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要約

日本の学校でおこなわれる演出jの主たるものは、特別活動の一環としておこなわれる学芸会などでの演

劇の発表である。これは一般に「学校劇j と呼ばれている。日本の教育の場での演劇はこれまで「行事で

発表するものJとしておこなわれ、独自の形態を持つ表現が構築されてきた。このような独特の摘劇表現

は、「学芸会のような演劇Jとして一般の演劇表現とはやや異質のものと捉えられているように思う。だが、

その背景を見ると日本の演劇界がたどった歴史とも関連があると考えられるのである。本稿では、学校で

おこなわれる演劇活動の中で主流である学芸会の演劇を取り上げることを目的とする。その際、あわせて

日本の演劇表現の歴史を概観することによって、学校の演劇の特徴と課題を明らかにしようと思う。

1 .学校でおこなわれる演劇

日本において、ごくわずかの学校を除けば、演

劇は正規の科目ではない。にもかかわらず、演劇

は多くの学校でなんらかのかたちでおこなわれて

いる。例えば、国語や社会科などの教科でおこな

われる動作化や劇化などの演劇を使った活動が報

告されており 1にまた、 2012年には文部科学省が

創造性や表現力を育むコミュニケーション教育へ

の理解・関心を深めることを目的として「演劇メー

カーJ2)をホームページ上に公開した。これは、

ウェブ上の映像で演じられているシーン川に合わ

せて「子どもたち自身が脚本家・演出家となり、

自分なりに工夫して演劇を作るJ.1)というもので、

映像の登場人物や状況設定にあう台詞を自分たち

で考え、オリジナルのシーンを作ることができる。

近年、特に必要な能力であるとされるコミュニケー

ション力の伸長や創造性の育成の視点から、教育

の場で新しい形の演劇活動が注目されているので

・琉球大学教育学部非常勤
日琉球大学教育学部准教授

ある。

しかし、学校でおこなわれている演劇活動はこ

うした新しい試みばかりではない。学芸会などの

特別活動でおこなわれる演劇発表がその主たる活

動の場であり、こうした演劇活動は「学校劇Jと

称され、その発表形態とともに日本独自の特徴を

持つものとなっている。

それではどのようにしてこうした「学校劇j と

いう演劇活動が日本の学校に登場したのだろう。

そしてそれほどのような表現活動だといえるのだ

ろうか。本稿では、学校において演出11が導入され

た経緯についてたどり、学校の演劇の特徴と課題

を明らかにしようと思う。

2.演劇とは何か

学校と演劇の関係についてみる前に、そもそも

演劇とは何かについて定義しておきたい。

演劇は芸術表現のひとつであり、文学(物語、
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台詞)、音楽、美術など一つの舞台にさまざまな

芸術表現を含むことができることから、しばしば

総合芸術であるといわれる。そうした中で、演劇

と他の芸術表現とを区別するものとしてあげられ

るのが戯曲の有無である。演劇百科大事典には、

演劇とは fーに俳優、二に戯曲、三に観衆という

三者だけで足りるのであるJ;;)と記されている。

つまり戯曲にそって俳優がその世界を表現し、そ

れを観衆が見るのが演劇だというのである。しか

し戯曲は、実は演劇にとって必須のものではない。

戯曲がない演劇として、日本では歌舞伎や能があ

り、他国では、例えば仮面を用いて即興でおこな

うコメディア・デ・ラルテ引がある。また、そも

そも台本がないことを前提としておこなうインプ

ロ(即興演劇)も演劇である。そうなると台詞に

こそ演劇の真髄があるのだろうか。しかしながら、

戯曲があっても台詞自体が言葉として発せられな

い無言劇、黙劇、パントマイムなどと呼ばれる演

劇表現がある。つまり、戯曲、台詞のいずれも演

劇の絶対条件であるとはいえないのである。

世界的な演出家であるピーター・ブルックは、

「どこでもいい、なにもない空間一一それを指し

て、わたしは裸の舞台と呼ぼう。ひとりの人間が

このなにもない空間を歩いて横切る、もうひとり

の人聞がそれをみつめる一一演劇行為が成り立つ

ためには、これだけで足りるはずだJi)と演劇を

説明する。つまりブルックは、空間に俳優とそれ

を見る観客が存在し、そこに「表現する-表現を

受けとめる」という関係がなりたっていることを

演劇だとするのである。しかし、ただ単に一人の

人間が歩いて横切るのをもう一人の人間が見つめ

ることだけで演劇といえるのだろうかへ日本の

演劇教育の研究者であり実践家でもある富田博之

は、次のように言うへ

美術教育における『えがくJという作用、文

学教育における文学作品を「読むJという作用、

音楽教育における「歌うj という作用は、とも

に、それらの芸術教育を成立させる、もっとも

基本的なはたらきであり、そのはたらきを考え

ることなしに、それらの芸術教育が、子どもの

心身におよぽす意味について考えることはでき

ない。それと同じように、演劇教育では「淡ず

ること」をもっとも基本的なはたらきとして重

視することによって、その意義がはじめて、あ

きらかになるといえよう。

つまり、演劇が演劇であるための『行為Jは演

ずること、すなわち「演技Jだといえるのである。

そして、俳優と観客はただそこにいるのではなく、

俳優は観客に対して何らかの演技をし、そしてま

た、観客は俳優の演技を「見るJことによって演

劇は起こる。つまり、 r~寅技j を「見る一見られ

るj という関係が成立するのが演劇なのである。

では、演技とは何だろうか。演出家の八回元夫

は、演技を次のように説明するH

演技というものは相手役との交流においてな

りたつ。ほんの一寸した呼吸のちがいも、相手

役に微妙な影響を与える。演技者は今日の相手

役に、まるでその言葉をはじめて話すように働

きかけ、相手役はそれを今はじめてきいた言葉

としてうけとめ、それをきいているうちに、台

本にかかれたとおりの言葉が、主体的に創造的

に浮んで来なくてはならない。そのことで相手

役との間にいきたつながりがでてくる。

例え台本があって稽古を重ねた俳優と俳優が舞

台に立ったとしても、そこにおいて俳優と俳優の

間で影響を与えあい、変化が生じることを演劇は

求める。つまり、演技に必要なことは、舞台上の

他者(相手役)との聞に「いきたつながり」があ

ることであり、そこでいう「いきたつながり」と

は硬直した関係ではなく「互いの行為によって呼

応し変容する関係Jのことをいうのである。

劇作家、演出家であり現代演劇における理論家

である平田オリザは、「演劇は他者を必要とし、

『対話』の構造を要請するJll)としている。ここで

いう他者とはわかり合ったもの同士のことを指す

のではない。わからない者同士がかかわりあい、

変容することを前提とするやりとりがあることが

必要だというのである。こうしたやりとりを平田

は「対話j という。さらに平田は、その対話には

バリエーションがあり、演劇には次の 3つが必ず

要請されるのだというへひとつは「演劇作品内

での、役柄|司土の対話Jであり、次に「演劇集団

-152一



上回ほか:学校の演劇

内での、劇作家、演出家、俳優といった個々人間

の対話j であり、最後に「劇場における表現する

側とそれを観る側との対話(内的対話lお)J であ

る。つまり、舞台上の俳優聞の対話、劇作家・演

出家・俳優というそれぞれに役割を持つ人同士で

おこなわれる作品制作過程における対話、そして、

実際に観客の前に立ったときに舞台出演者と観客

との問で交わされる対話があり、これらはすべて

両者がやりとりをしながら変容していくものであ

る([図 1])。俳優問での対話のみではなく、多

様な形で対話がおこなわれ、それにともなった変

や観客と舞台との問の関係が硬直したものであり、

変容しないのであればそれは演劇とはいえないだ

ろう。また、演技とは俳優と観客との関係を含め

て進行するものであるから、両者の関係が変容し

ないものを演劇とは呼ばない。つまり、テレビや

映画においても演技がありそれを見る人がいるが、

映像作品ではすでにあるものを再生して見せるの

で、その場での観客の反応によって俳優が変容す

ることはない。したがって、それもやはり演劇で

はないといっていいだろう。

容が求められるというのが演劇の特質であるとい 3. 日本の演劇史

えるだろう。 演劇とは、「他者が存在し、演技によって呼応

俳優一観客の関係
.，....Q"，. (舞台)
… 

[図 1]演劇に要舗される三つの対話

創作者一俳優悶の対億

(戯曲
演出
舞台のスタッフ

つまり、舞台にいる俳優がなにかを勝手にする

のではなく、他者と関わり合いながら rj寅技する」

という様式にのっとって、その場その時に変容し

ていく関係性を見せるのが演劇なのである。演技

が成立しているとき、観ている人は舞台でおこな

われていることが「演技であるJと認識している。

例え舞台で人が刺されても、観客は救急車を呼ば

ない。それはそこで起こっているのが舞台上の演

技であって「本当のことJではないと認識してい

るからである。しかし、それにもかかわらず観客

は「本当のことJのようにはらはらしたり驚いた

りする。それは舞台上の演技によってそこで変容

する関係を見ているからである。つまりこれらの

ことから、演劇とは「他者が存在し、演技によっ

て呼応しながらその場でその時に変容する関係を

見せる芸術Jであるといえる。

このように演劇を定義すると、もし、俳優同士

しながらその場でその時に変容する関係を見せる

芸術Jであると定義した。それでは日本において、

演劇はどういう特徴を持っていたのか、その歴史

的変遷を概観していこう。

日本の演劇の歴史を「日本演劇の近代化、現代

化の歩みとして捉えるとき、近代100年の演劇史

はまず三つの時期に大別できるJIIlとして、演劇

学者の河竹登志夫は次のように分けている。ひと

つは、歌舞伎と新派の時代である改良演劇時代

(1868-1907頃)、次に西洋近代劇が流入する中で

新劇が主流を占めた小劇場的近代劇主流時代(19

07-55頃)、そして、現代演劇模索時代 (1955・現

在)である。また、『日本の現代演劇』において

評論家の扇回昭彦は、 1960年代から日本の演劇界

に小劇場運動があらわれたとしているへこれら

の記述によりながら、日本の伝統演劇jから、近代、

現代演劇への歩みをそのとき中心となった演劇形

態に注目してまとめると[図 2]のようにあらわ

すことができるだろう。

1.伝統演劇!とされる歌舞伎や能狂言が中心で日

本独自の演劇が構築されていた時代16)

2. 明治になって新しい演劇が目指される。 q:寅
劇改良会Jの活動から「新派Jの台頭までm

3.近代リアリズム演劇を目指した「新劇」が日

本の演劇の中心となる時代川

4.新劇に対する反発から生まれた小劇場運動の

時代から現在までm



琉球大学教ff学日11紀~ 第83m

国o8明治

1872字削踊布

1912大正

1926昭如1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

20∞ 

新劇 且=三llTo'壱"

[図 2]日本の近代演劇史 4つの大きな流れ

その他にもミュージカルや大衆i~rJ~IJ、軽演J~IJ 、

持路、などの表現形態も存托する仰が、日本の淡

路IJの大きな流れといったときには、上記のように

4つに分けてあらわすことができる。また、いず

れの演劇も新しいジャンルがあらわれでも消失す

ることはなく、|昨代によって峨哀を経ながら現作

まで活動が続けられている。こう した日本の近代

から現代までの演劇史の概略を[医13)2nにまとめた。

以下では、 それぞれ4つの歴史的変遷についてみ

ていこう と思う。

3 -1 .明治、近代演劇のはじまり

日本の演J.~IJの歴史を遡れば、 fì~、狂言、歌舞伎

の伝統演劇にたどりつく。いずれも|止界に誇るこ

とのできる 日本問有の芸能だといえるだろう。 し

かし、日本における近代、現代演劇へとつながる

i向島IJの歩みはそれら伝統淡劇との分ItJiから始まっ

ており 、 それは日本の特殊な泌席IJ ・J~析をもたらし

た要因となった。日本の近代i~~J~.IJは、日本人の身

体や言語、生前に添いながら発展していた独自の

表現段式を一度切り捨てたと ころに成立したので

ある。

この分断は、 1868年の明治維新後に日本が同際

社会に認められるため近代化を急いだという歴史

的な事情によってもたらされた。近代国家として

不認されるために H本が選んだのは欧化政策ωで

あり、 日本独自の文化を捨て去り 「欧化Jするこ

とによって「文化国家」になろうと励んだのであ

る。その対象は思想、政治、経済、 社会のあらゆ

る分野に波り、 そこには音楽、美術といった文化

領域も含まれていた。欧化に向けて積極的に州洋

のものを取り入れる作業がおこなわれ、 そこでは

海外からJ白かれたそれぞれの分野の専門家である

お雇い外同人仰が活躍している。しかしながら、

演劇|の分野ではお鹿い外国人が採用されることは

なかったのである。それには次のような背訟があ

る。 ti~ ・ 狂 λーは江戸幕府から式:柴山として重用さ

れていたが、 h~府の終;腎とともにその地位を失っ

ていた。また、歌舞伎はそもそもの社会的地位が

低く、芝居小屋は、遊事11と並んで二大悲所場とH手

ばれていたのだというへ 当時の歌舞伎はすでに

観客を集め!t-lJ行的に成功していたが、役者たちは

「河原者」仰とH手ばれたようにその社会的地位は低

いままであった。こうした状況において、前期|は

欧化政策の対象として振興するような価値がある

ものではないと判断され、 おJii¥い外国人があてが

われなかったのである。しかし、それでも泌酬を

機絶してしまうということにはならず、お11互い外

国人によって外岡のものを直愉入するかわりに、

半官営の fi氏側改良会J27¥が結成され、歌舞伎を

改良することによってこれを近代的な演劇にして

いこう加という運動が展1mされることになった。

それは作品の内容から劇場の内装まで、 l吹化政策

にならって改良しよう とするものであった。

つまり 、 伝統演J~IJは改良しなくてはならないよ

うな悪いものであるという認識に立ち、伝統と断

絶することから 1:1本の近代iíQ /~.IJは始ま ったのであ

る。さらにここで付け加えられなくてはならない

のは、外部から米たという ことで日本の文化に向

けて客観的な視点を持ち待たであろうお雇い外国

人がi向島IJの分野では不在で・あったということであ

る。こう して円本の近代i山知|は、伝統に頼ること

もできず、御外からの先駆的・答観的な視点もな

い中で、混迷のうちに始まったのである。

そのよう に始まった近代演出IJへの歩みは次のよ

うに進んだ。まず、歌舞伎を改良する目的で作ら

れた演劇改良会だが、これは大きな成果をあげな

いまま 2作で消滅してしまう。そして、 それとは

別に圏内の政治事的を背)f(にして走行しい演出IJが生

まれた。先端は1874年に起こった自 由民権運動.. "":11 

であった。政府はこれをflitJ圧するために対立した
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民権党員らを東京から追放するのだが、追放され

た党員らは自らの主張を伝えるための演説会を各

所で開催する。その際に、人を集め、自分たちの

主張をわかりやすく伝えるために演説とあわせて

芝居をおこなうようになり、これは壮士らの演じ

る劇であることから「壮士芝居Jと呼ばれた。演

じたのは演劇的にはほとんど素人の書生たちであっ

たが、歌舞伎のような様式的な演劇しかなかった

時代においてはその表現の珍しさもあって話題を

よんだという。そして、 1988(明治21)年、自由

党の壮士角藤定患らが大阪で劇団を起こし、 1891

年には同じく自由党の壮士であった川上音二郎が、

「書生芝居Jを名乗って大阪・堺で一座を旗揚げ

したへ彼は政治講談、政治小説を劇化して上演

し、また、例えば当時の板垣退助の死31)などの時

事的な出来事を即座に演劇として上演するなどし

て人気を博す。この壮士芝居の系統は後に歌舞伎

に対して“新しい"劇であるとして、「新派J:ゆとさ

れたのである。

こうした政治的な背景を持つ壮士芝居は政府に

よる弾圧を受けることから始まったのだが、演劇

が弾圧されたのはこのときに限らない。それは演

劇が「文字の読めない人にも直接的に政治的なメッ

セージを伝えることのできる便利な道具J:ωだか

らである。さらに、演劇ならば、「上演が終われ

ば、あとに証拠の何も残らないJので、「特に反

政府のゲリラ活動にはうってつけJ3.1)だとされた。

つまり演劇は、そのとき起こったことや政治的な

主張などを、短い準備期間で容易に、直接的かっ

具体的に伝えることができ、しかもビラや看板の

ように証拠を残すこともない。こうした身軽さと

直接性、具体性をあわせ持つ演劇は、政治的な活

動をおこなうのに有利なものとされた。それによ

り、政府にとって演劇は体制を揺るがす煩わしい

存在とされ、その後もしばしば弾圧の対象となっ

たのである。

3-2.新劇の誕生

次に、歌舞伎とも新派とも違う演劇として、主

に海外の作品を上演することを目指す動きが生ま

れた。 1906年に文学者の坪内迫遥湖、坪内の弟子

で演出家の島村抱月らを中心にして文学・演劇一

般の革新を目指すとして「文芸協会Jが設立され、

シェークスピアの作品を上演した:へまた1908年

には劇作家の小山内蕪が歌舞伎俳優の市川左園次

とともに「自由劇場Jを設立し、近代演劇の父と

も言われ自然主義をうたうイプセンの作品で旗揚

げをした初。ここに、日本の伝統演劇を否定し、

脚本に忠実にリアリズムを追求するという新劇運

動が誕生したのである。新劇は西欧近代演劇を手

本としながら翻訳劇を中心に上演をおこない、日

本における近代演劇の繋明期を支えることになっ

た。新劇というジャンル自体はその後も発展しな

がら続くのであるが、そのさきがけとなった「文

芸協会Jは1913年に分裂・解散し、「自由劇場J

は1919年の公演を最終公演として自然消滅するな

ど、二つの劇団はつぶれてしまう。

他方、この頃ドイツに長期の演劇修行に出かけ

ていた演出家に、土方与志という人物がいる。彼

は、 1923年に関東大震災の知らせを受け、滞在半

ばであったが日本に帰ることを決めた。そして、

帰国した土方は新劇のための劇場を作ることを決

意し、当時は隠遁状態だった演出家の小山内蕪を

訪ねて、その実現のための構想をともに練る。そ

して、 1924年、土方与志と小山内蕪によって日本

初となる新劇の常設劇場「築地小劇場Jが開設さ

れたのである。新劇の発展の礎となった築地小劇

場では、表現主義の傾向の強いものから、イプセ

ンなどのリアリズム演劇まで幅広い作品が上演さ

れたへその後の解散までに100編余りの国内外

の戯曲が連続上演され湖、新劇史上画期的な成果

を収めたとされるのである。

しかし、ほどなくして新劇は政治とイデオロギー

にさらされることになった。 1920年代後半の昭和

初期になると世間の状勢なども絡み、共産主義を

旨とする左翼思想に支配されていく。築地小劇場

の中でも、芸術か左翼的活動かに分かれて内紛状

態になり、そうした中で1928年に小山内蕪が急逝

すると1930年には築地劇団は解散分裂することに

なった。そこからメンバーらによって新たな劇団

が誕生しそれぞれに活動を始めたのである。

その頃、当時のプロレタリア文学の盛り上がり

に応えて、演劇界でもプロレタリア作品や政治的

な主張を持つ作品が上演された。しかし、国が第

二次世界大戦に向かつて歩を進めるとともに、こ

うした舞台上演に対しての検閲が執劫におこなわ
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れるようになり、多くの逮捕者も出た。国家の体

制に与しない演劇活動をおこなうことは困難を極

めたのである。

やがて戦争が終わり、新劇をとりまく状況は一

変する。抑圧されていた自由と芸術を求める世の

中の要請を受け、戦後の民主化のもとで新劇は空

前のブームを迎えたのである。これを経て日本の

演劇における一大勢力としての新劇の地位が確定

することになった。

伝統と断絶し欧化による近代化を目指した日本

の歴史と新劇は近似している。新出，1]は日本の伝統

演劇の様式を捨て、その際に表現の基盤となる身

体や言語、日常生活がまったく異なる西洋の演劇

に手本を求めた。新劇が目指した近代リアリズム

演劇は、西洋で成立した自然主義に基づいた表現

を基礎とするが、この「西洋人にとって自然な表

現Jを読み替えることなくおこなったために、そ

れが日本人によっておこなわれたときに独特の形

態を有する演技となってあらわれたのである。

続いて、そうした新劇の演技について、身体と

言葉の両面から具体的にみていこうと思う。

日本の伝統演劇における身体表現は、日本人の

身体や日本の暮らしから起こった所作に基づいて

その様式が構築されてきた。新劇は、そうして培

われてきた伝統的な表現を捨て去り、その上で、

海外の戯曲を上演するために、自らの日常の暮ら

しとはまったく異なる状況設定に基づいて身体表

現を構成していったのである。例えば、日頃着て

いるのが洋服か着物か、部屋の中で靴を履いてい

るか、座るのが床なのか椅子なのかといった生活

環境的な条件と、体格や身体能力などそもそもの

身体的な条件によってその人物の所作は決まる。

そうなると当然のことながら日本独自の所作があ

り、また生来の身体的な特徴も存在するのである。

だが、それにも関わらず、海外の戯曲と一緒に彼

らの身体表現を「自然な所作Jとしてそのまま取

り入れようとしたのである。この頃の新劇を「赤

毛芝居Jr赤毛物Jとも呼ぶのだが、これは西洋

の演劇を上演したということを象徴しているにと

どまらず、実際にかつらや付け鼻を付け、陰影を

強調した化粧をするなどして西洋の登場人物を見

た目通りに再現しようとしたことに由来している。

つまり西洋の近代リアリズム演劇を日本に取り入

れる際に、日本人の身体や生活に注目することな

く、西洋でおこなわれた表現をただ真似ようとし

たのが新劇における「リアリズムJであった。そ

こにおいて日本の生活や日本人の身体に基づいた

自然な表現は目指されなかったのである。

また言葉に目を向けると、翻訳劇を中心に上演

するときに、日本語の自然な言い回しとは異なる

f翻訳劇の文体の台詞をいかにうまく言うかが、

俳優の演技術、台詞術ということになり、新劇特

有のせりふ回しが生れることになったJωという。

特に最初は、そもそも話し言葉として意識されて

書かれていない翻訳調の台詞ωを話さなくてはな

らなかった。それに加え、外国の演劇作品が外国

人によって舞台で演じられている様子を見てそれ

を台詞の手本にしたことにより、日本人の自然な

話し方とは異なる表現が目指されることになった。

例えば当時「本場Jの演劇とされた舞台で用いら

れていたロシア語や英語では、重要な単語を強調

して発声し、文章のリズムにあわせてアクセント

を置く。しかし、本来日本語ではそういうことを

しない。例えば、元アナウンサーで朗読指導をし

ている高梨敬一郎は、日本語のイントネーション

では、はじめが高くだんだんに下がっていくのが

自然な読み方だというωように、言語としてのルー

ルが異なるにもかかわらずへ手本とした外国の

舞台での台調の言い回しをそのまま日本語におき

かえるという不自然な言い回しをしたのである。

つまり、身体表現からみても言語(台詞)表現か

らみても、いずれも西洋の近代演劇を読み替えず

にそのまま取り入れようとしたために日本人の身

体や言葉との蹴舶が生じ、結果的に不自然な表現

となったのだということがわかる。

とはいえ、新劇がただやみくもに見ょう見まね

で西洋の演劇を取り入れたわけではなく、そこに

は手本とした演技術があった。それがロシアの

「モスクワ芸術座Jの俳優であり演出家であるス

タニスラフスキーによって構築されたスタニスラ

フスキー・システムと呼ばれる演技術である。こ

れは、 20世紀の演劇界において世界的に大きな影

響を与えたもので、現在でもアクターズ・スタジ

オなどにメソッドとして引き継がれている。この

システムは本場の演技術であり自然主義やリアリ

ズムの演技の基礎となるものであるとして、新劇
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の演劇人によって盛んに学ばれることになった。

新劇を牽引した演出家の小山内蕪や土方与志は築

地小劇場設立以前にモスクワの芸術座の舞台を直

接見ており、その演技術を伝えたという。しかし、

彼らは言葉の問題もあり、戯曲の解釈や演出の意

図の仔細な部分についてはわからないまま、単に

舞台上でどのように演技されていたかを記憶して

持ち帰っていた。その結果、システムの理論より

もその見た目が伝えられたのである。そこで、や

はりここでも日本の演劇表現は日本人の自然な表

現にたどり着くことはなかったのである。

3-3. 小劇場運動から現在まで

戦後、新劇ブームを経た新劇は劇坦としての地

盤を固めていた。他方で、 1960年前後になると、

学生演劇が大きな活況を見せ、多くの学生劇団が

生まれ多彩な才能が育っていた1ヘそうした中で、

大学を卒業した後、新鹿.Ijの門をたたくのではなく

自ら劇団を結成し活動するものがあらわれる。そ

の中には、状況劇場の唐十郎、天井桟敷の寺山修

司、早稲田小劇場の鈴木忠志、演劇センター68/
71(後の黒テント)の佐藤信らがいた。これが小

劇場運動の始まりであり、彼らはその第一世代と

呼ばれる。小劇場運動は新劇へのアンチテーゼを

基盤にするものであり、特に第一世代の演劇活動

はアングラ演劇とも呼ばれる。アングラは「地下J

を意味するアンダーグラウンドの略であり、街頭

で突然芝居をはじめる市街劇19)や、治安を乱すと

警戒され、瞥官が監視する中でおこなわれたテン

ト芝居加など、既成の演劇の概念を覆すような演

劇活動が試みられた。また、当時の安保反対闘争

やベトナム戦争という政治背景もあいまって自ず

とイデオロギーや政治と結びついた活動が多くみ

られた。しかしそれにとどまらない第一世代の特

徴を、演劇l学者の河竹登志夫は「思想上、芸術上

の主義主張は異なるが、いずれも近代額縁舞台刊

のリアリズム演劇を否定して、観客をも創造主体

に引入れようという意図、および俳優の肉体的、

生理的演技反応を重視していることなどにおいて、

共通していると考えられるJ却という。また、演

劇評論家の扇田昭彦は当時の演劇について「新劇

のセリフ中心のリアリズム演技に反発した彼らは、

『身体』あるいは『肉体言語』を軸に近代劇を乗

り越え、実験性に富む新しい現代演劇を作り出そ

うとしたのであるJ5:1)としている。つまり、新劇

の演技の中心が台詞であったのに対して、小劇場

運動の舞台では俳優の身体に注目した舞台作りが

おこなわれたのである。

社会状況を反映するイデオロギーとも強く結び

ついていた小劇場運動の第一世代に対して、 70年

代にはつかこうへいが登場した。っかは、誇りが

あればどんな人間の欲望も肯定できるという自虐

的なコメディのスタイルを確立して大人気となり、

小劇場運動の第二世代として、演劇を娯楽として

楽しむ若い観客層を開拓した。そして、 80年代に

なると、より軽快で笑いのある表現をする劇団が

あらわれる。学生劇団を母体として、野田秀樹、

鴻上尚史ら第三世代のリーダーが続々と登場し、

破天荒な物語と個性豊かな演技スタイルで若い観

客の支持を集め「小劇場ブームJがおこったので

ある。

ここにおいても小劇場運動の劇団では、劇団ご

とに異なる演技スタイルをもとにした作品作りが

おこなわれている。新劇が「新，>>IJJ というジャン

ルとして劇団が違っていても基本的に同じ演技論

を採用していたのに対して、小劇場運動では、同

時代の劇団を網羅するような演技論や演劇論が存

在せず、それぞれの劇団による多様な演劇表現が

創出されたのである。

そうした中、 90年代になって登場し注目された

のが平田オリザによる「静かな演劇J51)と呼ばれ

る現代口語に依拠した戯曲によって演じられる演

劇である。「ごく日常的なせりふをささやくよう

に語るJ訓という特徴を持つ「静かな演劇j は、

日本の演出.IJにおける自然な表現を模索するもので

あり、それを論理的に構築しようとするものであっ

た。その後、自然な所作と現代口語に基づく会話

による戯曲によって演じられるスタイルは、現在

日本の演劇界において主流のスタイルとなってき

ているといえる。これは、日本の演劇が日本の様

式を捨て西洋に手本を求めた近代演劇の始まりか

らほぼ100年を経て、自然主義やリアリズムがつ

いに日本人の等身大のものとして理論的にも検討

され表現されるようになったといえるだろう。
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3-4. 日本の現代演劇が抱える問題

ここまで日本の近代演劇の歩みをその演技と表

現に注目しながらみてきた。こうした中で日本の

演劇jが苧まざるをえなかった特殊性と問題とは何

か。社会学者の佐藤郁哉は次のように述べている。

欧米の場合にはリアリズム演劇が主流の表現

法の一つになっており、演劇界の劇壇としての

側面は、演劇という表現行為にかかわる人々や

団体の統合軸として作用してきた。たとえば、

イギリスの場合には、リアリズム演劇が規範と

よべるものを形成しており、またシェイクスピ

アの戯曲が演劇人のあいだだけでなく広い層の
カノン

人々の聞に聖典として共有されている。リアリ
芯んしん

ズム演劇の枠を超えた斬新な表現の試みを理解

し評価する場合であっても、前衛と「正統Jは

その共通の評価とコミュニケーションの基盤を

もとにして互いを理解し豊かにする通路が聞か

れている。

これに対して、日本においては今日にいたる

まで現代演劇のスタンダードとよべるような作

劇法や演技体系も確立されておらず、また演劇

に関わる人々が共通の土俵の上でコミュニケー

ションしうる言語、共通の了解事項、知識といっ

たものが決定的に欠けており、劇壇という意味

での演劇界を構成する上での基礎条件が欠けて

いたのである。

日本においては、現代演劇という芸術ジャン

ルは日本社会にもともと存在していた演劇的表

現の内在的発展の結果として成立したものとい

うよりは、欧米の芸術表現を移入した結果とし

て出来上がってきたものであった。しかも、そ

の移入にあたっては、その社会的歴史的背景に

ついての十分な理解まで含めて系統的に移入さ

れたとは言いがたく、むしろ一握りの、実際に

海外の舞台に触れた経験のある人々や外国語に

堪能な先駆者によって、ややもすれば断片的に

移入されたという経緯がある。したがって、戯

曲の内容、俳優の演技における身体表現、劇場

空間に造形される舞台装置という点でも、観客

はおろか演劇関係者逮自身の日常の言語生活や

生活体験から遊離した部分が少なくなかったヘ

つまり、ここからわかるのは、欧米の演劇にお

いては演劇の聖典と呼べる依って立つべきものが

存在しており、それは演劇人のみならず一般の人

についても共通しであるのだということである。

そのことによって演劇の「正統Jな表現が共通認

識として共有されている。これに対して、日本で

は現代演劇が伝統演劇と切り離されているために

そこには聖典がなく、現在にいたっても「現代演

劇のスタンダードとよべるような作劇法や演技体

系Jが存在していないという。また、演劇界を取

りまとめ必要な発信をおこなうことができる西欧

の劇鹿に対して、日本では演劇人同士が共通の認

識を持ってコミュニケーションをとれず、そのた

め日本では劇壇が機能してこなかったのである。

加えて、日本の現代演劇が、日本人の生活から生

まれたのではなく欧米の芸術を表面的に取り入れ

てつくられてきたものであったために、観客や演

劇人自らにとっても、自分たちの生活や言葉から

かけ離れたものになっているのだという。これに

ついて、平田オリザは舞台の台調には「生活言語J

と rl寅技の言語Jの講離が起こっているとして、

「この歌隊が、日本の社会と、演劇の距離を決定

的にしたJ!i7)と指摘する。さらに、近代演劇の要

件は、「本来、誰にでも参加でき、誰もが一定の

修養によって俳優になれる可能性を持っていると

いうことであるj湘にもかかわらず、「この独特の

台調回しが正統な演技術とされてしまったために、

それを会得した人間が、会得していない人間に、

一子相伝のように技法を伝えることが日本で唯一

の演劇教育法になってしまい、聞かれた演劇教育

法の開発が進む余地がなくなってしまったJ川の

だという。

日本の演劇が、その表現方法を模索しながらそ

のときどきに自分たちの表現を生み出してきた結

果、日本にはさまざまな演劇のジャンルが存在し、

多様な表現形態や演技スタイルが生まれた。演劇

評論家の河竹登志夫は日本の演劇の特徴として、

重層性と並存性60>をあげる。西洋では新しい演劇

が生まれる際にそれが既存の演劇に交代する形を

取り、「交代・消長・興亡Jの歴史をたどってき

た。他方で日本の演劇は複数が乱立しながら現在

に至っている。それは新しい演劇が生まれたとき

にも、それ以前の演劇がその様式を守ったままで
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スキー ・システム、など.

→印象の移入
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-小劇喝ブーム 1m3世代(劇団慢の巡目R社/野田秀樹、第三列台/鴻上尚史ら)

l 静かな演劇 (腎年団/平田オリザ)

Tバブル経済
90年代-l:

[図3] 日本の演劇の歩み慨観
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統いているということであり、能・狂言や歌舞伎

などの伝統芸能が今に伝わっていることや、新派

や新劇が現在でもその様式を保って活動をおこなっ

ているという状況を指す。これは日本の演劇表現

の豊かさと多様性をもたらしたといえるだろう。

しかし佐藤が指摘をするように、そこにおいて聖

典がなく、演劇のスタンダードを持つことができ

なかったことによって、演劇人同士の交流を難し

くしてきた。同時に、広く一般の人が演劇につい

て認知し共通の言語を持って語ることができない

という現状も招いている。したがって様々な演劇

表現があるなかで、演劇についての評価制!がない

という状態なのである。この聖典とスタンダード

の不在は、特に演劇を演劇界以外でおこなうとき

に、互いに共通認識がないことに起因するさまざ

まな陣害の要因となるものだといえる。

以上、演劇界の歴史を迫いながらそのときどき

の表現形態と現状、そしてその課題について確認

してきた。それでは、学校では演劇はどういうも

のだとされ、またそこに演劇はどのように取り入

れられているのだろうか。

4.学校劇ー特別活動としての演劇

ここでは学校でおこなわれている演劇活動につ

いてみていきたい。だが、学校でおこなわれてい

る演劇活動はひとつではない。したがって、以下

では演劇がどのように学校にとりいれられている

のかを鵬分けしながらみていく。なかでも、学校

の演劇活動の場として主流となっている学芸会に

注目しながら、学校に演劇がとりいれられていっ

た過程をたどろうと思う。そこで、演劇が学校の

場に移し替えられたときに、その表現がどのよう

に変化していったのか、または変化しなかったの

かについて明らかにし、それによって学校の演劇

が持つ課題を抽出したい。

4-1 .学校での演劇活動

日本の学校で rl:寅鹿J1Jはごく一部をのぞいて正

課として扱われることはなく、現在にいたってい

る。学校制度が始まり、基本となる教科が設定さ

れたのは明治維新の4年後にあたる1872年だが、

その際「演劇Jは教科として取り上げられなかっ

た。当時、日本での『演劇j の社会的な地位は低

く、おおよそ教育的な仙1砲をもって語られるよう

なものではなかった。また、教科の設定が西欧諸

国に習ってなされており、当時それらの国でも演

劇が正課ではなかったこともその理由だろう。あ

わせて、当時の日本が目指していたのが「富国強

兵j と「殖産興業」であり、学制頒布の際には強

い軍隊をつくることを目的として様々な科目が作

られたという背景があるというへつまり、地方

出身の兵隊同士が意思疎通するための共通言語が

必要なので「国語Jが作られ、軍隊の規律を守る

ために f体操」が作られ、また、行進の効率を上

げるために西洋の「音楽J、マーチが取り入れら

れ、そして、地図を読んだり描いたりするために

「図画Jr工作Jr罫画Jなどの教科も生まれたへ

しかし、演劇をやっても軍隊は強くならないとい

うことから、演劇は正課として取り入れられるこ

とはなかった。つまり、演劇が正課にならなかっ

た根拠は、当時の演劇の社会的地位の低さと、国

策である富国強兵の主旨に沿わなかったというこ

との 2点に集約できるだろう。

だが、そうした状況においても演劇に教育的価

値を見出して学校に取り入れようという動きがあ

り、演，>>11は学校の場でおこなわれてきた。しかし

演劇が正課ではないことによって、実際の取り組

みや実践内容は多岐に渡る。演劇教育の実践家で

も理論家でもある富田博之は、学校での演劇活動

のこうした多様な取り組みを自著『演劇教育』の

中で図にして示しているヘこれは1958年に初版

が出されたものであるが、学校でおこなわれる演

劇について網羅しようとしながら作成されたこの

図は、現在の状況にあてはめることも可能だと思

われる。ここではこの図を使いながら学校でどの

ような演劇活動がおこなわれているかを整理した

しE。

富田は、まず俳優養成のための演劇教育と学校

での演劇教育は別のものだとし、演劇教育はすな

わち「演劇lによる教育Jのことであるとする。そ

の上で、演劇教育の活動について、図の右半分に

あたる「さまざまな演劇の創造活動に参加させる

こと、および、子どもたちに、劇を鑑賞させるこ

とを通してする教育j を「演劇教育Jとし、左半

分の「まとまった演劇をつくりあげるのではない

が、教科の学習や生活指導のなかで、演劇的な方

-160-



上回ほか:学校の演劇

[図4]演劇教育の構造(冨田博之『演劇教育』国土社、

1958年、 53頁。)

*①②③の番号と分額のための網掛けは筆者が加えている。

①『子どもの劇場・演劇教室J→演劇鑑賞(演劇鑑賞教室など)

②『学校劇・児童劇』→学校劇(学芸会での演劇)* r学校皐，IJJ

は広く学校でおこなう劇を指すこともあるが、本稿において

は学芸会の演劇を指すものとする。

③「劇のある教室・ IJ1Jのある学校J→教室の演劇(各教科や生

活指導などでおこなわれる発表を目的としない演劇活動)

法をいかそうとする教育Jを「演劇的教育Jであ

るとしている。つまり右側(①②)の「演劇教育J

は、作品を作って観客に見せることに目的をおい

た活動であり、作られた作品を鑑賞すること(①)

と、演劇創作を自分たちでおこなうもの(②)の

両方を含めている。それに対して左側(③)にあ

たる「演劇的教育Jでは作品の創作や発表に目的

があるのではなく、演劇的な活動をおこなうこと

が教科学習や生活指導に効果をもたらすという活

動を指している。つまり、富田は演劇教育を「実

際の演劇の鑑賞・参加Jと、「学校での活動を演

劇の取り入れによって変化させることJに大別し

ている。それらをふまえて学校でおこなわれる演

劇活動を大きく 3つに分け、①演劇鑑賞にあたる

「こどもの劇場・演劇教室J、②児童が演じて発表

をする「学校劇・児童劇J、③演劇を授業や課外

活動に取り入れる「劇のある教室・慮11のある学校J

になるとしている6九

そこで、この図の 3つの分類に準じ、主に明治

時代以降の演劇教育の流れを[図 5]仰にまとめ

たへ芸術鑑賞のひとつとして演劇に触れる①の

「演劇鑑賞Jは、多くはプロの劇団の上演を観る

演劇鑑賞教室として学校に定着しているへ②の

「学校劇・児童劇Jは主に、学芸会などで演じら

れるもので、学校での演劇としてはもっともなじ

みがあり主流となっている活動といっていいだろ

う。その主な活動は、特別活動酬の一貫としてお

こなわれている学芸会の主要な出し物としての演

劇である。③の「教室の演劇Jについては学校の

授業や課外活動などで演劇を用いた表現活動をお

こなうことを指している。

続いて、日本の学校で主流となっている演劇活

動である学芸会での演劇についてみていこう。こ

れは、富田が「学校風，11・児童劇」としている②の

活動にあたる。

4-2. 学芸会と演劇

教育学者である佐々木正昭の「小学校の祝祭に

ついての考察一学芸会の成立」によれば、学芸会

が成立したのは明治30年代後半であるというへ

明治の学校では藩学の試業iOlや寺子屋の席書7J)の

影響を色濃く残した学校行事としての大掛かりな

卒業・修了試験がおこなわれていた。これが明治

33年に廃止され72にそれを機に、試験の代わりと

して学芸会がおこなわれるようになったという。

当初の学芸会は試験のかわりの学習発表の場であ

り、算術なども含めほぽ全教科に及ぶ学習成果の

発表会であったヘ

1897 (明治40)年以降になると、学芸会は小学

芸会として日常的におこなわれるようになるとと

もに、儀式などの行事と結合して保護者や学校関

係者に学習の成果を披露する行事として確固とし

た地位を占めるようになった。しかし、初期の学

芸会はあくまでも教科の学習発表会であり、唱歌

や楽器演奏があるものの全体的には静的な出し物

が多く、面白みに欠けるものだったという 7九当

然、学習発表の場であることから、正課ではない

演劇がそこでおこなわれることはなかった。

他方で、 1903(明治36)年に日本ではじめての

児童劇mとされる「お伽芝居Jが上演されている。

これに尽力したのが、日本における近代的な児童

文化・児童文学の創始者といわれる巌谷小波であっ

た。ドイツに滞在していた巌谷は1902年に日本に

帰ると、当地で見聞した児童劇を広めたいとして
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新聞や雑誌に児童劇を紹介する原稿をよせた。ま

た、それにとどまらず、児童が演じるために台本

を書き、自ら主筆をつとめる少年雑誌に発表した。

こうした巌谷の働きかけに、自らも海外巡業の先

で児童劇を目にしていた川上音二郎の一座が応え

たことで、日本で最初の「児童に見せるための演

劇Jとして「お伽芝居」が上演されることになっ

たのである。この児童劇は評判になり、演劇が学

校では禁止されるような低俗なものと見なされて

いた時代であるにもかかわらず、生徒を団体でつ

れて学校として観劇に訪れたものもあったとい

う7ヘこれによって児童劇が、少なくとも教育的

に害悪ではないと評価されたということがみてと

れる。また、その後も上演が続き全国巡演もなさ

れているヘ児童劇の誕生は、子どもが「子ども

のために作られた演劇Jを鑑賞することの始まり

となったのである。

巌谷はこうした児童劇の上演とあわせて子ども

たち自身がおこなう「学校芝居Jも提唱していた。

当時の演劇雑誌に「又彼地では学校の先生が先に

立って、素人の子どもが楽みに芝居を演ることが

あるが、日本の学校でもやって見たら好いだろう。

それは誰か文学者を頼んで、子供の演れる筋を書

いて貰ひ、昔の筋も、今の筋も、両方あっても好

いから、天長節とか、紀念会の場合には、賑やか

に演るのも悪くなかろふと思ふJ7川という文をよ

せ、 ドイツの子どもたちがおこなう芝居を紹介し

ながら、これを日本に取り入れることを提案して

いる。ここでわかるのは、巌谷のいう「学校芝居J

は大人(文学者)が書いた台本があり、それを子

どもたちが演じ、何かの会で発表するという、現

在の学芸会での演劇発表に相当する活動が想定さ

れていたということである。

しかし、当時の演劇に対する保護者の評価は

「芝居=演劇は、河原乞食ともよばれる賎民階級

の所業であって、良家の子女がやるものではない

という考え方が根深く残っていたJ79)という状況

であり、学校で演劇をおこなうのは困難であった。

そこで巌谷は、演劇の台本を「対話Jと称して発

表するようになる。巌谷は、少年少女雑誌に「対

話Jr少年対話Jr少女対話Jを次々と発表してい

き、そうした中で、「対話Jはじよじょに学校に

受け入れられ、やがて学芸会で演じられるように

なっていった。こうした「対話」の上演は、「児

童劇」や「学校劇Jが一般的になるまで長く続い

た酬。また、当時の国語の教科書である国語読本

の中には対話形式の教材が掲載されており、それ

が脚本として使用され演じられることもあったと

いう刷。しかし、こうした「対話J仙の上演がさ

かんにおこなわれるようになっていても、これを

「演劇Jであるとして学校で上演できる環境はま

だ整わなかったのである。

だがその一方で、時代の流れは学校での演劇活

動を後押しするようになる。お伽芝居が上演され

た1903年前後は、海外の新教育思潮が紹介されは

じめた時代であり、デユ一イの『学校と社会~ 83ω3 

が翻訳され、エレン・ケイの『児童の世紀~8.j)が

紹介された時代である。大正期に入ると、第一次

大戦が終わったことによる開放的な機運が生まれ、

今まで見られなかった近代的な知識市民階級が形

成された。そして、新しい時代の空気がみなぎる

ようになったのだという。そうした時代の要求に

もとづいて誕生したのが、鈴木三重吉の雑誌『赤

い烏~ (1918年創刊)に代表される芸術自由教育仰

の運動であったへこの新教育・芸術自由教育運

動の花形として迎えられるのが「学校劇Jといわ

れる学校での演劇なのである問。

この「学校劇」の始まりとされているのは、

1919 (大正8)年2月の広島師範付属小学校で教

員の小原岡芳らが主導しておこなった学芸会での

演劇上演である。その後、小原は成城小学校に移

動するが、そこでも「学校劇Jの実践を続け、そ

の実践をまとめた『学校劇論』を1923年に出版し

た。これは日本ではじめての学校劇の理論番とし

て注目され、このことによって「学校劇Jという

言葉が全国に広がるようになる脚。同じ1923年に

は、坪内迫遥による初の児童劇の理論書とされる

『児童教育と演劇』附も出版されたへこうして、

1917、18年ごろに出発した学校劇は、大正自由教

育の波にも乗り、 5、6年の聞に教育界に一つの

流行期をつくるまでになったのである問。

しかし1924年、当時の岡田良平文部大臣により

学校劇禁止令が出され、学校劇は一気にその勢い

を失うことになった。こうした状況は演劇教育を

牽引してきた富田の言葉を借りるならば、「学校

劇は、教育界の『人気者』から、たちまち、『ひ
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かげもの』になったJのである。しかし私立の学

校は国による学校劇禁止令の拘束を受けることが

なかったので、その後も学校劇の発表を続けてい

た。特に『学校慮11論』を著した小原園芳のいた成

城小学校では、教員の中から脚本の書き手も育成

しながら積極的な取り組みがおこなわれた。そし

て、 1931年になって、この間の成果を世に問うた

めに、学外の会場で保護者の他に他校の教員らに

も開放して学校劇発表会をおこなったへこの発

表会には保護者に加えて全国から教師が集まり、

2000人の観客の中からは窓に登るものも出るほど

であり、発表は大きな拍手によって迎えられたと

いう制。そして、その場がきっかけになって学校

劇に関心を持った教員たちによって「日本児童劇

研究会Jが作られたのである。また、校内の活動

にあきたらず発表の場を校外に求めた成城小学校

の教員たちと、これに学ぼうとしていた公立小学

校の教師たちが合流し、「子供の劇場Jを組織し

て学校劇の校外発表をおこなうことになった。こ

の活動は、成城学園の内部紛争のため 2回の公演

の後に解散したが、学校劇禁止令が出た後も学校

劇の創作活動を続けた成城小学校が築いた学校劇

を、一般の教員たちに伝えるという役割を果たし

たのである。その後、一部の参加者によって『学

校劇研究会Jが結成され、そこでは月刊雑誌『学

校劇~9tl も発行しながら、理論と実際の研究をお

こなうことになった。「学校劇研究会j は、 1934

年1月に第 1回特別発表として、浅草松屋ホール

で文部省の後援名義によって「学校劇の会j を聞

いた附。その問、この連動を全国的なものにする

ために「日本学校劇連盟j が結成され、機関誌

『学校劇研究』を発表するとともに、全国に呼び

かけ学校劇脚本の募集をおこない、その入選作品

を上演するなどの活動をおこなった。富田は、こ

のころの活動を指して、『技術的にも、かつて教

えをうけた成城学校劇のきずいたものを、すでに

追い越すところまで成長したJと述べている。し

かし、この時代日本はすでに戦争に巻き込まれ、

文化運動と名の付くものは庄迫を受けていた。そ

こで「学校劇研究会Jも「日本少年文化研究所J

の中に解体され、「少年劇場Jの名の下に数回の

公演をおこなったり少年団の演劇指導に手を着け

たりしたが、 1941年 1月、他の多くの文化団体と

共に解散したへその後1942年2月には、一般に

官僚統制が強化され、「日本少年国民文化協議会J

に発展的解消をとげることになったのである。こ

うした流れをみてみると戦時中も学校劇は続いて

きたとはいえるものの、戦争中における学校劇は、

単に演劇によって戦時意識を鼓舞することにつと

めたのみであることがうかがえる。こうしたなか、

指導者・も戦争に出ることになり、空襲の激化によ

る学童疎開が始まってから後は公演活動が不可能

となったのである。

1945年に戦争が終わると、こうした活動停止の

状態から「学校劇は、まさしく解放の日をむかえ

たJ!l7)と富田はいう。だが開放されたのは学校劇

だけではなく、人々すべてであった。長い戦争の

日々から開放された人々は歌い踊り、「神社の境

内や学校の講堂では、夜を徹して青年遠の演芸会

がひらかれたのである。それは、午前九時からは

じまり、翌日の午前四時になっても、まだ続いて

いるということさえ、珍しくなかった」制のであ

る。

こうして戦時の抑圧から開放された日本では、

芸能が求められた。演劇界では、戦前戦中の混乱

のなかで言論統制や弾圧を受けてきた新劇が空前

のブームを迎え、それと呼応するように学校劇も

躍り上がりをみせた。こうして戦後の民主化の流

れは、人び、との抑圧されていた表現への欲求に応

えるものとなった。『日本の児童演劇の歩み』で

は、戦後のこの時期のことを『解放と復活の日を

迎えて、年表のワクの中には収まりきらぬくらい、

児童演劇・学校演劇のさかんな活動がくりひろげ

られた数年間J附とあらわしている。この時期、

学校劇は大小のコンクールが次々と開催されるよ

うな盛り上がりを見せた1ω~こうしたコンクー

ルの盛況は数年間に渡る短いスパンでの流行であっ

たが、しかし、学校劇の存在自体は流行では終わ

らなかった。 1947年に発表された『学習指導要領

一般編』では児童中心主義的教育観が前面に示さ

れ、 1年間の指導計画の中で、学芸会も配慮すべ

き活動のひとつとしてあげられた川。この時期、

学芸会における演劇は、戦後の新教育の花形的存

在として全国の学校に浸透し普及していくのであ

る。 1948年には「児童劇作家協会JI叫が結成され、

1949年には「日本学校劇連盟Jが再建l附される
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など、現在につながる演劇教育の研究・実践団体

がこの時期に生まれている。

しかしながら、学校劇の盛り上がりはそのまま

今日まで続いたというわけではない。日本演劇

教育連合による『演劇教育実践シリーズ学芸会

・文化祭を創る』では、「学芸会や文化祭が、一

九六0年代以降、学校現場で下火になってしまっ

たj仰と指摘する。そこでは「一九六0年代の社

会の変化は、地域共同体から『祭り』を衰退させ

ていったが、学校のなかからも潮が退くように衰

えていった。あわせて、いわゆる受験戦争、偏差

値至上主義が子どもたちを覆い、のみならず教師

自身をもいきぐるしくさせているJ附という。

1973年に東京都荒川区の27小学校でおこなわれた

学芸会の調査報告によると、「学芸会を毎年行なっ

ているかどうかについては、毎年が10%、隔年が

81%、行なっていないが9%となっており、内容

については、劇、音楽、舞踊などのほかに『学習

発表』を含んでいる学校が50%あるj附とされて

おり、学芸会の衰退がみてとれる。その理由につ

いて『子どもとつくる学校行事一小学校編』では、

「法的拘束力を持つ1958年、 1968年の指導要領の

改訂を経て、次第に年一回は実施していた学校も

教科の時間数、内容に追われ次第に隔年となり、

その年、一回実施校も、三日が二日になったり、

一日の午前と午後の二回にわけで実施するという

ように形態を変えてきたというのが一般的な実態

のようであるJ1(17)と分析している。

学習指導要領の学校劇に対する扱いは、こうし

た昭和30、40年代の後退期を経て、 1977(昭和52)

年の「ゆとりと充実の教育Jと銘打つ改訂により、

あらためて諸領域で活用されるようになった。小-

中・高校の1998年の学習指導要領改訂では「総合

的な学習の時間Jが設けられ、学芸会の演劇にと

どまらない創造的な活動をおこなう機会が増えて

いると考えられる。国語科では、 2002年度から使

用された三省堂版中学校2年の教科書に平田オリ

ザによる「対話劇を体験しようJという台本が掲

載され、実際に演劇jを試すことができるようになっ

ている。 2006、2007年の教科書の改善・充実に関

する調査研究報告書(国語)一平成18、19年度文

部科学省委嘱事業「教科書の改善・充実に関する

研究事業Jでは、「演劇j教材を復活させるJとし

ており 108にここでは、言語教育、特に口語表現

の教材として演劇教材が有効であるとした上で、

昭和30年代の教科書には掲載されていた戯曲を教

材として復活させることを提案している。また、

2008年の改正学習指導要領も表現活動について強

調されるものとなっている。こうしてみると現在、

学校において学芸会にとどまらない演劇に触れる

機会が増えている状況だといえる。

学校でおこなわれる演劇について、学芸会で演

じられる演劇を中心にしながらここまでみてきた。

演劇人や文学者によって創作された子どもたちの

ための演劇は、学習発表の場として始まった学芸

会で演じられることが定着した。その後の小原因

芳らによる「学校劇Jの上演により、児童によっ

ておこなわれる演劇が「大人のための余興として

演じられるものj から、「演じる子どもたちのた

めのものであり明確に教育のためのものであるJ

として位置づけられていった。そして、社会にお

ける演劇が幾度も弾圧されてきたように、そのと

きどきの世相によって学校劇もまた禁止されたり

奨励されたりしてきたのはこれまでみてきたとお

りである。しかし、演劇は正課として採用されな

かったにもかかわらず、日本の学校に取り入れら

れ、そこで「学校劇Jという独自の展開をみせた。

そして、主には学校行事の一環である学芸会の主

要な出し物として学校でおこなわれ続けてきたの

である。

日本の演劇教育をまとめた『演劇j教育』におい

て、富田は、演劇は時間のかかる仕事だとしてい

る酬。それは、年に一回の学芸会や文化祭にや

るものだとはいえ、「指導者である教師にとって、

それはひどくやっかいなものにおもわれているj

とし、「学芸会や文化祭には、運動会に、かけっ

こや網引きをやるのとおなじように、習慣として

子どもに劇をやらせるが、それは、てまのかかる

仕事で、だれでも気軽に指導できるというわけに

はいかないし、よほど演劇ずきの教師でもないか

ぎり、積極的にはやれないというなゃみがつきま

とうJ110)という。正式な科目として採用されてい

ないということは、その分野の専門家が学校にい

ないということであり、また、日常の授業での積

み重ねもないということである。そうした中で取

り組まれてきた学校劇は、演劇の表現としては独
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自の展開をとげている。こうした独特の表現であ

らわされる学校の演劇は、特別活動の一環である

学芸会の主要な出し物として全国に浸透した。こ

れによって、子どもたちの演劇の表現は「学芸会

のようなJと言えば一般の人にも通じるようなも

のになっていったのである。そこで、「学芸会の

ようなJ表現とはどういうもので、その表現がど

ういう問題を苧むのかを次にみていこうと思う。

4-3.豊かな表現の誤読とパターン化される

表現

1953年に学校で演劇活動に取り組む教師へのガ

イドブックとして発行された『学校劇の手帖』の

中で、演劇実践家の菱沼太郎が「セリフと朗読と

話しことばJについて次のように書いている lino

よく、この三つは、それぞれちがったもの

だという人がいます。それはうそです。みん

な、つまりはおなじであるはずです。

日本人は、話しことばのまずい民族です。

映画をみればすぐわかります。外国の映画の

中では、ことばはたいてい、身振りや、表情

をともなって話されますが、日本人はどちら

かというと無表情で、身ぶりなどつかいませ

ん。つまり、あらわし方が不十分なのです。

これは研究しなくてはならないことです。

つまり、菱沼は日本人の話し言葉を「まずいJ

ものであるとした上で、外国の人のように表情豊

かに話すことを目標とするべきだという。そして、

日本語とそのあらわし方については不十分である

から平板な表現や少ない身体表現になっているの

だとしている。そこで表情豊かに身振り手振りを

交えて「外国の人のようにJ話すことが表現の正

解であるとしていることがみてとれる。『学校劇

の手帖』では、「ゆたかな表情をJという項目で

も、「日本人は昔から、上の人におさえられ思い

きって気持を出すことができず、いつもじぷんを

いつわって、気持ちをおさえることばかりれん習

してきました。日本人の顔と西洋人の顔を、映

画などでくらべると、そのちがいがよくわかりま

すJ112)とする。つまり、言葉だけではなく表情の

面でも西洋のそれが豊かな表現の象徴だとされて

いるのである。

さきほど新劇では西洋における近代リアリズム

演劇を手本にした結果、その身体表現や言語表現

を日本の環境にあわせて読み替えずに取り入れた

ことで不自然な表現が生じたことをみてきた。さ

らに教育の場である学校では、演劇の表現に限ら

ず、学習の場面や日常生活までを含めて、正しく

目指すべき表現方法を「外国の人のように表情豊

かで身振り手振りを交えて話すJことだとしたの

である。それとともに『学校劇の手帖』には、

「しぜんのシクグeサをJ11:川;

ず『しせぜeんであること』がたいせつですJ"川1.

い、「お母さんがお台所で、お仕事をしている時、

お友達が、うれしそうに、おどり上がっている時、

一勉強しているじぷんの姿ーそれはみな、しぜん

です。劇ではその『しぜん』さを出せばよいので

すJ115)ということが述べられている。そして、そ

のためには rrその人の気持』になり、『その人に

なったつもり』になりきることが、もっともたい

せつなわけですJJJω としている。新劇と同じく、

学校劇においても、西洋人のような表現を目指す

べきものとしながら、同時にまわりのありのまま

の姿を観察して「しぜんJな表現をおこなうよう

に促すという相矛盾する要求がおこなわれていた

のである。

では、こうした指南のもとで、学校の演劇はど

のようなものとなったのか。富田は、学芸会の演

劇を次のようにまとめている。

十年一日の如く変わらない大仰な演技。

「学芸会スタイルJと呼ぶ人もいるほどです。

例えば「向こうのお山に・・・ Jというせり

ふを言って、両手で山の形をなぞり、「お月

さまがJと言って両手で丸い形を作ってみせ

るあの独特の演技です。中学校の舞台でも、

母親役が「お客様は何人 ?J と尋ねると、中

学生の娘が、指を三本たてて「三人よJと答

える場面がありました。「私たちは・・ Jと

言って、自分の胸を指すなど一日常はほとん

ど考えられないようなしぐさが舞台ではあま

り不思議と思われていませんlへ

言葉にあわせて身振りをする「あてぷりJが随
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所にみられていることを富田は指摘する。また、

これらの仕草が日常生活ではまったくみられない

ものであるにもかかわらず、学芸会の舞台では疑

問が持たれていないのだという。ここでおこなわ

れているのは「自然なしぐさJではなく、「豊か

な表現」が誤読されたまま採用された表現だとい

えるだろう。

更に富田は、そういう演技について次のように

いう 118)。

劇というもの、演技というものに対するあ

る種の先入観があるからでしょうか。「誇張

された演技Jというものとも違う何か。じっ

さい、こういう演技が多く見られる舞台に共

通しているのは、子どもたちが演技だけでな

くせりふも、暗記したまま大声でなぞって言

う傾向です。

つまり身振り手振りばかりの、型通りの芝居を

しているときには動きだけではなく台調も同様に

そのまま大声でただ言うことになっているという

のである。富田は、こうした演技が起こってしま

うことについて、演劇とはこういうものだという

様式への思い込み以外にも、演技指導に欠けてい

るものとして「舞台上の役同士の対話・交流の欠

如Jをあげる。例えば、「かりに『向こうのお山

に、お月さまが』の場合でも、かならず、このせ

りふはだれかに向かつて伝えたいという『おもい』

から発せられるはずJ1附だという。つまり、こう

した紋切り型であったり型をなぞるような演技や

台詞になるのは、舞台上の役同士の「対話Jがな

されていないからだと富田はいうのである。だが

他方で、自然な演技ならばいいのかというと、そ

うではないという。「舞台上を意味もなく動き回

り、走り回る劇。『演じる側』だけが楽しんでい

る(ように見える)劇もこのパターンに属しま

すJ捌と述べる。つまり自然な演技というと、今

度は内容と関係なく走り回るようなことによって

それが自然だとみなされてしまっているというの

である。

しかし、こうした演技が起こってしまう原因は

指導方法だけにあるのではない。学芸会がおこな

われるのが体育館のような広い場所であるという

環境要因にも富田は自を向ける。「とくに低学年

の子どもにとって、五百人以上もの観客が平らに

並ぶ空間に向かつて、『自然な発声』で声を伝え

ることは至難のワザJ121)だという。つまり、体育

館のような場所で声を届けようとしたら、ゆっく

り大きな声で話さなくてはならず、その結果不自

然になるのである。例えば台本の設定が教室での

おしゃべりであれば、本来普通の大きさの声でしゃ

べるのが自然な演技である。しかし、上演場所が

体育館であり、大勢の人が見ている場合には、場

所の広さにあわせて大きな声で台詞を言わなけれ

ばならない。それにもかかわらず、演技としては

まるで普通の大きさの声でしゃべっているように

見せなくては自然な演技にはならない。それは技

術的に困難であり、そうすると、ゆっくりはっき

り大きな声でしゃべることのほうが優先される。

その結果不自然な読み方になるのである。さらに、

広い会場で表現を見せる、伝える、ということを

目的としたときには、身振り手振りもあわせて大

きくしなくてはいけないと思い込まれており、そ

の結果、ジェスチャーで言葉をあらわすような表

現が採用されてしまうのである。

学芸会でそうした型をなぞる不自然な演技が多

用されたことの指摘は何度もなされた聞が、改

善されることはなかった。これには、指導する側

の都合もあるだろう。これまで指摘してきた「言

葉をジェスチャーであらわす身振り手振りJrゆっ

くり大きな声でJr大事な台調を強調するj とい

うような指導であれば、技術的な素養がない普通

の教師が特に訓練を受けずにおこなうことが可能

だからである。

また、日本の演劇jの歴史の節で触れた通り、学

校で手本とされてきた「新劇Jの演技がそもそも

自然なものではないということもある。演劇が正

課ではなく学校の現場には演劇の専門家がいない

中で、演劇の指導にあたる教員が自主的に「新劇J

を鑑賞しても、そこで見られる演技自体が不自然

な表現なのである。学校で子どもたちに指導する

際、棒読みにならないように「大切な台詞を強く

言うJr感情を込めて(抑揚をつけて)しゃべるJ

という指導がおこなわれ、子どもたちはそれをそ

のまま受け入れ、指導されたままに表現をす

る山。こうした事情を背景に、日常の自然な表
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現とは恭離した不自然な表現が「学芸会(風)の

演技Jとして定着し、それが学校の中で踏襲され、

固定化していったのである

さらに、発表される場所が不適切であるという

問題と指導者不在がもたらす表現術の不徹底に加

え、学芸会が学校行事のひとつとされたために教

育的な目的を持たざるをえなかったという事情

もある。教育学者の大槻健は、学校行事とは「子

どもの発達にとって意味があるから行うのであ

るJ121)として次のように述べる。

行事は子どもの発達のフシであるという性

格をもっている。創造的、民主的な行事は、

子ども遥の日常的な学習活動や生活活動によっ

て貯えられてきた力が、一つの形式をとって

発現される場である。そしてその力の表現が、

さらに高次の課題を自覚させ、それに向かつ

て日常的な努力をつみ重ね、つぎの行事に挑

戦していくという過程を経ることが、発達の

フシとなるという意味である1へ

つまり、学校行事は子どもたちが日頃の学校で

の活動で培ったことを発表する節目として存在し

ており、その発表活動を通して自分の成長や課題

を確認し、また新たに次の目標に向かつて挑戦し

ていくという役割を果たすというのである。この

ことは学芸会などの行事が、子どもの成長、すな

わち普段の姿とは異なる姿をみせる場として存在

することを強く促すことになった。そうした場で

は、子どもがありのままの姿で自然にいつものよ

うに話すことによっては、その成長の足取りを見

て取るのが難しいといえる。そこで、舞台の上に

子どもがいるときに、たとえ不自然であろうが、

声をはりあげ活発に動くといった日常の姿とは違

う姿をみせることが、保護者にとって成長したあ

かしであると示しやすいのだと思われる。そういっ

た意味で誇張された台詞やパターン化された表現

は子どもの成長のあかしとして認められるにいた

るのである。

以上みてきたように、 (1)学校の場で演出，11の専門

性が取り入れられていないこと、 (2)上演される環境

の不適切さ、 (3)日本の演劇自体が自然な表現をスタ

ンダードとしない独特の展開をしていたために自然

な演技の手本を演劇界に求められないこと、そして、

(4)学校が子どもの成長を期待される場所であるため

にむしろ不自然な演技が求められたということ、こ

れらの背景のもとで学芸会の演劇はおこなわれ、そ

こから独特の不自然な表現が「学芸会のようなJ演

技として定着していったのである。

学校における演劇活動についてみてきた。演劇

は正課としては学校に取り入れられなかったが、

演劇に教育的な価値を見出した実践家たちによっ

てさまざまに試みられ、その中で主流となったの

は学芸会の演劇であった。そして、演劇を専門と

しない教員によって指導され、不適切な環境のも

とに上演されながら観客に見せるために形を整え

ようとした結果、パターン化した独自の不自然な

表現が生まれ、それが定着していったのが学芸会

の演劇であるといえる。

5. 学校の演劇

演劇界の歴史とそこに起因する問題を踏まえ、

演劇が教育的な効果をともなうものとして学校に

取り入れられてきた経緯と、実際に学校でおこな

われた演劇活動の内容についてみてきた。そうす

ることで、演劇の特質や演劇固有の表現が、教育

の場へ移し替えられる過程でどのように変質した

のかがわかった。つまり専門家不在のなか、見栄

えがする表現を目指したためにオーバーで独特の

節回しのある表現になっていったのである。また

学校行事の学芸会で演劇がおこなわれるときに、

自然な演技では日常との差異が見えないために、

自然ではない大げさな演技がめざされたことによっ

ても、パターン化された表現になったといえる。

冒頭において、演劇とは「他者が存在し、演技

によって呼応しながらその場でその時に変容する

関係を見せる芸術Jであると定義したが、そうで

あるならば学芸会でおこなわれる学校劇は演劇と

は全く別のものであるといえるだろう。また、演

劇を他の芸術領域と分けるものは「演技Jであり、

そこにおいて要請されるのは、舞台上の他者との

聞に「いきたつながりJがあることであり、それ

は「互いの行為によって呼応し変容する関係Jの

ことだということもみてきた。しかし、学芸会に

おけるパターン化された表現を型どおりにおこな

う過程では、「互いに呼応しながら変容していくJ
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。参考資料 演劇と学校演劇、ドラマ教育に関わる人物年表

1860 70 80 90 1900 10 之。 30 40 SO 60 70 80 90 之000 10 
(年)

l唱863叩 38 スタニスラフスキー{スタニスラフスキーシステム)ロシア

' 
11874-1940 フセヴ方ロド・メイエルホリド

-劇化

11859寸952 ジョン・デユーイ{実験学校)アメリカ

E 

11895寸956ベルトルトヴレヒト{劇作・演出家}ドイツ
目

111921叩 97 パウロ・フレイレ『彼抑圧者の教育学』プラジ]レ

|明叫009 アウグスト・ボアール『按仰庄者の演劇』ブラジル

-ドラマ敏宵 DramaIn Educatlon 

|制令官975 ウィニフレッド・ウォード(クリ工イアイプ・ドラマ)アメリカ

E E 

|ゅ06叩 94 ヴアイオラ・スポーリン{シアターゲーム)アメリカ

11912・2005 ジェラルデイン・シックス(クリヱイアイプ・ドラマ}アメリカ

I~司令2005 ネリー・マツキャスリン(クリエイティプ・ドラマ)アメリカ

' t 目

11923・1006 ブライアン・ウヱイ(Dramain Education)イギリス

z E 

11926・1011 ドロシー・へスカット(Dramain Education)イギリス

E 目

|ゅ33・ キース・ジョンストン(インプロヴィゼーシヨン)イギリス

l市936・ セシリー・オニーJI，(プロセス・ドラマ}アメリカ

11951- ジヨナサンヨーランズ(DIE)イギリス

-日本の演劇状況

伝統演劇{飽・在官・取鰐伎}

続派(1888ー}

国新劇(1909自由劇渇鋳1回公演、1922築地小創場、のちに文学座、俳優座、劇団民醤など)

「‘
~60前後小劇*Iil溜動

-l 学後劇・部l劇敏宵・身l体磁砲にまlつ:b~人lびと
『司.

481 0前後小劇喝1ブーム

|唱859叩 35 坪内池洛{小脱訊劇作家)
司司

~ 90s 静かな演劇

1'864刊" 川上音二郎(お伽芝居}
I~ 

11961・ 平田オリザ{対隠コミユヱケーシヨン)

11唱87川

l市887叩 77 小原因芳{全人教育、学校劇、玉川学園)

1 19l1-1994 富田1導之(児盤演劇作家、評鎗家、実践家)

11915-1009 竹内敏晴(からだとことばのレッスン)

l ゅ45・ 鳥山敏子(rなる』授業)

L鰐 I I 
武学田びの宮即典興子JlfJ 

fヂ】 EイZン尾ブ蟻口敏宵

ワークシ|ョッフ入門| 

江戸 l 明治 大震 l -昭和 平成

1860 70 80 90 1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 10 
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ことはないだろうし、舞台に立つ俳優(子ども)

の問でも舞台と観客の間でも、そこに変容を前提

とする「対話Jは成立しないだろう。

学校関係者や児童は「演劇」のことを、しばし

ば「劇Jと言う。学校でおこなわれた演劇の歴史

をたどると、学校における演劇は「学校劇Jと称

されており、それを省略したかたちで学校では演

劇が「劇Jと呼ばれるのだということがわかる。

学校でおこなわれている演劇の特徴とは、言葉

のとおりの「演劇Jから、「演」にあたる「演技」

の部分をとりのぞいておこなわれているものだと

いえるだろう。しかし、演劇を演劇たらしめてい

るのは「演じるJという行為である。演じるとい

うことは、何か別のものになって感じる、体験す

るということであり、そこに演劇の特性とその本

質がある。これが学校の演劇において差し引かれ

ているのならば、学校劇は、学校においてのみ成

立する、かなり異質な表現活動であるといえるだ

ろう。

【注】

1 )例えば，劇化では，安井俊夫『スパルタクス

の蝉起J.国語科でおこなわれる二人読みの

実践など.

2)平田オリザ監修 2012年5月31日公開

http://engeki.mext.go.jp/ (2012年12月28

日閲覧)

3)現在「ホーム編Jと「学困編Jの2つのシー

ンが公開されている rホーム編」は，父，母，

娘の待つ家に娘の恋人が訪ねてくるという設

定， r学闇編Jは，朝の学校でそのクラスに

転校生がやってくるという設定である.

4)文部科学広報第152号2012年9月22日

http://www.koho2.mext.go.jp/152/ 

pageindicesjindex9.html (2013年 1月26日

閲覧)

5) 早稲田大学演劇博物館編『演劇百科大事典』

平凡社， 1960年， 352頁.

6)仮面を用いておこなう即興劇.16位紀中頃に

イタリア北部で生まれ主に16世紀頃から18

世紀頃にヨーロッパで流行した.筋立てと

仮面に象徴されるキャラクターが決まってお

り，即興で演じられた.

7) ピーター・ブルック著高橋康也・喜志哲雄

訳『なにもない空間』品文社， 1971年， 1頁.

8)また，この言葉は，現代演劇の旗手であった

ピーター・ブルックにとっては，舞台も演技

も華美な装飾に走っていた近代演劇に対して

のアンチテーゼとしての側面がある.

9)富田博之『演劇教育』国土社， 1958年， 15頁.

10)八田元夫『演劇との対話-芸術論へのアプロー

チ』未来社， 1972年， 87頁.

11) 平田オリザ『わかりあえないことからーコミユ

ニケーション能力とはなにか』講談社， 2012 

年， 99頁.

12)平田オリザ fl寅鹿，IJ入門』講談社， 1998年， 201 

頁.

13) ドイツの演劇学者クッチャーは『演劇学網要』

において，発生論的方法により演劇の本質的

要素として身ぶり Mimik(ミミーク)とい

うことを抽出した.俳優と観客は，本来同一

の身ぶり体験をするのであり，俳優は(見え

る演技としての身ぶり表現〉をし，観客は

(見えざる演技としての身ぶり表現)を心理

的におこなっているという.

14)河竹登志夫『演劇概論』東京大学出版会，

1978年 216頁.

15)扇田昭彦『日本の現代演劇』岩波書庖， 1995 

年， 1頁.

16) これ以前には，土着の芸能とあわせて大陸か

ら渡来した伎楽，回楽，猿楽などがあり，こ

れらが発展して能・狂言，歌舞伎，文楽など

の伝統演劇が成立した.

17) 河竹，前掲『演出IJ概論~， 216頁.1868・1907頃.

18)向上， 1907-55頃.

19) 扇回，前掲『日本の現代演劇~， 1頁.

20) 河竹，前掲『演劇概論~， 215-216頁.

21)参考:河竹繁俊『日本演劇j全史』岩波書腐，

1959年.河竹登志夫『演劇概論』東京大学出

版会.1978年.平田オリザ『演劇のことばー

ことばのために』岩波書庖， 2004年.扇田昭

彦『日本の現代演!剃』岩波書庖， 1995年.など.

22)条約改正の実現のために，憲法などの法典編

纂と並行して日本の文化をヨーロッパ風にす

ることで彼らが国際法の適用対象として見な

す文明国の一員であることを認めさせようと
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する政策.代表的な存在が1883年に完成した

鹿鳴館である.

23)幕末から明治にかけて殖産興業などを目的

として，欧米の先進技術や学問，制度を輸入

するために雇用された外国人で，欧米人を指

すことが多い.江戸幕府や諸滞，明治政府や

府県によって官庁や学校に招胸された.音楽

や美術の分野でもお雇い外国人が招かれたの

だが，しかし，演劇ではそれがなかった.お

雇い外国人が演劇にいなかったことが日本近

代演劇史に与えた影響について，次のような

ことがあるという.r良心的なお雇い外国人

はラフカディオ・ハーンの例をひくまでもな

く，ただ西洋文明の移入にあけくれるのでは

なく，どこかに日本の美や伝統を発見してき

たJ(rr演劇のことば.030頁)また， rフエロ

ノサは，古仏などに日本の美を『発見』し，

西洋文明一辺倒だった当時の日本の美術教育

に異を唱え，岡倉天心とともに，東京美術学

校の開設に腐心したJし.r音楽では.rr唱歌』
という日本独特のスタイルの楽曲が文部官僚

によって生み出され，アメリカ人の音楽教育

家が発展させたJという. r外国人という客

観的な視点を持つ存在があれば，歌舞伎や能

や狂言がただ『改良『の対象とされるのでは

なく，日本の「伝統演劇と近代演劇の関係は

もう少し別なものになっていかもしれないJ

(同31頁)

24)公儀の儀式に用いる音楽や舞踊.主として江

戸幕府における能をさす.

25)平田，前掲『演劇のことば.o.18頁.

26)歌舞伎が近世初期の京都四条河原の興行に起

源するところから歌舞伎役者などを卑しめて

いった語.

27)演劇改良会は欧化主義政策の線に沿う改良

の一環であり，劇場浄化を当面の目的として，

政・財・学界の権威者を集めて作られた半官

営組織であった.が，それは要するに明治初

年からの，歌舞伎上流機関化，舞台及び脚本

の制新を内容とするものであった.それは無

謀な浄化を，歌舞伎の本質をみきわめもせず，

いきなり適用しようとした点に本質的な誤り

があり，結局天覧劇 (1887年4月26日から 4

日間に渡って貴顕正体観劇会が行われ明治天

皇が観覧した)以外にめぼしい仕事もなく消

滅した.しかし，一方演劇の地位向上をはじ

め，いくつかの有意義な反響をもたらしたほ

か，演劇論を喚起し文人学者の劇界進出を促

した史的意義には注目すべきものがあった.

それは，底は浅かったけれども，明治前半期

の勃々たる興隆期を象徴した運動であった.

(河竹繁俊『日本演劇j全史.0810頁)

28)伝統芸能のなかで「歌舞伎Jが選ばれたこと

について，当時(19世紀半ば)の時点で歌舞

俊がマーケットとして成立していたことがそ

の原因であろうと平田オリザは指摘している.

歌舞伎は17世紀後半ですでに「チケットを買っ

て劇場に芝居を見に行くJというシステムを

確立しており(当時，これだけのシステムを

有していたのは，江戸と大阪とそしてヨーロッ

パの数都市にすぎなかった).興行が成り立っ

ていた.マーケットを持っているということ

は新しい時代にその古いマーケットを守る力

が働くということになり，これが. r改良」
される=生き残る芸能として歌舞伎が選ばれ

た理由だろうとしている. (平田オリザ『演

劇のことば.017・18頁.)

29)明治初期，藩閥専制政治に反対し国会開設・

憲法制定などを要求した政治運動.1874 (明

治7)年，板垣退助らによる民撰議院設立要

求に始まり国会期成同盟を中心に全国的に広

まった.運動は81年 10年後の国会開設を約

束する詔勅を引き出し，自由党や立憲改進党

などの政党結成へと進んだが，政府の弾圧強

化と運動内部の対立に加え，福島事件や加波

山事件など激化事件が相つぐなかで表えた.

しかし国会開設が近づくと，旧自由党の星亨

らは86年民権派の再結集を呼びかけ(大同団

結運動).87年，三大事件建白運動が起こり，

全国から自由民権家が上京した.それに対し

政府は保安条例を出して在京の民権派を東京

から追放し，運動は鎮圧された.

30)平田，前掲『演劇のことば.0.23-24頁.

31) r板垣君遭難実記Jとして上演された.r板垣

死すとも自由は死せずJという板垣の辞世の

言葉とされる台詞は この芝居によって広め
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られたという.

32) 1988 (明治21)年，自由党の壮士角藤定憲

(すどうさだのり)らが大阪で旗揚げしたのに

始まり，川上音二郎を中心とする壮士芝居を

経て発展し，現在に至る.当代の風俗・人情・

世相に取材したものが多く，歌舞伎と新劇と

の中間の位置を占める. r新派Jの名称は，

明治30年代にジャーナリズムが便宜的に歌舞

伎を「旧派J，新しい演劇を「新派Jと呼ん

だのに始まる.

33)平田，前掲『演劇のことばJ]， 24頁.

34)同上.

35)英文学者で後にシェークスピアの完訳を果た

した.

36)坪内池遥の弟子の一人である島村抱月が本場

の演劇を見るための洋行から帰朝したことを

きっかけとして，坪内の若い弟子たちが中心

となって結成された.当初は大限重信を会頭

として発足し，坪内は演芸部の主任となった

しかし，文化全般に手を広げたその活動は行

き詰まり，それを打開するために1909年に坪

内を会長に迎えて再出発する.これを後期文

芸協会という.付属演劇研究所を設け，一般

から男女俳優志願者をつのった. 2年間の養

成の後， 1911年に『ハムレット』を上演した.

この養成所が排出した松井須磨子は後にスター

女優となる.

37)シェークスピアのような様式的な演劇を上演

する文芸協会が素人の俳優を使い，リアリズ

ムを基礎にして日常の生活を描くイプセンの

作品を自由劇場では歌舞伎俳優を使って上演

し，そのため一部の女性は女形(おやま，男

性が女性を演じる)が演じたという.後世か

ら振り返ると，様式的な表現が多いシェーク

スピアは歌舞伎俳優の技術や歌舞伎の表現と

親和性が商いし，イプセンの日常的な生活か

らドラマを描く作品を「女形Jが演じるのは

無理があると感じられる.平田オリザが『演

劇のことば』のなかで，この点を指摘してい

るが，こういうところからも当時の日本の演

劇の混乱と模索の様子がうかがえるだろう.

38) 平田，前掲『演劇のことば~， 84頁.

39)設立後のまる二年間は外国の翻訳劇のみを上

演，三年目に初めて坪内の『役(えん)の行

者』によって日本作家による作品の上演がお

こなわれたという.

40)平田，前掲『演劇のことば.11， 84頁.

41)例え}ま，シェークスピアの「ロミオとジュリ

エット」でジュリエットがロミオに呼びかけ

るシーンの台詞は坪内池遥訳では次のように

なっている.rおお，ロミオ，ロミオ! 何故

卿(おまえ)はロミオじゃ! 父御(ててご)

をも，自身の名をも棄ててしまや.それが否

ならば，せめても予(わし)の恋人じゃと醤

言(せいごん)して下され.すれば，予ゃ最

早(もう)カビューレットではないJ 後の

中野好夫(1949年)の訳ではずっとこなれて

いるが，それでも日常会話の台詞とは言いが

たい rああ，ロミオ様，ロミオ様! なぜあ

なたは，ロミオ織でいらっしゃいますの?

お父様と縁を切り 家名をお捨てになって!

もしもそれがお嫌なら，せめてわたくしを愛

すると，お醤いになって下さいまし.そうす

れば，わたくしもこの場限りでキャピュレッ

トの名を捨ててみせますわJ

42)高梨敬一郎『これが本当の朗読だ』大阪書籍，

2005年， 74-79頁.

43)言語には syllable-timedlanguage [音節タ

イミングの言語=音節がリズムの単位となっ

ている言語=1音節(単語の中にあるひと

かたまりの音)で l拍]と， stress-timed 

language [ストレス(強調)タイミングの

言語=アクセントないし音の強弱がリズムの

単位となっている言語=文の中の強調に合わ

せてタイミングをとる]があり， Stress-

timed Languageには，英語の他にドイツ語，

オランダ語，アラビア語，ロシア語，北京語

が含まれ， Syllable-timed languageには，

日本語の他にタイ語，ベトナム語，広東語，

フランス語，イタリア語，スペイン語などが

含まれる.日本語が音節単位でリズムをとっ

ていく言語で平板な発声になるのに対して，

新劇が演技の手本としたロシア語や英語では，

文章の中で強調する部分を強く言ったり，ア

クセントによってリズムをとったりするため

に，文章中で強弱が繰り返される.
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48)扇回，前掲『日本の現代演劇.!l， 11頁.

49)寺山修司による.例えば，観客はチケットの

かわりに一枚の地図を渡され，その地図の場

所に自ら赴いてそこで起こる演劇を見た.

50)唐十郎の紅テント佐藤信の黒テントがある.

テントを張ればそこが劇場となる移動式の演

劇公演を可能とするものだった.

51)プロセニアム・アーチ.客席からみて舞台を

額縁のように区切る構造物をいう.そのため

これによって縁取られた舞台を額縁舞台と呼

ぶ.またこの構造物から派生し，演技空間を

規定する概念語としてももちいられる.その

用例で「プロセニアム芝居Jなどという場合は，

やや批判的ニュアンスが含まれる.

52)河竹，前掲『演劇概論.!l， 1978年， 227頁.

53)扇回昭彦『舞台は語るー現代演劇とミュージ

カルの見方』集英社， 2002年， 17頁.

54) r静かな演劇~J の系譜について「小劇場でよ

く見られる絶叫型の発生法やおおげさな芝居

がかった演技を廃し，日常を抑制したタッチ

でリアルに描く j ものだと扇聞は説明する.

そして，劇作家の岩松了， r遊園地再生事業

団Jの宮沢章夫，青森県の弘前劇場を率いる

長谷川孝治らをあげる.

55)扇回，前掲『日本の現代演劇.!l， 216頁.

56)佐藤都哉『現代演劇のフィールドワーク一芸

術生産の文化社会学』東京大学出版会，

1999年， 240頁.

57)平田，前掲『演劇のことば.!l， 101頁.

58)向上.

59)向上.

60)河竹，前掲『演劇概論.!l， 181頁.

61)平田，前掲『演劇のことば.!l， 26頁.

62)その後音楽は「唱歌Jという科目が1880年代

前半に導入され，美術も同様に80年代の改革

で「図工Jの前身である「図面Jという授業

が取り入れられた.

63)冨田，前掲『演劇教育，n， 53頁.

64)これらの番号は引用者が加えている.

65)参考:冨田博之『演劇教育JIi'演劇教育史J，

J .ニーランズ，渡部淳『教育方法としての

ドラマ.!l，小林由利子ら『ドラマ教育入門.!l，

中山夏織『ドラマ教育をめぐる12章』平田オ

リザ『演劇のことば-ことばのために』など.

66) [図 5]中の①②③の番号は[図 4]の番号

に対応している.

67)演劇鑑賞教室・学校巡回公演は， 1961年に

「推進すべき活動Jとして文部省にも認めら

れ，最高時の90年度には 7923の小中学校で

約460万人の子どもたちが鑑賞をしている.

その後の文化庁の調査によると，鑑賞教室が

おこなわれたのは， 2002 (平成14)年度が

70.3% (全回答学校数=13，774校のうちに

2007 (平成19)年度68.9%(全回答学校数=

20，237校のうち)， 2010 (平成22) 年度が

66.1% (全回答学校数=25，970校のうち)と

なっており，減少傾向にあることがわかる.

(この鑑賞教室は現代劇のみではなく，室内

音楽，バレエ，能・狂言・歌舞伎のような伝

統芸能などを含んでいるので，すべてが現代

演劇を鑑賞したということではない.)また，

2003年に社団法人日本劇団協議会が実施した

「学校教育における演劇の実効性についてj

の調査研究(平成15年度文化庁芸術団体人材

育成支援事業)によれば，学校における演劇

の鑑賞公演数は4年前と比較して，小中高合

計で公演数が46.9%減であり，小学校で4割，

高校では6割近い減少だという.学校そのも

のの数の減少と， 1校あたりの公演数の減少

が要因であるとされているが，減少幅は大き

く， 2002年度から教科書に対話劇が取り入れ

られたり，創造性の育成がいわれたりしてい

る状況からは逆行しているともいえるだろう.

本稿では立ち入らないが演劇教育の発展を

考えるときに懸念される事項のひとつだと考

えられる.

68)学校内で児童・生徒がおこなう活動の内，

「学級活動Jr児童・生徒会活動Jrクラブ活

動Jr学校行事Jの諸活動.学芸会は学校行

事のひとつであり，特別活動に位置づけられ

る.

69)佐々木正昭「小学校の祝祭についての考察ー

学芸会の成立J西学院大学リポジトリ文学部・

文学研究科紀要『人文論究.!l57巻 1号， 2007 

年， 63・67頁

70)稽校ともいう.江戸時代の藩士のための学校.
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進級のために厳しい試験である試業がおこな

われた.

71)寺子屋は，江戸時代に庶民が通った学校であ

る.席書は公衆の面前で，晴れ着を着た寺子

に文字を書かせるもの.見物人も多く，それ

を目当てに露天商も出るほどの賑わいがあっ

たところもあったという.

72)小学校令規定規則第23条に「心身ノ発育未タ

十分ナラサル児童ヲシテ競争心ニ駆ラレ試験

前一時ニ過度ノ勉強ヲ為シ是カ為ニ往々其ノ

心身ノ発育ヲ害スルノミナラス試験ノ為ニ勉

強スルノ陥習ヲ馴致スルヲ避ケンカ為ナリJ，

すなわち「心身の発育未だ十分ならざる児童

をして競争心に駆られ試験前一時に過度の勉

強を為し是が為に往々其心身の発育を害する

のみならず試験の為に勉強するの阻習を馴致

するを避けるためJにという理由でこれらの

大掛かりな試験は廃止された.

73)佐々木，前掲論文， 67頁.

74)向上.

75) これ以前にも，能の子役や歌舞伎の子役，歌

舞伎劇を子どもたちで演じる子供芝居などで，

子どもたちが演劇をおこなっていた.しかし，

これらは，大人の芸能のために子どもたちが

利用されたものであって児童のための演劇

という意味での児童劇には入らないといえる.

76)河竹繁俊『日本演劇全史』岩波書底， 1959年，

1128頁.

77)その後1914年には宝塚少女歌劇団(現在の宝

塚歌劇団)が作られ，そこでの歌のある演劇

の舞台は「唱歌劇Jとして学校でおこなわれ

るようになる.また，後に『児童教育と演劇』

という演劇教育の理論番とされる著作を発表

する劇作家の坪内池遥も，大人の演劇学校生

による児童劇の上演をおこなう.

78)富田博之『日本演劇j教育史』国土社， 1998年，

18・19頁.

79)向上書， 44頁.

80)向上.

81)富田は「対話Jについて次のように説明して

いる r対話J という用語は，文字どおり

「劇Jとはいえぬ「問答Jをそうよんでいる

ケースもあるが， r劇Jとほとんど同じもの

を， r，暴IJJ や「芝居」とよぶことを避けて

「対話」とよんでいる例も少なくないことだ.

「お伽劇J とか f少女演劇J とか，さまざま

な用語が用いられるが，学校での上演を意図

したものと，主として現実生活を素材とした

ものをは持活Jとよんで，それまでの「お伽

芝居Jと区別したケースが多い.そして，つ

ぎには，学校などの場で上演される台本を，

素材はなんであれ「対話Jとよぶことが，明

治期末から大正期にかけてしだいに一般化し，

それは昭和期までつづくことになる.だが，

明治期末から大正期にかけては，さまざまな

よび方，用語が，並行して用いられていた.

f対話Jが芝居や劇とは違い，字義どおりの

「対話Jであった時期もあり，例えば，問答

式の「対話」であきらかに劇とは違うものが

学芸会の参考書にのっていたこともあるとい

う.用語の上からも過渡期的状況だったとみ

てよいだろう. (富田『演劇教育史~ 195頁)

82) しかし，巌谷らによって創作された「対話J

の内容には問題があったと富田は指摘してい

る.例えば女学生が教育を受けていない田舎

の少女を馬鹿にするようなものであったり，

女中をこらしめる趣向のものであったりと，

あまり教育的にふさわしいもので‘はなかった

というのである.作者のひとりが「対話Jの

主流を滑稽ものであると表現したように，

「対話」は面白おかしいやり取りをすること

を主軸として書かれていた.これは主に学校

の外の文学者によって書かれたために，教育

的な視点よりも面白さに重点が置かれたのだ

と推察できる.

83)アメリカの哲学者ジョン・デューイ(1859-

1952)は，伝統的な学校教育を批判し，学校

を子どもの生活を中心とした組織に変革する

ことを主張している.デューイは『学校と社

会』で理想的な学校像を描いた.彼が理想と

する学校は，暗記や復踊を中心とする受動的

な学習の場ではなく，子どもたちが自発的な

社会生活を営む「小社会j である.この学校

を実現するために現代社会の必要に適合して

いない学校の教室や課業，子どもが興味を失っ

ている教育方法を変更する必要があると述べ
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る.伝統的な机が並ぶ教室や画一的なカリキユ

ラムと教育方法を改革し，子どもが生活する

ことをすべての中心として組織化し，学校を，

家庭，郷土，産業，大学と有機的な関係をも

っ組織とすることを主張する.こうした改革

によって，子どもは学校の外で得る体験をじゅ

うぶんに利用し学校で学んでいることを日常

に応用することができるとしている.デュー

イはみずからの教育理論を実験学校での実践

につなげている.

84)スウェーデンの女性思想家であり，家庭教育

や婦人運動について多くの著書を残したエレ

ン・ケイ (EllenKey : 1849-1926)は.20世紀

の幕開けを目前にした1900年に“Barnetsar 

hundrade"と題する著書を刊行した(邦題

『児童の世紀~).これは，世界各国で翻訳さ

れ.20世紀に世界的広がりを見せた児童中心

主義に基づく新教育運動の展開に大きな影響

を与えた.ケイは来る20世紀を「児童の世

紀Jと名づけ，大人のひな形ではない独自な

存在としての子どもへの関心を高め，教育を

通してそのような子どもの権利が保障される

ことに大きな期待をかけた.

85)北原白秋の児童詩，鈴木三重吉の綴方の運動

や，山本鼎による自由画の提唱などは，教育

界にも大きな影響を及ぼした.また，欧米の

新教育運動の紹介によって，東京女高師付属，

奈良女高師付属，千葉師範付属などでは新教

育運動が華やかにおこなわれ，成城学園，明

星学園，児童の村小学校などの私立学校が作

られた.

86) 冨田，前掲『演劇教育~. 135・136頁.

87)向上.

88)向上書.138頁.

89)英文学者で演劇人である坪内泊遥は.1903年

に生まれた『お伽芝居』について.rお伽芝

居・童話劇の弱点は，脚本があまりにも児童

の心理とかけ離れていたことである.道徳的

あるいは芸術的作品のいずれにしても，専門

の作家が，完備した劇場で上演されることを

前提として書いたために，児童の心理もしく

は心性陶冶に適合せずまたは児童は観客と

しての参加のみ許されたのであったJとして

批判し，子ども自らが楽しむ演劇が必要だと

して，児童劇脚本を創作し.r家庭用児童劇J

「学校用小脚本Jとして著した.また，それ

らの戯曲を用い，帝劇の女優学校第七期生を

主体として模範公演をおこない，東京の有楽

座 (1922年)をはじめ，関西から九州まで巡

演し児童劇の発達と普及につとめた.

90)アメリカの児童劇場運動を育てていたアリス・

ミニー・ハーツの『児童の王国JJ.イギリス

のジョンソン夫人の『劇化せる各科教授』も

1923年から1924年の聞に出版されている.

91)冨田，前掲『演劇教育JJ.139頁.

92)当日は独唱，合唱，ピアノ演奏なども含めて発

表がおこなわれ，劇は計6作品が上演された.

1.対話びっくり箱(斎田喬・作)

桐組(一年)

2.童話劇 白うさぎ(内海繁太郎・作)

桃組(四年)

3.喜劇天才画家(内海繁太郎・作)

松組(六年)

4. 童話劇 めくら雀(後に「雀のお医者J

と改題.斎田喬・作)椿組(五年)

5. 童話劇 家畜会議(斎田喬・作)

藤組(四年)

6. 童話劇 運命の鐘(内海繁太郎・作)

松組児童と職員

93)富田，前掲『日本演劇教育史.!l.270頁.

94)後に『演劇と教育』と名前を変えて日本演劇

教育連盟によって現在も発行されている.

95)このときには文部省はすでに学校劇禁止令

を出したことを忘れており「後援Jしたのだ

という.

96) 富田，前掲『演劇教育~. 159頁.

97)向上書.160頁.

98)向上.

99)日本児童演劇協会編『日本の児童青少年演劇

の歩みー100年の年表』日本児童演劇協会，

2005年.77頁.

100)学芸会の復活は，学校劇のコンクールの流行

となってあらわれる.中央でも，地方でも，

さまざまな形で，学校劇のコンクールがおこ

なわれる.一九四八年から四九年にかけて，

その傾向はもっともいちじるしく，小さくは
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村や町だけのコンクールから，郡，市，県と

いうように，大きな単位で，小・中学校の学

校劇コンクールをやるところがでてきた.大

きいのは，読売新聞社主催の「全国学校劇コ

ンクールJ(一九四八・三)や，日本児童文

化協議会主催の「全国学校劇コンクールJ

(一九四八・三).大阪中央放送局主催の「近

畿学校劇コンクールJ(一九四八・一二，第

一回)などで，かわったところでは，警視庁

少年第二課が主催する「少年芸能コンクール

大会J(一九四九・三)というのまであらわ

れた.そのうち.r近畿学校劇コンクール」

だけは，現在まで毎年同じ季節に聞かれ，あ

る面では学校劇運動をすすめる一つの役割を

はたしてきたが，その他は，ほとんど第一回

で消えてしまったのも，この時期の特徴をも

のがたっている. (日本児童演劇協会編『日

本の児童宵少年演劇の歩みー100年の年表』

日本児童演劇j協会， 2005年， 77頁.)

101)文部省『学習指導要領一般編(試案)JJ 日本

書籍， 1947年3月， 14-15頁.

102)成城児童劇の中心作家・斎田喬が委員長をつ

とめた.現在の社団法人日本児童演劇協会.

103)この流れが，現在も演劇教育を根づかせよう

と活動を続けている「日本演劇教育連盟」に

連なっている.

104)日本演劇教育連盟『演劇教育実践シリーズ第

3巻学芸会，文化祭を創る』晩成書房，

1988年. 1頁.

105)向上書. 1・2頁.

106)向上書.124頁.

107)大槻健，大畑佳司共編『子どもとつくる学校

行事・小学校篇』民衆社.1981年.81頁.

108) r言語教育，特に口語表現の教材として演劇

教材が有効であり，昭和30年代の教科書にお

いては掲載されていた.しかし音読から黙読

といった流れ，配当時間数の削減などのなか

で演劇教材は姿を消した.現在の教育課程部

会の審議においては言語活動の充実において

音読などによる基本的な国語力の定着が議論

されており，また「言語文化と国語の特質に

関する事項Jでは，物語や詩歌を読んだり，

書き換えたり，演じたりすることを通した言

語文化に親しむ態度の育成についても触れて

おり，その点からも演劇教材を教科書で取り

扱っていく必要がある.J として，演劇教材

の復活を提案している.
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109)富田，前掲『演劇教育J].10頁.

110)向上.

111)落合聴三郎・横山健編『学校劇の手帖』誠文

堂新光社， 1953年， 25頁.

112)向上書， 77頁.

113)落合・横山，前掲書， 75頁

114)向上.

115)向上.

116)向上.

117)向上書， 70頁.

118)向上書， 46頁.

119)向上書， 46-47頁.

120)向上書， 47頁.

121)向上書， 45頁.

122) W演劇教育入門J]r新・演劇教育入門J]，また，

日本演劇教育連盟が月間で発行している『演

劇と教育』でも学芸会の型をなぞる演技につ

いてはたびたび指摘されている.

123)本稿では立ち入らないが こうした台詞の

「大事なところを強調する」ためにおこなわ

れる f大事な台詞は何かJr作者が言いたい

ことは何かJrテーマは何かJを探す(読解

する)という作業は，国語の授業でおこなわ

れる「読解Jなどと近似する.そのため，演

劇を専門としない教師が指導をするときにこ

うした作業ならばやり方がわかるために，そ

こに重きが置かれ，その結果あらわれる台調

の言い方の不自然さについては注目されなかっ

たと思われる.

124)大畑・大槻，前掲番， 41頁.

125)向上.
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