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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大海原へ
漕ぎ出そう！
ワークショップ・公 演レポート

ユース・パフォーマンス2013

トバズニハ
﹃コンパス グルグル﹄

キム｜つまり、いちいち訊くなって

す。これ、超言いづらい……（笑）。

澁谷｜ん、俺は？

ことですよ（笑）。ある振付を発展

そういう感じです。

んだけど。

させていきたいと思った時に、それ

藤中｜僕は舞台に立つ仕事がやりた

吉田｜あ、ごめん（笑）。3 人と同じ

をみんなに投げるんですね。そこで

くて。去年、友達が出てたトバズニ

ように、舞台に立つ仕事がしたいな

もうちょっと足してみてもいいです

ハの公演を観て、わー、すげえ、ほ

と思って、去年出た人に話は聴いて

かって幾つか質問があったんですよ。

とんど同い歳なのに……と思って、

たんですよ。それで、無料でトラム

それは訊く前にやってほしい。自分

舞台に立つのはどういうことかを学

で問題を解決しようとする姿勢を養

びたくて来ました。

いたい。そうしないと、出されたも

尾間｜私も舞台に立つ仕事をしたい

寺田｜私は音楽とか絵とかダンスと

のをこなすことしかできないんです

と思ってて。音楽が鳴ると踊りたく

かいろいろ好きで、ひとつに絞れな

ね。言われたことしかできない。そ

なるし、演劇部に入ってて、演じる

いっていうのもあったし、しかもこ

うなっちゃうと、才能とか力が伸び

ことが好きだったから。

んなに長い期間あんな刺激を受けた

ないまま尻すぼみになっちゃうんで、

丸山｜私は演劇がすごく好きでやり

ら、何か見つけられるんじゃないか

自分の力で突破していくことを期待

たかったし、世田谷パブリックシア

と。それで来ました。

します。

ターのワークショップでチラシをも

宮本｜私はこの 10 人の中で唯一、

らって興味を持ちました。

去年も出演させていただいたんです

澁谷｜俺も似てて、テレビ関係、舞

けど、学校とか家とかじゃできない

C‘h;

俺もそう言った

に立てると思って参加しました
（笑）。

台関係の仕事に就きたいと思ってて、 こと、変なことを、マジメにやれる

キム｜他にどなたか質問はあります

学校でこのチラシが配られて、面白

場だなと思って。そういう空間のほ

か？

そうだと思ってやってみました。

うが居やすいから、絶対また舞台に

観客｜おつかれさまでした。みんな

坂｜私は将来はそういうふうじゃな

立ちたいと思ってメンバーになりま

がどうしてこの企画に参加しようと

いんですけど、歌うこととか、踊る

した。

思ったのか聴きたいです。

こととか、絵を描くこととか、芸術

キム｜舞台に立ちたいとか、それな

キム｜なるほど。じゃあ手短にひと

が好きでやってみようと思ったのと、 りの動機があるんですよ。あるんで

りずつ。

あと自分を変えたいなと思って。大

すけども、僕としては、彼らが舞台

三宅｜トバズニハに参加しようとし

事なところで収まりがちなところが

に立って、いわゆる表現者として生

た理由は 2 つあって。ひとつはとて

あったから、飛び出したいなと思っ

きていくことだけではなくて、ひと

も楽しそうだなと思ったんです。シ

て来ました。

りの人間として非日常を体験するこ

アターダンスをやってるんですけど、

廣瀬｜私はミュージカルが好きで、

とを、みんなに課しているというの

また違うジャンルに飛び込んでみよ

そういう人たちみたいになりたいな

があります。あんまり優しくないん

うかなと思ったのがひとつです。も

と思って応募しました。

ですよ（笑）
。けっこう厳しいでし

うひとつは、どうしても受かりたい

吉田｜僕はさっきの 2 人と同じよう

ょ？

志望校があって、そこにいくための

に、舞台に立つ仕事がしたいと思っ

メンバー｜（反応それぞれ）

近道となるライトを探しにきたんで

……

キム｜甘くするところもあるけれど、
ぐっと締めるっていう。最近の学校
や家庭もですけど、若い人たちに緩
いなって感じることが多いんですね。
友達みたいな。もちろんそれはそれ
でアリだと思うんですけど、日常の
自分から離れて、非日常にぐいっと
自分自身を無理矢理引っ張りあげて
いくような体験が大事だと思うんで
す。違う自分を発見してほしい。将
来舞台に立つかどうかとは関係なく、
みなさんが、ひとりの人間としてし
っかり歩いていってくれることを望
んでいます。じゃあそんなことで、
話を終わりましょう。
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しみず・さちよ／日本女子体育大学在学中に、

“自分にしかできない何か”
を探す航海

劇場は冒険する場所
たかはし・あやこ／現代劇、伝統芸能、
バレエ・ダンス、ミュージカル、オペラな
ど、舞台芸術を中心に取材・執筆してい

高 橋彩子 （ 演劇・舞踊ライター）

舞踊・アートマネジメントを学ぶ。2001年文化
庁インターンシップ国内研修員として、新国立
劇場、日本芸能実演家団体協議会にて研修。
その後、
「トヨタコレオグラフィーアワード」の
事務局運営に携わる。2004 年より世田谷パブ

清水幸代 （世田谷パブリックシアター 劇場部）

リックシアターに勤務。公演事業、教育普及事
業、フェスティバル運営などを担当。

る。年間観劇数 250本以上。

http://blog.goo.ne.jp/pluiedete

世田谷パブリックシアターでは、未来を担う

えるのか、どのような手法で伝えるのか、とい

人材を育成する、様々な取り組みを行っていま

うことを丹念に追求し自分の内面に向き合う作

す。小学生〜高校生に対して、演劇やダンスを

業をしていきます。

体験する様々なワークショップを実施したり、
二人の女子が暗闇から現れ、ライトを灯す。

てなかなか応じないという展開に、膝を打った

世田谷区内の中学生達が世界的に有名なジャ

自分を成長させるために、何でも吸収し大き

照らされるのは一人の男子。彼は、テーブル上

─「そうだ、中高生だって、疲れたりめんどく

ズ・トランペッターの日野皓正さんに指導を受

く伸びる事の出来るこうした時期に、プロフェ

で、鉛筆や本をああでもないこうでもないとい

さかったりするんだよね」と。そこには一つの

け、ビックバンドを結成し世田谷パブリックシ

ッショナルな力を持つ人間（ここではアーティ

じり出し─。こうしてトバズニハのパフォー

“ リアル ” が確かにあった。また、必死に歌わ

アターの舞台でジャズライブを行う「ドリーム

スト）と出会い、様々な価値観に触れ、ショッ

マンスは始まった。その表現は、声を発したり

せようと試みる男子の姿は、ユーモラスな情景

ジャズバンド」
、そして、身体を使ったパフォ

クを受ける、またはそこに影響を受け、憧れを

踊ったりと多様だが、どこか断片的でもあり、

作りに長けたキムの面目躍如だったように思う。

ーマンスに興味を持つ中高生により結成され、

持つという体験はすごく重要で、それぞれのメ

単一の明快な物語を綴るといった雰囲気ではな

トバズニハの出演者は、4 月の体験ワーク

様々な表現を学び、創作し、シアタートラムの

ンバーが物の見方や伝え方、審美眼を養う良い

い。観客は演じ手とともに、
『コンパス グルグ

ショップから選ばれ、稽古を経て 8 月の本番を

舞台で発表する「ユース・パフォーマンス」を

機会にもなります。身体をつかって、自由に遊

ル』のタイトル通り、進路も終着地点も杳とし

迎えたという。そうしたプロセスについて詳細

実施しています。いずれも、演劇・ダンス・音

び、学び、吸収したことを外の世界へ提示する

て知れないまま、航海を続けることになる。

は知らないが、キムは中高生たちに「自分にし

楽の世界に触れ、創造活動を通して、次世代を

そんな活動につながったのではないでしょうか。

ただし、この航海が、修練を積み、必然性を

かできない何かを見つけようとする気力」を求

担う人材を育成し、表現だけを学ぶのではなく、

もって行われたことは、迷いのないパフォーマ

めたそうだ。無論、“ 自分にしかできない何か ”

（表現
今後、人生を歩む中で必要な「生きる力」

劇場では日常的に、複数のアーティスト、そ

ンスから、しかとうかがえる。また、舞台上の

など、容易にみつかるものではないだろう。そ

力やコミュニケーション能力など）を身につける事

して作品の創造を支えるスタッフが出会い、他

出演者や道具が、上手／下手、上方／下方、手

れでも探し続けよと、彼は檄を飛ばしたわけだ。

を目的に様々なプログラムを行っています。

者とコミュニケーションをはかる中で創作が進

前／奥……と、よく考えられた構図で配され、

探しながら、公演前も公演中も、そして今後も、

総合演出の伊藤キムの空間構成力を感じさせた

様々な方向に揺れ動くであろう中高生の心自体、

2012 年から実施している「ユース・パフォ

美術、衣装、照明、音響など）のプランやデザ

ことも記しておきたい。つまり企画本来のアマ

グルグル回るコンパスそのもの。日常とは違う

ーマンス」では、中高生で構成されるメンバー

インと、それぞれが培った技術が加わり力を合

チュアリズムの一方で、“ 見せる ” ことを忘れ

揺れ方・迷い方をしたトバズニハでの体験こそ

でパフォーマンスグループ “トバズニハ ” を結

わせる事で、作品が立ち上がるという体験をし

ないプロフェッショナリズムもあったのだ。

が、彼らの真の羅針盤になることを祈る。

成。 学校や在住地域もばらばら、これまでの

てもらえたと思います。一人では乗り越えられ

経験も異なるメンバーが集まり、当初は緊張し

ない大きな壁も、様々な人と手を取り合うこと

そんな中、小さな違和感を覚えたのは〈ピク
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なお、この企画では、稽古場見学、宣伝活動、

行していきます。身体以外の要素（音楽、舞台

ニック〉を歌う場面。多感な中高生に、かほど

公演の感想提出などを行う中高生サポーターも

ていたメンバーも、ワークショップを重ねるご

で、意外と乗り越えていける。こんな体験が彼

素朴な曲はそぐわないのではないか、リアリ

公募された。言うまでもないことだが、演じ手

とに打ち解け、それぞれの得意分野を伸ばしな

らの将来に役立ってくれればと思います。

ティに欠けるのではないかとの思いもよぎった。

だけが演劇を作るのではなく、裏方も鑑賞者も、

がら、経験を共有していきました。作品を創造

だが、一人の男子が懸命にこれを歌わせようと

構成要員である。航海の様々な面を体験した中

するには、自分の意思を伝えたり、他人の意見

するのに対し、他のメンバーは気だるそうにし

高生が、独力で大海へ漕ぎ出す日は近い。

を受け入れたりと、常に他者と呼応しながら作

彼らの前に広がる大海原に飛び込む勇気を付け

品を創造するというプロセスを踏みます。かた

てもらえたならそれ以上に期待する事はありま

や自身の中では、身体を使って表現し、何を伝

せん。

Nov.2013

彼らが今後どんな人生を歩むのかは自由です。
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近日開催予定の主なイベント・ワークショップ

たまにはこんな役 #3
けいこ場にて

SPT ワークショップラボ 2013-14

『演劇ワークショップの企画／評価を考える』

─

日程…［ Vol.1・2

編集後記

企画立案］2013 年 12 月 19 日
（木）
、2014 年 1 月 16 日
（木）

（土）14 時 〜 16 時
19 時〜 21 時 ［ Vol.3 評価 ］2014 年 1 月 25 日
参加費…3,000 円（全 3 回） 会場…世田谷文化生活情報センター セミナールーム

人間の才能はそれぞれで、いつどこでどうやって
開花するかなんて、誰にもわからない。落ちこぼれ
だった子供が、あとで立派な人物に成長したとかい
う例も、歴史を紐解けば見られます。だから、そん
なに焦らなくてもいいのかもしれない。でもやっぱ
り、弾けるような十代は今しかない……！

公共劇場で行われている様々な演劇ワークショップの企画立案と評価について、

中高生

たちを見ていると、そんな相反する気持ちの葛藤を

事例を参照しながら考えるレクチャーです。

感じることがあります。
トバズニハ『コンパス グルグル』の舞台には、

『小学生のための遊ぶ演劇ワークショップ』

そんな彼らの「何かを突破したい」という願いと、

日程…2013 年 12 月 21日 ( 土 )、22 日 ( 日 )

10 時 〜 15 時 30 分
対象…小学 1 〜 6 年生 参加費…1,000 円
（全 2 回）

それから伊藤キムさんをはじめとする講師陣やス

会場…世田谷パブリックシアターけいこ場

文字通りグルグルと渦巻いていたような気がします。

冬休みちょっと前の 2 日間、劇場の稽古場に集まって、1 年生から 6 年生までみん

数ヶ月前までは赤の他人にすぎなかった彼らが、ぶ

ないっしょに遊びましょう。どんな演劇をつくるかは、参加してみてのお楽しみ。

つかり合い、助け合って、伸び伸びとその身体や知

タッフの、厳しくも穏やかに見守るまなざしとが、

覚をひろげ、ひとつの作品をつくりあげていく。わ

地域の物語 2014『介助するひと、介助すること』

たしが観たのは千秋楽でしたが、それは「終わり」と
いうよりも、何かの「始まり」のように思えました。

日程…［ワークショップ］2014 年 1 月 12 日
（日）〜 3 月 21日
（金・祝）
（全 15 回）

来年度（2014 年）もユース・パフォーマンスは開

［発表］2014 年 3 月 22 日
（土）
、23 日
（日）
（全 2 回）
対象…介助をしている人、介助について学んでいる人、介助に携わったことのある人

催される予定。中高生であれば、ぜひ勇気を出して、

参加費…6,000 円

シアタートラムの舞台に立つことに挑戦してみてほ

会場…世田谷パブリックシアター稽古場ほか

しい、とも思います。
［ちから］

取材をし、地域を見つめ直し、さまざまな物語を掘り起こし、従来の形にとらわ
れない演劇やダンス作品をつくって、
『地域の物語』として発表します。今年度は
「介助するひと、介助すること」をテーマに考えていきます。
［キャロマグ］
Vol.3 / Nov.2013

学芸スタッフから
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★ 2013 年は、10 月 11日に 30 度を越え、
最も遅

★木枯らしが吹き、ようやく秋が来たと思いき

い真夏日を 98 年ぶりに更新しました。その前の

や一気に冬到来。でもまた秋っぽい日が戻って

真夏日最 遅記録は 1915 年 10 月 9 日に 31.3 度

来たりして、秋さんも冬さんも、押しつ押され

（!!）
と、2 日の違いながら、
温度では今年を上回っ

つの大一番を繰り広げておりますね。みなさま

ています。地球さんも生まれてから 46 億年。大人

お元気でしょうか。私といえば、深まり続ける

になって、不規則な生活リズムになっているのか

秋を感慨深く眺めています。大人になるってこ

も。いま、11 月 12 日、
寒いです。
［たば］

ういうことでしょうか。生えろ髪。
［にら］

Nov.2013
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