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三軒茶屋発、地域の劇場による活動紹介冊子［キャロマグ］
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『キャロマグ』ってなに？

13

Vol.

Mar.2018

三軒茶屋のキャロットタワーにある世田谷パブリックシアターには、組織名と同じ「世田谷パブ
（600席）と「シアタートラム」
（200席）という2 つの劇場があり、年間を通じていろ
リックシアター」

CONTENTS

いろな演劇やダンスの作品を上演しています。ですが、その活動は劇場での上演活動に留まりませ
ん。3 つある稽古場や、セミナールーム、世田谷区内の小中学校や児童館、高齢者施設などで、
小学生からお年寄りの方まで、ありとあらゆる方たちが参加できるレクチャーや演劇ワークショ
ップを行っています。キャロマグ（CarroMag.）は、そんな世田谷パブリックシアターの、通常目に
留まることの少ないこうした活動を不定期でご紹介する冊子です。ご案内をつとめるのは、うさぎ
のキャロちゃんです。もし、ちょっとでもご興味をもって頂けるような内容がありましたら、今度
はぜひ参加しにいらしてくださいね。
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はじめに

「かなりゴキゲンな
ワークショップ巡回団」と
みんなでつくる学芸会
田幡裕亮（世田谷パブリックシアター）

もたちが均等に一人一言、台詞を喋る必要が
往々にして出てきます。

4 年生は「大劇」のお手伝いで複数回。5、6

割ると、一人に割り当てられる時間は非常に短

年生は学芸会へ向けて、伝えることや見られる

くなります。25 分を 200 人で割ったら、一人

ことを意識するきっかけとなるような内容のワ

あたりの持ち時間は、たったの 7.5 秒です。子

ークショップを各クラス 1 回、実施しました。

どもたちは自分の台詞がある場面の責任を負い
ますが、その短い出番までの時間やその出番が
終わったあとの時間は長く、退屈な待ち時間に
じていることを一人ひとりの児童に細かく聞い

団）という、世田谷区立の小中学校で行う演劇

5,000 人を超えています。学校の規模について、
学校教育法施行規則第 41 条では「小学校の学
級数は、12 学級以上 18 学級以下を標準とする」

ワークショップ事業を実施しています。毎年、

としています。その標準を超えた、つまり学年

キゲンなワークショップ巡回団」
（以下、巡回

「大劇」
「小劇」グループのお手伝いで複数回。

この場合、上演時間を単純に出演者の人数で

なりがちです。学芸会での劇づくりの過程で感

世田谷パブリックシアターでは、
「かなりゴ

組む劇づくりのお手伝いで複数回。3 年生は

一人ひとりの自発性からつくる
みんなの劇
巡回団は、子どもたちが始めから終わりまで、

たことはありませんが、退屈な待ち時間となっ

自分の台詞がない場面も、すべてその場にいる

ている場面も、自分の劇だと楽しむことは、児

みんなで一つの劇をつくっているという意識を

童にとって大変なことなのかもしれません。

もてるような学芸会づくりを目標としています。
そして、台詞を言う時間は短くとも、演じる一

「やまのフェスタ」と
巡回団の支援

人ひとりのそれぞれのよさ、ひいてはグループ
のよさ、その学年全体のよさを観客が感じるこ
とができるようになるための、さまざまな工夫

巡回団の募集チラシを学校に配布すると、学芸

平均クラス数 3 クラスを超える学校が大規模校

会に向けた活動への協力の依頼が複数校からあ

になります。世田谷区立の小学校は統廃合がす

そんななか大規模校でありながら、果敢に学

ります。

すみ、2017 年度時点で 62 校、そのうち 28 校

芸会に取り組んでいる学校があります。山野小

が 19 学級以上の大規模校に相当します。

学校の「やまのフェスタ」です。山野小学校は、

てきたなかで蓄積したさまざまな知識や経験が
あります。大規模校ならではの学芸会のお悩み

今回のキャロマグでは、巡回団の学芸会への
お手伝いのなかでも「大規模校編」と題して、

大規模校には、人数が多いことによる特有の

「大規模校」である世田谷区立山野小学校が実

課題があります。例えば平成 27 年文部科学省

施している学芸会「やまのフェスタ」に向けた

「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等

をしています。
劇場には、これまで数多くの学芸会に協力し

では、
「やまのフェスタ」やそこでの巡回団

づくりに向けて〜」でも、「学校行事等におい

のお手伝いをご紹介するまえに、大規模校の定

て、係や役割分担のない子供が現れる可能性が

1 年 生 全 6 組 194 人、2 年 生 全 5 組 166 人、3
年 生 全 4 組 160 名、4 年 生 全 4 組 156 名、5 年
生 全 4 組 138 名、6 年 生 全 4 組 154 名、 総 計
968 人が在校する大規模校です。
「やまのフェスタ」では、1、2 年生は各学年
全員で一つの劇を発表しますが、3 年生以上は

義や世田谷区における大規模校の状況、また大

あるなど、一人ひとりが活躍する場や機会が少

体育館の舞台で劇を発表する「大劇」グループ、 経て実際に訪問し、ワークショップを実施する

規模校ならではの課題を簡単にご説明します。

なくなる場合がある」と書かれています。

図書室の舞台で劇を発表する「小劇」グループ、 際、そこで目標としていることは変わりません。

巡回団の活動を特集します。

世田谷区における大規模校の
状況とその課題

に関する手引〜少子化に対応した活力ある学校

では、それが具体的になにを意味するかとい
うと、大規模校の学芸会では、1 学年につき

に関しても、その工夫の仕方を学校の先生と共有
し、情報の橋渡しをしたいと考えています。
学校は、校舎も、設備も、先生も、児童も、
ひとつとして同じということがありません。し
かし、巡回団が学校から依頼を受け、打合せを

ほかには音楽を発表するグループ、スポーツの

それは、その場にいる全員で演劇をつくるやり

発表をするグループに分け、子どもたち自身の

方を提案し、一緒につくっていく、ということ

主体的な選択ができるようにしています。

です。
先生だけで創作するのではなく、出演する児

100 人以上、学校によっては学年で 200 人近

全国的な少子化・人口減少が進む一方、世田

い児童が一つの劇に出演します。特に学年全体

2017 年度、巡回団は山野小学校から依頼を

童も、協力する劇場も、一緒に演劇をつくって

谷区の人口は増加を続け、2017 年には 90 万人

で一つの作品をつくる場合には、各学年に振り

受け、
「やまのフェスタ」に向けた全学年への

いくことができればと考え、そのためのお手伝

を超え、区立小学校の児童数も増加して 3 万

分けられた約 25 分の上演時間のなかで、子ど

支援をしました。1、2 年生は学年全体で取り

いをしています。
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ご依頼から実施までの流れ

お申し込みに関する Q&A

かなりゴキゲンなワークショップ巡回団は

巡回団のお申し込みに関して、よくお寄せいただく質問をまとめました。

学校や先生方の状況に合わせて柔軟に対応します。

そのほかにご不明な点がある場合は

以下は、巡回団のご依頼から実施までの一例です。

新年度の書類に
紛れないような
タイミングで

世田谷パブリックシアター学芸
（ 03-5432-1526）まで
お気軽にお問い合わせください！

実施校募集チラシの配布

区立全小中学校、適応指導教室

FAX で

Q…どんな学校・学級にも

受け付けています

来てもらえますか？

実施希望校からの依頼

A… 通常学級だけでなく、特別

［受付時の確認事項］

学年、クラス数、人数内訳、日程候補、希望する内容、
相当する教科・単元など

各学校に合わせた
最適な方法を
一緒に考えます

日程調整、劇場から進行役に依頼

Q…実施時期はいつ頃に
なりますか？

先生、進行役／劇場スタッフでの打合せ
子どもたちの様子、そのほか特別な事情をヒアリング

学校やクラスに
合わせた
オーダーメイドの
ワークショップ !

実施して
見えてきたことを
次回の活動に
フィードバック
します

複数回実施の場合

振り返り、打合せ、内容の再検討

ワークショップの実施

実施後の振り返り

+cm_13_hm_FIN.indd 4-5

す。
学芸会・学習発表会に向けて活
動 す る 9 月 〜 11 月、1、2 年 生

ワークショップの実施

できたこと、
できなかったこと、
なんでも
意見交換します
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A… 年間を通して実施していま

内容の検討

1 回のみ実施の場合

Mar.2018

支援学級にもうかがいます。区
立の小中学校であれば、どの学
校でも大丈夫です。クラス単
位・学年単位など状況に応じて、
進行役が対象にあったワークシ
ョップをご相談しながら組み立
てていきます。また、先生を対
象としたワークショップも実施
が可能です。

の教科「日本語」での依頼の多
い 1 月〜 2 月は、特に実施希望
が重複しやすいです。

Q…どのくらい時間が
必要ですか？

A… 活動の内容によって異なり
ます。
「クラスづくり」の場合は、2 時

〜 3 ケ月、あるいはそれ以上に
わたり断続的に活動することも
あります。昼休みや放課後にう
かがうことも可能です。

Q…費用はどのくらい
かかりますか？
A… 一律の金額は設定していま

する場合もありますので、お断
りしています。ただし、3回以上
おうかがいする場合で、最終回
を学校公開中に調整できたとき
は可能です。

Q…用意しておくことは
ありますか？

せん。学校の予算の中からご用
意いただける金額で構いません。
予算がない場合はご相談くださ
い。ワークショップ実施費用と
して児童生徒のみなさんから徴
収していただく必要はありませ
ん。

A… 子どもたちが動きやすい場

Q…どんなことをするのですか？

Q…ワークショップの実施中、

A… 演劇づくりやそのプロセス

の一部を体験します。演劇をつ
くるプロセスには、共に作業す
る仲間を知ること、受け入れる
こと、調べること、意見を出し
合うこと、人に伝えるために表
現を工夫することなど、さまざ
まな要素が含まれています。演
劇ワークショップは、最終的な
作品づくりだけに目的を置かず、
そのプロセスを重視しています。

限 1 回程度。「教科に活かす」
場合は、2 時限 3 回あると、
「社

Q…学校公開期間中でも

会科見学のまとめを演劇で発表
し合う」ことも可能です。
「学芸
会・ 学 習 発 表 会 」 の 場 合 は、2

A… 保護者の存在を気にして落

実施できますか？

所が必要になります。ランチル
ームや多目的室など、広めの場
所がベストですが、低学年であ
れば机と椅子を教室の外に出し
ていただければ十分です。服装
も、ふだん着で大丈夫です。

教員は何をしたらいいですか？

A… 進行役にお任せください。

先生は、ときには参加しながら、
気楽な気持ちでその場にいてい
ただければと思います。進行で
気になるところがあれば、いつ
でもなんでも言ってください。
また、自分のクラスを横から眺
めていただけるのも大きなメリ
ットだと思います。いつもは目
につかない子どもの意外なサイ
ンに気づくこともあるかもしれ
ません。

ち着かなかったり、緊張したり

実施後の振り返り
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学芸会のつくり方 Q&A

大規模校での学芸会をどうつくる？
先生方のお悩みに答えます！
世田谷区内の大規模校の先生方から、学芸会に関するお悩みを募集しました。
そのお悩みについて、巡回団が Q&A スタイルでお答えします。

解答者：

青山公美嘉、柏木陽、すずきこーた（以上、世田谷パブリックシアター契約ファシリテーター）
恵志美奈子（世田谷パブリックシアター）

台本選 び のお 悩 み

す。それよりも、まず先生方が面白いと感じる

学年 150 人であればクラス単位や 50 名ずつの

興的に演劇をつくっていき、それを台本に落と

台本やお話を選ぶのがいいでしょう。

グループ毎にそれぞれの『おおきなかぶ』をつ

し込むという方法もあります。

そのうえで、どのように役を増やしていくか

くり、オムニバス形式でつないで発表するとい

を考えるわけですが、単純に登場人物を増やし

う方法もあります。たとえば、かぶを引き抜く

─ 100 人以上の子どもたちが出る大規模校

ていくというやり方はお勧めしません。たとえ

おじいさんたちの視点からの『おおきなかぶ』
、

の学芸会に適した台本はありますか？

ば『おおきなかぶ』を上演するとき、絵本に出

引き抜かれるかぶの視点からの『おおきなか

てくるおじいさん、おばあさんなどに加えてニ

ぶ』などをつくっていくのも面白いと思います。

仮に 100 人用の台本があったとしても、120

ワトリやカラスなど、かぶを抜く役を増やすこ

そのお話の本質、つまり面白さのエッセンスを

人の子どもと演劇をつくるには 20 人分が足り

とで解決を図ることがありますが、そうすると

活かすアレンジは、演劇の場合、いくらでもあ

ませんし、150 人になれば、50 人分が足りま

すべての役の印象が薄まって、演劇としては冗

ります。

せん。

長になることもあります。

大人数の子どもが登場する台本はありますが、

配 役のお 悩み
─役はどのように決めるのがいいですか？
オーディションで決めることが多いとは思い
ますが、くじ引きやじゃんけんでいいのではな

いちばん大事なのは、人数分の役が書かれた

いでしょうか。たとえば、台本を簡潔な「お

100 人と 150 人では、どちらも大人数であ
ることは共通していても 50 名も違うので、台

大人数で面白い演劇をつくろうと工夫する場

台本が手元にあることよりも、そのお話の世界

話」にするところからスタートした場合、子ど

合、まずは「ヒト」の役を増やしていこうとい

観を子どもたち全員が理解して、面白がれるこ

もたちがそのお話を工夫して発展させていく過

本としてはまったく別物です。ですから、台本

う視点から離れるのも一手です。たとえば『お

とです。つまり、自分の台詞がある場面だけを

程で、主役ではない役に焦点があたっていくこ

は学年の子どもの数に合わせたアレンジが必要

おきなかぶ』で、白い衣裳を着た子どもたちが、

理解するのではなく「お話全体を理解する」と

となどもあります。たとえば『シンデレラ』で、

になります。大事なのは、どうアレンジする

一人一言ずつ台詞を言いながら次々に抱き合わ

いうことです。そのためには、役割や台詞がす

脇役のトカゲの執事が大活躍する、なんていう

か？ です。

さって、かぶが大きくなっていく様子を表現し

でに割り振られている台本から練習を始めるよ

こともありえます。みんなでお話を工夫してい

た学校がありました。演劇ならではの身体表現

りも、まずはその台本を絵本のような簡潔なお

くと、それぞれが楽しんでその役柄を演じられ

─ではそのアレンジを、どのようにすればい

で、とても生き生きとした楽しい演劇になりま

話にして、そのお話をみんなで演じることから

たりするものです。もはやだれが主役でだれが

いのでしょうか？

した。「モノ」の役を生み出してアレンジして

始めることも、子どもたち全員のチームワーク

脇役でも、だれがどの役でもかまわなくなりま

いくのも演劇の醍醐味のひとつです。

ややる気を促すという点からも有効です。

す。追加の役をつくる面白さもありますね。

先生が台本やお話を選ぶ際、多くの場合、
「登場人物の数」や「最近学校で上演したか」

また、各学年に割り当てられた上演時間が

逆に言えば、台本がなくても、演じたいお話

台本から配役を決める場合でも、子どもたち

などの視点から選ばれているように感じられま

20 分の場合、20 分で 1 本の演劇にせずに、全

があれば、それをベースに子どもたち全員で即

が役柄にただ割り当てられた台詞を言うのでは

6

+cm_13_hm_FIN.indd 6-7

Mar.2018

7

2018/03/30 16:27

P8

P9

ない、積極的な関与をいかに引き出すかという

したいです。最終的には、台詞に頼らない演劇

工夫が必要です。自分たちの発表全体に関心を

の面白さを保護者の方たちにも知っていただけ

もつには、特定の役に固執しないところから始

るようになると理想的なのではないかと思いま

める、つまり偶然性に任せる配役も一つのやり

す。

方だと思っています。

あとは、学芸会に限らず最近の演劇の傾向で
すが、観客は「感動させてもらいたい」
「楽し

配置するのもよいでしょう。いずれにせよ、経

舞台転 換のお 悩み

路確認にはあまり時間をかけたくないですよね。
学芸会へのやる気が乏しいために覚えられない
という状況もよくあります。繰り返しになりま

─場面ごとの練習の際、場面のつなぎ方、場

すが、まずは子どもたちのやる気を高めていく

面転換がうまくいきません。

のがいちばんです。

ませてもらいたい」という気持ちが強すぎるよ

学芸会の場面転換では、あるシーンを演じた

うに思います。特に学芸会は、お客様を楽しま

あと舞台が暗くなり（暗転）、その間に次のシ

─照明や音響で気をつけることはあります

せ、感動させるエンターテインメントではなく、

ーンの準備をし、また舞台が明るくなって次の

か？

子どもたちが学習を通して協力、相互理解、チ

シーンに進む、という展開がよく見られますが、

─全員の子どもに、もれなく台詞を割り当て

ャレンジしてきたことを発表する場です。子ど

必ずしも暗転しなければ次の場面につなげられ

練習が必要なのです。どういうことかというと、

るのが大変です。

もたちが自分の役割をみいだし、ベストな表現

ないわけではありません。

照明や音響は舞台上での動きや段取りが確定し

台詞のお 悩み

照明や音響を加えることは、実はものすごく

学芸会ではやはり「だれが、なにを」しゃべ

をする様子を見守っていただき、なにをしよう

演劇は、舞台空間をさまざまな場所に見立て

てから、その場面が効果的になるように加えて

るかが重要視されますよね。発表会を観にくる

としているのかを感じていただけるといいなと

ていくものです。現実の場所で撮影し、それら

いくものなのです。ですから本当は、照明や音

保護者の方の気持ちを考えると、子どもたち全

思います。

をつないでいくようなテレビドラマや映画とは

響の担当が、練習に同じ時間だけ付き合い、舞

まったく違う文法でなりたっています。

台上の動きなどを理解する必要があります。し

員に台詞があり、活躍の場が与えられることが

いずれにしても、台詞の多さなどではなく、

重要なのは分かります。遠方から足を運ばれる

子どもたちが演じることを心から「楽しかっ

たとえばテレビドラマでは、教室だけの場面

かしそこまで時間がないので、とかく台詞を言

おじいちゃん、おばあちゃんもいらっしゃいま

た」
「やりきった」と思えることが大事だと思

だと絵的に単調になるので視聴者を飽きさせな

っている子どもにピンスポットをあてて、フォ

すからね。

っています。

いために、教室→廊下→屋上と場面を変えるこ

ローしていくということが起こります。

ただ、演劇に慣れ親しんでいる我々からする

とがあります。こうした転換を見慣れていると、

しかし特に大人数でつくる学芸会の場合、台

と、演劇の面白さは、空白や沈黙のなかにある

演劇でもそうしてしまいがちですが、別に暗転

詞をいっていない子どもたちが、いかに自分の

場合も多く、喋らない役がいちばん目立ってい

をしなくても、そのまま舞台上で次から次へと

役割を自覚して舞台に上がっていられるかが重

たりすることもあるのだ、ということをお伝え

やってしまえば、そのまま成立する場合が多い

要なわけですから、台詞をいっている子どもだ

です。舞台装置を替える必要があるときは、暗

けに焦点をあてるような照明などは、実は意味

転せずにやってみてください。そのほうが安全

がないとも思います。ですので、照明や音響で

ですし。

効果をだそうとするより、子どもたち一人ひと

演劇は、観客と一緒につくるものです。いま、 りがお客さんから見えるように照明を当てるこ
どんな場面なのかは、観客の想像力に任せてみ

とのほうが重要だと考えています。

ても大丈夫ですよ。
─道具づくりについてはどうですか？
─子どもたちが場面転換をなかなか覚えてく
れません。
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もたちがその動きを把握できるように、仮の物

大規模校の場合、舞台袖に子どもたちが入る

でも早めに用意するのがいいと思います。手に

スペースがときにありませんから、全員がひな

持つ物（小道具）や身につける物（帽子やシッ

壇も含めた舞台空間に始めから最後までいると

ポなど）を使いながら練習ができれば、本番で

いうのが前提です。どうしても出入りが必要に

戸惑いません。

なる場合、一定方向の出入りで完結するように

8

大きな物（大道具）や台（段差）などは、子ど

逆に言うと、練習時に間に合わない道具は必

9
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要ないでしょう。早めにつくると子どもたちが

─それでも声が出ない子どもがいます。

壊してしまうなどの心配はあると思いますが、

大きな声が出せない原因は精神的な要因が大

子どもたちが愛着をもつことで壊さないよう感

きいので、本当は発声練習よりも、お芝居を楽

じてもらうことも大切だと思います。それでも

しめる環境をつくることが大事です。大きな声

心配な場合は、同じ物をつくって練習用と本番

を出すように指導をすることよりも、緊張して

用にするのはいかがでしょう。

声が出なくなってしまう子、聞き取れる音量の

また、完璧な背景画などを描かなくても、布

声が出せない子の場合は、「え？シンデレラが

を波や風に見立てたり、子ども自身が風景を演

こう言ってたの？」など聞き返す台詞を入れた

じるなど、道具を極力少なくして、からだで表

り、そもそも「声の小さい役」という設定にし

現するほうが、ダイナミックで面白い場合も多

て、周りの子が要旨を繰り返すなどというよう

いですし、道具の出し入れにも時間がかかりま

なやり方もできます。

せん。

聞こえやすい場所で台詞をいう工夫もできま
す。お客さんのほうを向いて台詞を言いながら、
台詞の終わりで話している対象のほうを向くと

発 声の お 悩 み

いった技法は歌舞伎でも使われています。ただ、
こうしたことを低学年の子が自ら理解するのは
難しいので、巡回団がうかがう場合は、細かく

─大きな声で台詞がいえるようになるには、
どのような練習が必要ですか？
声の問題は難しいです。そもそも体育館で上

練習時のお 悩み

相 談 時期のお 悩み

動きを伝えるようにしています。
また、たとえば「悩む」ような台詞を言うと
きに、大きな動作で腕組みをする、という動き

─体育館で大人数で練習をする際、子どもた

─劇場に相談するなら、いつ頃がいいです

ちの待ち時間が多くなってしまいます。

か？

を子どもたちはよくやります。これは幼稚園や

まずは複数の練習を教室に分かれて同時にす

台本選びの時点でご相談くだされば、題材の

技術的な解決策としては、舞台上で声が小さ

保育園のお遊戯会からの流れで、身体が動いて

ればいいと思います。あとは「いま、なにをで

提案もできます。台本が決まっていたら、まず

くなるのは、届けよう、伝えようとしている相

しまうのだと思います。しかし台詞を言いなが

きるようになろうとしているのか」を伝えなが

はそのお話の世界を子どもたちと遊んでみて、

手がわかっていないという原因がまずあるので、 ら動くのは難しいことです。動こうとすること

ら練習してみてもいいのではないでしょうか。

世界観を理解してもらうことから始めています。

声を届かせる目標を意識させることで、効果が

で、声ではなく動くことに意識が向き、台詞が

巡回団では、「いま、なんの練習をしているの

お話の世界観を理解していれば、台本通りの台

現れることがあります。
「体育館の後ろのほう

伝わりにくくなっている場合もあります。

か」そして、その目的を待っている子どもたち

詞ではなくても役柄に合った台詞を自分で話す

演すること自体に無理があります。

で見に来てくれているおじいちゃん、おばあち

演劇的な解決としては、台詞を言っている本

にも伝えるようにしています。またテンポよく

ことができますから。こういった導入のために

ゃんに向かって言ってごらん」とアドバイスし

人ではなく、聞いている周りの人の動きや配置

進めるので、見て楽しむだけでなく、自分たち

は、1 〜 2 回のワークショップが必要です。

たり、目印として体育館の後方に先生が立って

を工夫すると、場面が分かりやすくなることも

のシーンではこうやろうと工夫して待っている

みるだけでも、空間を意識できるようになりま

あります。その場合は、台詞のない登場人物た

子どもも多いようです。

す。

ちに、「いま、どう思っている？」「どうした

また、時間がないために、1 回演じさせて注

いいと思います。舞台練習になってからの児童

い？」
「だったらどう動く？」と聞き、子ども

意点を伝え、繰り返さずに次のシーンへ移って

の配置についてはわれわれ巡回団が得意とする

なる学芸会の直前ではなく、時間に余裕のある

たち自身に考えて動いてもらうこともあります。

しまうこともよくありますが、繰り返しの練習

ところです。まずは、なんでもご相談ください。

ときにシアターゲームをしながら「伝える意

いずれにしても巡回団が行くときは、全体を見

は人数が多いほど必要で、その反復練習によっ

識」を育てておくのがいいのではないかと思い

て配置を調整するなどしています。

て最終的に時間をかけずにつくりあげることが

こうしたことは、やることが盛りだくさんに

ます。私たち巡回団は、学芸会とは関係のない

また、台本をもとにつくっていく場合、教室
での練習が 1 回、体育館での練習が 1 回できれば

（構成：佐々木真美、恵志美奈子）

できます。

時期に学校にうかがうこともできます。

10
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学年全員による劇づくりのお手伝い

山 野 小 学 校1年生（ 全 6 クラス、計19 4 名）
2017/6/26

世田谷パブリックシアターに
巡回団を依頼
演目の検討を開始

19

日程：9月13日〜10月30日（全 9回）

演目：『もりのいろをそめるのはだあれ？』

（上演時間25 分）
進行役：青山公美嘉

依頼内容の打ち合わせ

やまのフェスタを終えて
白土亜矢子（ 1 組 ） 三村亜都沙（ 2 組 ） 飯塚奈央実（ 3 組 ）
川田晶（ 4 組 ） 柳夏奈（ 5 組 ） 荒木厚子（ 6 組 ）

進行アシスタント：とみやまあゆみ

1 年生に劇をさせるということが、本当に大変なことなのだと実感しています。まず、
役決めです。子どもたちは意欲的に手を挙げ、自分がやりたい役に立候補していきました。
「なんてやる気満々なんだ！」と、気持ちが高揚するのも束の間、子どもたちはどの台詞

9

13
19

児童数に合わせて台本修正
音響・照明・道具類のプラン検討

第1回巡回団
（クラス毎／6回）

を、どの役が言うのか、ということすら、わかっていませんでした。
「なんとなく」とか、
初対面の日なので、まずは自己紹介。進行役の動きを
真似したり、指示された動きを繰り返す、1人でできる

＠教室

表現し、ほかのグループと見合いました。

台本配布、音読

27

配役オーデション・配役決定

かったのが、読み合わせのときでした。

遊びのような活動をしました。それから徐々にグルー
プで取り組む表現活動へ。4人組で花の種から芽が出
て、蕾になって、咲いて、枯れるまでの過程を身体で

22

「番号が好き」など、要するに、あまり考えずに立候補していたのであります。それがわ

T
C
T

自分がどの言葉を言うのかは、確認してありますね？
は〜い！（とてもよい返事）
では、今日は、読み合わせをしていきます。
ナレーター 10 からお願いします。

児童、台詞を覚えはじめる

13
18

23
30

第2回巡回団
（全学年 1回）

担当する場面ごとにグループに分かれて、各教室で練

＠多目的教室
各組教室

登場人物の台詞に動きをつける
場面転換の仕方を考える

第3回巡回団
（全学年 1回）

第4回巡回団
（全学年 1回）

習。まずは全員が一緒にいう台詞を練習して、声をそ
ろえて出すことを楽しみます。そのあと台詞をいうタイ
ミングや、身体の動きをいろいろ試しました。

全体を２つのチームに分けて各場面の練習。まずは大
まかに工夫できるポイントを伝授し、練習開始！ 途中、

＠体育館

気になる点があったらストップして改善ポイントを伝
え、少し前の場面からやり直し。場面の最後まで練習
できたら、通しで見て確認しました。

＠体育館

衣裳、道具類が完成、
音響照明と合わせて練習開始

前回の訪問時から変わっているところを確認したり、
特に場面転換の移動で迷ったりしないことを確認して
から、通し稽古を見ます。特によかったところ、まだ工
夫できるところを伝えて、もう一度、通し稽古。最後に
本番に向けたアドバイスを伝えました。

C
T
C
C
T

………。
（沈黙）
ナレーター 10 は、○○さんです。
台詞を読む。
………。
（次の児童も沈黙

→

自分の台詞や役を把握していない）

○○さんです。

このやり取りがずっと繰り返されました。1 時間のなかで、なんとか 1 回だけ読み合わ
せができるという状況のなか、2 回目の練習も、指名されずに読める児童が増えたものの、
同じようなやり取りが続いてしまいました。
子どもたちもなんとなく、
「劇って難しい」
「劇ってあまり楽しくない」と思いはじめて
いた状況に、新しい風が入りました。世田谷パブリックシアターの方の楽しい指導です。
子どもたちの動き、発言、表情など、なに一つ否定することなく、面白おかしく拾ってア
ドバイスをしていただくなかで、子どもたちも生き生きと台詞を話し、動きを工夫しはじ
めたのです。
「自分が工夫したら面白いと言われた」
「本番が楽しみになったと褒めてもら
えた」という気持ちから、通し練習をすると伝えると大喜びしたり、休み時間に突然、劇
中歌を合唱したりするまでになりました。200 人近い児童がいるため、一人ひとりにアド
バイスをするというわけにはいかなかったことが本当に残念です。きっと、一人の動きや

16
18
12
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台詞の言い方がある程度定まった時期に指導をいただけたら、もっと子どもたちは伸びる
のだろうなと感じています。

13
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学年全員による劇づくりのお手伝い

山 野 小 学 校 2 年生（ 5クラス、計16 6 名）
2017/6/26

世田谷パブリックシアターに
巡回団を依頼

日程：9月6日〜11月6日（全 9回）
演目：『泣いた赤鬼』

（上演時間25 分）

演目検討開始

19

見せる場 面 転 換
進行役：すずきこーた

依頼内容の打ち合わせ

景山莉帆（ 1 組 ） 林久美子（ 2 組 ） 井上瑶（ 3 組 ）
太田智大（ 4 組 ） 鍋谷江里子（ 5 組 ）

進行アシスタント：とみやまあゆみ

児童数に合わせて台本修正
音響・照明・道具類のプラン検討

昨年度に引き続き、今年度も世田谷パブリックシアターの方々にお世話になりました。
私たち、第 2 学年は 5 クラス、165 名の児童で一つの演目をつくりあげるということで、
「25 分という限られた時間のなかで、どれだけ一人ひとりの活躍の場をつくることができ

6
7
8
21

第1回巡回団
（クラス毎／5回）

今年の「やまのフェスタ」についていくつか質問をして

＠教室

からWSを開始。物のかたちを身体で表現する活動か
ら始めて、1年生のときの感覚を思い出してもらいまし
た。今年は鬼が出る劇をつくるので、鬼が登場人物の
物語絵本『だいくとおにろく』の読み聞かせをし、物
語を6つの場面に、クラスも6グループに分けて、1グ

台本配布、音読

配役オーデション・配役決定

4

各児童、台詞を覚えはじめる

10
18
26

2

6

第2回巡回団
（全学年 1回）

＠体育館
教室

第3回巡回団

＠体育館

（全学年 1回）

第4回巡回団
（全学年 1回）

（全学年 1回）
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方に相談、アドバイスをいただきました。本来、赤鬼と青鬼は一人の設定です。しかし、
大規模校である山野小は一人ずつの設定では無理があり、赤鬼 5 人、青鬼 5 人という異例
の劇となりました。しかし、「演出次第でどうにでもなる」という心強いお言葉をいただ

グループに分かれて練習。
その後、できたところまで見
せてもらい、演じる役としてなにをやろうとしているか
を聞きました。
それから同じ場面をもう一度やってみる
と、
子どもたちの演技が自然にレベルアップしました。

き、また、練習を重ねるなかで舞台構成や場面転換の仕方など、私たち教員が思いもつか
なかった方法を提案してくださいました。
そのなかでも、今回教えていただいたことで特にすごいと感じたことは、「見せる場面
転換」です。最初は場面が変わる場面で暗転にして、その間に子どもたちが移動したとこ
ろ、移動に時間がかかり、間延びしてしまいました。どうしたらよいか相談すると、先に

流れがうまくいかない場面を重点的にアドバイス。自
分たちの動きが観客からどう見えているのかを伝え
ながら改善していきました。

＠体育館

場面転換や音楽などで演出効果を高めるアイデアを

＠体育館

れを止めることなく、自然と次の場面に転換することができました。暗くして隠すのでは
なく、場面転換での移動を「あえて見せ
る」という演出には、本当に驚きました。
子どもたちは、
「アドバイス通りにや

先生と進行役で意見交換しながら練習。全体に関わ

ったら大成功して、たくさんの拍手をも

る動きを試してみました。

らえて嬉しかった」と演じることの楽し
さと達成感を感じていました。保護者の

照明も入り、通し稽古。場面転換では、暗い中で子ど
もたちが入り乱れがちなので、
「観客に見せる」転換を
提案しました。

みなさまからは、
「感動して涙が止まら
なかった」「大きく成長した子どもたち
の姿を見られて嬉しかった」など、お褒
めの言葉をいただきました。

Festa!

やまのフェスタ!!!

18
14

た『泣いた赤鬼』に挑戦することになり、役決めや構成の段階からパブリックシアターの

移動するグループを決め、「壊してしまえ」と台詞を言いながら移動することで、話の流

本番まで通し稽古が続きます

16

今回、絵本や道徳の教材にも取り上げられている、赤鬼と青鬼の深い友情のお話を描い

ループが1場面をつくりました。中間発表でもらったア

児童、台詞を覚えはじめる

第5回巡回団

をつくる段階から頭を悩ます問題でした。

イデアをもとにつくり直し、６グループの場面を通しで
発表しました。

2

るか」「一つの演目として、どれだけまとまったものがつくれるか」ということが、台本

Mar.2018

15

2018/03/30 16:27
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学年全員に向けた WS とグループによる劇づくりのお手伝い

山 野 小 学 校3年生（ 全4 組 、計16 0 名／大 劇 55名、小 劇 2 0 名）
2017/6/26

世田谷パブリックシアターに
巡回団を依頼

14

グループ選択

19

依頼内容の打ち合わせ

日程：9月14日〜11月9日（全11回）
演目：（大劇）
『たろ天じろ天』

（小劇）
『世田谷むかし話』

進行アシスタント：とみやまあゆみ

15

（クラス毎 4 回）

ど復習。先生から「昔話、地域の民話をテーマにした

＠教室

い」とのリクエストがあったため、世田谷の民話『三本
杉はよい杉』
『代田村に巨人がのしのし』を読み聞か
せ。6グループに分かれて、グループ毎、好きなほうの
お話を劇にしました。まずはできているところまで発
表し、ほかのグループからアドバイスをもらってつくり
直し、再び発表しました。

5

13

台本配布

第2回巡回団
小劇グループ

＠教室
＠教室

担当する場面ごとにグループに分かれて、各教室で練
習。まずは全員が一緒にいう台詞を練習して、台詞を
声に出すことを楽しみます。そのあと台詞をいうタイミ
ングや、身体の動きをいろいろ試しました。

か、教員一人で指導を行う大変さを痛感しました。そのなかで、パブリックシアターの方
が、教員とは違った角度からアプローチをしてくださることで、子どもたちの表現が大き
く変化し、
「やまのフェスタ」で目指す子どもたちの姿につながっていったと思います。
本番まで 1 週間、進行役のこーたさんに通し練習を見ていただくという日のことです。
どんなご指導があるのだろう……と子どもたちも私も緊張していると、「数字だけで気持
ちを伝えてみよう」という活動をこーたさんが、子どもたちに投げかけました。大きな声
で台詞を言うことは意識していましたが、子どもたちは台詞だけで物語や人物の気持ちを

第3回巡回団
大劇グループ

第4回巡回団
大劇グループ
小劇グループ

＠教室

＠体育館

場面ごとに練習。ふだん使わない言葉の意味を説明。
意味を理解するだけで台詞のいい方が変わっていきま
した。

全編を通しで練習開始。気になった部分で止め、改善
していきました。象徴的な物事の場面などは、具体的

＠図書室

せてくださいました。よりよい表現にするためになにが必要なのか、子どもたちが考える
ヒントとなり、その後の演技がさらによくなっていきました。
また、演技指導はもちろんですが、どのように見せると面白くなるのかという劇の見せ
方のアイディアが豊富で、大変勉強になりました。子どもたちの登場の仕方、立ち位置、
照明の当て方を変えるだけで、がらりと見え方が変わった場面が多くありました。

配役オーディション・配役決定

18

フェスタ」の練習前の正直な気持ちでした。学芸会指導の経験はありましたが、練習が始

伝えようとしていました。こーたさんは、動きや表情でも伝えられるということを気付か

大劇グループ

18

今年度異動してきたこともあり、なにをどのように進めていけばよいのか……「やまの
まり、「やまのフェスタ」の目的を達成するための指導の難しさや、決められた時間のな

2年生と同じく、身体で物のかたちを表現する活動な

第1回巡回団

眞島 育（ 2 組 ）

（上演時間各25 分）
進行役：すずきこーた

演目検討開始

14

子どもたちの力を引き出す 指 導

な人の行動を表現するための工夫点をアドバイスしま
した。

3 年生の子どもたちは、パブリックシアターのみなさんが大好きです。1 年生の頃から
ご指導をいただいていたこともあり、今回も来てくださることを心待ちにしていました。
ワークショップの様子を見て感じたことですが、パブリックシアターの方にご指導いただ
くことで、子どもたちがいきいきと楽し
んで演じるようになりました。ふだんは
控えめな子もはつらつと自分を表現する
ようになりました。パブリックシアター
の方に教えてもらえると、いままでとは

30

第5回巡回団
大劇グループ
小劇グループ

＠体育館
＠図書室

音響、照明、衣裳、道具類などが揃った状態で通し稽

少し違う自分に出会えることを子どもた

古。終わったら細かい点を修正してもう一度通します。

ちも感じていると思います。子どもたち

1週間後の本番までに、変えたいところ、直せるところ
を確認します。

の可能性を引き出し、子どもたちが自分
に自信がもてるきっかけをつくってくだ
さったことに感謝しています。

16
18
16
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グループによる劇づくりのお手伝い

山 野 小 学 校4 年生（ 大 劇 4 0 名）
2017/6/26

19

世田谷パブリックシアターに
巡回団を依頼

劇 づくりへ の具体 的なアドバイス
日程：10月27日〜11月10日（全3回）

演目：（大劇）
『車のいろは空のいろ』

菊地朋子（ 4 組 ）

（上演時間25 分）
進行役：すずきこーた

依頼内容打ち合わせ

進行アシスタント：青山公美嘉

演目検討開始

私たちは、「やまのフェスタ」の事前と事後における子どもたちの変容を主に期待して
います。4 学級の 4 年生が、自分の発表したいジャンルを選択し、大劇（体育館の劇）の
『車のいろは空のいろ』には、約 50 名の子どもが集まりました。私と初めて言葉を交わす
子も少なくありません。この子たちが、本番が終わったときに「ああ楽しかった」と輝い

演目決定、台本作成

ている、そんな劇にしたいと思ってきました。しかし、そこで通過する困難は枚挙に暇が
ないほどです。ふだん交流のない子同士での練習では、みんなで一つのことを決めるとい
うことが困難です。また私にイメージがあっても、どのように場面に具現化するのかが難
しく、頻繁に頭を抱えました。そんなとき、どんな悩みでもぶつけられて劇を導いてくれ

4
11

るのがパブリックシアターです。

台本配布、音読

今年の劇は、主役、脇役、コロスと、各役の役割が多岐にわたりました。それぞれの役

配役オーデション・配役決定

16

児童、台詞を覚えはじめる

18

場面ごとに練習

になった子の考えや個性に応じながら具体的な指導をしていただき、その場面が確定して
先生の指導のもとグループで練習をしてきたものの、
解決していない点が多いとのことで、まずラストシーン
を練習し、次に冒頭から練習しました。児童が不安そ
うにしている場面や、明確な演出方針が決まっていな

27

1

6
10

第1回巡回団
大劇

い場面があれば、その場でストップし相談をしながら

＠体育館

児童、台詞を覚えはじめる

第2回巡回団
大劇

第3回巡回団
大劇

改善していきました。その都度、方針を念入りに確認
しました。

小道具や衣裳、照明・音響・プロジェクターなど、本番
で使うものが集まりはじめます。自分の出番や自分が
関わる舞台転換以外のときに集中できない児童もい

＠体育館

ます。出入りや立ち位置など、細かく変更し、混乱のな
いように舞台上の交通整理も行いました。

本番同様に通し稽古。その後アドバイスし、修正点を

＠体育館

確認してから、もう一度通しました。ピンスポットは保
護者が担当するなど、出演する児童だけではなく、上
演に関わる全員が本番に向けて責任をもち、自分の

いきました。場面や登場人物の抽象的なイメージに、具体的なご教示をいただくと場面に
ぐっと奥行きが出て、子どもたちの気持ちが乗っていきました。場面転換など、子どもた
ちが一度に動く際には、何度もやり直して、劇を全員でつくっているという意識を高めて
いきました。そうやって子どもたちのモチベーションは上がっていき、劇は少しずつかた
ちになっていきました。50 名の劇づくりの演技指導だけでなく、照明や音楽、衣装につ
いても、作品が向かっている方向を考慮しながら無理のない改善案をたくさん出していた
だきました。本番が終わって、役に入りこめた子、裏方で頑張った子、複数の出番を確実
にこなした子など、それぞれが上手くで
きたという充実感にあふれていました。
これからの課題は、集まってきた雑多
な集団をいかにまとめていくかです。次
回は早い段階でワークショップを行って
互いを知り、仲間づくりをしていき、子
どもたちの変容を見ていきたいです。

役割に集中する雰囲気が生まれました。

16

Festa!

やまのフェスタ!!!

18

18
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学年全員に向けた WS

学年全員に向けた WS

山 野 小 学 校 5年生（ 全 4クラス、計13 8 名）

山 野 小 学 校 6 年生（ 全 4クラス、計15 4 名）

日程：9月4日〜 9月5日（全4 回）

世田谷パブリックシアターに
巡回団を依頼

2017/6/26

10
14

演目決定

19

依頼内容の打ち合わせ

日程：9月27日〜 9月28日（全4 回）

世田谷パブリックシアターに
巡回団を依頼

2017/6/26

進行役：柏木陽

進行アシスタント：田崎葵

進行役：青山公美嘉

グループ選択

19

依頼内容の打ち合わせ

グループ選択

低学年の頃のように、面白いと思うことを自信をもって表
現しつつも、人に見せることを意識して作品創作に向かえ
るようにしてほしいと、先生から要望がありました。高学

これまでの巡回団のWSで体験したことを思い出し、今年

年であれば楽々とこなせるような内容から始め、まずは気

の「やまのフェスタ」に向けた創作活動にその経験が活か
せるように、身体表現活動や他者とのコミュニケーション

4
5

第1回巡回団
（クラス毎／4 回）

を楽しめる巡回団ならではの練習プログラムを目指しまし

＠教室

グループ毎の練習開始

9

た。5年生は子どもたち自身が主体的に創作していくため、

16
18

やまのフェスタ!!!

（クラス毎／4 回）

負わずに楽しめる活動にしました。その後、グループで花

＠教室

4

グループ毎の練習開始
本番まで各グループでの練習

決めてもらう（４組とも体を使う活動を選択）。

え、やりとりを楽しめるように、言葉だけではなく、身体も

話『桃太郎』を見たくなるようなＣＭの劇を創作して発表
高学年になり、恥ずかしい、やりたくないという児童には、
舞台では目立たないようにしていることのほうが目立って
しまうということ、作品をつくるには、自分たちのグループ
だけではなく、ほかのグループの発表もよく見て、感想や
意見を伝えることが大切だということを伝えました。後半

・指示された人数で、これまで組んでいない人とグループ

後半では、今後の創作活動で相手に物事をスムーズに伝

のかたちやさまざまな昔話の1場面を表現して、最後に昔
しました。

くことが必要になる以下のような活動を行いました。

をつくる（2人/3人/4人/5人/4人/2人/6人/5人）。

Festa!

第1回巡回団

前半ではルールをよく聞いて自分たちで判断し、決めてい

・頭を使う活動にするか、体を使う活動にするか、生徒に

本番まで各グループでの練習

27
28

16
18

Festa!

やまのフェスタ!!!

では、今後の創作活動で相手に物事をスムーズに伝え、や
りとりを楽しめるように、身体も使ったさまざまなバリエ
ーションでの伝言ゲームを行いました。

使ったさまざまなバリエーションでの伝言ゲームを行いま
した。

学 校 教 育とは 違った視 点の 表 現 活 動 教 育
小俣昌之（ 4 組 ）

パ ブリックシアターの 授 業 から学んだこと
伊藤由美（ 3 組 ） 大内ともえ（ 4 組 ） 溝口敬一（ 1 組 ）
5 年生は、学校生活のなかで自分の思ったことを友だちに伝えることができます。その反面、学級全体の場
での発言がはっきり聞こえないので、なかなか友だちに伝わらない場面がありました。相手に伝わるように話
す力をつけてほしいという思いから、世田谷パブリックシアターに来ていただきました。仲間づくりのゲーム
から入り､最後は伝言ゲームをやっていただきました。

小学校の教育のなかでは、表現活動を育もうとするものは多彩にあります。体育の表現運動や、国語を始め
ほぼすべての教科にあるといっても過言ではありません。そのなかで、演劇に近い発表方法を用いるものも多
くあります。道徳で主人公の動きを動作化することで、考える活動や自分の考えを相手にわかりやすく伝えるた
めに、抑揚や間の取り方に気をつけて発表することなどです。直接的に言えば、多くの学校が行事で行ってい
る学習発表会や学芸会などもあります。
そのような多岐にわたる学校教育の表現活動と、今回、世田谷パブリックシアターの方に来ていただいて
教えていただいた表現方法は、似たものももちろんありましたが、発想や手法の中には目から鱗のものが多

仲間づくりのゲームでは、高学年になり男女を意識しはじめたので、なかなかうまくグループをつくれませ

くありました。例えば、低学年の国語の教材である『おおきなかぶ』の中には、そのかぶの大きさを動作化す

んでしたが、その状況もそのまま受け止めていただいたので、回数を重ねると誰とでも組むことに少しずつ慣

る手法が多く取り入れられます。両手を大きく広げて、膝を伸ばすような動きで大きさを表す様子が目に浮か

れていきました。いやいやではなく、自然にグループをつくれるようになっていきました。伝言ゲームでも、勝

ぶと思います。これも微笑ましく、正解の一つだと思います。けれども、ほかにもかぶの大きさを表す方法は

つためには苦手な友だちにゆっくり分かりやすく伝えることが大切だということに気づいていったようです。

ないものでしょうか。視線、体の動き、台詞にしても「大きい」という言葉を使わずに表現できることでしょう。

学習の場面でも、伝えることの必然性や楽しさが子どもたちに感じられるように指導していこうと考えました。

この、画一的になりがちな表現方法に、違った視点を与え、教えていただいたことが、パブリックシアターの
方に来ていただいて子どもたちが得たいちばんの内容だと思います。本番の「やまのフェスタ」でも、さまざ
まな表現の舞台で多様な方法が見られ、幅が広がったと感じています。

20
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エッセイ

個にスポットライトを当てる
「やまのフェスタ」の試み
大字弘一郎（世田谷区立山野小学校校長）

学芸会は、特別活動における学校行事のなか

その実現に向けて自分たちで努力し、工夫して

の文化的行事に位置づけられています。文化的

取り組める学校行事として「やまのフェスタ」

行事のねらいは、
「児童が学校行事を楽しく豊

が誕生しました。

かなものにするため、互いに協力して、美しい

「やまのフェスタ」は、1、2 年生は従来の学

もの、よりよいものをつくり出し、互いに発表

芸会と同じように学年で一つの演目です。しか

し合うことにより、自他のよさを見つけ合う喜

し、3 年生以上は従来の学芸会とは異なり、子

びを感得するとともに、自己のよさを伸ばそう

どもたちが挑戦したい演目（大劇、小劇、音楽、

とする意欲をもつことができるようにするこ

ダンス、スポーツ、民舞、お笑いなど）を自分

と」です。

で選択し、自分たちの力で課題解決に取り組ん

学芸会で育成したい資質・能力としては、次
のことがあげられます。

でいきます。会場も 4 会場（体育館、校庭、音

2 年 i m a g e 2 . JPG

楽室、図書室）に分かれ、4 演目を同時に開催
します。高校の文化祭のようなイメージです。

○よいものをつくり出し、互いに発表したり、

この取り組みによって、一人ひとりのよさが発

鑑賞し合ったりする活動に必要な知識や技

揮でき、個にスポットライトが当たる学校行事

能を身につけること。

へと変わっていきました。

○自他のよさについて考え、触れたり、発表

「やまのフェスタ」では、3 年生以上は子ど

し合ったりして、互いのよさを認め合うこ

もがやりたい演目を選択できます。そのことで

とができるようにすること。

意欲が高まり、自分の演目に愛着をもち、よい

○自他のよさを見つけ合い、自己の成長を振

舞台をつくろうという意識をもって主体的に取

り返り、積極的に自己を伸張しようとする

り組む子どもに育っています。また、互いに鑑

態度を養うこと。

賞するなかで、友だちのよさに気づく子どもが
多いこと、上級生の演目を観てあこがれの気持

山野小学校は以前から大規模校であり（平成

ちが生まれ、上級生を目標とする子どもが多い

30 年 2 月 15 日現在 974 名）、子ども一人ひ

ことも大きな特徴です。「やまのフェスタ」が

とりのよさがなかなか発揮できない、個が埋没

終わると、「来年は大劇に挑戦したいです」と

してしまうなどの課題がありました。そこで、

いった声が数多く聞こえてきます。

多くの子どもたちが自分に合った目標をもち、
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See
You!

INFORMATION

Mar.2018

たまにはこんな役 #13

お待
ちし
てま
す

「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」

三蔵法師に

なってみた︒

近日開催予定の主なイベント・ワークショップ

スタ」を実現されている山野小学校の先生方のコメントか
らも、大規模校ならではのさまざまなお悩みが、ひしひしと

した「学芸会のつくり方 Q&A」でもじっくり味わえますの
で、人知れず学芸会のお悩みを抱えた先生がいらっしゃい
ましたら、ぜひご参考にしてください。世田谷パブリックシ
アターの進行役ならではの名解答ばかりです。
巡回団の演劇づくりの土台には、学芸のたばちゃんこと、田
幡さんの「まえがき」にもあるように、先生も子どもも観客
も、
「 その場にいる全員で演劇をつくるやり方を提案し、一

配布する応募リーフレットをご覧ください。

緒につくっていく」ことへの思いがあります。
もう、すっかり春です。
⁝⁝⁝︒

ＴＥＬ

学芸スタッフから

子どもたちのその先々 を思うとき、いろんな壁に直面する
こともあるでしょう。でも、それをみんなで豊かに組み替え
ていく、巡回団の演劇づくりが、そんなゴキゲンな術となっ
て子どもたちに手わたされたとしたら、とても逞しく、素敵

世田谷パブリックシアター学芸
つ づく

なことだと思います。
［かおるこ］

［キャロマグ］
Vol.13 / Mar.2018

★春ですね。春といえば、桜の時期ですが、私に

★桜が咲くころになると、
「そうだ、この木もあ

はレモンがなくなりつつあるうらめしい時期で

の木も、桜の木だった」と気づかされ、自分の忘

す。もともとの柑橘好きが、最近は度をこし？毎

れっぽさに驚きます。今年もまた、ご近所の庭に

月ほぼ 3キロを皮ごと一人で消費しています。
「レ

ある立派な桜の木をみあげ、昨年も一昨年も驚い

モン・大量消費」とググると「疲れ」と出てきます。 たのと同じように驚きました。毎年新しい気持ち

+cm_13_hm_FIN.indd 24-3

想像します。今号でフューチャーした学芸会「やまのフェ

でいきたくなるような巡回団の演劇づくりは、今号に掲載

内容のワークショップを提案します。詳細は 4 月下旬に各学校に交換便で

Mar.2018

にもなるというのですから、先生方のご苦労もひとしおと

から終わりまで、子どもたちがそのお話の世界に飛び込ん

世田谷区立小中学校にうかがいます。学年、クラスの状況、目的に応じた

24

緒に演劇をつくる子どもたちの数が、ひと学年で 200 人！

そんなお悩みに新風を吹き込むのが、巡回団です。劇の始め

新年度のクラスづくり｜教科・学習に活かす｜学習発表会
に活かす｜学芸会に活かす｜観劇して、話し合う etc...

私は疲れているんでしょうか。
［えっしー］

19 学級以上と定義される大規模校における学芸会では、一

伝わってきました。

H30年度実施校募集します!!

０３-５４３２-１５２６
ＦＡＸ ０３-５４３２-１
５５９

編集後記

で桜を出迎えています。
［くたにん］
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