手です。そこで夏休み明けの調べ学
習の発表会では円陣を組んで、ゲー
ムみたいにゴーヤを触って感じたこ
とを話し合ったり。11 月にはエイ
サーを踊るグループを体育館に招い
て一緒に踊ったりしました。そのよ
うな活動を通して、世田谷パブリッ
クシアターの方に「見えにくいって
こういうことなのか」と知ってもら
ういい機会にもなりました。

3 年目の 2012 年は虫の調べ学習
をしましたね。多摩動物園から昆虫
を借りて拡大読書器で見ました。一
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─目の教室について教えてくださ

ちを劇つくりのその場で、全員動か

人ひとりの子どものそばで、子ども

い。

すの ?!」と思って（笑）
。しかも、た

のつぶやき等、見ていただきました。

細田…「目の教室」は弱視通級指導

だやらせるんじゃなくて、子どもが

子どもたちに表現の力をもっとつけ

学級で、通常の学級に在籍する子ど

みんなノッているんです。「目の教

てほしいという思いで、

もたちが週に 1 回通うクラスです。

室」の子どもたちは人前で話すこと

「自分は見えにくい」ということを

を恥ずかしがることが多く、毎年 3

自覚して、単眼鏡やルーペ、拡大読

月に行っている「目の教室 発表会・

書器などの視覚補助具を使って学習

お別れ会」の司会をリラックスして

できるようになることが目的です。

できるようにならないかなと思って

遠くが見えにくい、近くが見えにく

お願いしました。

い、眩しいと見えにくい、視野が狭

─進行役は富永圭一さんでしたね。

いなど、弱視といっても一人ひとり

実際にその年はやってみてどうでし

見えにくさが違います。世田谷区内

た？

と、稲城市、狛江市、府中市、三鷹

細田…実は、ワークショップでは楽

市、目黒区など区外からも含めて現

しんでいましたが、「発表会・お別

在 13 名が通級しています。東京都

れ会」の司会では緊張して、そんな

で小学校は 8 学級しかないので世田

に簡単にはいかないなと思いました

谷区外からも通って来ています。個

……。子どもたちが変わるきっかけ

別指導は週に 1 回、集団活動は月 1

になればと願い、その兆しが見える

回しています。

までは続けようと、次年度も実施す

─世田谷パブリックシアターとの

ることにしました。

活動はいつ頃から？

─ 2 年目以降はどういう形で？

細田…2010 年度からです。その前

細田…2 年目はパブリックシアター

の年に、笹原小通常の学級の子ども

の方と一緒に、沖縄についての調べ

たちが、世田谷パブリックシアター

学習のプログラムを検討し、取り組

のワークショップを受けているのを

みました。子どもたちは目が見えに

見て「えっ、初めて会った子どもた

くいので、図書館での調べ学習が苦

Feb.2016
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事例紹介 2

笹原小学校「目の教室」

進行役より

事例紹介 2

笹原小学校「目の教室」

カメラマンより

価値ある笑顔

子供たちのまなざし

富永圭一（ワークショップ進行役）

吉田大紀（映像作家）

当初、弱視という事をキチンと理解しておらず、通級の児童が、学芸会でビデオ発表会
を行う為、月一でワークショップを行うという、ごく自然な依頼だと思っていました。
会ってみて、何ら視力的な問題を感じなかったので、通常、小学校で行うプログラムと
大差のないものを行いました。何の問題もありませんでした。いつもの笑顔に溢れたワー
クショップでした。
その後、何年か断続的・継続的に伺うようになり、一人一人の児童と関係が深くなるに
つれ、症状の違いがわかってきました。
軽度な児童もいれば、ほかのもっと重い症状を抱えている児童もおり、中には弱視が進
行していき、もう少しで全然見えなくなってしまう児童もいました。
自分は、もうすぐ何も見えなくなる。この恐怖と向き合いながら、笑顔でいる。それを
知った時、その心の強さと、笑顔に非常に驚き、感銘を受けました。
是非、私がワークショップで出会う人には笑顔でいてもらいたい。このことを、私は、
ここで強く気付かされました。
とみなが・けいいち／ 89 年世田谷パブリックシアターの前身である文化生活情報センターのワークショップに参加。
以降、世田谷パブリックシアター、公共施設、学校などにおいて様々なワークショップを展開する。99 年、ワーク
ショップ・グループ abofa 創設。07 年からワークショップファシリテーターとして、世田谷パブリックシアターと
契約している。

秋の学芸発表会でビデオ作品を流すこととなり、2015 年も「目の教室」にお邪魔させ
ていただきました。
私は撮影と編集を担当し、今回で 5 度目の「目の教室」ワークショップへの参加となり
ました。
当初は、ワークショップの様子を伝える記録映像を撮っていたのですが、2013 年に学
芸発表会での上映を目的としたビデオ作品を作る案が立ち上がり、今年も引き続き同様の
企画で「目の教室」の子供たちが出演する短編ができあがりました。
子供たちは自分で演じたいものを演じ、衣装を着てセリフを言います。大まかなストー
リーはありますが、巡回団の進行のもと、プロ野球選手や、魔女や、猫や、のび太など思
い思いの登場人物となってカメラの前で演じます。突拍子もない登場人物たちを前に、一
体どんな作品が完成するのやら、いつも期待（と不安）でワクワクしながら撮影をしてい
ます。

2013 年に、初めてビデオ作品を撮るとのご相談を受けたとき、気になる点がひとつあ
りました。ビデオ作品では会話のときに登場人物の視線が重要となります。会話のシーン
で視線が外れていると、誰に向かって、どこに向かって喋っているのか分からなくなり視
聴者は混乱してしまうのです。「目の教室」の生徒たちは弱視ですので、視線の誘導をど
うしたものか私なりに悩んでいました。
ところが、いざ撮影がはじまると子供たちは勘が良く、こちらの言うことを理解し視線
もきちんと演じることができました。私の心配は杞憂に終わり安堵もしましたが、同時に
弱視についての自分の認識の甘さを反省したのを覚えています。

2013 年の不思議の国のアリスに続いて今回も、妖精と海賊が宝探しの果てに武将やサ
ッカー選手と対決する大胆な展開で、大変楽しく撮影させていただきましたが、子供たち
の成長には目を見張るものがありました。2 年前には恥ずかしがって声も小さかった子が、
今回は朗々とセリフを発し、それどころか下級生を率先して導くような様子も見られ感激
しました。
子供たちの闊達でユーモアのある様子が少しでも伝わればと思いながら編集を仕上げま
した 。もしまた機会があれば、子供たちの更なる成長と想像を超えるキャラクター造形
を目撃したく、是非参加させていただければと思っています。
よしだ・ひろき／日本大学芸術学部演劇学科演出コース在学時から、世田谷パブリックシアター劇場部でアルバイト。
以降、生活工房などでのワークショップや発表会のビデオ撮影・編集を担当。現在は会社員の傍ら自主映画の制作や、
企業の WebCM の制作等を行っている。
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See
You!

INFORMATION

たまにはこんな役 #8

編集後記

スミマセーン︑
三軒茶屋まで
いくらですか？

学芸からのお知らせ

Feb.2016

お待
ちし
てま
す

「先生のためのワークショップ 放課後編」

をめぐって、演劇のワークショップをしてきまし
た。子どもたちは恥ずかしがったり、大胆に踊り
を披露してくれたり、いろいろでしたが、演劇を
通して何かを交わし合えたという手応えはすごく
ありました。「これが演劇だ」と教えに行ったわ
けではありません。むしろ「これも演劇だ」と教

参加したい先生・学校 募集中!!

えられた気がします。
さて今号では、前号の「学芸会編」と同じく
「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」を取

先生もワークショップを体験してみませんか？
進行役が、放課後に学校へ伺って、
ワークショップで活用する手法を
具体的に先生方にお伝えします。

り上げます。今回は「特別支援学級（通級）編」
です。千歳台小学校「めばえ学級」と笹原小学校

…うさぎ？

世田谷区内の小中学校で実施している
「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」の

「目の教室」にご登場いただきました。
冒頭の「えっしー」こと恵志さんの文章に「演
劇は、子どもたちがその違いによって排除される

クラスづくりに活用できる演劇的手法を取り入れた遊びの紹介や、授業での活用方法、社会科見学や修学旅

ことなく、共に作業する場をつくりだします」と

行の学習成果を伝える活動等の具体的なプログラムを提案・実践します。
また、教科「日本語」の実践例として
学校単位だけでなく、近隣の学校の先生と合同でもOKです。
まずは、お気軽にご相談ください！

それでいて他人と一緒に何かをつくれるという、

０３-５４３２-１５２６
ＦＡＸ ０３-５４３２-１
５５９

魔法のようなもの。進行役（ファシリテーター）
は、そんな魔法をたくさん知っている手品師みた
いな人たちです。今回の 2 つの座談会では「進行
役の技を盗みたい！」とのご意見が共にありまし

世田谷パブリックシアター学芸

たが、この左ページをご覧いただけますか。先生
向けの演劇ワークショップ、あります！
［ちから］
［キャロマグ］
Vol.8 / Feb.2016

学芸スタッフから
★ 妻に内緒で大型バイクを買おうと、い

★きたるべき花粉症対策として毎日ヨーグルトを食べて

ろいろ試乗にディーラー巡り。決まって言

いたらけっこう調子が良い、と学芸スタッフのくたにんに

うのは「妻と一緒に旅行できるバイクを」。

聞いて、私も……！ とはじめてみました。まだ一週間も

ある日届いた営業葉書。そこには「次回は

続いていないので効果のほどは分かりませんが、骨粗鬆

ぜひ奥様と」。おかげでバレました！

一

症予防にはなるかなあと思っています。できることはすべ

緒に行くどころか、奥さまは呆れ顔でござ

て試したい勢いなので、他にも良い方法があったら教え

います。
［にら］

てください。
［ふく］

Feb.2016

いくらですか？

あります。演劇はいつも一人ひとりの味方です。
⁝うーん⁝

進行役が実施するワークショップを体験していただけます。一年中いつでも、5 人程度から実施できます。学年、

ＴＥＬ

20

先日、フィリピンの山岳地帯にある村々の学校
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