうしてちょうだいよと言った言葉では

ないのではないかということに気付いた。もちろん、逍遙先生がそう思ってつくった

かどうかはわかりません。坪内先生は小説家でもあるのだけど、基本的に劇台本の作

り方は全部歌舞伎調なのです。だから説明的なのです。だから皆さんがやる場合は、

説明的なものを超えないといけないのだと。さきほども言いましたが、アーカイブと

して坪内逍遥先生の世界観を復刻しても、あまり意味がない。もっと言うと、彼が考

えていた理念、未来に向かっての劇、それをふまえて新しいものをつくらなければな

らないと思います。お母さんの言葉は台詞が少ないんだけど、お母さんの言葉によっ

て太郎がどう変わっていくかというのが見方の一つです。それからこだまとは、ジブ

リの『もののけ姫』に出てきますよね。さきほど、山本先生が良いことを言ってくれ

たのだけど、その山はやまびこごっこするようなものではないのです。精霊であり、

神聖な存在なのです。そういうことは、小さいうちは感じることも多いですよね。神

社にいくと、やたらと恐怖を感じることはなかったですか？小さい頃にはそういうこ

とがあるわけですよ。扉があると、扉の向こうに何があるのだろうと、ちょっと恐怖

心を感じたりと。これは河合隼雄さんだったか、ユングの心理学者が言っていたこと

ですが、あちらの世界に非常に関心が高い幼児期において、こだまは、ものすごく子

どもたちにとって見つめていたい世界なのです。だから、森を見ていると言ったよ

ね？我々は森っていうと、漠然と木が生い茂ったところなのですが、だけど、お話の

世界では、そこは足を踏み込んではいけないところで、足を踏み込めない領域なので

す。踏み込むには覚悟がいるのですよ。そういう意味でいくとね。うっそうと茂った

森の中から何かが聞こえてくる音ってね、多分同じトーンで返ってこなくてもいいん

じゃないかな。それから山本先生が最初に言っていた、幾重にも返ってきても構わな

いはずなのですよね。もう少し言うと、そういう声の中に、何か『希望』が欲しいな

と思うのだよね。見終わったあとに、寂しいお話だったよねと、思ってしまうよりも。

もちろん、それは思う人の自由ですが。ただやはりそこに何か希望があって欲しい。

一番最後の場面、私の希望なんだけど、お母さんに向かって『はーい』と返事すると

ころあるよね？その『はい』というのは実はこだまが期待してない『はい』ですよね。

『はい』と言って行こうとした時に、向こうの方から聞こえる『…』ってわかる？そ

の声は、こだまと太郎だけに交わされた声。そして太郎はもう一回行きたくなる、こ

の森に。何かそういうものが一つ残るとね、もっと言うと、そうすることで、子ども

たちがこの劇をしたいなとか、みたいなとか思ってくれるんじゃないかと思うのです。

そこまでたどり着けると面白いかなと思います。（演劇経験がある学生に対して）そ

れから、あなたは劇をやっているだけあって、劇心というのを非常によくわかってい

ますね。それで、君がやることによって、お母さんをやっている人のテンションが変

わるから。だからいろんな意味でみんなあまり頭で考えすぎず、もっともっと感じた

ことを如実に表す努力をした方がいいかも知れません。つまらない感想かも知れない

けど、このまま行くと、どんどん芝居がシェイプされていきます。この時代の作品は、
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シェイプされすぎると、最終的には骨組みしか残らなくなります。だから、君がやっ

てくれたその子どもの役は、はっきり言ってしまうと大柄でやんちゃで、はっきり言

って、こだま自体が森の中に入っていったらもう二度と出会いたくないと思うような

存在。『なんだよ！』と大声で張り上げるような状態が実は欲しいんです。太郎は病

弱の子でもなんでもなくて、どちらかというと、都会の生活の中では、もしかすると

鼻つまみ者かも知れない。それを言葉として説明するのではなくて、『そういう子ど

もっているよね。隣の誰々ちゃんだよね』と子どもが感じてくれればいいのです。そ

ういう要素があれば、福祉施設でもどこでもできる芝居になりますよね。もっと工夫

されていったらいいと思いますよ。」 

 

→話し合いの最中。意見を言い合っている。花輪よりこれから休憩に入り、12 時 50

分から再開することと、教員は食事の時間にミーティングを行うという事務連絡。 

花輪：「非常に良い感じだと思いますよ。こんなに普通１本の劇を作るのに、人の話、

聞かないですよね。本当に山本先生の根気強さには胸を打たれました。ただ、芝居は

こうやってできあがるのですが、あっという間に終わってしまって、後はみじんも残

らない。これが演劇の一番の良さです。映像にはね、人の思いは映らないのです。だ

から余計大事にしていただきたいと思います。では休憩。」 

「ありがとうございました。」 

 

→午後スタート。練習場所の変更。朗読劇は視聴覚室へ。こだま役を３人にして、セ

リフの割り方、椅子の配置についてをテーマに展開。 
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→最後のこだまの返し『はい』の扱いについて、山本から、「すこしライトにやる感

じで」との提案。そっちの方が難しいという反応。それに対し、「太郎がちゃんとお

母さんに言えば、ラフさが出るのでは？」という提案が出た。 

山本：「こちらが『さようなら』って言ったら、子どもはこちらを気にしないで、『バ

イバイ』と見ないでいう場合もあるじゃない。でも『バイバイ』と向こうは手を振っ

てくれているなあって思いながら、照れくさくて自分は振り向かないですーっと行く

場合もあるし。だから、そこの部分で、そんなに『聞こえた』というところに意味を

持たせなくてもいいし、そうさせてもいい。太郎さんに任せます。」 

 

→段取りの確認。デモンストレーションの配役を決めることを、山本から提案。役の

希望を取る。母親は、セリフは少ないけど、重みがあって、どう表現するかやりがい

があるとの声。配役の決定。全員でこだまのセリフの割り振りを確認し、書き込んで

いく。（こだまには１、２、３と番号が振ってあるようで、それまでの練習で番号を

書き込んである人のメモを元に確認作業を行っている。立ち上がったり足を鳴らした

り等の段取りも同時に確認。太郎が「だってあの山に…」のセリフで、太郎は後ろを

向きたいとのこと。山本からお母さんに向かって言うこと？と確認が入り、後ろを向

かなくてもオフ・ステージでもいいかもという提案がなされる。太郎はせっかく回る

椅子だから回りたい、とのこと。山本から、太郎はいたずらっ子だから、好きなタイ

ミングで回っても良いのでは？とのこと。こだまの向きは？お客さんとはずれてしま

うけど、太郎を向く。 

 

  

 

→最初から通してみる。通した後。 

山本：「やってみてどうでした？」 

「こだまのセリフを分割して言うと、自分の気持ち・テンションを保つのが難しかっ

たです。この時はどうしてこのセリフなんだろうとか、こだまは返すだけなのですが、

どういう感情なんだろうというのをちゃんと考えないと、と思います。どうしても私

いつも『おーい』…一度お母さんを挟んで…呼びかけられた時に、明るく返してしま
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うのですけど、こだまは別にここで突き抜けて明るくなる必要がないのかなと思って

しまいます。全体的になんか、ただ遠くに伝える、大声を出すっていうだけになって

しまいがちで。これは自分だけの話かもしれないのですが、でも今初めて合わせてみ

ているので、こだま全員そうかなという感じがしていて、本当にちゃんとそれぞれの

セリフをどういう感情かなということを分析しなければいけないのかなと思いまし

た。」 

山本：「さきほどとは違いますよね。一人でずっとこだまのことを考えられるのと、

今度は揃えなければいけないとか、段取りが出てきました。その辺は難しくなります

よね。」 

「僕も分割したからか、いろんな要素が入ってきたため、新しいことをやるので精一

杯で、感情までに気がまわらなかったところがありました。」 

「感情に気を回せないですね。確かにこれだと。」 

「私個人のことなのですけど、母親の立ち位置がまた迷走してしまいました。母親は

重要って言われたからこそ、何を考えて言っていいか、逆にわからなくなっちゃって

…。母親は、太郎がこだまと会話しているのを理解したうえでやってもいいんです

か？」 

 

  

 

山本：「私はいいと思うのですが。でもみんながどう思うかということもそうですが、

一番大事なのは、本人がどう思いたいかということではないでしょうか。それをこち

らに見せていただいてから、合っているとか違和感があるとか、そこでコメントがあ

るのではないかと思いますので。」 

「じゃあ、ちょっと理解した上で、全部わかりきったようにやってみます。」 

山本：「お母さんだから、数段高いところにいるのだと思います。さきほども花輪先

生がおっしゃっていましたけど、意図して太郎に経験させたいのだと思います。都会

では経験できないようなことを。もしくはちょっと問題がある子なので、自然の中で

少し優しい気持ちを感じて欲しいとか。だからお母さんが言うわけじゃないですか。

『ちゃんと思いやりを持ってお話すれば、相手も返してくれるんですよ』と。それを
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分かっている人には、お母さんはわざわざ言う必要はないですよね。それがわからな

いから、気づく機会を作りたいと思っているのではないかと。そう考えると、お母さ

んはこだまも含めてすべてを知っていても不思議ではないかと。太郎がこだまに向か

って乱暴な口をきくだろうなっということも含めて。そういう過程を経て、息子は大

人になっていくのだと考えたとしても不思議ではないと思います。でも、そうじゃな

いかもしれない。まだ研究の余地はあると思います。」 

「それで固めてちょっと一回やってみます。」 

山本：「どうですか、太郎は。」 

「あまり何も考えないでやっていました。自分のイメージする太郎に、自分乗っけて

やっていただけなので、フラットな感じで。」 

山本：「あと１回やってみましょう。自分なりに感情を込めてみてください。こだま

の3人はずれてもかまわないので、合わせることよりも、今度はすこし自分なりのこ

だまを演じることを心がけてみてください。まずはこだまである自分が、太郎くんと

お友達になりたいという気持ちですかね。もしくはお父さんの生まれ変わりという気

持ちの人もいるかもしれません。太郎、大きくなってよかったなと。俺に会いに来て

くれたのだなと思って演じてもいいし、太郎くんと友達になりたいなというこだまで

もいいです。それぞれの気持ちで構いません。それぞれのこだまなりに、太郎くんと

の会話を楽しんでください。太郎を怒らせて挑発させるようないたずらな気持ちでも

いいです。こだまは、もともと実態がない存在ですので、それぞれのこだまをやって

みましょう。」 

 

→もう一度最初から演じてみる。終了後。太郎は「はーい」と言いながら、振り向き

たい。こだま、後ろを向くとき、観客に対し後ろなのか、太郎に対して後ろなのか疑

問。「ちきしょう」のあと座るタイミングはお母さんのセリフに合わせて。こだまの

「さようなら」のあとの、母親のセリフのタイミングは余韻を持たせるのか、そのま

まのテンポなのか。（グループ内で意見が分かれたまま）。お母さんが太郎を叱るとき、

その言葉はこだまにも。「みんなの母親」というイメージで。「さようなら」を言いな

がら後ろを向くのか、言ってから向くのか。本番は台本を持ってやる。無くても可能

かもしれないですが、こだまは真似すればいいだけではあるけれども、セリフをわけ

たので。こだまは、例えばもし太郎が助詞を忘れても、太郎が言ったように真似をす

る。そうでないと「こだま感」がなくなってしまう。 

→「こだま、坪内逍遙作」ではなくて、「坪内逍遙作、こだま」とタイトルの順番を

変える。 
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【【【【デモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションⅢⅢⅢⅢ】】】】15:0015:0015:0015:00    

→本番の段取り・流れの確認が行われた。 

1. ゼミ劇を二つ連続で行う。（有明→家政の順で） 

2. 子どもたちは３〜４０人。緞帳を閉めてその前で行う。 

3. 緞帳を開けて、人形劇 

4. 緞帳を閉めて、朗読劇（平土間） 

5. 後ろを撤収し、舞踊劇の準備→舞踊劇 

 

→長さの確認を目標にするので、音響は特になしで行う。以下、セッティング状況。

舞台上に人形劇のセット。緑の面が向けられたパネル２枚。その前に茶色の布がかけ

られた積み木。（緞帳は、完全に閉まっている状態）スツール４つと譜面台。スツー

ルと譜面台の横辺りに廊下へのドア。子どもたちが座るスペース 

 

  

 

 

 譜面台の上には、タイトル「おはなし いっ

ぱい げきまつり」を置く。 

 ナレーターは、上手側のスツールの前あたり

で話す。 

 スツールのセンターを合わせる 

 

→有明から家政ゼミの入退場と物の移動の確認 

 各自、動線を確認。 

 特に、２演目続けて出る人、移動の長さ 

 物の移動の際に、それ以外の人が介添え 

 扉を開ける 

 着替え（５秒以内にスタンバイ→１着脱ぐ） 
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①①①①人形劇人形劇人形劇人形劇のデモンストレーションのデモンストレーションのデモンストレーションのデモンストレーション    

  

    

②②②②朗読劇朗読劇朗読劇朗読劇のデモンストレーションのデモンストレーションのデモンストレーションのデモンストレーション    

→人形劇終了後、緞帳が閉まり、朗読劇のメンバーはスツールを持って入場。 

→緞帳が閉まっているので、この間舞踊劇の準備が中で行なわれている。 

※ スツールの置き方は綺麗に。「アンサンブル」。その場限りでやらない。 

※ 音を立てないように気をつける。 

※ 終わり方決めてない→常識感の中でやる！ 

 

  

 

③③③③舞踊劇舞踊劇舞踊劇舞踊劇のデモンストレーションのデモンストレーションのデモンストレーションのデモンストレーション    

→カシは舞台の奥、下手側積み木５つの上にいる。ススキはス

テージ上手側に腰掛けている。風は客席から登場し、途中でス

テージに上がる。積み木が不安定なので、表現が小さくなって

しまうのでカシの積み木は外すことになった。 
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→デモンストレーションが終了し、段取りの調整を行う。 

→再び人形劇のセッティングに組み直す。２つのゼミの演劇が終わった後の段取りを

決めていく。朗読劇のメンバーが、人形劇のセットを片付ける。あらかじめ子どもた

ちを囲むような形で客席で観劇をする。 

 

1. 一人がパネルを２枚重ねてたたんで（左閉じで）持って、上手側の部屋

へ片付ける。 

2. 積み木を覆っていた布を二人で持って、客席後方へ走る。子どもたちの

頭上を布が超えていく形で。風が起こる。 

3. 積み木を片付ける。 

4. 布を担当した人たちが、積み木の移動を行う。 

 

  

 

 パフォーマンスだと思ってやる。人前にいることはずっとONの状態で。 

 布を持つ時、前を持つ。後が下がると子どもに触ってしまう。クロスし

て持つ。 

 集中することが大事。タイミングを逸するとケガをしてしまう。 

 面白がってやること。 

 子どもたちとアイコンタクトをしてかまわない。 

 片付けているのではなく掃除でもない。場面を変えている意識で。 
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→舞踊劇の人たちは、板付ではなくなる。何もない状態なので、音楽か何かをつけよ

うという提案があった。動きながら下手側より壇上へ上がる。それまでの（セッティ

ングの）空気を変える。 

→一つ作業を加える。先ほどの１の前に、大黒幕を引く。 

 

 ゆっくり行う。全部が終わる時に終わっていればよい。必死さが見える

と子どもたちが心配してしまうので。 

 大変なことをやっているという気持ちだろうけど、子どもたちからして

みたら「期待」であることを大事にする。 

 舞踊劇の音を、人形劇の直後から入れ始め、それをきっかけに、１、２、

３、４の作業を行う。終わったら舞踊劇を開始する。 

 

  

→舞踊劇開始。 

 

 

 

 

 

 

 

→ポジションの変更。カシは舞台上後方。ススキはステージの際に座っている。カシ
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のセリフ「おススっこや」は、自信なさそうに言うと、先（カシが風に折られてしま

う）が見えてしまう。もっと「あぶらぎったおっさん」みたいに。ススキのセリフ「あ

あ、おそろしい風だった。おやおやカシさんが死んでしまった。人間ばかりがこわい

んじゃないわ。風はなお強いわ…」は神経質に言ってはいけない。観客を安心させな

いといけない。このセリフについては、あとでまた考える。３人でお辞儀をし、前に

飛び降りる。３人ともが風になって、子どもたちを威嚇するなどしながら退場する。 

 

→朗読劇の準備。スツールを置く。下手から。バミリ。ポジション変更。 

 

 

 

 

 

後：こだま３人 

下手側に太郎、上手側にお母さん 

 

 試行錯誤の末、最初全員正面を向いているが、「作・坪内逍遥『こだま』」

で向くことにする。 

 太郎はその後、歩きながら正面を向く。（カニ歩きにならないように） 

 「一目散に」というナレーターの言葉をきっかけに、太郎は走って前を

向く。その時に、フォーカスを定める。（どこか一点を見る） 

 太郎「あそぼうあそぼう」の後のこだま「あそぼうあそぼう」で振り返

る。３人とも同じ方向で回る。 

 

→こだまのセリフを振り分けていて、セリフの度に振り返るのだが、うまくいかない。 

花輪：「どうなっているんですか？」 

「色々振り分けているんです。こだまが３人いるので…」 

花輪：「それはわかります。振り分けているのはいいのです、今の状態で行くと、明

日もこの状態になりますよ。一つ一つこういうのを超えていかないと、うまくいかな

くなるんだよ。そして、最終的には言い訳っぽい顔をすることになります。それは君

たちの責任になるんです。自分たちで作っていくっていうこと、物事を変えていくっ

ていうことに対する真剣味が足りない気がします。理屈は要りません。ちゃんと構成

しなさい。いいね？最終的に痛い思いするのは自分、表現者なのです。そこをちゃん

とクリアしていかないとダメだよ。わかった？一期一会。たった一回のチャンスしか

ないのです。自分の癒しのために表現はあるのではない。表現は自立のためにあるの

です。今、決めてください、すぐに。」 

 



94 

 

  

 

「あの、すみません、こだまがいちいち後ろ向いたりする必要あったりします？」 

花輪：「必要性ということではなくて、見ていて面白ければいいのです。今は、全然

面白くないよ。ただそこでうろたえているだけではないですか。」 

「いや、そういうことではなくて、最後に『さようなら』と、みんながくるっと後ろ

を向くというのをつけているので…」 

花輪：「それはいいですが、そこまで至ってないではないですか。予測させてくれる

ものならばいいのです。現状では、予測させるものもなく、何をやっているのかわか

らないよ。『自分たちはこういう段取りでこう動いています』というふうにしかみえ

ません。芝居は段取りじゃないのですよ。もう少しお客さんが見たいという作品にし

てほしい。それから理屈は言ってください。…決まった？」 

「まだです。」 

花輪：「早く決めて。」「君は今の表現以上にやってくれ。もっともっと大きく。」 

「もっとデカい表現で…」 

花輪：「デカいと言っても、デカい声をあげろと言っているのではない。例えば、君

がこっちを向いた。どこを向いて言っているか。森を見て言っているよね、山を見て

言っているよね。こだまは何をしていると思う？今どこから何を見ていると思う？」 

「山の上から、山じゃない、木の上…」 

花輪：「だろ？」 

「そこから、山は、どこにいるのかわからない声を探している」 

花輪：「だとすれば、君、そこの上に乗ったとしても構わない。例えば後ろ振り向く

だろ？嬉しいな嬉しいなっていうだろ？後ろ向いて立ち上がって、そのまま振り向き

ざまに乗っかっちゃってごらん。…朗読劇とは、その可能性があるわけ。で、そこか

らこうやって、不安定な感じで向こう見ながらセリフを言うと、君の躍動感が伝わる

のですよ。」 
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「花輪先生、こだまと太郎に対して、両方に対して伝えたいセリフが母親のセリフに

入るとあるんですけど…」 

花輪：「だからそこまでまだ…見せてくれよ。」 

「はい、まだ行ってないので」 

花輪：「いや、行っているも何も、風景が全然見えてこないのですよ。」 

 

 猫背はダメ。凛々しくやらないと。 

 こだまが言葉を返す時、喜びがないとだめ。ただ言葉を繰り返している

だけだと、謎が残ってしまう。 

 あたたかい雰囲気で。 

 

→一番最初から。台本の持ち方について。 

花輪：「なぜ台本を同じ持ち方で持たないのですか。みんな、どう持っているの？な

ぜ表紙の色が合っているのですか。人は違っても、私たちは今一冊の本に向かってい

るっていう姿勢の表れなんだよね。それを違う風に持ったり、高さを変えてしまうと

いうことは、邪道ですよ。基礎的なルールです。」 

 

→もう一度最初から。太郎の椅子の上に立つという表現はなし。今まで通りで。太郎

とこだまとのやりとりで中断。 

花輪：「はい、ストップ、ありがとう。あの、フォーカスというのがありますよね。

今君は、語る時に一生懸命彼を見ている。だけどこの二人は見ていない。基礎的なル

ールを決めなければなりません。ここに台本があって語っている時には、正面を向い

ても彼を見ていることになるのです。でも台本を持たずに on stage ということで徹

底しようとしたら、３人のルールは共通でなければなりません。つまりどういうこと

かというと、芝居が見えているのではなくて、その本人の精神状態が見えてしまうの

です。だから朗読劇は怖いのです。だから今、はっといった時に、目の前に彼を感じ

てください。それから、一番最初に声が何か聞こえるじゃない。『そこにいるのはだ
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あれ？』と。その際に、探す必要はない。前を見てください。正面。ワンポイントで

構いません。あんまり探らない方がいいと思う。（こだま３人に向かって）わかった？

ワンショット。オフ・ステージでちょうだい。それで、どちらかというと、ちょっと

前かがみで持ってセリフを言ってくれる？」 

 

→芝居、再開。「太郎や、どうして口汚いこと言うの」というお母さんのセリフのと

ころで中断。 

 お母さんが登場する時に、こだまはいない方がいい。こだまは後ろを向

く。 

 「ちきしょう」と太郎がいった後、座ってくるりと回る。 

 喋ってない時の表情、怖くならないように（お母さん役）→緊張感に慣

れなければならない。３日目には必ずこの緊張感はくる。どんな状況に

あっても、表現するということは、自分自身相手より優位じゃないとダ

メ。そのために気持ちを鍛える。 

 「太郎や」の母親の言葉にこだまは消えるので、このセリフはすぐに言

わないといけない。 

 「ちきしょう」の後、お母さんとOn Stageで喋る。舞台上で向き合う。 

 お母さんから怒られた後の太郎の「おーい」は、ゆっくり立ち上がって

からもぞもぞと、やや慎重気味に言う。 

 こだまは読まずに真似する。「堪忍しとくれ、僕が悪かったから」は目

線まっすぐのまま。本に目を落とさない。 

 

→花輪から「ご飯にしましょう」「はーい」の部分のこだまの「はーい」はどうして

一人なのか？ 

「３人の代表として一人が言っています」 

花輪：「それは理屈なのですよ。見ている側はわからないのです。後の二人はどうし

たのか？となるのですよ。つまり、劇はその部分を評価されてしまうので、考えなく

てはいけないのです。きっと後の二人、間違いだったなと思ってしまう。」 

 

→３人で合わせるよう提案。 

 家族の団欒の場だけは、オン・ステージ・フォーカスにしたい。そうで

ないと、誰に言っているかわからなくなってしまう。 

 「ご飯にしましょう」「はーい」の後、太郎は山の景色を見ることにす

る。→その後こだま「はーい」。その後に音楽を入れる。 

 朗読劇のお辞儀の後、下に降りる。→カーテンコールへ。全員上手にス

タンバイしているし、人形劇と舞踊劇に人たちは分かれて来る。 

 お辞儀をする時にはお互いを見合って、いつもの友人に戻る。 
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 音楽がかかったら、音楽を味方につける。音楽に沿わないことはしない

こと。音楽と打ち解ける。 

 

→もう一度朗読劇の最初から行う。 

 

  

 

舞踊劇が終わり、音楽がかかる。朗読劇のタイトルを合図に音量を落とし、劇に入る。

朗読劇が終わり、カーテンコールも終わる。 

 

  

 

花輪：「いい塩梅になってきたと思います。目を泳がせないでください。一つだけ。

音がどうしても悲しげなのです。日本語のテキストを読む時、みんな悲しげに語って

しまう。極論言いましょうか。できるだけ楽しげに語ってごらん。その方が深い表現

になります。いちいち理論的な説明はいりません。とにかく楽しげに言ってごらん。

例えば恋人が『ごめんね、新しい彼氏ができちゃった』と言ってきたとして、『そう

か、わかった。さよなら』（声のトーンを落として）…と言うより、『そうか、わかっ

た！』（かなり声を張って）…と言う方が見ている側は、とても感じるのですよ。『何

言っているんだ、お前。本当のこと言えよ』となるのですよ。表現というのは、その

部分をあぶり出さないといけないのです。大変だと思いますが、それを楽しんでくだ

さい、こだまの３人は、お母さんのセリフ『優しい言葉をかけて』というのがあるで
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しょ。言われた後は、太郎だけではなく、こだまも変わらないとダメなのですよ。こ

だまたちも温かくなっていく。だから同じ言葉なのですが、ナーバスにならないよう

にして欲しい。そして、太郎は、だんだんと森というか、向こうの世界に対して、も

っともっと魅入られていって欲しいというか、心惹かれていってください。ここの森

が大好きになる、ここに来ることが大好きになるということを忘れないでください。

お母さんのところで、向かい合って言うところありますよね。あれ、オフ・ステージ

で言ってからこちらを向くのではなくて、すぐにこちらに向かっていってごらん。最

初のところで君のト書きがあるよね？ちょっとそこ、言ってごらん。」 

 

 「太郎は変な顔をして」の後に「言いました」と付け加える。言切らな

いとよくわからないので。 

 「さようなら」の先、「ご飯だからもうよすよ。」をウィスパリング。仲

良しだから秘密を作る。それに対してこだまもウィスパリングで応える。

１００メートルの距離を、大声を張るのではなくて親友だからつぶやく。 

 

【【【【後片付後片付後片付後片付け・け・け・け・事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡】】】】16:3016:3016:3016:30    

→全員集合する。 

花輪：「みなさん、お疲れ様でした。今日１日もずいぶん長い時間だったと思います。

みんなの大労作、多分、ここまでの苦労をやったことがあるかないかわからないけれ

ども、私はこれくらいの経験を若いうちにやってもらいたいなと思っているのです。

皆さんにとって一番大変なのは何かと言うと、今まで芝居をやっている時というのは、

自分の解釈と自分のイメージと自分のできる範囲でやってきたわけです。そして、そ

のようなことは、本来ならば、小学校・中学校で卒業してないとダメなのです。今は、

そこから先に求めるものがなければダメなのですよ。求めてください。明日さらに求

めます。午前中、子どもたちが来るまでに。子どもたちが来て、おそらくこういう言

い方はなんですが、子ども達はあまり期待していないと思います。なぜかといえば、

そういう取り組みが多々行われているからです。今日の大人達は違うな、と子どもに

思ってもらえれば一番だと思います。それが感動です。感動と感心は違います。ここ

でいう感動とは、例えば『すごかったよね』と言っても、『へぇ、あれが』というの

は山ほどあるんです。でも生活の中の感動はみんなで共有できるはずなのです。例え

ばオリンピックを見てすごいなと思っても、トランポリンは４位か６位になったよう

ですが、あれを見たって我々はできないから、感心はできるけど感動はできないので

す。実は。だけど君たちが今日やっている絵本の劇や、こういう類のものは、子ども

たちにとってはそんなに遠いものではないのです。だけど、子どもたちにとってみて、

大人たちがこんなことを一生懸命やってくれる、それが大事なのです。子ども達にこ

の瞬間に出会わせたい。だから明日はベストコンディションで来てください。明日は

遅刻しないようにしてください。ともかく最初から音を入れながらやっていきます。
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今最後に音を入れさせてもらったけど、ああいった音が挟み込まれていきます。そし

て、君たちが事前に使う音があれば、各チームで持ってきてもらう。なければ使わな

いか、私の方で使えそうな曲を使います。明日は９時に集まる。もう一回頭からラッ

シュで今度は通しながらやります。隣の部屋もそのために開けてもらっています。だ

から明日その中でヘマをしないようにしてください。確認は各グループでちゃんとと

ってください。悪いけどヘマしたら私黙っていません。皆さん大人だから。いいです

か、その辺はしっかりと自覚してきてください。ベストで来てください。言い訳の顔

は一切いらない。最高のものにしてください。はい、立ち上がって。はいじゃあ明日

よろしくお願いします。」 

→明日の準備に入る。荷物をまとめるなど。各グループ内で確認。 
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３３３３．．．．8888月月月月15151515日日日日（（（（月月月月））））////    3333日目日目日目日目        『『『『おはなしいっぱいおはなしいっぱいおはなしいっぱいおはなしいっぱい、、、、げきまつりげきまつりげきまつりげきまつり』』』』開催開催開催開催    

 

【【【【集合集合集合集合・・・・会場設営会場設営会場設営会場設営】】】】9999    :00:00:00:00    

→子どもたちが座るためのゴザのセッティング。 

  

 

 色を合わせる。 

 お尻が痛くならないように３枚重ねる。 

 舞台とゴザのセンターを合わせる。 

 

→舞台上は人形劇の準備。舞台下は有明グループの朗読劇のセッティング 

 スツールの足を揃える→ずれていると子どもたちの目線がそちらにい

ってしまうため。まずはセンターに合わせて均等においてみる。演技中

に回転をするため、スツール間の間隔に気をつける。（メジャーを使っ

て幅を測る） 

ルール：子どもたちよりもアウトにいかないようにスツールを配置。 

 ナレーションは定点でいく。初日に代役を務めた小西くんは歩いていた

けれども、本番は動かない。 

 後ろとの距離を計るために緞帳を閉めている。 

ルール：幕は絶対に触らない。 

 

→全員ゴザの上に集合し座る。 

花輪：「おはようございます。皆さん何事もなく集まりましたか？衣装の忘れ物があ

ると壊滅状態になります。普通、そういう人は舞台には立てません。甘くみてはいけ

ませんよ。今日は誰のためにやるかというと、最終的には子どもたちのためなのです

が、それは己に戻ってくるのですよ。その経験が今日のすべてです。」 

 

→全員がゴザの上に座っているのは、実寸を見るため、子どもたちの座る場所を確認

してもらうため。全員に体を倒してもらって、子どもたちの目線を体験してもらって
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いる。これから「ラッシュ」（全員が見通しを持てるように、タイトな時間で、集中

を途切らせずに最後まで通す。）この日の中心は音響。 

 

  

 

 担当だけやればいいという甘い考えではダメ。ちょっとでも何かあれば、

お互いに声を掛け合う視野の広さを持つ。「私、言われていません」と

いうようなものは「セクショナリズム」と言って、必ず隙間ができてし

まう。（例：野球のポテンヒット） 

 お互いの認識でやらないと、怪我をする人が出てくる可能性がある。舞

台から足を踏み外す、など。常に自分の居場所を確認すること。特にダ

ンスの人たちは気をつけること。失敗したら、明日からの生活に響く。 

 会場は声があまり通らないため、声の魂を前側に伸ばすように。（例：

ゴジラが火を噴くように） 

 

  

 

→５分間緞帳を上げるので、各自が動線確認をし、その間に音出しをする。歩きなが

ら、自分なりに声を出すように（廊下ではなく）。声を出すには、目的を定かにする

必要がある。（例：歯磨きをしてすっきりしても歯垢が取れてない時も）。ウィスパリ

ングで胸を温める。各自、動きのチェック、音のチェック等。 
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→移動のチェック。芝居の内容ではなく、自分の動線を確認する。これは、今行わな

いとこの後にやる時間はない。頭から、音響を交えながら、全体をチェック。音は見

えなくて聞こえるもの。タイミングがずれるとものすごく気になる。一通り終わった

ら、内容のチェック。有明のグループは、人の入れ替わりが行われた。クオリティは

確保しなければならない。言い訳は一切なし。同等の評価を受けなければならない。

頑張らない。怖い顔になるから。面白がること。 

 

  

 

→舞台セッティング。ドアは譜面台のあたり。スツール&譜面台（タイトルが書かれ

たパネル）子どもたちが座るゴザ（広すぎると子どもたちは寝転んでしまう）&その

周りをコの時形に学生たちが囲む（優しい環境を作る。緊張感があると子どもは入っ

てこない）その後ろに椅子８脚。大人のお客さんのため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観客を誘導するのは、ドアを挟んで内側に二人。 

 ゴザの前に二人。 

 大体入ったらドアを閉めて座る。 

 ある程度子どもたちとは距離をとる。（子どものパンチが届かない場所） 
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 山崎副館長の挨拶の後、有明グループ（めっきらもっきらどおんどん）

の人たちが下手から入る。アイコンタクトをする。 

 譜面台に置いてあるタイトルを見せる。タイトルを覗き込む。子どもた

ちは声に出して読み始める。 

 演者の４人は座る。全員左回りに。 

 タイトルの譜面台は移動させる（ドアの開閉係も決める）。 

 譜面台の位置あたりにお母さん役が。 

 困った時は隣の人の顔を見る。笑顔になれるから。孤立しないこと。 

 

【【【【全体構成全体構成全体構成全体構成】】】】9:309:309:309:30    

①①①①「「「「めっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどん」」」」    

花輪：「自信持ってやりなさい。言い訳はいらない。集中して。怖い顔しない。どん

な境遇があったって、あなたがたは子どもたちを最高の状態で迎え入れなければなり

ません。」 

 

  

 

 冒頭、作者からタイトルを言う。 

 ナレーターは動かずに、定位置で語ること。 

 咳払いがスタートの合図。それで、みんな背をむける。 

 「こっちゃーきて歌え！」と言いながら演者がしゃがむ時、緞帳を触っ

てしまうので椅子を少し前で出す。 

 「ドーン」は擬態音。聞いたこともない風の音。前かがみにならないよ

うに。呼吸を合わせて。 

 「ドーン」と風が吹き… 「と」が聞こえていない。日本語は一音一音

が大切。 

 「ようようええ歌…」カンタ役の視線、フォーカスが近すぎる。遠くを

見る。少し腰を上げてもいい。そうでないと老人に見えてしまう。 
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→ゴザを30センチ下げた。芝居中、輪を作る時に子どもたちの足を踏む危険性が。 

 

 カンタの目。キョロキョロしない。オフ・ステージには力がある。 

 「うるさい」が聞こえていない。呼吸を合わせて言う。 

 「うるさい」の音量に合わせて４人の演者が反応（ぶっ飛ぶ妖怪がいて

もいいくらい）→絵本を超えなきゃ！→「やめろ」を２回言うことに。

朗読劇の場合、繰り返しは許容される。 

 じゃんけんでしっかかもっかかが勝った後、待たないように。間は要ら

ない。勝った時に感嘆詞は出てきてよい。パントマイムにならない。 

 「やめろ」の時、一人だけオン・ステージの人が。相談して統一するこ

と。 

 均等な力で（演技で）ぶつかり合ってないと、表現にならない。 

 空飛ぶ丸太に乗ってのあたり。間が空いてしまった。惜しい。盛り上が

っていくということは、間が詰まっていくということである。 

 セリフの出処を変える。「さあ、今度は」の後「みんなであそぼう！」

を３人でカンタに向かって言う。座ったままで。「空飛ぶ丸太に乗って」

はしっかかもっかか一人で言う。 

 空飛ぶ丸太で遊ぶ時、回る。話が通ってないようなので確認。 

 ナレーター役、自分が言ってない時、表情が硬いので、目の前で行われ

ていることを楽しむように。 

 「おかあさん」の時、妖怪たちの反応にカンタは驚いて椅子に座る。月

は左ではなく、正面の方がいいかもしれない（目線の方向が）。 

 ２回目の「おかあさん」で立ち上がる。 

 蝶タイが曲がっている人がいて、直された。 

 「日の光」でみんな目を隠す。 

 くるくるの後、３人は木に戻る。 

 「かんちゃん、ごはんよ」は座って、くるりと振り向いて。大きく頷く。 
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 カンタに頷くも、小さい。表現が小さい。数ミリ単位。 

 カンタ役。左→右→左へと歩く。木立を見て。 

 ３人で「思い出せるかな？」→子どもたちの耳に囁くように。母親の子

守唄のように。表現が一方的すぎる。 

 「カンタはぼんやり立っていた」と同時にゆっくり立ち上がる。 

 「思い出せるかな」の後、時間をおいて、「お・し・まい」３拍で。一

人ずつ。 

 「昨日見た夢」…不安そうな顔しない。希望に変えて。 

 「お・し・まい」のところでカンタは３人を見て、最後カンタはにっこ

りして「おしまい！」と。 

 最初のセミの音が急激に出てきてしまうことを修正。音は環境なので、

フェイド・インで。しばらくセミの声を聞かせておく。「ようよう、え

え歌」のセリフまで。フェイド・アウトする。 

 横を向く時には、おへそから。前に出て来ない。 

 ２回目のセミのところも、フェイド・インで。カンタのくるくるの前。

その前に光があるので、二つの音の連結が難しいが、これはあとで修正

をする。（光の音はフェイド・アウト、そのあとフェイド・インでセミ

の声） 

 さいご「おしまい」でフェイド・イン。→そのまま「太一のきつね退治」

へ連結。セミの声をまたがせる。神社で麦わら帽子をかぶって虫を取っ

た風景。 

 カンタが回る時、スツールを利用することに変更。 

 

  

 

→椅子のバミリ。椅子を移動させる時に引きずらない。置く時は膝をついて。椅子の

移動と退場の手順を確認。 
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②②②②「「「「太一太一太一太一のきつねのきつねのきつねのきつね退治退治退治退治」」」」    

→有明のメンバーが出て行くと同時に「太一のきつね退治」の聞く話の二人が入場。

開始。 

 

 「聞く話」の二人が椅子に座るも、台本の開き方が違う。 

 「食べられちゃった」の後の間は不要。 

 

花輪：今いくらでも緊張して構わないのだけど、自分の中で動きを決めてかかってい

ますよね。それは懸命ではありません。保育の現場に行ったら、毎日子どもの表情は

違うでしょう。今現場で働いている先輩達が何に一番悩んでいるかというと、自分の

決めたルーティンに子どもが沿ってくれないということなのです。当たり前のことな

のです、そういうことは。だから、何かって言ったら、子どもがここにいたら味方に

つけましょう。」 

 

  

 

→最後のむしゃむしゃのところから再開。 

 「見る話」に移る際、きつね役と太一役が入ってきて、手を組んでくる

くる回るのは中止。なくても時間が持つので。 

 相手によって自分のスタンスは変わる。それを無理やり相手に押し込ん

でいくのはやめること。自由度を高める。もっと遊ぶ＝自分の中での方

程式を削る。 

 

→演じ終わり。スペースの確認。奥行き。何より重要なのは幕に触れないこと。 

 アウトラインに行き過ぎると、柱時計があって、子どもたちは時計に目

がいってしまう。エリアの中でナレーションが済むように。 

 おまんじゅうのむしゃむしゃの後、決まらない。誰も拍手していない。

→落ちどころがない。呼吸させないと一方的すぎてつらい。 

 きつねの「食べられちゃった」の表情。にこやかでおかしい。 
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 「それからというもの」はきつねが言うことに変更。後ろから声がすれ

ば、どきっとするはず。臨機応変に。 

 「コンコーン」で後ろを向く理由がわからない。向こう側に何かあるの

かな？となってしまう。こちら（観客）の一期一会を考えなければなら

ない。「我々はこういう理屈でやっている」というようなことは通じな

い。 

 「それからというもの」でセンターに移動してくる。 

 「聞かれないようになりました」の後、「コーン」を４人で。星新一の

世界。「なんだこのお姉さんたち？」でいい。 

 「コーン」（太一のきつね退治の）の最後、人形劇の頭までの曲の長さ

を測る。 

 ねずみのお母さんが出てきたら、曲はフェイド・アウト。 

 照明はシーリングあたりから。眩しい顔をしてはいけない。地あかりに

下げる。 

 緑の衝立が前に攻めすぎ。場所の調整。子どもにどう見えているかをチ

ェック。 

 人形の積み木の位置を詰める。（センターの位置の問題があったので） 

 

→最初の状態へ。音つけてもう一度。音量の確認。数字を記録しておく。音を出せば

よいわけではない。 

 最初のリコーダーの客入れの音楽５→３へ。 

 有明のセミの声１５。宇宙的な音も１５で。 

 客入れの音楽は20分前から。 

 

  

 

→山崎副館長の挨拶の前、フェイド・アウトをする。 

 挨拶はマイクなしで。 
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③③③③人形劇人形劇人形劇人形劇    

→「太一のきつね退治」は時間の関係でやらずに、人形劇に、どのくらいの尺で移動

できるか測る。人形劇撤収後の段取り確認。舞踊劇のドラムの音のキューは花輪が出

す。（今は音響中心で確認） 

 

 ねずみの退場のシーン。間が持たないため、ストレートにはける。『お

母さん、待ってよー』のセリフをきっかけにドラム音を入れる。→物の

移動（積み木や布の移動、大黒幕など）→舞踊劇スタート。 

 積み木がはけたところで、舞台に色を付ける。→最初は青。（上が青、

下が白）→演者は舞台に上がる。色がひらめくように。 

 

  

    

→もう一度人形劇の撤収から段取りの確認。 
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④④④④舞踊劇舞踊劇舞踊劇舞踊劇    

→再度演じる。風が舞台に上がるところから、光が赤くなる。戦いのシーンで青と赤

が交互になる。カシの死で赤色が強くなる。風がなくなるところで赤がなくなる。 

 

 カシが倒れる前、光で遊ぶ。 

 風役、子どもたちと遊ぶ。子どもたちに風を与えるように。 

 幕には触れないように。 

 衝立がある時には、最低でも１メートルは前に出ないとくっついている

ように見えてしまう。 

 ススキ、動きが硬くなっている。もっと大きな動きで。→体のどこかで

ブレーキがかかってしまっている。 

 カシ、風を見て、敵対視するような感じ。 

 最後、風は下手側、舞台前に小さくなって座る。 

 「ああ、おそろしい風だった」はもっと役として。生々しく言わない。

→「強いのかしらん」でススキになる。→風が起き上がってきて、下で

も一周し、舞台に上がってススキも風になる。カシもその後風になる。

３人で手をつないで回って、台上に１列に並びお辞儀をして終わりに。 

 風はゼロになって再び芽生える。 

 

  

 

⑤⑤⑤⑤朗読劇朗読劇朗読劇朗読劇    

→一旦全員集合。段取りの確認。朗読劇の椅子を誰がどのタイミングで移動させるか。

舞踊劇の二人が持っていく。舞踊劇の後、大黒幕を戻す。（記録役とカンタが担当）

この間、照明つけっぱなし。朗読劇のためのバミリ。（スツールの位置を決める・ま

ずセンター合わせをする）舞台に対して、緞帳の位置関係が違う（左側が舞台にかか

っているのに対し、右側はかかっていない。）ので、調整をする。体格、肩幅の問題

もあるので、椅子の位置だけでは決めることができない。３人のこだま役の順で座っ

ていたのを、紅一点で真ん中にポンとおさまる。もう一度、舞踊劇の風が去るところ
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から演じてみる。「こだま」の劇中にかける静かで牧歌的な音楽を探す。 

 

  

 

→再び舞踊劇最後のドラムから。こだまの３人は向き合って頷く。演技中、音楽は流

しっぱなし。「この時お母さんが窓から首を出して」というナレーターのセリフはカ

ット。演技が終わって、客電をつけ「今日は見てくれてありがとう」という川合の言

葉で山崎副館長の挨拶。おじぎしないと、お客さんは呼吸を止めてしまう。 

 

  

 

→一通り終わる。 
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花輪：「非常にあらっぽく通しました。これ以上はプロではないのでやる必要はない

と思いますが、自意識だけは高めてください。非常にいいテンポで進んでいます。10

分後に私は何も言わないで、止めずに通します。その間に色々と自分の中で不安材料

などあると思いますが、友達とうまくコネクションというか関係性を作って相談して

ください。ビデオを撮って、その後のお昼休みに放映します。それで自分の課題が見

つかるかもしれません。それをもう一回自分で省察しましょう。50 分からやるので、

それまで諸々椅子の並び、椅子の配置、点検してください。」 

 

【【【【リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル】】】】11:5011:5011:5011:50    

→全員集合する。（客入れの音楽をすぐにかける） 

花輪：「ここから自立した表現が求められます。今まで私がリーダーシップを発揮し

て、皆さんにああだこうだ言いましたが、ここからはパートナーシップです。お互い

同士の関係の中でやってください。私達はやきもきしながら、お口にチャックをして

観てます。とにかくどんなことがあっても、機嫌を損ねてはいけないし、言い訳はい

らないし、理屈もいらないのです。とにかくここに来た子どもたちにとってよい時間

だったと。明日からまた児童館に通いたいなと。それがテーマです。そのために精一

杯やってください。子どもは絶対的な味方です。まあ何人来るかわかりませんが。一

人だったらその一人の子どものためにやってください。それでは始めたいと思います。

それぞれポジションに移ってください。」 

→まず客入れの状態を作る。いなければいけない人以外は外へ。誘導の声かけの練習

も。山崎副館長のスピーチの時、音楽はフェイド・アウト 
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→全ての演目終了。山崎副館長の挨拶。全公演時間29分45秒。 

  

 

花輪：「皆さん座ってください。ご苦労さまでした。まあとにかく、やれたというこ

とがすごく大きな成果だと思いました。今までやってきた中で一番グレードが良かっ

たのではないかと思います。心配もあるでしょうが。まあ、個人的な心配、他人に対

する心配、仲間に対する不安とかいろんなものがあると思いますけども、そろそろも

う安定期に入ってきていると思うので、安心してください。それで、実は今日午前中

からずっとやってきている中でね、こういう舞台、客席の作り方とか、いろんなこと
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をこれだけの人たちが動いているわけですけど、実はね、大学で演劇をやっている時

って客席の配置とかこういうことはあまりやりません。こういうことは勝手にやって

くれるものだという認識なのです。そうではなくて、こちら側の作りとケアがだいた

い５割なのですよ。そして、あとみんなが５割そっちでやってくれて、初めて１０割

なのです。前にも話したと思いますが、東日本震災でボランティアの学生たちが向こ

うへ行って色々表現活動したのですが、実際に準備、自分たちのやる演目だけ準備し

ていった。向こうに行ったら向こうの子どもたちは、どこに座っていいかわからない、

どうやって聞いていいかわからないというようなことは、いっぱいあったのです。そ

ういう意味で、今日午前中にやったことは、結構大変なことなのです。例えばカーテ

ンでもそう。一人でやるより二人でやった方が非常にスムーズにいく。実は客席の子

が心配するのです。『おねえさん、大丈夫かなぁ』『あのおねえさん、一人で大丈夫か

な』『あ、ひっかかってる』このような不安な場面を最初に見せてしまうと、芝居が

崩壊します。重要なことなのです。」 

 

吉村：「ずっと見せていただいて、今が一番良かったかなと思います。子どもたちが

入ってきたら、もっともっとテンションが上がって子どもたちに助けてもらうことが

できるのではないかなと思います。どうぞ楽しんでやってください。成功すると思い

ますので、頑張ってやってください。私は用事があるので帰らなければなりませんが、

ここまで来ていれば大丈夫なのかなと思いました。細かいところ、書いたダメ出しが

あるので、それをあとで。」 

 

  

 

山本：「通ったということがよかったと思います。本番は絶対にうまくいきますので、

最後にツメ。セリフを忘れたとか、あと声を。発声練習もしていないので、ケアをし

ていただきながら、大きな声で子どもを迎えていただければと思います。とても楽し

みにしています。よろしくお願いします。」 
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【【【【ランチ・リハーサルランチ・リハーサルランチ・リハーサルランチ・リハーサル映像映像映像映像のののの映写映写映写映写】】】】12:3012:3012:3012:30        

→昼食をとりながら、映像を流し、それを見ながら歓談。衣装のまま食事をとるのは

芳しくないので、着替えるなどするように指示。ゴザの前、横に座っている。タイト

ルは、外から見ること。そうでないと、子どもたちが読むことができないから。 

→学生の様子やセッティングのことなど 

  

 

 モモンガーごっこの腕の動きを、演者二人が確認。 

 水晶のシーンについて、家政大の学生がコメントしている。 

 ダンスのことで、ススキ役にコメント。 

 きつね退治の最後のところで、笑い声が起こる。 

 花輪からカシ役の動きについて、もっと性格を出してとのアドバイス 

 カシ役と風役が、鴨志田と並んで、話を聞いている。 

 カシの平面的な動きについてのレクチャー。しなり。美しい木、まっす

ぐに伸びる。肘を曲げ、膝を曲げる。 

 足のマッサージをしている人もいる。 

 有明の学生が本の確認をしている。（しっかかもっかか役とナレーター） 

 ナレーター役が、もんもんびゃっこと確認。 

 ゴザの縁を養生テープで止める。 

 大黒幕のフックを直す。 

 ビデオのセッティング。会場の後方、カメラを２台、高さ違いで設置。 

 部屋に食べ物の匂いが充満したため、換気を。 

 ゴザのテープの色は黒だと気になるので、白に。 

 人形劇の演者たちの靴下の色。白を黒にする。 

 舞踊劇、風の練習。風役が髪型について検討。 

 人形劇の衝立の面。花の方を向けて並べる。子どもが触らない位置へ。 

 譜面台の高さ、角度、光の照り返しで読めないと困るので、子どもの目

線に合わせて確認。 

 スツールを衝立の後ろに隠している。 
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【【【【最終確認最終確認最終確認最終確認】】】】13:3013:3013:3013:30        

    

  

    

  

    

 人形劇のパネル（衝立）の移動の担当者を決める。 

 拍手はびっくりするような感じではなく、水が揺れるような感じで。 

 タイトルを見せる時、左手の指でなぞる。→子どもが読んでいくから。 

 子どもと会話するように。一方的にやるとしらける。 

 譜面台が斜めなので直す。 

 衝立は出して向こうに持って行ったら、人形劇の人がセット。 

 スツールの扱いの所作。 

 ドアの閉まる音について注意 

 積み木の重ね方。がたんとならないように。辺を合わせる。 

 バミリ。 

 

→舞台セッティング後、写真。本番 20 分前には準備終了→開場。子どもたちは靴を

袋に入れて入ってくるという説明が川合から。予備のゴザを念のため準備。 
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【【【【開場開場開場開場（（（（来客来客来客来客）】）】）】）】13:4513:4513:4513:45        

→早めに来た子どもに山崎副館長が手遊び「山小屋いっけん」。続いて指の運動を提

案。目がさめるように。小指と親指の入れ替え。 
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【【【【デモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションⅣⅣⅣⅣ『『『『おはなしいっぱいおはなしいっぱいおはなしいっぱいおはなしいっぱい、、、、げきまつりげきまつりげきまつりげきまつり』】』】』】』】13:5513:5513:5513:55        

→衝立を外す。「すごい！」の声。（全部で３６人の観客）山崎副館長のご挨拶。 

山崎副館長「こんにちは。『おはなしいっぱい、げきまつり』ようこそおいでくださ

いました。今日はですね、有明教育芸術短期大学という大学生のみなさんと、東京家

政大学という大学の皆さんと、二つの大学のお兄さんお姉さんがこんなにたくさん、

この『おはなしいっぱい、げきまつり』をやりに来てくれています。さっきまですご

く一生懸命練習していて、とても面白い話がたくさんあります。みんな最後まで楽し

んでください。それではみなさん、よろしくお願いします。」 

  

 

→拍手。演目を、指の動きに合わせて、子どもたちは声に出して読んでいる。「こだ

ま！」「たまご！」「もののけ姫に出てくるあのこだま？」「ああ、あのこだま？あの

最後死んでしまう？」「守り神？」 

 

①①①①「「「「めっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどん」」」」開始開始開始開始（（（（13:5713:5713:5713:57））））    

 劇が始まると子どもたちは静かになる。 

 『ひゅーっと穴に吸い込まれて落ちる』…で子どもたちから「落ちそ

う」と声があがる。 

 おたからまんちんがお宝を転がすところでは、子どもたちもお宝を見

ようと、膝で立って、覗き込んでいる。 

 縄跳びで『１３５回も飛んだ』のところで「すげえ」と声があがる。 
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②②②②「「「「太一太一太一太一のきつねのきつねのきつねのきつね退治退治退治退治」」」」開始開始開始開始（（（（14:0314:0314:0314:03））））    

 

 周りを見たり、眠そうにしている子、指をくわえている子も。 

 小学生で寝転ぶ子も。 

 『ばけばけー、どん！』に笑う子もいる。 

 小学生男子３人の一人は理解しようとしているのか、指差しながら話

している。 

 母親と子どもが会話をしている。 

 拍手しやすそうな様子だった。 

 

  

    

③③③③人形劇人形劇人形劇人形劇「「「「ねずみのかいぎねずみのかいぎねずみのかいぎねずみのかいぎ」」」」開始開始開始開始（（（（14:1014:1014:1014:10））））    

 

 『チュウチュウ』と聞こえてきたら、子どもたちから「ネズミ！」と

声が上がる。 

 猫の首っ玉に鈴を…あたりで照明が明るくなり、「急に明るくなった」

と言っている子どもがいる。 

 人形劇が終わった後「すげえ」という声があがる。 

 布が子どもたちの頭上を越えていく時には、大きな声で「わーおー！」

と言っている。 
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④④④④舞踊劇舞踊劇舞踊劇舞踊劇「「「「かしとすすきかしとすすきかしとすすきかしとすすき」」」」のののの開始開始開始開始（（（（14:1614:1614:1614:16））））    

 

 人形劇は終了しているが「ネコ？」という声が聞こえる。 

 「何これ？」と言っている子もいる。 

 ３人の親子連れが入ってきた。 

 カシの動きが、それまでと変わっている。 

 光が、風のアクションと連動して、赤みをましている。 

 『とどめだ』というところで、笑う子がいる。「足だけしかない」「折

れちゃった」という反応もある。 

 「黒くてよく見えん」と言っている子も。 

 ３人が風になる場面「復活した！」の声。 

 お辞儀の後「ねずみはどうしたの？」という質問が。 

 

  

    

⑤⑤⑤⑤朗読劇朗読劇朗読劇朗読劇「「「「こだまこだまこだまこだま」」」」開始開始開始開始（（（（14:2214:2214:2214:22））））    

 

 子どもたちがごそごそ動き始める。 

 太郎の演技が始まった直後、子どもの動きがおさまる。 

 

  



120 

 

→全ての演目が終わり、拍手が起こる。山崎副館長の締めの挨拶。 

  

 

山崎副館長「『おはなしいっぱい、げきまつり』、みなさんいかがでしたか？東京家政

大学と有明教育芸術短期大学の皆さんが、みんなのために一生懸命に劇をしてくれま

した。もう一度大きな拍手をお願いします。中学生、いかがでしたか？面白かったで

すか？中学生にも面白かったそうです！はいそれでは、戻りますので、最初に児童室

の人、児童室の人どうぞ。」 

→「ばいばーい！」「またねー！」と学生たちと子どもたちが言い合っている。手を

振ったり、手を合わせたりしている。親子連れのお母さんが「素晴らしかったです。」

と言っている。 
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【【【【退場退場退場退場（（（（来客来客来客来客）】）】）】）】14:3014:3014:3014:30    

    

→観客は全員退室。 

花輪：「はい、お疲れ様でした。」（山崎副館長に対して）「ありがとうございました。」 

 

  

 

全員：「ありがとうございました！」 

花輪：「どうもご苦労様です。子どもたちにとってどういう時間であったのか、すご

く関心があることだと思うのですが、それは子どもたちの時間ですので、私たちがあ

あだこうだ心配することではないと思います。ただ、考えてほしいのはね、子どもは

劇の時間、好きだと思うのですよね。始まった瞬間から最初すこし騒いでいた子も、

見入っていくというね。あの瞬間に何が起きているかということですよね。そういう

ことを究明する人、誰もいませんよね、大学の教員には。ほとんど『やったよね』『よ

かったよね』『どんな気持ち？』『嬉しかったよね』となるわけです。それも大事だけ

ど、その子の気持ちも大事だよね。感想の聞き方って難しいよね。私がブロックサイ

ンを送ったのは何かというとね、感想があるのだったら、すーっと流れていって、階

段のあたりで『どうもありがとう』と言っているとね、意外とね『つまんなかった』

『でも面白かった』と言ってくれるわけです。それをリサーチしなければダメなので

すよ。そこで終わっちゃうと、舞台と客席で終わっちゃうのですよ。そこからさらに

進んで行く。イタリアの児童劇は全部そうでしたよ。入る前のロビー、いつの間にか

隣のおじさんが入ってきたら、そのまま舞台にあがっていくのですよ。そういうこと

を私たちも研究した方がいいと思います。まずはとにかくご苦労様でした。汗を拭い

ていただいて、その後合評会を始めましょう。ご苦労様でした。」 

全員：「ありがとうございました。」 

 

→拍手後、片付け 

 ゴザを外し、たたむ。布をたたむ。 

 養生テープを剥がす。（床が剥がれる恐れがあるので、気をつける） 

 椅子を移動。など。 
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【【【【合評会合評会合評会合評会ⅡⅡⅡⅡ】】】】14:3514:3514:3514:35        

→輪になって座る。教員やスタッフも中に入る。 

 

  

 

花輪：「あらためまして、お疲れ様でした。皆さんの努力が結実した公演になったの

ではないかなと思います。考えてみると、２４時間前はどんな状態だったか。さらに

４８時間前、そのさらに前、どんな状態だったか思い出してください。私たちは毎日

生活しているわけなのですけども、私も学生の頃に、結構いい加減な人間でして、劇

団の養成所にずっと通っていて、学校の授業にはほとんど出ていませんでした。しか

しながら職場に入って大学で勉強していなかった、学ばなかったということがすごく

自分の前に壁として立ちはだかりまして、いろんな先生方にアドバイスをいただいて、

今日を迎えているのです。自分にとって、なんか好奇心を滾らせる瞬間がないと不安

でならないですよね。みなさんの年代というのは、知りたくてたまらないし、いろん

なこと、自分の好きなことを現実化したい、そういうことで毎日過ぎていると思うの

ですけれども、実はそうたくさんのことを人生の中でできはしません。ただし、人を

喜ばせたり、人をもてなしたりすることは、誰しも共通してできることです。今日皆

さんがやったことはそういうことだったのではと思います。２４時間前、４８時間前、

劇をつくるということについて、どういうような感想を持っていたのか、思い返して

ください。おそらく、自分本位だったのではないかと。自分が際立ちたいとか、自分

の得意なものをひけらかしたいとか、そういう気持ちが強かったと思うのです。全然、

悪いことではないのですが、でも、それだけだと、みんながそれだけを考えちゃうと、

まるでしゃぼんの泡のようにすべて飛んで消えてしまうのです。今日、後ろで見てい

て、芸術は何かって、子どもたちが呼吸を止めて見ていたあの瞬間、それから残酷な

ほどに、一瞬疲れると寝そべってしまう子どもの現実、そしてまたある瞬間からぐっ

と起きてまた目を見張っているあの瞬間、それから何だか知らないけど聞こえてくる

つぶやき。聞こえてきませんでしたか？『ねずみはどうなったの？』とあの一言。全

く場違いなことを彼らは言ってくるのですね。私たちはもうそれは、過去の事と送っ

てしまうのですが、彼らにとってみると、とても重要なことなのです。元気な子が一
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人入ってきて、中学生のお兄さんの上に乗っかったよね。私、大好きなんです、ああ

いう子。ああいう子が入ってきてどうなっちゃうのだろうっていうのも。終わった後

も、案の定一瞬にして『ン』となったよね。何考えているんだろうこの子たちは。何

を思っているのだろうなと。そして終わった後、あの子たちに『何か言え』と言った

らなんか言うと思うのですよ。でも、言葉が見つからない瞬間が多分あったのはない

かと思います。まあ、そんなわけで、最初に、皆さんの手元にあるルーブリック、こ

れを念頭にやりましょう。ちょっと時間かかって構いませんので、各自、隣の人と相

談してやるのではなくて、自分なりの自己評価をしてみてください。そして下のとこ

ろに殴り書きで構いませんので、この３日間の中で自分が感じられたこと、そして自

分がその中で変容したことを書いてください。人間っていつも安定してないんですよ。

不安定になったり安定したりするわけですから。その中でこんなことがあった、こう

いう瞬間にこんなことがあったと包み隠さず書いていただけるとありがたいです。じ

ゃあどうぞ。」 

→ルーブリックに記入を始める。全員、膝の上で黙って書いている。時々顔を上げた

り、正面を、一点を見つめたり、周りを見る人も。 

 

  

 

花輪：「それじゃあ、書きながら聞いてください。進行を川合さんにバトンタッチ。」 
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川合：「聞きながら書いて行ってかまわないので。そうしたらルーブリックの７項目。

１番目から順番に、それぞれコメントをあげてもらいたいと思います。まず、１番の

自己表現に関して、プラスな感想でも構いませんし、課題となったことでも、どんな

ことでも構いませんので、その自己表現の項目に関して、コメントをお願いします。」 

 

①①①①自己表現自己表現自己表現自己表現「「「「自分自分自分自分をををを表現表現表現表現することにすることにすることにすることに意欲意欲意欲意欲をををを高高高高めめめめ、、、、前向前向前向前向きにきにきにきに取取取取りりりり組組組組めためためためた。」。」。」。」    

 

学生（家政大）：「今回初めて演者としてやらせていただきました。やっぱり自分の中

で表現することに対して、楽しいなって思う経験があって、前向きにやってみようか

なって思っていました。ただ、自分の中でまだ自信がなかったり、自分のこういう表

現はどうだろうって思っても、あんまりそれを伝えることができなかったなと思って。

そう考えた時に、気持ち的には前向きでしたが、じゃあ活動としてどうだったかと、

アウトプットできたかというと、あまりできなかったのではないかと思いました。他

の人の意見を自分の中に入れることはできましたが、自分からはそのまま出さないと

いう状態になってしまったと思いました。」 

 

川合：「ありがとうございます。山本先生のレクチャーで、表現とは内面にあるもの

を出す、出すところが表現というお話がありました。内面はふつふつと湧いているも

のがあるのですが、自信のなさから出せなかったという意見でしたね。他はいかがで

すか？」 

 

  

 

学生（有明短大）：「演劇は初めてですが、人前に立つのはすごく好きで、大きい声出

してとか、歌ったりとかすごく好きで、実際にバンド活動をやっています。有明のみ

んなと稽古をやったりしていますが、今回やってみて、メンバーの中だけでやってい

る時と、こうやって家政大の方と一緒に、先生も交えてやらせていただいた時は、全

然視点が違って、自分たちが最善だと思って自信があったところも、全然真逆だった

り、逆にあんまりよくないなと思っていたところが良かったりと言われたりとか、な
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んか全然予想とは違っていました。でも先生の話とか、意見してもらったコメントを

聞くと、納得するところが多かったです。自分の中で決めつけないで、その場で柔軟

に行うことが大切だと思いました。生活でもそうだし、いろんなことで全部決めつけ

ないで、いろんなことを柔軟に受け止められることが大事と思いました。一番最初に

来た時と比べて、私の内面、心情もすごく変わっていて、表現活動とは、自分たちが

成功させることが目的と、それだけを思っていたわけではないのですが、今思うとそ

う思っていたのだなって思いました。今はお客さんの目線を大事にするということを

知れたので、本当によかったと思います。」 

 

学生（有明短大）：「私も演劇ではなく、普段声を出さずに踊っているのですけれど、

踊りをやっている時もそれぞれの性格が出たり、自我が出たり、この人はこういう性

格なんだなというのが踊り方からよくわかります。それが演劇になって声に出すと余

計、その人が今何を思っているのかとか、どんな気持ちでお芝居をやっているのかと

いうのが、すごくシビアにタイムリーに伝わってくるなと思いました。だから何かを

演じる時に、本当に内面から何か思うことが大事で、別のことを考えるわけではない

ですけど、素直な気持ちでやらないと、勝手に自我が出てしまうというか、演技って

怖いなと思いました。」 

 

川合：「どうしても表れてしまうということ、自分たちの中だけでやっている時は、

なかなか気づかなかったけど、こうやってお客さんがいたり、後ろに先生がいたりす

ることで、そうだったと気づけますよね。他にいかがですか？」 

 

学生（家政大）：「自己表現というところでは、私は前向きに取り組めたかなと思いま

した。他のメンバーの練習を見ている時は、お客さんのように、その人たちを客観視

することができたのですが、いざ自分が動いてみると、今自分がどんな動きをしてい

るのかとか、どういうトーンで声を発しているのかとかがまったくわかりませんでし

た。どうしても主観になってしまい、客観的に自分を見ることができませんでした。

見る側とやる側のギャップが大きくて、私はそこに驚いてしまい、自分のことが客観

視できるようになったら、また違った景色が見えるのかなと思いました。」 

 

学生（家政大）：「私は都合で本日だけの参加となりました。練習段階を全然見ておら

ず、参加もしていなくて、何も知らない状態からほぼ出来上がっているものを見まし

た。そして、自分は手の空いているところ、手が足りないところをサポートするスタ

ッフとして、お手伝いするということだったのですが、その中でも自己表現というの

はあるなと感じました。スタッフだからとか、演者だからとかではなくて、例えば、

今日の前半は写真を撮って、その後は大黒幕をひいたり、カーテンを開けたりするの

をやりました。大黒幕をひいた時のビデオを見た時に、私こんな風に動いているんだ



126 

 

っていうのを感じて、スタッフも場面を作っている一人なのだなっていうのをすごく

感じました。そこで見た後に反省しました。それはすごいしかめっ面で作業をしてい

て、場面をこわしているなと。やはりそういうのでも、一つ一つがちゃんと自己表現

というか、見られているということを意識しなければならないと実感できた一日でし

た。スタッフしても自己表現を前向きに取り組めたかなと思いました。以上です。」 

 

  

 

学生（有明短大）：「僕は、演劇とかミュージカルとか声優業とかをちょっとかじらせ

ていただいていたのですが、自分の中で表現、演劇で表現するものというのは、動の

演劇、静の演劇みたいな感じで学んできていて、朗読劇というのは静の演劇、動かず

に声と表情で客に自分がいかにカッコよく伝えるか、自分のキャラクター・役をいか

に相手の心に残すかと教わってきました。それにプラスして、今回は、児童演劇とい

うことだったのですが、それが頭の中からすっかりと抜けてしまっていて、そのまま

習ったとおりに自分を表現しようとしたら、もっと客が楽しめるようにとかなり注意

というかご指導をいただきました。今まで、大人相手にするような芝居ばっかりやっ

ていたので、子どもを対象とした芝居が全く見えてなかった状態でした。実際、『な

んだよそれ』と自分の中でちょっとした違和感をぶちまけてしまったのですが、子ど

もたちの前で表現をしてみて、指導されたことを主軸として本番に表現をしてみたら、

さっき言われた通り子ども達は息を飲んでみてくれていて、大人たちもちゃんと集中

してくれて、自分の価値観、固まった演劇観、舞台に立つという固定観念が少し壊さ

れて、表現の幅がちょっと広がったかなと思いました。まだ見えた段階なのですが、

それが見えた気がしました。」 

 

川合：「ありがとうございます。そろそろ、２番目の興味・態度あたりでコメントを

いただければと思いますがいかがですか？２、３、４ぐらいで。」 

 

②②②②興味興味興味興味・・・・態度態度態度態度「「「「それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの活動活動活動活動にににに真摯真摯真摯真摯にににに向向向向きききき合合合合いいいい、、、、問題意識問題意識問題意識問題意識をもってをもってをもってをもって積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組

めためためためた。」。」。」。」    
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③③③③産出力産出力産出力産出力・・・・工夫工夫工夫工夫「「「「提示提示提示提示されたされたされたされた様々様々様々様々なななな様式様式様式様式やややや原理原理原理原理（（（（表現方法等表現方法等表現方法等表現方法等））））をををを参考参考参考参考にさらににさらににさらににさらに工夫工夫工夫工夫をををを

加加加加えることができたえることができたえることができたえることができた。」。」。」。」    

④④④④課題解決力課題解決力課題解決力課題解決力「「「「活動活動活動活動のののの最中最中最中最中、、、、困難困難困難困難なななな事態事態事態事態がががが生生生生じてもじてもじてもじても、、、、諦諦諦諦めたりめたりめたりめたり、、、、落胆落胆落胆落胆することなくすることなくすることなくすることなく、、、、

解決解決解決解決にににに向向向向かってかってかってかって邁進邁進邁進邁進できたできたできたできた。」。」。」。」    

 

学生（家政大）：「２を中心にコメントします。それぞれの活動に対することで、私は

自分が舞台に立って演じる朗読劇をさせていただいたのですが、最初はそのときに、

うまくいくかとか、成功するかとか、自分のセリフがちゃんと言えるかとか、掛け合

いがしっかりできるかとか、そういうことばかり、大学での活動でも同じく、気にし

ていた感じでした。しかし、流れの中で、リハーサル含め、前後の動きとか全体の流

れとかをやっていく中で、それぞれの活動って自分が出ている時だけではなく、舞台

の積み木をはけさせるだけでも、自分は舞台に立っている一員だなということに、今

回、あらためて強く気づきました。子どもたちと出会った瞬間から別れる瞬間まで、

それは自分の活動でもあり、全員の活動でもあるのだなっていうことに気づいて、最

終的にはそれに対してきちっと向き合えるようになったのかなって思いました。この

気持ちは大切にしていきたいなと。２日間だけなんですけど、強く感じました。」 

 

学生（家政大）：「４番が中心になります。私は花輪先生から『理屈から入るな』とい

つも指導されています。自分では立てた計画どおりにしか動けないという癖があるこ

とに、気づいてはいなかったんですけど、指摘をされてみて、確かに、一旦決めてし

まうともうそれしか見えなくなってしまう傾向があると思いました。それを客観的に

見たらどうなの、お客さんから見たらどうなの、一緒に立っている仲間たちから見た

らどうなのというところまでは全然見えていませんでした。結局、自分本位になって

しまうし、理屈も勝手に決めてしまうので、もっと自由に自分の中のものと向き合っ

て、その上で何を表すか、何を相手に伝えたいのかというのを自由に柔軟に考えられ

たらもっと臨機応変に動けるようになると思います。そういうところが自分は足りな

かったんだなっていうのに気づかされました。そして、結構、自分に自信がなかった

り臆病だったりするので、ぱっとこう自分のこと、自分に言われてしまったり、しゅ

んとなって凹んでしまったりして、すぐに行動に移せないことが多くて、今回その、

そういう場面にあった時にダメだなと思って。直していこうと思いました。」 

 

川合：「それぞれ自分のパーソナリティーというか、多分あなたはそうなのでしょう

が、それぞれまた違う異文化というか、他者から指摘を受けたことでまた自分に返っ

てきて、色々気づいたことがあったのではないかな。」 

 

学生（家政大）：「はい。私は４番がすごくできてなかったと思います。それは取り組

んだ『太一のきつね退治』はゼミ生で２週間くらいずっと話し合って試行錯誤しまし
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た。机上論を立てたつもりはなかったのですが、セリフ一つにもこだわりがありまし

た。それを簡単に変えられて、そのこだわったことを簡単に変えられていくこと自体

に私はあまり適応することができなくて、それが私の個性といえば、そうなんですけ

ど、頑固っていうか。指導を柔軟に受け入れることができなくて、指導どおりにやり

ましたが、『なんでこうなんだよ』と内心は思いつつ、みたいな。私は結局ほとんど

成長しなかったということが評価になるのですが、ただ、周りを見ていて、３日間の

中で変容していった人たちがたくさんいました。これは絶対に柔軟な人の方がいろん

な意見を受け入れて自分の武器を増やすことができるし、楽なんだと思いました。柔

軟に受け入れることができる人の方が人として確実に成長することができるという

ことは実感しました。もうちょっと素直になれたらいいのになと思いました。」 

 

川合：「でもパーソナリティーというか、自分がこういう人間なのだと強く実感した

ことは、変容してなくてもそれは、次へ向かう第一歩だと思います。そんなに悲観的

にならないでくださいね。そう考えると、家政のメンバーは理屈派が多いのかもしれ

ませんね。でも、みんなで話し合って高めてきた自負が強いからこそ、それを崩され

ることに抵抗感を感じるのは自然なことではないかと思います。それだけ一生懸命取

り組んできたという証ではないかと思います。」 

 

学生（家政大）：「私は今回の二日目のプログラムで舞踊劇を選択させていただきまし

た。個人的には、今はもう離れているのですが、舞踊を昔やっていました。そこから

の感想をいうのであれば、自分の体力がかなり落ちていたことに悲しさを覚えました。

それ以外に今回３作品を二日目に取り組んで、人形劇と朗読劇と舞踊劇で、一番舞踊

劇が、身体が自由で物理的な制約もなかったです。今回はステージ上にも何もないし、

手にも何も持ってないし。一番フラットな状態だったと思います。自分のウチにある

ものを一番表しやすい状況かなとすごく思っていたのですけど、そうではなくて、逆

にそれだからこそ大変なんだなということに気づきました。自由に動けるからこそ、

好きに舞えばいいのかなと初めは気にせずにやっていたのですけど、よく考えたら、

自分の気持ちを体現し表現として表に出すって案外難しいのだなと思いました。一番

最初にみんなでセリフを回して読んで、その後に、実際にちょっと動いてみようとな

ったのですが、花輪先生から教えていただいた『叙事的表現』と『叙情的表現』とい

う枠で自分の表現を考えた際に、なんか全部叙事的になりがちで、言葉そのものの意

味を体で表すみたいな状況になってしまいました。今までそういうテーマの勉強をし

てきて、それじゃあいかんというのはわかったのですが、いざ、即興的に『はいどう

ぞ』となると、結局はそうなってしまいました。頭の固さというか、子どもはもっと

自由に叙情的な面を素直に出すことができると思います。子どもは自由に動けること

を念頭に、実際に自分が子どもたちに何か指導的に働きかける時には、大人の考えを

子どもにそのまま渡しちゃいけないんだっていうことを、実際に自分が体験したから
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こそ、それではなんか違うと子どもたちも絶対に思うから、そこをこれから考えて子

どもに表現っていうものに触れてもらわないとダメなんだろうなっていう視点に気

がつきました。それを実際にどうしたら指導できるのかっていうことを、またさらに

考えていけたらいいです。まずは自分が体験することが今回はできたかなと思いまし

た。」 

 

川合「５、６、７、最後までで何かありますか？どうでしょうね。対象理解に教材研

究、協働・コミュニケーション。」 

 

⑤⑤⑤⑤対象理解対象理解対象理解対象理解「「「「対象対象対象対象であるであるであるである「「「「子子子子どもどもどもども」」」」をををを明確明確明確明確にににに意識意識意識意識してしてしてして、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組めためためためた。」。」。」。」    

⑥⑥⑥⑥教材研究教材研究教材研究教材研究「「「「題材題材題材題材のののの選定選定選定選定、、、、シナリオのシナリオのシナリオのシナリオの作成作成作成作成、、、、劇劇劇劇のののの構成構成構成構成・・・・演出演出演出演出にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮してしてしてして作品作品作品作品づくづくづくづく

りにりにりにりに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。」。」。」。」    

⑦⑦⑦⑦協働協働協働協働・コミュニケーション・コミュニケーション・コミュニケーション・コミュニケーション「「「「創作時創作時創作時創作時にににに、、、、リーダーシップとパートナーシップをリーダーシップとパートナーシップをリーダーシップとパートナーシップをリーダーシップとパートナーシップを発揮発揮発揮発揮

しながらしながらしながらしながら、、、、積極的積極的積極的積極的にににに周囲周囲周囲周囲をををを支援支援支援支援したしたしたした。」。」。」。」    

 

学生（有明短大）：「対象理解というのは、今まで取り組んできて、稽古とかでは、自

分たちが考えてきた劇が成功して子どもに喜んでもらえたら嬉しいなという思いで

進めてきたのですが、稽古中だと子どもを対象にやっているということをどこかで忘

れがちなところがありました。今日体験して、ご指導いただいて、第一に子どもの目

ということを念頭に置いた上で、子どもに楽しんでもらえる、喜んでもらえるような

作品をつくりたいと思いました。そして、自分の中の理屈、自分はこう演じているつ

もりなのにわかってもらえないという部分がまだおそらくあるのですが、それは、子

どもたちには伝わらずにきっとだめなんだなというのが多少はわかってきました。初

日と比べて今日の本番は、だいぶ子どもに向けてやっているという意識を持てるよう

にはなったかなと思います。」 

 

 

 

学生（家政大）：「三日間参加しましたが、私は１日目はほとんど見ているだけだった

のですが、子どもを意識してとか、子どもがここにいると思って、という言葉がたく

さん出ていたと思うんですけど、その割にはリアルな子どもがイメージできてなかっ
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たっていうのがあったような気がして、子どもはやっぱり純粋だし残酷だしなんでも

言いたいことをいうし。大人がステージにあがってすごく緊張していても、子どもは

真逆ですごくリラックスしていて。ここの空気感も自分が舞台にあがったらまったく

違うということを感じました。今回は『げきあそび』ということだったので、あそび

が元になっているのかなって思って。あそびっていうと、練習が必要だったり、その

場にいる子どもが集まってできることをすることも遊びだし。大人が緊張してすごく

練習して、私たちはこういうものをやってきました、こういう理論を立ててきました

っていうものを見せることが主眼ではなく、子どもが何かを感じてくれるように、気

持ちの面だったり、目には見えない、言葉にはできない部分があることをなんかすご

く感じました。今回、私は人形を初めて使ったのですが、今までは自分のサークルで

は、顔を出して、自分が笑顔を出して、それにつられて子どもも笑うというようなケ

ースが多かったと思うのですが、今回のように自分を消して、ねずみに魂を込めてね

ずみを介してしゃべるっていうのが、思ったよりもすごく難しかったです。自分が小

さい時に遊んでいた人形だと思ってやろうって思ったんですけど、やっぱりなんかや

りきろうとか、なんかそういう意識が湧いてしまったのは、反省点で、子どもという

対象を練習段階からもうちょっとリアルにイメージできればよかったなと思いまし

た。」 

 

学生（有明短大）：「子どもに合わせた見せ方とか声の出し方とか、練習してきたので

すが、子どもたちの前で実際に、子どもを目の前にしてやった時では、気持ちの入れ

方から違ったことに気がつきました。自分も演じることを楽しみながら子どもも楽し

んでほしいなって素直に思いながら、劇をできたかなって思って、舞台を作る上で、

カーテンをあけてくれたりする人たちも含めて、演じているじゃないけど、舞台を作

る仲間として、子どもたちにとっては楽しい時間をつくる大事な要素かなと感じまし

た。」 

 

川合：「子どもにとっては、舞台の周りの全部が保育でいう環境となります。劇を作

っていると、どうしてもやってる劇だけに執着してしまいますが、観客である子ども

にとってはすべてが環境だということですね。ありがとうございました。今子ども…

対象理解のあたりでコメントが結構出たんですが、教材研究、つまり、舞踊劇や人形

劇や朗読劇に関することや、協働・コミュニケーション、この我々の横のつながりの

こともいかがですか？」 

 

学生（文京学院大）：「協働・コミュニケーションに関してなんですけど、僕一人だけ

違う大学っていうこともあって、結構萎縮してしまいました。そして、皆さん表現力

が豊かだなって思って、それをさらに先生方が良いものにしていく過程の中で、ただ

ただ、すごいなあと感じて、さらに萎縮してしまいました。なかなかこの協働・コミ
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ュニケーションという項目にまで、到達も何も、何もできなかったと思った部分があ

って、難しかったです。」 

 

川合：「とは言え、代役やこだまと大活躍の３日間だったと思います。また懲りずに

参加してほしいです。ありがとうございました。他、いかがですか？」 

 

学生（有明短大）：「じゃあ自分が６番について。自分、まあ、朗読劇をやらしてもら

ったんですけど、途中で、太郎がいてお母さんがいるという状況を皆で考えた際に、

いったいこの場所はどこなのか？…そのシチュエーションというか、キャラクターに

ついて、まずはみなで考えて、理解を深めることをやっていったのですが、その中で、

花輪先生がおっしゃってくださったのが『父親』というキーワードです。もしかした

ら、こだまって父親のことなんじゃないかって、そういう話が出てきました。じゃあ

仮にそうだとして、そのシチュエーションでやってみて、同じ内容のセリフを言って

いるはずなのですが、自分の中で考えを変えて言ってみたり、他の人の演技を見てみ

たりすると、全く違う世界が本当に見え、感じました。見方というかやり方を変える

ことで、生み出される作品はまったく違うものになるんだなと。」 

 

川合：「ありがとうございました。朗読劇のチームはよく話し合いをしていたという

噂を来ました。私ちょっと見に行けなかったので残念でしたが。」 

 

学生（有明短大）：「二回目ですが、７番について。僕、初日は普通に来たんですけど、

二日目は遅刻してしまいました。遅刻して、読み合わせをしている最中に参加するこ

ととなり、『どうしよう』と思いながら参加していたのですけど、まだみんながちょ

っとぎこちない感じでやっていたんで、なんとか参加できたんですが。そうした雰囲

気の中で、話し合っていくうちに、ちょっとずつ会話が続いていって、みんなが、こ

うした方がいいんじゃない、こっちの方がいいんじゃないと言えるようになっていっ

たんですよ。最初みんな喋りづらいなと正直思ってしまったんですけど。それがどん

どん他の人にも喋れるようになっていって、みんなと喋れるようになっていったんで

すよ。それは、作っていく過程の中で、みなが同じものを作ろうとしているからこそ、

一緒になって喋って話して、同じ目標にどんどん近づくために、お互いが支えあって、

その目標もいいけど、その目標とこの目標を合わせたらこんな目標になるんじゃな

い？みたいにもなって、すごく気持ち良かったです。以上です。」 

 

川合：「ありがとうございます。朗読劇のチームって、家政がいて有明がいて文京が

いて、そして先生に、すごい異文化じゃないけど、キャラもそうだし、最初こう、心

の扉が開くまでになかなか時間がかかったけど、最後こだまをやる前に出ていく時の

団結感をバンと感じました。すごく変わったというのを、傍から見ていて感じました。
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ありがとうございました。じゃあちょっとフリートークにしてみますか？」 

 

  

 

学生（家政大）：「普段女子大なので、女子しかいない中で過ごし、生活しています。

ゼミで『太一のきつね退治』を作ってやっていた中でもそうです。ここに来て、１３

日に来て、有明の『めっきらもっきらどおんどん』は、その前に家政の全劇研の時に

見せていただいていたので、男の人がその中にいるというのは知っていたのですが、

実際に２日目にごちゃごちゃになって３つに分かれてやってみて、表現活動に男の人

がいるというだけでかなり違うなと思いました。声の低さもそうですが、やっぱ女の

子ってやっぱみんな声が高いので、なんか男性がここにいるだけでちょっと違った雰

囲気が出るし、そういう面白さも感じて、だからこそ女性が男性を演じる、男性が女

性を演じることの難しさもあるだろうし、そういう面白さもあったのかなと思い、そ

ういう発見もありました。」 

 

川合：「女の子ばっかりでやっていると、だんだん表現が似てきますよね。とくにナ

レーターは、声質がだんだん揃う傾向にあります。その中に男性がいるだけでもきっ

と変わってきますよね。同じ事を私も感じました。」 

 

学生（家政大）：「話すのは苦手ですが。まず自分のパーソナリティーですが、本当は

すごく表現することとか人前に立つことをしたいし、好きなはずなんですけど、それ

と同じくらい人の目が怖くて、慣れ親しんでない人がいる環境というのがすごく怖い

のと、本当はすごくしたがりなのに、今こういう場で話すことも、すごく苦手じゃな

くて、怖いっていう気持ちがあります。お話を聞いていて、３日間ですごくなんだろ

う、家政も有明も文京もいろいろ新しくこういうことを身につけたみたいな話が多か

ったんですけど、私は逆にすごく表現ということに、すごく迷いを感じていて、自己

表現ということに今回３日間いろいろ触れてきましたが、今回の３作品に取り組んだ

時に、私は人形劇に参加させていただいて、今まで人生においてやってきたことで、

やっぱりそういう何か物を媒体にして話すってこともあまりしてこなかったからこ

そ、ちょっと挑戦したいと思ったのです。人形を媒体にして話す、お客さんが媒体物

を見るという際に、この作品を作ることにおいて、この媒体物にとても自分が真摯に
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従順にならなきゃいけないんだと思った時に、やっぱり自分とその媒体物の間がすご

く難しいと思いました。なりきるんじゃないし、なるのでもないし、すごくこれを、

この媒体物と自分の関係がすごく難しいと思って、これが果たして自己表現なのか、

他者表現なのかすごくわからなくなってしまって、やりながらもわからなくて。それ

になるんじゃないし、一つになれって言われても、私も一つになると思っていたんで

すけど、一つになるっていうのは５０・５０でくっつけるのか、こっちが行くのか、

こっちに寄ってもらうのかなど難しいと思いました。やりながらもやった後で、今で

も私はやりながら意識が全部がここにはいけないし、この後こうだなってやっぱ頭で

考えるけど、顔には出さなければいけないし、でも私の頭の中はものすごく違うこと

で動いているみたいな状態があって、この状態、私は果たして楽しいのだろうかとか

思ったし、楽しいわけでもないし、義務でもないし、なんだろうってすごく思いまし

た。すごく今やった後に、楽しかったでもないし、達成感でもないし、表現ってなん

だろうってところにすごくぶつかって、作品としてはすごくそういう意味で表現って

なんだろうってところにぶつかりました。あとコミュニケーションですが、私のこと

をみなさん絶対こわいと思うじゃないですか、一瞬見たら。本当ごめんなさい、３日

間ごめんなさい。私はすごいこういう感じなので、時間をかけていただかないと、な

んか人が、他人が怖すぎて、自分が強い立場にいる、上の立場にいるか、またはもの

すごく、なんかこう、みんなの輪がここにあったらこの辺の立場にいるとかじゃない

と、周りの目も怖いし、すごくいろんなことに怖いと思って、威嚇してるつもりはな

いんですけど、威嚇してるって言われて、でも仲良くしたくないとかそういうことじ

ゃないんですよ。でも今さっきいろんな話の中で出てきた通りに、同じ目的に向かっ

て何かをするということで、すごくいろんな人と仲良くなるというよりは、同じ目的

に向かうために、義務じゃないけど、だんだん心が近くなっていくような気がしまし

た。でも今回自分が取り組んだ作品が人形であり、指導の先生も普段お会いしている

川合さんであり、ほとんどの子が家政で有明の子が一人いただけで、そういう意味で

も、もっと新しいところに飛び込んでもよかったのかもしれません。せっかく新しい

環境がそこにあったのに、飛び込んでいけない自分、飛び込んで行くことに臆する自

分っていうのがすごく嫌だなと思ったけど、嫌だなって思うのと同じように心と体が

うまく動いてくれなくて、今もすごく手がふるえているし、人の目も見れないし、で

もそれがこの後何十年生きるか、あと一年かもしれないし、もしかしたら 60 年とか

生きるかもしれない、そのどのくらい生きるかわからない中で、やっぱりそういう状

況になっていかなければいけないってことが絶対人生であるから、こうやって貴重な

体験をしているのに何かもったいないなとも。もったいないなじゃないんだよな、も

ったいないんだけど、ちょっと体が動いてくれなくて。」 

 

川合：「でも本当に、こうやってみんなで作品作り上げると、達成感とか、楽しかっ

たっていう気持ちだけで終わっちゃう人も結構いる中、もんもんとしているっていう
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のがいいよね。それが多分次につながっていくと思うし、先生方もそうだと思うから、

うん、ありがとうございました。」 

 

川合：「ではそろそろ、スタッフ側からもコメントをいただきたいです。」 

 

 

 

高崎：「私は昨日からの参加だったんですけど、昨日は主に人形劇を見ていて、実際

に一昨年から人形劇をやらせていただいて、すごいもんもんとしていたっていうのが

あったのですが、やはり１回やっただけじゃわからず、１回やってすごい自分でいろ

いろ発見して、もっとやりたい、こうやってみたいとかあるし、実際の映像をみてみ

ると、さらにもっとやってみたいというのも出てきます。１回やっただけで、その時

はその中で達成したことがあるのですが、やっぱり何回も何回も積み重ねるうちに、

こういうことをやってみたい、ああいうことをやってみたいと思います。ゼミで合同

研究とかいろんなことをやってきた中で、毎回毎回いろんなことを発表するごとに、

今回はこういうところがよかったけど、こういうところが違ったよねとか、ここをよ

くするためにはどうしたらいいのかなとか、本当に毎回毎回新しい発見があります。

プラス面もマイナス面も発見するし、それを乗り越えるっていうのがあったので、乗

り越えられた人の気持ちがわかるし、今回いつもの環境と違う中で発見できたこと、

経験できたこと、それは、これからの財産になると思います。今終わった後で自分の

考えがまとまっていないところもあるかもしれませんが、後から落ち着いて一個一個

考えていくと、自分がどれだけ３日間で成長できたか、足りないところがあったか、

もっとこういうことやってみたかったというところが出てくると思います。まだ終わ

りではなくて、卒業までの期間でどれだけ達成できるか、そして、卒業してからどう

自分の学んだことを生かしていけるのか、そのあたりが重要になると思います。客観

的に全体を見させていただいて、みんなの表情がだんだんと変わってくるところとか、

昨日と今日だけでも全然、今日の朝と今でも全然違うし。今回の３日間の中でのベス

トのことができたのかなとは思いますので、これからも頑張ってください。」 
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川合：「私もコメントしていいですか？自分自身が学ぶことが多くて、こうやってお

芝居を作ったりとか、花輪先生に指導してもらいながら今までいろいろと作ってきた

のですが、毎回何らかの発見があります。今回、一番感じたのが、私って結構パター

ンで動く人間なのですが、例えば積み木があったら着実な場所に置き、一個一個着実

に積み上げていきたいタイプだってことを自分は自覚しているのです。だからこそ、

それじゃだめだなっていうのを感じていて、不安定な中に身を置くことの重要性と、

こういう創造活動していると、不安定な中に身をおいている快感みたいな…。何かや

らなきゃって意識がビビビって働いて、パターンで動かされない自分と出会えるので

す、いつも。だからこれが大事なのかなと思って。私は保育の現場に5年ほどいたの

ですが、子どもの中にいるといつもそういう状態になっていたのですよ。子どもの遊

びってパターンではないから、それに適応するためにも、こういう創造的な活動がす

ごく大事だなと感じました。」 

 

  

 

岩井：「お疲れ様でした。私は花輪先生のところで勉強しているんですけど、演劇は

全然したことがなく、本当にこの３日間を見させていただいて、すごく本当に感動し

ました。今の皆さんのお話を聞いていても、こんなにいろんなことを考えて、若い皆

さんがこんなにも自分のことを考えているんだなということに驚きました。私も幼稚

園に、この３月まで勤めていて、実習生もたくさん見てきましたし、勤めていた時に

若い先生が毎年入ってくるんですけど、こんなに素晴らしい人達が園に入ってきたら
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いいなと、私が園長だったら採用したいと思ってしまいました。私は保育の現場にい

たので、表現するってことが、保育の現場にいかに通ずるものがあるかと改めて感じ

ることができました。客観的に、他の先生が話しているのを見ていて、子どもの立場

になってみると、先生が何考えているのかわからないことがあります。その先生は、

楽しい話をしていたようなんですが、それが伝わってこないことがあります。先生の

表現力、つまり、どう伝えてくれるかによって本当に子どもの反応とか気持ちも変わ

ってくるし、それをなかなかできる先生はいない気がします。もともと得意な人はで

きると思うんですけど、突然子どもの前に立たされて楽しそうに話せって言われても

難しく、絵本をうまく読むこともできない先生も多いです。皆さんのようにできたら

一人で１００人相手したって大丈夫って思うぐらい。本当にこれくらいの力がある人

は、なかなかいないと思うので、何か今、自信がないみたいな発言をしてらっしゃる

方もいらっしゃいましたけど、そんなこと思わずに、反省して課題を持って生きてい

くという姿勢は素晴らしいですが、自信を持ってください。そして、保育者になる方

だけではないと思うんですけど、こうやってあの、すごく厳しいこの３日間を乗り超

えられる精神力と力を持っている皆さんだから、多分どこへ行ってもやっていけるの

ではないかと思います。今後もますます自分自身を鍛え、このままというか、さらに

頑張っていただきたいと思いました。感動しました。ありがとうございました。」 

 

  

 

鴨志田：「３日間本当にありがとうございました。私はこの場所は、ある意味ちょっ

とアウェイではある感じだったのかもしれないと思いましたが、これまでお話があっ

たように、皆さんは何か本当力強いなって思いました。みんなのことを見ていて、向

き合うなぁ、嚙み砕くなぁ、考えるなぁというのをみんなの活動を見ていて思いまし

た。生身でぶつかっていく勇気みたいなのをすごく感じて、家政の人たちは言葉を駆

使してコミュニケーションを取れているようだけど、でもやっぱりここでは体でやっ

てくる何かそういう力強さを感じました。そして、３日間の皆さんの活動、成長とい

うか目の色が変わる瞬間とか、葛藤しているんだなという瞬間を見させていただき、

改めて表現活動って、ただ舞台の上に出て誰かに見てもらって拍手もらうというもの

ではなく、そのすべてが生きることにつながっているみたいなことを本当あらためて
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感じられた３日間でした。みなさんのことを見ていて、私もすごく勉強させてもらい

ました。今回舞踊劇をやらせてもらって、私もまだまだだなっていろいろ自分の中で

反省点があるのですが、家政の人が言葉と理論を駆使する、私は多分真逆の人間です。

何かこう自分にある感覚でモノをやっていくっていうことに、自分が演ずる時は慣れ

てやっていたけれども、それをじゃあ、自分の中にあるものや、人の中にある内面を

どう引き出していくかっていうのを、感覚でやっていくことをもっともっと具体的に

指導するというか、人から引き出すというところにもっともっと持ち込んでいけるよ

うな勉強を私はこの後していきたいと思いました。それがより強い根源になったよう

な気がして、すごくありがとうという感じです。もう何かもんもんとしながら、どう

しようどうしようってすごく短い間で舞踊劇作って、動きもセリフも、比重としては

すごく大変な感じだったのかなと思います。ただ、短い時間の中で、でも策に溺れな

いで、花輪先生がぽんぽんって投げてくれる言葉で、あ、そうかとやっていたけれど、

短い時間だったり、難しい状況である時こそ、そういう何かを忘れちゃいけないとい

うか、信念を持っておかないと、ものづくりって違う方向にすぐいってしまうという

ことをすごく実感しました。何かすごく率直な感想なんですが、そんな感じです。私

も一緒にやらせてもらったって感じです。他のメンバーもいろいろな文化を、私は、

有明の文化、家政の文化、最初の合評会で、私ちょっとヒヤヒヤしたのですが、これ

は大丈夫かなと。これも文化の違いと思いながらも。でもそれが葛藤になったり融合

になったり、１足す１が３になる瞬間みたいなのも。本当にそれは楽しませていただ

きましたし、また私は自分の山奥の学校に帰り、３日間得たものをまた違う文化の保

育者養成校・保育現場に投げていくことができたらいいなという力をもらいました。

ありがとうございました。」 

 

 

 

山本：「まとめとして、いろいろ話を聞いて踏まえようと思っていたのですが。まず

私はすごく人が苦手です。この集団になじめなかったという意見、すごくよくわかり

ます。私が学生時代に学生としてこの場にいたとしたら、絶対になじめなかったと思

います。多分１日目に来て、それから来ないだろうなと私は思います。みんなキラキ
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ラしていて、自分とは違いすぎると思ったと思います。演じることが楽しくない、む

しろ辛いという意見もよく分かります。演じるとか、表現するとかって実は楽しくは

ないと思うのですよ。表現の指導者は、楽しいとは言っていますが、嘘かもしれませ

ん。花輪先生がおっしゃっていることで私が納得しているのは、『楽しい』と『面白

い』は違う概念だということです。面白がるのと楽しいというのは、態度と気持ちの

ことで、今回の経験を積んだからといって、楽しくなるとは限らないのですよね。個

人的に、一番辛かったのは、指導者としてラインナップされてしまったことです。舞

踊劇は鴨志田先生、人形劇は川合先生、え、私やるのですかという感じでした。すご

くきつかったです。記録の友永先生に『みなさんプランがあってやってらっしゃるん

ですか？』と質問をされた時、答えに困りました。私は何かプランがあったわけでは

ないのですよ。教材の下調べはしましたが、どうやって進めていけばいいか、花輪先

生に聞くわけにもいかず。でもいろんな意見を引き出しながらやれば、何とかなるだ

ろうという程度です。いろいろと意見が出ていましたが、朗読劇はいろいろな人が集

まった、異文化だったからこそ喋りやすく、意見が交わしやすかったのかもしれませ

ん。やっていく中で、有明の学生には助けていただきましたし、いろいろな役を交代

でやりましたので、私だけが楽しんでしまった名演技などもありました。今回は、非

常に楽しい経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。私の悪い

癖ですが、とにかくお店を広げるだけ広げてしまうことです。全劇研もここにいる、

皆さんのご協力で開催することができましたが、全劇研の準備もしながら、今回の企

画も進めました。そもそも今回の企画も花輪先生に合宿とかしたら面白そうですよね

って去年、気軽に言ったところから始まってしまったもので。もっといえば、花輪先

生の真似をして朗読劇やったら面白いかなって思い始めてしまったのが運の尽きで。

つまり、皆さんがここにこうして黒い服を着て集まっているのは私の責任です。いい

思いをしたかもしれないし、辛い思いをしたかもしれません。もし、私が学生時代だ

ったら、辛かっただろうなと思うんですが、この場に『お前はいろ』と。二十歳ぐら

いの山本は逃げ出さずに『ここにいなさい』と。今でしたら言えます。でも多分彼は

ここにはいれなかったと思います。ここに居続けたみなさんは素晴らしいと思いなが

ら、私も人間的にもっと成長していきたいと思う今日この頃です。ありがとうござい

ました。」 
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花輪：「この山本先生という先生は大変面白い人で、保育学会が東京家政大学であっ

た時、以来お仕事を一緒にさせていただいています。今、うちの非常勤講師もしてく

れていて、非常に現実的な人です。彼は自分に弱点があるとは言っていたけど、自分

の弱点を認識していて、それが大事であることを認めているのも彼です。彼は今、本

を書いていて、青木久子先生という日本を代表する保育の研究家の元で表現の本を書

いています。本を書くということはですね、喋ることよりも辛いのですよ。修士論文

を書くとかそんなレベルの問題ではなくて、活字として残ってしまうわけですから。

反対勢力からいろいろと指摘されるかもしれませんし。そういう彼がこういうことや

りましょうと言ってくることに対しては、私たちは誠心誠意、最善を尽くそうではな

いかということで、この企画は今年で２年目になりました。昨日も話したのですが、

これはイベントにはしたくないよねと。今回は山本先生がこのルーブリック評価とい

うのを持ってきた時に、花輪充の頭の中に蛍光灯がピン！と来たのです。これはいけ

るかもしれないと。そう思いながら、そこに行き着くシナリオをどうしたらいいかと

いうことで、３日間のプログラムを彼に勝手に作ったのです。そして、彼に渡したら、

やるしかないですよねと。そういう経緯があって、今のこの瞬間があるわけですけど、

まあそんなものなのですね。もし人数がこの３倍いたら、絶対に今回の活動は成立し

ませんでした。これくらいの人数は何かというと、逃げようがない人数なのです。昨

日、遅れてきた君が入ってきた瞬間にやばいと思ったかもしれないけど、逃げようが

ないんですよ。どこからでもカメラに追われているような感じですよね。３つのチー

ムに分かれてやっているのだけど、そこでは、我々も実は追い詰められている状態な

んです。なぜかわかりますか？我々自身にもプレッシャーをかけるために、これだけ

のカメラを駆使して、自分たちを写しているわけなのですよ。皆さんにとってもプレ

ッシャーだったと思いますが、我々も全部写っているのですよ。つまり、我々も逃げ

られない状態だったのです。でもそういう中でめげずに、自分たちを高めていこうと

した中で今日を迎えたのです。１日目皆さんが持ってきた作品、ものすごく自信に溢

れていた、もっといえば自負に溢れていた。それはそうだと思いますけど、最初の計

画は何かというと、まず、その自負を壊すというところから始めようということでし

た。なぜかといえば、社会に出たら、同じように自負を壊されることになるのです。

卒業する人たちに言っておくよ。来年まず壊されるよ。間違いなく。その時逃げない

で欲しい。そして、逃げようがないんですよ。もしいったん逃げたのであれば、幼児

教育の世界に残ることはできないのです。これは東京都私立幼稚園連合会の理事をや

らせてもらっている私がそう言うのだから間違いないです。現場に来ないで欲しい、

それしかいいようがないのです。だったら強くなればいいだけです。では強くなりま

すってね、いきなりジムに通って、筋肉隆々になったって意味はないのですよ。つま

り、そういう自負を打ち砕かれるようなこともあるんだなということが当たり前にな

ってほしいんです。そういう意味でいくとね、有明はタフだったね。何故かわかりま

すか。何かのときに、山本先生が『自分たちで決めて』といったときに自分たちで決
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めていました。そういう意味でいくとね、君たちは非常にタフでした。見ていてわか

った。だからもう少しできるなと思って、二日目はもっと強く介入しました。案の定、

君たちは応えてくれました。たぶん、そういう社会のしがらみには強い人たちだと思

います。さらに言えば、もう一つ学んでください。いろんな表現があって、そのいろ

んな表現を受ける側の立場もあるのですよ。表現を受ける側がいなくなる場合だって

あるでしょう。さきほど冗談めかして言ったのですが、もしかしたらお客さんが来な

かった可能性だってあるのですよ。天候が悪かったし。ましてや、よく子どもたちは

座っていましたよね。児童館によっては、途中で立ち上がっていなくなる場合もある

んですよ。だからそこにいた子がひっくり返って寝転がった瞬間に、ほら、始まった

と。そういうような中で今回やれた幸せを感じてください。だから有明の子たちはも

っと学ぶべきこともあると思います。話題を変えます。朗読劇はとても縛りが強い劇

です。簡単にできると書いてあるのですが、岡田陽先生の『朗読劇ハンドブック』に

は。そこには朗読劇は誰でもできると。いえいえ、そう簡単にはできませんよね。今

回は、おはなしを見る時間とありましたね。その後、動いたでしょう。動いたほうが

実は楽なのですよ。シンプルリーディングほど辛いことはないのです。やった二人は

実感したでしょう。語るだけではなく他の何かをしたいと思ってもできないのですよ。

それはなぜかというと、ビル・アダムスという先生が、障がいのある人でも参加でき

る形態の劇にしたからなんです。車椅子の人でも参加が可能な形にしたのですよ。だ

から縛りが強いんですよ。今回、それにあえて挑戦したということは、あとは自由に

なるだけです。でも自由じゃない方が、お客さんの想像は広がる可能性があるんです

よ。みなさんはドキドキしながらやっていたと思うけどね、面白かったですよ。実は

僕、人形劇はすごく心配していました。なぜかっていうと、あの集中度合いが一挙に

流れてしまう可能性があったのです。『チュウチュウ』と言った瞬間にどうなるかな

と思っていました。実は子どもたちがその瞬間に呼吸始めたのです。要するに何かと

いうとね、そこからね、滝のようにものすごく、ダムが決壊するような状態が生まれ

たのです。人形劇の人たちは出てきた瞬間にそれを感じたと思います。人形越しに子

どもたちはどんな状態かなと。今までの空気の流れとは明らかに異なりました。そし

てそれをうまく抑え込んだよね。それはしっかりと人形を立てて演じてくれたから。

あそこで君たちがもし自分を立てていたら完全にダムは決壊していました。ストーリ

ーに集中してくれたというのもよかったです。ねずみの兄弟が『お前が行け』と言い

合ったところもそうだけど、ものすごく正攻法だったと思います。そして、お母さん

が消えて。その時でしたか。ねずみはいったいどうなったみたいなつぶやきが聞こえ

たのは。それから『すげえ』という声も。なんだかよくわかんないけど。何がすごい

のかわかんないけど。何かすごいものを見ているのだよね。その声で勘違いして、片

付けるのも、すごくみんな張り切っていませんでしたか。自分が言われているんだと

思ったでしょう。子どもの声に勘違いする大人はいっぱいいるのですよ。そして、そ

れに励まされているんです。それでスムーズに流れて、なんとなく跡形もなくなった
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ところにダンスの人たちが出てきましたよね。もう私が一生懸命オーラ送っていたの

わかる？台本見ながらね、心の中で全文を送っていたのですよ。私の父親も母親も舞

踊家なのですよ。そして、一言言われて心に残っているのは何かというと、踊りのこ

とばっかりを考えていると、いい作品はできないと。踊りのこと以外を考えた時にい

い作品ができると。私の父は児童劇の演出家でもあるのですが、俳優たちにね、カー

テンコールでみんながのびのびと歌いたいところに、突然、ポケットからお手玉を三

つ出させて、歌を歌ってる最中はずっとジャグリングをやって欲しいとお願いをした

そうです。役者からすると苦痛なんですよ。カーテンコールは自分なりにやって、拍

手喝采浴びたいのが普通ではないですか。お手玉をやりながら歌うって、想像してご

らんよ。それもさ、３番まであって１番ずっとお手玉をやりながら歌うということな

んですよ。苦痛だと思うでしょう。ところが、歌い終わった後、観客はすごく拍手を

してくれたそうです。わかりますか、その健気な俳優に。というようなことをやって

きた人間なんですね。だから今日、舞踊に言葉があったということはすごくプラスに

なったと思います。３人にとって。そして、それを上の音響ブースから見ていた鴨志

田さん。本当は一番近くでみて、オーラを送りたかったと思うのですが。私は昔、ゼ

ミで子どもたちに日本舞踊を見せたことがありました。たまたま悪ガキばっかりが集

まっているような状態で『つまんねえ』とか平気で言う子もいました。そして、その

子たちが日本舞踊を見終わった後に拍手をしながら『はい、よかったです』と。つま

り何かっていうと、言葉がないのですよ。日本舞踊で扇子をもって最後ひゅっとやっ

た時に、子どもたちが本当に『よっ』みたいなことを言ってくれたのです。だから、

舞踊はね、絶対どこででも通用します。そして最後。後光が射したね、こだま。出て

きた瞬間にトリって感じがしたでしょう。なんとなく。横綱が二人出てきた感じで。

音楽もそのまま入れてしまったけど、なんとなくマッチングしていたかなと思った。

私にはこういう持論があるのです。音楽はあまり劇に使いたくないのです。なぜかわ

かる？音楽に飲まれてしまうから。だから絶対使いたくない楽曲は、いくつかある。

ジブリの曲、ディズニー関係は使いづらいのです。わかりますか。BGM ではなくなる

のです。子どもたちがそれを聞くと、手拍子が始まってしまうのです。だから、今日

使った曲は、栗コーダーカルテットの曲なのです。今思い出してと言われてもすぐに

は出てこないでしょう？でもかかると、いい感じとなる。実は曲調がよくてすごく謙

虚なのです。だから、どんな風景にでも溶け込んでくれる力があるのです。一番有名

な曲は、ピタゴラスイッチの『タタッタタッタタッタタッ』です。あれで知られるこ

とになった人たちなんですが、あとの曲はほとんど、どっかで聞いたことあるかなと

いうぐらい。だから私は大好きなのです。謙虚でそして本当に表現のこと考えてくれ

ている作曲家たちだなと。話を元に戻します。朗読劇、ぜひこれからもやってくださ

い。さきほど君が言ってくれたことですが、私はあれを最初読んだ時に思わず目頭が

熱くなったのですよ。きっと父親は忙しいのだろうなと。あ、もしかしていないのか

もしれないとも思ったのです。お母さんと太郎は、何でこの避暑地にやってきたのだ
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ろうなと思った時、もしかしてと思ったのです。これは私の感想に過ぎないことです

が。だけどあの最後のこだまというお話は、子どもたち以上に大人の方がきゅんとき

ます。だから是非やってください。生身の人間がやる芝居だからね、舞台装置も衣装

も何もないでしょう。人となりで勝負をするしかないのですよ。だから今日やったの

が僕はベストだったのではないかなと思いますけどね。まあ子どもたちは一体何を感

じてこの現場から立ち去ってったんでしょう。でも、とにかくご苦労さまでした。あ、

本番の時間を誰か計っていますか。」 

 

山崎副館長：「25分ぐらいだったかと。」 

 

花輪：「ああ、そうでしたか。さらに短くなったのですね。それでは、ずーっと客観

的に見ていてくれた友永先生に一言いただきましょう。」 

 

  

 

友永：「ありがとうございます。急に喋らせていただけることになって、不思議な感

じがしています。私は保育学会で山本先生とお会いして、私の大学の先輩が愛知教育

大学で勤務していて、その先輩が面白い先生がいるとのことで、山本先生を紹介して

くださいました。そして、その後で何となく付いていったら、ご飯の場になりまして、

それでなぜか、いまここにいるという不思議な展開で、お邪魔しています。私の専門

は音楽です。演劇のことは正直に言って知らないといった方がいいくらいな感じです。

ですが、みなさんのお芝居を終えた時、練習の時からかな、もう涙が出てしまいそう

で、堪えて堪えて私はこう筆を動かし、過ごしていました。それは、どうしてかと言

いますと、やっぱりその、皆さんの真剣なところとか、一生懸命なところとか。そし

て、なんて言いますかね、敏感なところ、人との付き合いが難しいということも話題

に上がってはいましたけど、そういうところも乗り越えて、ここまでやっているとい

うことがわかって余計に。一期一会という言葉も何回も登場していましたけど、私は

今回皆さんとは初めましてで、こうやって何となく勢いで来てしまいましたが、こん

なにも素敵な時間を共有させていただくことができて、出会いがとにかく嬉しくて。

私も保育者養成校で働き始めてまだ1年目なのです。私自身は長いことフランスで働

いていました。私は子どもたちと音楽を作ることが好きで、私自身小さい頃から作曲
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を勉強していて、始めたのは8歳くらいです。そういう時から音楽を作って、その世

界に没頭して楽しむようなことをしていました。それを子どもたちと共有したいとい

う思いから教員生活を始めて、フランスでそういうことを複数の教員と子どもたちで

やるという活動をしていました。そこから、教育という観点にも興味をもつようにな

り、帰国して研究職につきたいと働き始めたところだったのですが、私が目指したい

と思っていたものがここにはあったという感じです。そのキーワードは協働です。一

緒にその時間を生きて一緒に経験して一緒に育っていくということ。勿論、先生方に

たくさん経験があるからこそ、参加者が見えてくることがたくさんあるとは思うので

すけど、それぞれの立場で見ているところが違っていて、それを一緒に共有して大き

くなるのだと思います。それがもう美しくてしょうがないと思うのです。あ、美しい

ってあんまり日本語では言わないような気もしますが、フランスではよく言っていま

した。Qu’est-ce que c’est beauと。何て美しいんだという意味です。もうすべて

それに尽きるって気がしています。幸せな時間でした。ありがとうございました。」 

 

花輪：「ありがとうございます。今回のこの事業を主催していただいた、山崎副館長

からコメントいただきたいと思います。」 

 

 

 

山崎副館長：「はい、僕の方から。今回、照明のスタッフを急にさせてもらうことに

なって、にわかスタッフって結構緊張するのです。ですので、作品をあんまり見れて

いなかったかも知れないのですけど、終わった後に子どもたちのところを回ってきて、

色々と聞いてきました。いろんな感想がありました。日頃からお話がすごく好きな子

たちは、どれも面白かったと言っていましたが、その中でどれが面白かったのかと聞

いたらですね、結構子どもによってすごく色々でした。最初の『めっきらもっきらど

おんどん』は、原作の絵本を子どもが結構知っていて、保育園で読んだとか、読んで

もらったとのことで、かなりの子がもともと知っているお話だったのです。ですので、

非常に親しみがあって、それがこういういわゆる本の世界じゃなくて舞台の世界で見

られたということが非常に良かった、面白かったという感想がありました。それから、
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きつねのお話ですが、色々と化けるではないですか。あの化ける表現の中で、きつね

役の印象が強かったみたいで、いろんなものに化けるところが面白かったという子が

複数いました。それから、ねずみの話ですが、割とこれもお話をよく知っている、色々

読んでいる３年生の男の子は、ああやって相談したのに結局なんにもできなかったよ

ねと、それが面白かったと。後の何人かは、あの話は中途半端で終わっちゃったね、

あれで結局どうなったのだろうねと。子どもからは『え？』という感想がありました。

それから舞踊劇が一番面白かったという子もいました。やっぱり照明もついて少し不

思議な世界だというのがあったのではないですかね。それと、こだまがよかったと言

っていた子に対して、どこがよかったかと聞きました。その子は、3 年生ですが、お

母さんが連れてくるような子なのですが、すごく真面目な子です。その子は、太郎が

こんちくしょうとか色々と悪態をつくところが面白かったと。やはり人それぞれで、

そういう言葉を言えないのか言わないのか、日頃ね。それが舞台で体現されると、気

持ちが嬉しくなるというのがあるのではないかと思いました。そして、3 年生の何人

かの男の子と4年生の女の子が二人いたのですが、この子たちの感想ですが、正直に

お伝えすると、すごく上手だと思ったけど、あんまり面白くなかったと。僕はどうし

てそうなのかなと思ったのですけど、やはり３年生から４年生の年頃って、結構スト

レートに表現を、自分が思ったことをストレートに表現しなくなる年齢なのだと思い

ます。同時にいろんな刺激を受けられるようにもなってきて、その刺激に対する耐性

も持っている。面白くないものを面白くないと言える年代でもあるのですよ。皆さん

をずっと見ていてすごく思ったことがいくつかあるのですが、一つはすごく一生懸命

皆さんされていて、その一生懸命さが舞台に伝わるのですが、でも皆さんはこういう

経験がそんなにはない方だと思いますので、お客さんを飲み込むような演じるキャラ

クターで魅せるところまでは、まだいってない気がします。そこまでいけば、３年生

や４年生のつまらなかったと言った子たちも引き込むことができたのではないかと

思います。そのあたりがまだプロの表現とはいえない気がしました。別の言い方をす

れば、もしも、皆さんがそれをできてしまったら、逆にプロの人たちは何やってんだ

となってしまいますよね。そして、職員が言っていたことですが、つまんないとか言

っていても、その子達でさえ、ずっと見ていました。２５分間ずっと集中して見てい

ました。まあこの程度の人数だったということも勿論あるのでしょうが、場面転換の

テンポというのが、やっぱり非常に、練習の時も花輪先生も気にされていましたし、

皆さんが実際にやったテンポ感が、子どもたちをぐっと惹きつける大きな要素だった

と思います。逆に僕は、転換が短すぎて明かりの振り替えが間に合わなかったくらい

で、少々大変でしたが。最後に、これから卒業されて、いろんな表現活動、いろんな

仕事に就かれると思いますけど、できればね、こういう表現活動を続けていっていた

だけたらなと思います。やっぱり生のものというのは、何かしら子どもたちに働くと

思います。舞台によって、力とかイメージは、必ず与えられるものだと思いますので、

ぜひ続けてほしいと思います。どうもありがとうございました。」 
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川合：「本当に、山崎さんがいなかったら、この企画はできなかったというか、その

前の段階を話せば、家政大がお盆の時期に停電だということがわかったところから始

まって、停電なんだけどどうしようという私の一本の電話から発展し、逆に功を奏し

たという感じなのですけど、山崎さんは実は人形劇をもう学生の頃からずっとしてら

っしゃるのです。週末に電話をかけると、いつも荷物を抱えて人形劇の公演に行くと

ころなんだ、みたいな感じなのです。そういう方だからこそ、今回も照明をいきなり

でもやっていただけたと思うのです。本当にありがとうございました。」 

 

花輪：「それでは閉会の簡単なセレモニーに入りたいと思います。ともかく山本先生

が本当に努力されて、今回は全劇研の準備とダブルで大変だったと思うのですけれど

も、本当にありがとうございました。私たちもそれなりにお手伝いができたかなと思

っていますが、やはり今お話いただいたように、こういうことを絶やさずやっていき

たいなと改めて思いました。ですから一過性のイベントではなくて、継続的に、ぜひ

有明の皆さんも一緒になって、今後もやってくださることを願っております。家政大

には稽古できる部屋もありますので、良かったらぜひ一緒にやっていきたいなと思い

ます。そして、今日の本番のビデオを日程をとって改めて観たいと思います。日にち

を置いてみると、逆にいろんなことが見えてきます。もう今日はですね、達成感で頭

の中にものすごい映像が流れているはずなんですが。自分がヒーロー・ヒロインでね。

でも、１週間も経つとですね、黙りこくってしーんと観るようになります。そんなも

のです。ちょっとクールダウンした段階で見て、また今後の皆さんの役に立ってもら

えればいいかなと思います。」 

 

山本：「とりあえず無事に終わったことが何よりだと思います。各自体調、もしかし

たら、ちょっと崩し気味の方もいるとは思いますので、ぜひゆっくりと回復してくだ

さい。本当に３日間、ありがとうございました。」 

 

全員：「ありがとうございました。」 

 

→拍手。全員で集合写真撮影。 
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16 : 30 終了、着替え、後片付け。17 :00解散。 
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おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

本学習会は、「遊びのなかの演劇学習会」とあるように、遊ぶという原初的な行為

の中に創造性の芽生えを見出し、表現のプロセスに重きを置いた創作活動を通して、

子どもの表現発達に対する理解を促し、保育者に必要な表現力を育成することを目的

としたものであった。 

本取り組みのように、創作した劇を子どもたちの前で発表することを一つの到達点

として、学生に取り組ませるという機会は決して珍しいものではない。しかし、そう

した取り組みのほとんどが評価の観点を明確にもたず、学生の努力や、発表後の満足

感、達成感といった点に集約されているのが現状である。そうした中、本学習会では、

ルーブリックの手法を活用し、学生にも教員にも目に見える形で評価の観点を示した

ことは、学生の学びを深化させる上で大きな成果をあげたと言える。 

合評会における学生の発言からも分かるように、学生たちは情緒的にお互いの感想

を言い合うというレベルでなく、目の前の課題に真摯に向き合いながら、俯瞰的な目

で自己洞察をし、より高い次元を目指そうとする姿を見てとることができた。参加者

全員が共通の指標をもち、創作活動に取り組んだことで、質の高い省察へと導くこと

を可能にしたのである。表面に現れた最終的な結果を評価の対象とするのではなく、

その過程に目を向け、協議し合い、学びを深化させる手立ての一つとして、ルーブリ

ック理論は活用の可能性を秘めていると言えるのではないだろうか。 

 一方で、そうした学生の自己評価は、指導者側の指導の在り方をも問うことになっ

た。私自身、大学院生という立場でありながら、ファシリテーターとして、また、出

演者として、この度の学習会に参加させていただいたが、学生の気づきを深化させる

ための助言の仕方や、指導の在り方を模索し続けた三日間であったことは言うまでも

ない。コーチング的なかかわり方を意識していたものの、それだけでは不十分である

こと、つまりコーチングとティーチングのブレンドとも言うべき指導が必要であるこ

とを痛感させられたのである。 

今後は、ルーブリックを学生自身の自己評価という段階で終わらせるのではなく、

その自己評価に基づき、指導の在り方について教員間で議論し、指導内容を研鑽する

ことや、評価の観点について再考する場を設けることが必要となるだろう。「演劇／

劇表現」の指導の在り方や、その評価の在り方についての研究は、まだその緒につい

たばかりである。本学習会で得られた成果を土台としながら、こうした取り組みを継

続的に行い、実践と省察を循環させていくことが今後必要であると考える。                            

 

川合沙弥香（東京家政大学） 
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参考資料参考資料参考資料参考資料１１１１：：：：遊遊遊遊びのなかのびのなかのびのなかのびのなかの演劇学習会振演劇学習会振演劇学習会振演劇学習会振りりりり返返返返りシートりシートりシートりシート    

（ルーブリック理論を活用した保育者養成における劇的表現活動の評価基準2016） 

※記入欄を省略

 A（とてもよい） B（よい） C（努力が必要） 

①自己表現 自分を表現することに意欲

を高め、前向きに取り組め

た。 

自分を表現することに

興味を抱き、前向きに取

り組めた。 

自分を表現することに

対して消極的であった。 

②興味・態度 それぞれの活動に真摯に向

き合い、問題意識をもって

積極的に取り組めた。 

それぞれの活動に向き

合い、積極的に取り組め

た。 

どの活動にも向き合う

ことができなかった。 

 

③産出力・工

夫 

 

提示された様々な様式や原

理（表現方法等）を参考に

さらに工夫を加えることが

できた。 

提示された様式や原理（

表現方法等）を拠り所と

して、活動に取り組んだ。 

提示された様式や原理（

表現方法等）に興味・関

心を抱けなかった。 

④課題解決

力 

 

活動の最中、困難な事態が

生じても、諦めたり、落胆

することなく、解決に向か

って邁進できた。 

活動の最中、困難な事態

に直面すると、ついつい

諦めたり、落胆したりは

したが、解決しようと努

力した。 

活動の際に、困難な事態

に諦めたり、投げやりな

態度をとることがあった

。 

⑤対象理解 

 

対象である「子ども」を明

確に意識して、それぞれの

活動に取り組めた。 

対象である「子ども」を

意識して、それぞれの活

動に取り組もうと努力

した。 

対象である「子ども」を

意識できず、それぞれの

活動が散漫になること

があった。 

⑥教材研究 

 

題材の選定、シナリオの作

成、劇の構成・演出に十分

配慮して作品づくりに取り

組んだ。 

題材の選定、シナリオの

作成、劇の構成・演出に

配慮して作品づくりに

取り組んだ。 

題材の選定、シナリオの

作成、劇の構成・演出に

配慮して作品づくりに

取り組めなかった。 

⑦協働・コ

ミュニケー

ション 

創作時に、リーダーシップ

とパートナーシップを発揮

しながら、積極的に周囲を

支援した。 

創作時にリーダーシッ

プもしくはパートナー

シップを発揮して活動

に取り組めた。 

創作時にリーダーシッ

プ、パートナーシップと

も発揮することができ

なかった。 

＊自己評価記述欄（学習会に対するコメントを記述ください。） 
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参考資料参考資料参考資料参考資料２２２２：：：：遊遊遊遊びのなかのびのなかのびのなかのびのなかの演劇学習会振演劇学習会振演劇学習会振演劇学習会振りりりり返返返返りシートりシートりシートりシート    学生学生学生学生のののの記入一覧記入一覧記入一覧記入一覧    

AAAA1111        

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の学習会を通して、表現をするということは、面白いことなんだなと思った。 

 

AAAA2222        

    

 

 

 

 

 

 

 

今まで自分が積み重ねてきたことにとらわれすぎず、言われたことを受け止め、まず、

やってみるということの大切さを改めて感じた。自分の力量で出来ることだけでなく、

できそうにないことに、チャレンジをすることができた。本番、場の空気感が一体と

なるのを感じた。表すこと以前に、現れてしまう、自我や、心情があることに少し恐

さを感じた。 

 

AAAA3333            

 

 

 

 

 

 

 

初日から出て、劇の指導を受けたかったです。初めて出会った人達と、創作していく

①自己表現 A 

②興味・態度 B 

③産出力・工夫 A 

④課題解決力 A 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 A 

⑦協働・コミュニケーション B 

①自己表現 A 

②興味・態度 B 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション A 

①自己表現 A 

②興味・態度 B 

③産出力・工夫 A 

④課題解決力 A 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 
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難しさや、戸惑い、楽しさ、など感じられた二日目間でした。指導を受けている時は、

とても楽しかったです。自分の出番でないときも、一緒に劇をつくっているという意

識がとても大事なのだと学びました。悲観的にならない。悲しいセリフの中に、意味

合いをつける。奥にある思いのようなものも大切だなと感じました。 

 

AAAA4444            

 

 

 

 

 

 

 

 

対象を意識する「こどものため」「喜んでもらいたい、楽しんでもらいたい」という

気持ちを持って取り組むことがとても大事だと学びました。子ども達のために演出は、

注目すべきところに重点を置いてつくっていくことが大事なのだと思いました。他に

注目すべきところがある場合、他の人間は邪魔をしてはいけない。3について、もっ

とよくしたいという気持ちが、ワンマンにならないように、気をつけるべき。カンタ

は少年、自分の中の少年感、持っているものが少ない。動きが少ない。小さい。みた

人がどう思うか→自分の理屈じゃない。 

 

AAAA5555        

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、ここに来て、自分達以外の人の演技を初めて見ました。正直、思っていたより

もずっと家政大の人達の劇は、考えられていて、その姿勢もとても私たちの「もっと

いいものにしたい」と言う気持ちを膨らませてくれました。自分達の中で「これが最

善だ」と思っていても、他の人の意見や先生の意見で自分達の視野の狭さを知りまし

た。でも、指摘されてる時も色々変わって焦っている時もメンバー全員で作り上げて

る瞬間がとても楽しくてこどもたちに見てもらえて本当に良かった。 

①自己表現 A 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 A 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 

①自己表現 A 

②興味・態度 B 

③産出力・工夫 A 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 A 

⑥教材研究 C 

⑦協働・コミュニケーション B 
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AAAA6666    

 

 

 

 

 

 

 

 

自身が行ってきた事を変えられる事に対して苦い思いをもった。見る点や感じる心が

違う人と同じモノを見る事は出来なかった。 

 

KKKK1111            

 

 

 

 

 

 

 

 

初めて舞踊劇に取り組み、その作成過程や構成のしかたに触れ、学ぶことができた。

叙事的表現と叙情的表現、保育において実際にこどもが心を動かされ、また自然と出

てくる表現は叙情的であるのではないか、や、即興というと自分もはじめは明らかに

叙事的に頼っているという現実を知ったり、と、演者として以外にも学び的に成長が

出来たのでは無いかと思う。 

 

KKKK2222 

 

 

 

 

        

 

 

 

①自己表現 A 

②興味・態度 C 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 C 

⑥教材研究 A 

⑦協働・コミュニケーション B 

①自己表現 A 

②興味・態度 無 

③産出力・工夫 A 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 

①自己表現 B 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 C 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 
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今回の学習会を機に演劇活動に演者として初めて取り組みました。恥ずかしさや不安

を見せずに表現することは、なかなか難しく自分の中にあるイメージや言葉をアウト

プットすることが出来ませんでした。 

    

KKKK3333    

 

 

 

 

 

 

 

 

自己表現は難しいと感じました。でも作品と表現に対してもっと真摯に従順にいたい、

その上で、その中から自分を表現して伝えていきたいと思いました。新しく見えてき

たことやまだまだ見えていないことがあると感じた。 

 

KKKK4444     

    

 

 

 

 

 

 

 

私は計画立ててその通りにしか動けないところがあり、臨機応変に動く力が弱いです。

今回の学習会でそのことを痛感しました。また失敗を引きずりやすいところもあるの

で、混乱したり、自分自身に落胆したりということがありました。それでも仲間と一

つの作品をつくりあげると言う目標に向かい、諦めずに努力出来た点は、今回の私の

一番良かったところだと思います。 

 

 

 

 

 

 

①自己表現 B 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 

①自己表現 B 

②興味・態度 B 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 
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KKKK5555            

 

 

 

 

 

 

 

 

太一のキツネ退治は二週間の間に読み込んで、一つ一つこどもにどう思ってほしいか

全員が強いこだわりをもっていたので、解釈を変える指導にはどうしても納得がいか

ず、表現(自分の意図を外に出す)が出来ませんでした。三日目にはなんとか受け入れ

て本番を迎えました。そもそも私たちの表現技法が足りず先生方から見れば自己満足

だったから変更になったのだと思うので、いくら読み込んでもそれが相手に伝わらな

ければ意味がないのだと痛感しました。個人的には、初挑戦の人形劇を選んだことが

自分のプラスになったと感じています。 

 

KKKK6666            

 

 

 

 

 

 

 

 

自身が演じる演目(今回は「こだま」)が完成し、難無く終えることができるか、最初

は不安でいっぱいでした。しかし、二日目の午後から、流れの中での稽古を行ってい

く中で、入場から、こどもたちと別れを告げるまで、一つの作品として、自身も加わ

り、関わっていることを強く感じました。⑦にある項目について、こどもたちが作品

を見たくなるまでにこれ程まで必要であるということが、新たに分かりました。 

 

 

 

 

 

 

①自己表現 B 

②興味・態度 B 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 C 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 A 

⑦協働・コミュニケーション B 

①自己表現 B 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 A 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 
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KKKK7777            

 

 

 

 

 

 

 

 

自己都合により最終日だけの参加でしたが、非常に得たものは大きいものでした。練

習の段階からほとんど参加することは出来ませんでしたが、それでも今日一日、スタ

ッフの一人として、メンバーの一人としての意識をもって、積極的に参加することが

出来ました。視野を広く、自分に、今、何が出来るのかを一番に学ぶことの出来た一

日でした。一つの舞台を創っていく上でお客が入ってきて出ていくまでが一つの舞台

で、そこにいる全員が表現者なのだと感じました。 

 

KKKK8888            

 

 

 

 

 

 

 

 

一日目、私はそれぞれの大学の二つの演劇を同時に、中心で見ていて、先生方の指摘

によって学生の表情などが変化していく様子がとてもすごいと思いながら、学んでい

ました。二日目から、人形劇に参加して、客観的に見るのと、自分が実際に舞台で演

じるのでは、大きな違いがあると分かりました。二日目は初めて触れる人形に慣れ、

セリフを覚え、先生の指導を聞くので精一杯になってしまい、他の人との関係や、深

い部分まで見ることが出来ませんでしたが、三日目は昨日の反省を踏まえ、少しずつ

対象を意識して演じることが出来たのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

①自己表現 A 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 A 

⑤対象理解 A 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション A 

①自己表現 B 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 A 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション B 
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KKKK9999            

 

 

 

 

 

 

 

 

三日目に劇を完成し、こどもたちに届けると言うことを一日目に知り、この三日間は

凄まじいペースで心情も変わり、時間の流れも早かったように感じています。「表現」

と言う言葉にずっしりとした重みを感じ、誰かに明確に何かを伝えると言うことの難

しさ、面白さを知りました。また、仲間が劇に取り組む姿は見る側として客観視でき

ても、いざ自分がやってみるとどうにも客観視が出来ず、驚きました。 

 

BBBB     

 

 

 

 

 

 

    

 

まず、今まで全く触れたことのなかった朗読劇と人形劇、舞踊に取り組むことが出来

て、自分自身の表現力の幅が大きく広がったことを感じた。次に、劇を見せるに当た

っての準備の大切さを学んだ。ござを三枚重ねてお尻が痛くならないようにしたり、

作品を創ることでどんどんグループの心が一つになって仲良くなっていくことを感

じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自己表現 A 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 A 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 B 

⑦協働・コミュニケーション A 

①自己表現 B 

②興味・態度 A 

③産出力・工夫 B 

④課題解決力 B 

⑤対象理解 B 

⑥教材研究 A 

⑦協働・コミュニケーション C 
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科学研究費助成事業科学研究費助成事業科学研究費助成事業科学研究費助成事業    研究課題研究課題研究課題研究課題    

「保育者養成校における演劇を専門としない教員のための劇表現指導教材の開発」 

 

研究課題 15K04530 

研究種目 基盤研究(C) 

研究分野 教科教育学 

研究機関 有明教育芸術短期大学 

研究代表者   山本 直樹 （有明教育芸術短期大学） 

研究期間    2015年度 – 2018年度 

配分額     2,600千円 (直接経費 : 2,000千円、間接経費 : 600千円) 

連携研究者     花輪 充（東京家政大学） 

桜井 剛（新島学園短期大学） 

安氏洋子（福岡女学院大学） 

麓 洋介（愛知教育大学） 

友永良子（修文大学短期大学部） 

研究協力者     川合沙弥香（東京家政大学） 

下川涼子（NPO法人アートインライフ） 

 

 

 

劇表現指導における評価のあり方を探る 

―「遊びのなかの演劇学習会2016」活動報告― 

 

「保育者養成校における演劇を専門としない教員のための劇表現指導教材の開発」 

研究成果中間報告書 

 

著：友永良子・山本直樹・花輪 充・川合沙弥香 

編：山本直樹・花輪 充 

 

発行者 山本 直樹 

平成29年4月5日 

 

学校法人三浦学園 有明教育芸術短期大学 

東京都江東区有明2-9-2 

電話 03-5579-6211 


