座談会

中学生と演劇

世田谷パブリックシアター演劇部には、
どんな可能性があるのでしょうか。
劇場と学校、そして双方での実践者という3 つの立場から、
「中学生と演劇」

劇場に演劇部?!

学校の演劇部とは関われない子たち

─まず、
「世田谷パブリックシア

す。だったら中学校の演劇部支援は

ター演劇部」ができた経緯をお話い

外部指導員という形で続けつつ、ク

ただけますか。

ラブチームみたいに、世田谷パブリ

楫屋｜世田谷区の教育水準は高いけ

存在しているけど、中学校の演劇部

のさし以外の価値観を持つ子たちの

ひとつ面白味を感じないのは、「等

楫屋｜最初は劇場主催で中学生向け

ックシアターの演劇部をつくったら

れど、私立校に進学する生徒も多く

に入ってもまずお金には繋がらない

居場所としてすごく大切なんですね。

身大の自分たち」を描こうとして、

のワークショップをやっていました。 どうかなというアイディアを劇場か

います。だから公立校には、部活を

から、資本主義の文脈の中では「お

楫屋｜中学生って、いちばん難しい

友達とか親とか先生との関係を再現

「文武両道」
とは？

何回かやっているうちに、毎回来る

ら相談されました。

通して魅力的な学校にしていくとい

金にならない = 悪」として見なされ

時期ですよ。男女でも個人でもバラ

してみせるということが、わりと主

子どもたちが「学校で演劇をやりた

─劇場に別の受け皿をつくってし

う考え方もあります。そうすると、

てしまうわけですね。

つきがある。身体の変化も著しいし。

流になってしまっていることです。

いけど演劇部がない。部活をつくる

まうことで、学校の演劇部とバッテ

スポーツ系は結果や順位が出るから、

西郷｜校風によく「文武両道」って

サポートする側も難しいけど、だか

あるいは、ものすごく破天荒な物語

手助けをしてほしい」と言う。こう

ィングするということはないんでし

看板になりやすい。文化系でも、吹

あるんですけど、「文＝学校の勉強」

らこそやりがいがあるわけです。

をつくるか。その二極なんですよね。

いった経緯から、まずは学校の演劇

ょうか？

奏楽部はまだ準スポーツ系部活とし

柏木｜まあ、そうですね（笑）。

もっと自由度のある演劇が出て来て

部支援をするようになりました。そ

柏木｜それぞれの「層」が人材的に

て捉えやすいから、学校の魅力をア

そこに入らないんです。

楫屋｜中学生の仲間内だけでできる

いいと思います。等身大の問題を扱

して、どうしても学校で演劇部がつ

交わらない感じだったから、両方あ

ピールできるものとしてクローズア

楫屋｜確かにそうです。演劇とか文

ことはまだ少ないから、的確なサポ

うのもいいんだけど、近すぎちゃっ

くれない子どもたちもいるから、世

ればいいと思いました。

ップされがちだと思うんですが、同

学とかは余計なものにされてしまう。 ートができる指導員をつけることに

て自分たちを狭めている。そこにど

田谷パブリックシアターで演劇部を

西郷｜この 10 年間は高齢化もあっ

じように発表の場がある演劇部は、

西郷｜しかし、「無」から新しいも

は意義があると思う。私個人の経験

う創造性を加えていけるかが演劇の

立ち上げてみてはどうかと。

て、部活を持ちたがらない教員が増

準スポーツ系部活として捉えられて

のをつくる力を子どもに付けさせる

だけど、小学校の時の先生が演劇経

面白いところです。そうしないとや

柏木｜劇場のワークショップで進行

えたんです。それで保護者のみなさ

はいない。

ためには芸術がないとダメなんです。 験のある人で、一年中クラス劇をや

っててだんだん面白くなくなってし

役をしていた我々も、劇場だけでは

んが何とかしてほしいと言って、区

柏木｜野球部やサッカー部は子ども

学校の中のものさしは、数学とかス

ってたんです。それこそ学校の中の

なくって中学校に行くことで、演劇

の教育委員会が外部から人を雇える

がいなくなっても「どうやって存続

ポーツができるとか。でもそれ以外

ものさしとは違う価値観で、キャス

劇場の演劇部はいわゆる学校演劇

に興味はあるけど劇場には来ない子

ようにして、外部指導員制度が始ま

するか？」って話になるのに、演劇

の価値を持ってる子もたくさんいる

ティングが足りなかったら年長の 6

から若干逸脱している部分があると

とも出会えるだろうとも思ったんで

ったんですね。

部はすぐなくなっちゃうんですよ。

んですよ。うちの学校では、子ども

年生を呼んで来るとか（笑）。それ

思っていて、手榴弾のピンを抜い

この子、演劇部なくなったらきっと

たちがやりたいって言ったことは、

で演劇に染まっちゃったんです。そ

たなっていう感じはあります（笑）。

学校に来ないよ、って子もいるのに。

全部やらせるんです。グリークラブ、

ういう先生がいたから、根源的なも

でも決して学校演劇の本体を揺る

のが見つけられた気がしますね。

す。それが 8 年くらい前ですね。

一部の学校には外部から人が来る

演劇部支援の訪問先を募集したら、 のを好ましく思わない風土もありま

「武＝体育会系」であって、芸術は

演劇部のある５校くらいが最初に手

したから、外部指導員の方も、最初

楫屋｜野球とかサッカーは、1％く

アニメ研究会、百人一首など……顧

を挙げてくださいました。今、世田

は顧問の先生と対立したり、子ども

らいの可能性とはいえプロの選手に

問がいないので公式な部活にはでき

谷区にある 29 校の中学校のうち、

とトラブルがあったりと、苦労した

なるかもしれない。これは一種の拝

ないけど、勝手にやるのは OK。い

演劇部があるのは 10 校です。

と思うんです。でも最近は落ち着い

金主義とも言えますよね。演劇にも

ろんな子がいろんなクラブをつくっ

てきて、本来の指導ができていると

一種の拝金主義のような役割が当然

ています。演劇部も、学校の中のも

ただ、何年か続けていくうちに、

16

思います。

がいたりすることも見えてきたんで
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まう。

がすようなテロ的行為ではなくて、
「こういう表現の演劇もありますね」

学校演劇の可能性
楫屋｜一般的な学校演劇の特徴で今

と示すだけのことなんですね。
演劇もダンスも、観る側、演じる
側、評価する側が変わっていかない

17

感じがある。無理に繋げる必要はな

うんですから。失敗しないってこと

身体感覚を実感できる場として、演

業の前には楽屋で気合い入れてテン

いけど、もう少し違う回路で進めて

は、つまり新しいことをやってない

劇やダンスはかなり有効だと思いま

ション上げていく、みたいな（笑）。

いけば、新たな層が演劇部に入って

ということですよ。それに対して自

すよ。

だから理科の授業で寸劇をつくって、

くるかも。

由な雰囲気をつくっていくのが私た

楫屋｜完全にテレビの影響です。テ

劇場の演劇部は自分の通っている

個体と気体と液体の分子を演じてみ

ちの仕事だと思います。

学校じゃない、他の学校の子どもた

よう、とかやってもいいし。生徒が

レビドラマのように役があって台詞

楫屋｜義務教育の現場は今キツイで

ちとも渡り合うことになるわけだか

気体になると教室を飛び出て行っち

があって、女優さんがいて、お芝居

しょうね。モンスターペアレンツが

ら、その異国性がのびのびとした身

ゃうとか（笑）。

をするのが演劇だというイメージを

待ち構えてるから、失敗できないよ

体性にあらわれていると思うんです

刷り込まれてしまっている。

うな「安全地帯」になってしまった。

ね。

てたんだけどね。今では考えられな

昔は先生たちだけの劇とかもやっ

世田谷美術館で如月小春が小学

西郷｜表現したい子はたくさんいる

西郷｜なるほど、「異国性」という

いけど気の弱い先生が酒飲んで勢い

生のワークショップをやった時に、

し、ちょっと変わった子が演劇部に

のは面白いですね。学校だと成績だ

つけて出るみたいな（笑）。

「これから演劇をつくります」って

来るのもわかるんです。演劇の中で

とか家庭状況とかいろんなことを引

柏木｜エキシビションで、区大会に

言ったら、一番前にいた小学 1 年生

は「していいこと」がたくさんある

きずってしまうけど、外部の場だと、 先生劇団も出ればいいんじゃないか

が「えんげきってなーに」って言う

から。

集まって来た子たちはバックグラウ

と。

んですね。しかしこれが中学生くら

柏木｜文化系の美術や音楽、演劇や

ンドもお互いにわからないし、もっ

─舞台に登場しただけで盛大に盛

いになると「役があって、かっこい

ダンスが「余計なもの」にされるの

と個が出るのかもしれない。それは

り上がりそうだから、その意味で、

と、ガラパゴスになってしまう。単

い男と女が恋愛ドラマをする」のが

だとしたら、そんな「余計なもの」

自分たちの活動に取り込んでくださ

まったく雰囲気が違うと思います。

絶対「失敗」するのが目に見えてて

に「火の鳥」の形をしたダンスをつ

演劇だと思ってるから、そのイメー

がない世の中はすごく苦しくなると

るか。

柏木｜確かに全員が異邦人な感じで

いいですね（笑）。

くって、それを造形的に美しいとい

ジを引き剥がすことをまずしないと

思いますね。

柏木｜あんなのも面白いかもなって

すよね。近所じゃない子には「どこ

楫屋｜冗談じゃなく、いいと思うね。

う評価をするだけでは、子どもたち

いけない。

楫屋｜高度経済成長期以降、学芸会

思ってくれたら嬉しいですね。

に住んでるの？」ってあえて聞かな

西郷｜演劇は、鎧をはぎ落としてく

の身体性や感覚を画一化して束縛し

柏木｜世田谷美術館といえば、僕が

も、主役が複数で、場面ごとに白雪

いとわからない関係。距離感が膨ら

れますからね。

てしまう。そこからはみ出すような

担当した「誰もいない美術館で」と

姫が変わるような状態。でこぼこを

むところはありますね。

─最後にひとことお願いします。

表現が出てこないと、子どもたちの

いうワークショップでアラブ音楽を

つくらないで、均一にして安全性を

西郷｜帰国子女の多い学校の雰囲気

西郷｜劇場の方々には、遠慮しない

感覚についていけなくなるんじゃな

扱った時、学芸大附属高のジャズ研

担保してしまうんですね。「みんな

─劇場の演劇部は、中学生にとっ

に似てるのかもしれないね。

で学校に出向いてどんどんやってほ

いか。

の子たちが来たんです。それまで彼

同じ」ということで隠蔽してしまう

て居ていい場所の選択肢が増えるこ

柏木｜中学生って、複数の価値観を

しいなって思います。学校の活動で

柏木｜確かに、今の子どもたちは今

らはミッキーマウスマーチとか演奏

と、ひずみが出る。違う感覚を認め

とにもなりますよね。

身につけていく最初の時期だと思う

演劇の持っている力を活用している

の大人が経験してきた時代とは全然

してたらしいんですけど、その時に

合うことができなくなってしまう。

西郷｜学校の外の価値観で、先生じ

んです。小学校だとあきらかに足早

のは 1％くらいです。すぐ忘れられ

違う現代を生きているのに、指導す

アラブ音階で即興しろとかいきなり

ゃないオトナと話すのはとっても大

いやつが王様でしょ（笑）。でも中

て優先順位が下がっちゃうけど、続
けていけば「あ、去年もやってまし

楫屋一之

ただ、前進はしていると思います。

西郷孝彦

学校とは別の空間

る側にアクチュアリティ（≒現在へ

言われてやって。すると、帰った後

例として、劇場の演劇部に限って言

事なことだと思います。

学校くらいになるとようやく違う別

の感覚）がないと、子どもたちのほ

でその子たち、いっさい楽譜を見な

えば、あとはどう先生方が評価して

柏木｜まだオトナとしての行動範囲

の価値基準が見えてくる。

た」ってことになるかも（笑）。

うが見放していくことになるかもし

くなって、延々と即興音楽をやり始

くださって、良いと思われる部分を

を認めてもらえない部分もあるし、

楫屋｜自分がまったく持ってないバ

─そういう先行事例を知ることの

れないですね。

めたんですって（笑）。だから何ら

お小遣いが少ないことも、学校以外

ックグラウンドとの遭遇ってスリリ

できるアーカイブはあるんでしょう

僕も演劇は高校演劇から始めたん

かのキッカケがあった時に、何か違

の場所に行く時に二の足を踏む大き

ングですよね。異人と出会うような

か。ウェブサイトとか。

ですけど、その頃に地区大会で上演

うことが始まっちゃう人たちってい

な要因だったりするんですよね。そ

経験。違う学校、違う区域から来て

西郷｜あんまりないですね。

してた戯曲の作家は、唐十郎、竹内

うのがきっといるんじゃないかなと

う考えると、こちらから学校に行か

るのは中学生レベルだとかなりスリ

柏木｜情報共有したほうがいい、と

銃一郎、如月小春、真船豊、野田秀

思うんです。

なきゃダメかなって思うこともあり

リングで、初恋体験みたいな（笑）

いう話にはまだなってないですね。

樹、久保田万太郎……今の感覚でい

西郷｜そういうのを、学校という空

ます。

ある種のミステリアスなトキメキは、 西郷｜公立の学校同士が連携を始め

うと異常でしょ？（笑）そこに生徒

間でやるのはなかなか難しいですよ

楫屋｜今の子どもたちは兄弟も少な

同じ学校の中よりはあると思うんで

たら、それこそ脅威的な力になるは

創作や顧問創作も並んであるという

ね。学校には、決まりきった問題に

いし、人間の成長のバラエティを実

すね。そういう側面でも、面白い事

ずなんですけど、でも今はまだバラ

状態だった。今はそういうバラエテ

決まりきった答えを出せるようにな

感することも難しくなっている。ほ

例だと思ってます。

バラだから……。それでも世田谷区

ィが全然ない。岡田利規を上演する

ることを目的にした部分も多くあり

ぼ自分と同じ身体感覚の人しか知ら

学校とかないでしょ？

柴幸男は戯

ますから。でも、そういったことを

ない。年老いた身体性も身近で見た

曲公開［＊］ もあって上演している

第一の目的にしてしまったら、新し

ことがない。死骸もほとんど見てい

学校もあるけれども。そういう、ダ

いものってなかなか生まれないでし

ないでしょう。これは生物としては

西郷｜演劇は教育のスキルとしても

出入りする人間がいるだけで、多少

ンスや音楽と融合していこうとする

ょう。だって「決まっていること」

ものすごく欠落した異常な感覚です。 使えるんですよね。だって授業中の

なりともその情報共有が進むのだと

新しい演劇の流れから、中学校や高

なんだから、「失敗」なんて許され

それに日本は人種のるつぼでもない

教師なんて、ひとりで 1 時間ひとり

したら嬉しいですけど。……って、

校の演劇はぽつんと切り離されてる

ない、あり得ないものになってしま

し、多民族でもない。そういう中で

芝居やってるようなもんですよ。授

富山の薬売りみたいですね（笑）。

柏木 陽

の学校はいろいろ連携してやろうと

さらなる可能性

してますけどね。
柏木｜僕らみたいにいろんな学校に

劇団ままごとのウェブサイトで試験的に
「戯曲公開プロジェクト」が行われている。
＊ 2014 年 2 月現在、
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デイ・イン・ザ・シアター
対象…どなたでも

会場…世田谷パブリックシアター稽古場

開館以来、不定期ながら継続して実施しているワークショップです。
開館18周年のこの日に、演劇を楽しんでみませんか。どなたでも大歓迎です！

例えば
このマスク

日程…2015年4月5日（日）19時〜21時30分（小パーティー付き）

隠された感情や
付けている理由など
みなさんも一緒に
考えてみましょう

〜開館18周年記念プログラム〜

編集後記
さまざまな舞台を
見ていると⁝

小道具が印象的に
使われている作品が
ありますよね

近日開催予定の主なイベント・ワークショップ

参加費…500円（要事前申込）

たまにはこんな役 #6

今号は「世田谷パブリックシアター演劇部

中学生

の部」
。特に、区大会にエキシビジョン（都大会への
出場権のない、上演時間 20 分の特別枠）で参加する
第二期にフォーカスしています。あらかじめ台本があ
るわけではなく、自分たちで考えてシーンをつくり、
それらをつなぎ合わせて作品を構成する手法に、中学
生たちも最初は戸惑ったようです。
オトナだってそうかもしれません。いつからか、
「演劇」というと台本があり、役があり、セリフがあ
り、一本の物語があり……という固定観念がひろまっ
ています。けれども演劇は（新しいとか古いとかでは

〜
待ってるよ

施予定！ 区立中学校各校や、世田谷区の図書館、児童館など公共施設の一部にも

中学生たちも結局はこの自由を大いに楽しみ、大い
に学び、大いに遊びました。発表会というゴールを持
たない第一期と第三期においても、彼らの試行錯誤は
続きます。将来的には、もしかしたらこの中から、演
出家、劇作家、俳優、技術スタッフ、制作者、批評家、
指導者……などが誕生するかもしれません。そうなっ

違う

2015 年度「世田谷パブリックシアター演劇部 中学生の部」の第一期は、5 月から実

フハハハハハ

来年度もやるよ！

か︑
怪人？

「世田谷パブリックシアター演劇部 中学生の部」

なく）もっと自由なはずです。

募集チラシをお送りします。詳細をいち早く知りたい人は、4 月中旬頃から世田谷パ

たら素敵です。けれど、そうじゃなくても素敵です。
彼らがいつか人生の困難に立ち向かっていく時、演劇
（とその体験や記憶）がそばにいてくれたら、きっと、

ブリックシアター ホームページ（ http://setagaya-pt.jp/ ）をチェック！

こんなに心づよいことはないでしょう。［ちから］

ご質問・お問合せは、
「 世田谷パブリックシアター演劇部 中学生の部」係
（ 03-5432-1526 ）までお気軽にご連絡ください
［キャロマグ］
Vol.6 / Feb.2015

学芸スタッフから
★これからしばらくは砂漠に行くぞと誓いをたて

★私の自転車、メンテナンスを怠っていたので変

てから適わぬこと早 4 年。とうとう実現化しそう

速機の位置がちょっとずれていたので、久しぶり

な感じになりました。知らない所に少し緊張感を

に自分で調整しました。時間はかかったものの、

持って行くというのは、なんだか新しいことを始め

ギアチェンジがカチャ！スパッ！とスムーズになり

る春に相応しい行動かなあと感じてます。2014年

ました。長い間気になっていたことが一つ解消で

度が無事終わりますように。
［えっしー］

きた証を、ギアチェンジするたびに小さな幸せとし
て味わっています。
［たば］
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