
■総評 

※掲載の文章は、第 12回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の総評を採録・再構成したものです。 

 

【徳永京子】 

皆さん本当におつかれさまでした。ご参加ありがとうございました。このコンクールの１回の上演のため

に、こんなに充実した作品をつくってくださったことに心から感謝します。また、先ほど(常務理事から

の)ごあいさつもありましたが、満員の有観客で開催できたことを本当にうれしく思っています。今日こ

こに来られなかった関係者の方も多いと思いますけれども、そうした方も含め、皆さまのご尽力のおか

げです。改めてお礼申し上げます。 

各作品の講評に移る前に、今年の総評と、５団体に共通して感じた傾向を簡単にお話しさせてください。 

今年は、私がこのコンクールに携わるようになって、一番審査が大変だったかもしれません。それぞれの

作品のレベルが高いと同時に、個性の方向性がまったく異なっていたからですが、やはり共通点もあり

ました。 

今回のファイナリストの中には、普段、野外や自宅などで作品を発表していて、劇場で上演したことがな

いという団体さんが複数ありました。そういった方たちが今回初めて劇場で公演をする、一体どうなる

んだろうと思っていたんですけれども、まったく杞憂で、良い意味で予想を裏切られました。劇場を使っ

た経験のある団体さんも含めて、劇場という空間を、決まりきった先入観を取り払って、自由に、あるい

は改めて捉え直し、そのポテンシャルを引き出していただいたように思います。主催者側のひとりとして

も、演劇を長く観てきた者としても、これはとても嬉しい発見でした。 

また、ファイナリストを選考する際には（過去作品の）映像で過去作品を拝見するんですが、それと実際の

上演作品が全然違う団体も複数ありました。応募作品はおしゃれだったのに上演は素朴な作風だった、

みたいな。それもクオリティは下がらずで、つまり、表現方法ややりたいことを幅広く持っていて、それが

実現できる方たちなのだなと思いました。 

そして、これは非常に大きな変化だと思いますが、この 4、5 年続いていたモノローグ主体の作品が減り、

ダイアローグの比率がかなり高い作品が増えたことも、今回の特徴だったと思います。 

これらの共通点や変化の背景に何があるのか、コンクール終了直後の短い時間のなかでは、まだ私なり

の理由をまとめられていませんが、やはりこの 2 年のコロナ禍で、演劇をはじめとする文化芸術がどう

いう扱いを受け、そこにつくり手の皆さんのどういうストレスがあったか、そこから何を求めるかという

ことが、強く根ざしているように思います。以上を総評とさせていただきます。 

 



■盛夏火 『スプリング・リバーブ』 講評 

※掲載の文章は、第 12回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の講評を採録・再構成したものです。 

 

【徳永京子】 

（会場を見て）盛夏火さん、どちらにいらっしゃいますか。おつかれさまでした。大好きな作品でした。「せ

んがわ劇場とは」「せんがわ劇場演劇コンクールとは」というところから始まる幕開けにふさわしい作品

で、スムーズに客席の関心を引くことにも成功していたと思います。話の中心にあるタイムリープは、世

の中のさまざまな作品で扱われていますから、下手をすると陳腐になりがちですし、理屈として合ってい

るかに注目されがちなリスクもあって──実際、専門審査員の間でも「3月との2か月の時間差の中で、

誰がどこにいるのか」といった話題も観終わったあとに出ましたし、そこに注目した見方をしても成立す

る作品だろうとも思いました。 

でも私がそれより強く感じたのは、作・演出の金内さん、作品に関わっている皆さんの好きなもの、こだ

わりが集められ、それによってつくり上げた世界を多くの人に伝えることに力を注いでいたことです。タ

イムリープの理屈も、地元ネタも、よく考えられていたけれども、すべてはエンディングのためにあった。

全員並んでのカーテンコールなど、たとえ慣習や常識であっても、自分たちが納得できないことはしない。

本当に好きなものだけを舞台上に積み上げていき、ビジュアルも中身も本当に納得できるラストシーン

にする、そのためにさまざまなロジックや技術が使われていたように思いました。私は“回収”を上手くや

って得意げになっている作品が好きではないんですが、この作品は全体が、最後から巻き戻すと素晴ら

しく壮大な回収になっていると感じました。 

ただ、好きゆえに客観的になれないからか雑なところもあって、例えば、みんなで元の世界に戻ろうと円

陣を組んで念じるシーン、あれはおそらく『漂流教室』（※）だと思いますが、もっと真剣に祈らないと『漂

流教室』のリスペクトにはならないですよね。そういったところがいくつかあり、残念でした。 

それと、新山（志保）さん、内藤（ゆき）さん、とてもよかったです。いわゆる“演技が上手い”という定義か

らは外れますが、キャラクターとしては癖があるのに、観客をいつの間にか同伴者にしている自然な居住

まいとチャーミングさがありました。 

※楳図かずおの漫画作品 

 

【高田聖子】 

盛夏火のみなさん、どうもおつかれさまでした。私も大好きでした。本当に楽しかったです。みなさんが

このコンクールのトップバッターで、本当に場が温まりました。そして、演劇への愛情みたいなものをすご

く感じました。 

歌から始めるところなんか、私たちも最初は「逆リスペクトというか、演劇ってダサい、絶対バンドの方が

かっこいいに決まってる」と思っていましたけれど、でもそれは、やっぱり演劇が好き、素敵な演劇が自

分たちにはあると思ってるからなんだと感じられました。 

先ほど徳永さんが雑だとおっしゃったところ、私はすごく好きで、もっと乱暴にしてほしい、もしかしたら

その雑さが狙いなんじゃないのか、と思ってしまいました。たとえば、円に置いたラベンダーの中を平気

でズカズカ通ることも、これはあえてなのか？どっちなのか？とか。これは好みですが、もっと乱暴にや



ってくれたら私は大笑いしたな、と思いました。とても楽しかったです。ありがとうございました。 

 

【長田佳代子】 

おつかれさまでした。本当にトップバッターで大変だったと思います。私も高田さんと一緒で、朝イチに

目が覚めるように笑わせていただきましたし、楽しい舞台でした。 

演劇に限らずモノづくりの基本として、まず自分がいて、自分が好きだと思うものを周りに並べて、それ

が同心円状に広がってぶち当たったところに他の人がいる。それを繋げていくと、気づいたら劇場にい

て、気づいたらお客さんがいる。演劇を作り始めた時の、基本の自分の居場所みたいなものを大切に守

っている。 

演劇は好きだけど劇場は嫌い。私もそうなんですけど、劇場に来るのが苦手な人って多分いると思うん

です。それを払拭してくれたという意味でも、面白いと同時に、観ている間ずっと心があたたまる、そん

な作品になっていたと思います。 

本当に楽しく、そしてあたたかく観させていただきました。ありがとうございました 

 

【松井 周】 

おつかれさまでした。演劇を好き嫌いというか、劇場でどういうふうに遊ぶかってことを本当に必死に

考えて、遊んでみて、あるいはリサーチして、仙川という場所に照準を絞って、地図・場所から劇場の中の

構造まで考えて作った、遊んでみたということが表現されていて、非常に面白かったです。 

その中で僕が思ったのは、カーテンコールがこのあとしづらくなったということ。（会場笑）あの爆弾をト

ップバッターで仕掛けるのもすごかったし、それを面白いこととしてちゃんと見せてくれたのが、盛夏火

さんのすごく面白い要素だなと思いました。 

一方で、タイムリープの仕掛けも、3月の自分たちと 5月の自分たちを登場させる、こっち（下手）から登

場する場合と PAから降りてきた感じで登場させる場合、劇場の使い方で時間の表現をするのも面白い

とは思いました。が、そこに何かしらの違いというか、ちょっとした変化があるのかないのか、そういうこ

とをもうちょっと引っ張って見せても面白いものがあったんじゃないかなという感じは、最後ちょっと残

ったりもしました。 

ある意味、その辺のドラマをやらない宣言のような感じもするので、演劇とか劇場へ突っ込みを入れる

感じは、これからも貫いて面白いものを作ってほしいなと思いました。ありがとうございました 

 

【三浦直之】 

おつかれさまでした。本当に、フィクションに対する愛憎を感じました。その愛憎の形がすごい独特だな

と思いましたし、どんどんこれからも掘り下げていって欲しいなと思います。 

例えば、フィクションに対する違和感。舞台上で、客席にお客さんがいることを無視できない、フィクショ

ンであっても事実は無視できないということに対するものすごい執着を感じました。ただ一方で、フィク

ションのお約束に対するものすごい愛情も感じるんですね。例えばタイムリープするときのラベンダーと

か、設定について饒舌に喋れるやつが突然現れるとか。 

これがあまり見たことがないバランスで、すごく面白いなと思いました。 

あと、終わるということ。 



この時間は終わってしまうこと、40 分以内という限られた制限時間、ここから抜け出す時の固有名詞が、

閉鎖性を作ってるなと思いました。 

劇場という限定された空間、演劇も少し閉じたコミュニティだし、ある時期に遊んでいた文房具も世代に

対する閉鎖性だし、この町、仙川で暮らしていた思い出を話すのも、そこで暮らしてた人たちの閉鎖性。 

最後にどうやってそれから抜け出すかということと、タイムリープというモチーフがすごく繋がっている

ように感じました。 

そして今回、劇場でやるのは初めてだそうですけど「本当を立ち上げること」について。普段、家とかで

（上演を）やっている時は、そこに本当に「本当」があるから、特に何もしなくてもお客さんに「本当」が見

えるんだけど、劇場ってやはりすごく匿名的な場所なんだなと思いました。観ている人に地図を見せて、

仙川の位置関係を説明するだけでは、もしかしたら観客が想像する「本当」にはまだ足りないかもしれな

いとか、そのバランスがもう少し、いろいろこれから挑戦していけるのかなと思いました。おつかれさま

でした。 

 

 

  



■ほしぷろ 『「なめとこ山の熊のことならおもしろい。」』 講評 

※掲載の文章は、第 12回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の講評を採録・再構成したものです。 

 

【高田聖子】 

ほしぷろさん、予選の映像作品を見たときに私は正直、この四角い舞台上でどうなさるんだろうと思っ

たんです。素晴らしい自然をバックに、というか自然の中に存在して、長い時間をかけて上演されるとい

う形だったので、この、作られた(空間である)劇場でどうなるのかと思ったんです。 

けど、最初にこの劇場に入ってこられるところから、だんだんに劇場自体が光り輝き出して、全く別の場

所に変わっていった様は本当に感動的でした。 

神事のような祭りのような、どこにでもあるちょっとケミカルなものを使って始めるっていうところにも

唸りましたし、まず「人ではないものがそこにいる」と思えました。最初から最後まで感動させていただき

ました。（会場内を見て）どちらにいらっしゃいますか？どうもおつかれさまでした。素晴らしかったです。

ありがとうございました。 

 

【長田佳代子】 

おつかれさまでした。本当に素晴らしい作品を見せていただいたなと思います。 

私も常々、養生シートを使いたいと思っていたんですけど「今すぐ特許を取ってください」というような

使い方で、もう二度と私は美術で養生シートを使えないという悔しさが残る上演でした。 

プロセニアム(※)の劇場で、画面を上と下で分けるのってすごく難しくて、しかもあのようにピシッと世

界を分けることは、見切れがあったりとかで、やりたくてもなかなかできないんです。本当に、神が降り

てきたような美しい風景を見せていただきました。 

宮沢賢治の作品が持っている、言葉の宝箱みたいな一つひとつの美しい言葉を壊すことなく、それでい

て現代の無機的なものを上手く組み合わせて世界観を作り上げていました。 

今の社会情勢を入れながらも、作品重視というより、結局役者さんを見入ってしまうというところ、発し

ている言葉、からだ、そこにいる空気をとにかく全部背負ってここまで来てくださったということに対し

て、本当に素晴らしい作品だったなと思います。おつかれさまでした。 

※観客席からみて舞台を額縁のように区切り、舞台と客席が明確に分けられる方式 

 

【松井 周】 

おつかれさまでした。お二方が仰っていたように、僕も、やっぱり最初の引き込み方が、星さんだと思う

んですけど、客席と結ぶ関係が、最初からこの劇場のサイズをきちんと把握してるという感じの喋り方に

安心して、境目なくそのまま、テープで作られていく世界にどんどんいざなわれました。 

テープで作られていく立体造形のデザインも非常に良かったし、その辺から、なめとこ山と熊と都会の街

みたいなものの映像が重ね合わされていて、現代に「なめとこ山」という宮沢賢治の話を重ね合わせる

手法もとても無理なくいっていました。 

さらに俳優二人の演技の中で、熊を殺すあるいは自分が殺される、殺す殺されるっていう関係を、きち

んと儀式として見せる手法も、銅鑼（どら）を出してくるのも非常に面白く観ました。 



ただ「ファミチキ」と「熊の肉」、「ペットと意識が通じ合うこと」と「熊と意識が通じ合うこと」みたいに、現

代と宮沢賢治の話が接続していくけれど、これは現代批判みたいなことと繋がるのか？それとも、どう

これが重ね合わされたのか？ 

こうした点をもうちょっと、「童話の世界」と「現代の世界」として切り離す、あるいはすごく接続させる、

という思い切りも見たかったなという感じは残りました。ありがとうございました。 

 

【三浦直之】 

おつかれさまでした。舞台上に異界がしっかり立ち上がって、本当にすごいなと思いました。舞台セット

やアイテムもシンプルな中で、俳優の身体とアイテム、映像の力でこの時間、異界をしっかり立ち上げてい

た。最初の客席に話しかけるところ、ああいうのって、お客さんの心をちゃんと解けるか（というと）、逆

に警戒させちゃう時があると思うんですけど、しっかりちゃんと解いていた感じはしました。そこの入り

がすごく良かったし、この場所、この空間をちゃんとフラットな場所にすることで、それから立ち上がる異

界の飛距離がちゃんと伸びた。だからあそこでフラットな空気を作って、そこから異界を立ち上げていく

時の感動はすごくありました。 

あと、(上演を)見ながら、今日来るとき、空が曇りだったなと思いだしたんですよね。それは本当にすご

いことだと思いました。今ここで舞台上の作品を観ながら、今日の外の天気を想像したということ、その

感覚を覚えたということで、この舞台で試みられたことは成功してるんじゃないかなと思いました。おつ

かれさまでした。 

 

【徳永京子】 

ほしぷろさん、おつかれさまでした。素晴らしい作品でした。他の専門審査員の講評でも出たように、最

初に入ってこられた星さんの、言ってしまえばいわゆる客いじりなんですが、舞台上と客席の境界線をあ

いまいにする効果を発揮して、非常に上手くいったと思いました。境界線を可視化した上で曖昧にする

のは、おそらくこの作品に込められたテーマだと感じたんですが、「演劇と映像」「町と里山」「人と獣」な

どの境目について、宮沢賢治の「なめとこ山」という小説を非常に有効に使って表現していて、高いレベ

ルで成功していたと思います。 

そして多分、そうした中でひとつだけ、曖昧にしないものを残したのではないでしょうか。それは瀧澤さ

んが演じた「人１」の孤高ぶりで、星さんが演じた「人２」は、先ほど言ったように客いじりを巧みにやった

りして「俗物」なんですよね。原作の世界で言えば、熊に敬意を持っているけれども生活のために殺して、

里に降りてわずかなお金に換えることができる人間。けれども「人１」は、絶対にそうした「俗」には行かな

い、行けない。ヒトというケダモノで居続けるんだという意志を強く感じました。せりふはほぼなかったの

に、その存在感と説得力たるや凄かった。人か獣かわからない、慟哭なのか遠吠えなのか判然としない

声、それが歌になっていくところ、引き込まれました。 

それから細かいことですが、体に巻き付けたコード付きの電飾が途中で消えたのは……あれはトラブル

ですよね？ 戯曲では「好きでピカピカしてるんじゃない」とあったのが、「好きでクルクルしてるんじゃ

ない」に変わっていたので、トラブルに対応したアドリブなのだろうと予想していましたが、咄嗟にあのせ

りふに変えるのはなかなかできることではない。演者同士のコミュニケーションも良く取れていたのだと

思います。 



 

 

  



■エリア 51 『てつたう』 講評 

※掲載の文章は、第 12回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の講評を採録・再構成したものです。 

 

【長田佳代子】 

おつかれさまでした。事故が起きた、被害者なのか加害者なのか、誰も悪い人もいない、でもどうするこ

ともできなかった命がそこにあった、というニュースを、（私たちは）何年も、ほぼ毎日見ています。そうい

う社会的な話や、命の延長線上にある「人に触る」「触って温度を感じる」ことの偉大さ。扱ってるテーマ

や裏にあるものは重いけれども、美しく軽やかに表現されていて、（たった）40 分なのかと思うくらい、

すごく充実した時間だったと思います。 

幕開けの緞帳の使い方が見事で、そこで見せた手の動きと同じような動きが、中盤になって出てくると

ころも、演出的にも皆さんの動き的にも見事でした。 

また、（舞台の）後ろに並んでいるごみの先に、本当に小さく花がいけるところがあるというしつらえも本

当に素晴らしいなと思いました。ここで何月何日に事故がありました、目撃した方は〇〇警察までご一報

くださいという看板や居酒屋からさっき出されたごみの横に、ちょっと花が飾ってある。亡くなった方に

対する花が、ごみと同レベルの場所に生けられている。残念ながら日常的によく見る風景ですよね。あり

がとうございました。 

 

【松井 周】 

おつかれさまでした。最初から、幕で遮るというか細くして、手をフォーカスさせるように始めていき、そ

の手も一人の手ではなくてずっとつながっている。ある意味部分というか、どこで切っていいかわから

ないような感じ。 

繋がってるのは、例えば身体のいろんな器官が繋がっていることであったり、家族であったり社会であっ

たり、車の構造だったりして、というように見せる。 

実は私たちが個人だと思っていて「私」という意識で切ってるものは「私」じゃないんじゃないかという感

覚をもとに、それを表現するにはどうするかということからきちんと始めて、身体表現のあの形があった。

誰かの背中に張り付いてる椅子とか、常に何かと繋がっている状態の中で、じゃあ他者と出会うという

のはどういうことなのかを真摯に考えた表現になっていたと思います。速度や距離、時間、そういったも

のの扱い方、他者に触れたりすることもそうですし、過去との距離、そういうものに対して非常に繊細な

表現だったなと思います。 

さらに、会話の部分で非常に面白かったのがやはり、義父の存在です。あの人は、非常に理解があるフラ

ンクな部分と、家父長制の中で生きてきた変えられない自分という、ちょっと矛盾を持った複雑な人物。

その人と主人公が繋がる時、どう捉えればいいのか、もう自分たちは善悪じゃ捉えられない世界にいて、

その中でどういうコミュニケーションをとるか、悩んだままやるというのが面白かったと思いました。あ

りがとうございました。 

 

【三浦直之】 

おつかれさまでした。繋がりすぎてしまうことと繋がりすぎないことの狭間で、それでもどうやって関係



を結んでいくか。たくさんの細かいグラデーションが描かれているなというふうに感じました。 

最初にすごく手がフォーカスされるから、手の動きをいちいち見てしまうんですよね。僕は「よっ友」のモ

チーフがすごく好きで、（すれ違う時お互いに）「よっ」て言って手を挙げるけど、その時、手は誰に触れら

れることなくただ挙げたまま下げられるとか、いちいち手の動きが印象に残っている。 

あと、身体にこだわり続けるのもすごくいいなと思います。現代的な弱いつながり方を描く時に、SNS

的なものに行くんじゃなくて、ただすれ違って「よっ」ていう「よっ友」。ちゃんとリアルな対面が存在する

けど、その中でどういう弱いつながりがあるか。身体にこだわっていくというのもすごく良かったと思い

ます。 

僕がすごく感動したのがラストシーンで、最後どういう出会いがあるんだろうと思って観ていた時に、煙

草というアイテムがすごく効いてるなと思いました。煙草を吸うことでそこに空気があることを観ている

人は感じる。私とあなたは触れ合っていないけど、その間に空気がある。その空気を伝わって、私とあな

たがコミュニケーション取るっていう。そのことにすごく感動しましたね。演劇そのものについての物語

ともみえるし、演出と俳優だったり。どういうふうにコントロールするされるとか、触れる触れられるとか、

その狭間をずっとずっと描いていってるのがとても良かったです。 

台本を読んでいるとユーモラスな台詞のやり取りがすごく多いので、それがもう少し客席に伝わるとい

いなと思いました。もっといっぱい笑える瞬間があるなと思ったので。それも伝わるとより良くなるかな

と思いました。 

 

【徳永京子】 

エリア 51 さん、おつかれさまでした。力作でした。人と人とのつながり、あるいは、つながれなさについ

て、ひとりの動き、ふたりの動き、多人数によるフォーメーション、あるいは体の部分と全体を使って表現

されていましたが、演出の手数が豊富で、しかも統一感があり、観ていてまったく飽きませんでした。 

そして、戯曲がとてもよかったです。良いせりふがたくさんありました。“良いせりふ”というのは、ごく普

通に使われている短い言葉なのにイメージが豊かに広がったり、何気ないひと言でそれを言った人物の

過去がスッと見えてくるような言葉ですね。“せりふ”というより“言葉”と言いたくなる、そういうものが

たくさんありました。 

フィジカルの演出の話に戻すと、ひとつのポーズ、動きから両義的な意味が思い浮かぶことが多く、例え

ば、ふたりが背中をつけてもたれあうシーンがよく出てきましたが、“背中をつける”のは支えあうとか頼

る、甘えるのと同時に、“背を向ける”ことにもなり、先ほどの言葉のことも併せて、舞台上のさまざまな

場所に、入口は普通なのに奥には多くの意味が広がっている、そうした物事が増えていったのが良かっ

たですね。 

それと、先ほど長田さんも、ゴミ捨場のような小道具について言及されましたが、あれは、最後の最後に

照明が消えた時に、壁に映るシルエットが街並みになるように置かれていたんですよね？ 最初の、劇場

の緞帳を使ったTikTokサイズのような小さな動きに観客の視点を集めて、俳優の動きで場所を広がて

いき、最後に壁のゴミで、彼らが住んでいるであろう、あるいは私たちの住んでいる街が再現された。細

かい仕掛けですが、とても効果的でした。 

 

 



【高田聖子】 

本当におつかれさまでした。素晴らしかったです。皆さんがたくさん感想を仰っていて、最後になると言

うことがないくらいなんですけど、本当に始まりから惹きつけられました。2 次予選で拝見した映像とは

かなり違うもので、その点でも驚きました。 

群唱したり皆で揃えて言葉を発したりというところは、少し懐かしい気持ちもしました。私たちの若い時

というか 2～30 年前には、群唱するのがとても流行った、なんて話をしたらエリア５１さんは、演劇の歴

史じゃないけど、今あえて、昔からやってきた手法を改めて使ったのではないか、それが狙いなんじゃな

いかという話を聞いて、面白いなと思いました。 

また、台詞がとてもポップというか、本を読んだ時点で面白いと思っていました。（劇中では）身体がずっ

と物や誰かと繋がっている、途切れない時間の中で、そのポップな台詞が、弾みすぎずにずっと底にくっ

ついている感じ。そこに現代の、素直に言葉が言えなかったり、自分が思ってる通りにいかない、触れ合

いたい人と触れ合えないけど、そうでない人と触れ合わざるを得ないこともある、そんなもどかしさも

感じました。 

動きが美しくて、すごい練習量だったろうと思いました。それをどう評価すれは良いのかと、とても困り

ました。おつかれさまでした。 

 

 

 

  



■安住の地 『アーツ』 講評 

※掲載の文章は、第 12回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の講評を採録・再構成したものです。 

 

【松井 周】 

おつかれさまでした。冒頭に出てきた人達が、どこの人達なのか本当に分からないところから始まりまし

た。衣装が特徴的で、その衣装でどこに連れて行ってくれるんだろうという感じがしたのが的中して、歴

史的に戦中や現代、原始時代まで遡る感じを劇の中で見せていただいた。スケール感がすごく良かった

し、歴史だけのスケール感ではなくて、視点の持って行き方が（普通に美術館に行く人であったり、美術

に関わる人であったり、描く人であったり、それを観る人であったりということでの視点の動かし方）非

常に富んでいて、そのことがシーンの繋がりとしてどんどん視点を変えて見られるというところも面白か

ったです。 

一方で、４０分じゃ観きれない、3 時間くらい欲しいなという感じのスケールの大きさでした。もっと知り

たい、もっと人間関係も知りたい、どのような状況で絵が描かれ、戦中にしても現代にしても原始人にし

ても、どのようにその絵と関わってきたかをもう少し細かく、ディテールとして知りたかったという感じ

はあります。 

それは演出でも感じたところで、もしかしたら（身体的に）魅せることで説明をしようとしているのではと

感じました。例えば、モノローグで、もう（それ以上）説明しなくてもいいかも（しれない）という場面で、何

で動いてるのか、どういう根拠で動いてるのか分からない身体表現があって、逆にちょっと気になっち

ゃいました。もしかして何かを説明しようとしているんだけど、説明になってないのでは？みたいに思っ

てしまったというところがありました。ありがとうございました。 

 

【三浦直之】 

おつかれさまでした。この限られた時間の中で「これだけ壮大な話をやってやるんだ！」というところに

まず好感を持ちました。キャラクターの数もとても多いし、時間も空間も飛ぶので、こういう作品は混乱

しやすいと思うんですが、シーンの入り方の整理がとても丁寧だなと思いました。飲み会が終わった帰り

道で見送ってバイバイ。これでちゃんと「今、飲み会が終わって帰り道なんだ」ということが一瞬で理解で

きる。これだけの分量の中でどうやってちゃんと観客をこなさせずに繋いでいくかという技術が高いな

と思いました。 

それから、ある瞬間に「観る」が「描く」に切り替わっていくのは、今、観客がここで行っていることだと感

じました。演劇を観ている時、（観客は）「観る」という行為を通して、自分の中で何かを産んでいっている。

「観る」「観られる」という関係性が溶けていく感じがありました。 

後半に出てくるティッシュカバーの台詞が、僕はすごくいいなと思いました。それまで、生活と切り離さ

れてアートが存在していたけれど、ティッシュカバーというアイテム 1 個使うことで、生活の中にちゃんと

アートが繋がっていく。「生活の中にあるんだ」「暮らしの中に存在しているんだ」ということから、ラスト

シーンに向かっていく。ここの繋がりにディテールを感じました。こういう会話はもっと書いてほしいな

と思いました。おつかれさまでした。 

 



【徳永京子】 

安住の地さん、オーディエンス賞おめでとうございます。おつかれさまでした。情報量が多い作品で、「そ

の心意気や良し」と思う一方で、アイデアが多過ぎて使い切れず、ちょっとないかなと感じたところもあ

りましたので、その点についてお話しします。 

例えば、木片を持った登場人物が何人か出てきますが、「なぜ木なんだろう」と考えていくと、それは（物

語の中心にいる家族の）次男を美術学校に行かせるために切った庭の立派な欅の木との繋がりであった

り、絵を描く紙は木（パルプ）からできていること、多くの洋画は木製の額縁で飾られることなど、ストー

リーに関連するイメージの連鎖が次々と動き出して、戯曲に書かれている以上の広がりが観客の中に生

まれますよね。 

シーンの移行はスピーディでスムーズで、それはとても素晴らしいことなのですが、この作品の重要なモ

チーフである欅が切られた時の匂いや断面の色、生命力などを、じっくり観客が味わう凪の時間があっ

ても良かったのではないかと思います。そのあとに来る戦争の空襲のシーンも、欅の伐採が丁寧にみず

みずしく描かれていたなら、かなり良いコントラストになったのではないでしょうか。 

セットや衣装、メイクなどにもそういう種がいっぱい仕掛けられていたはずで、それをもう少しゆっくり味

わいたかった。 

冒頭で触れられる美術館の絵は弟のものだったかどうか、専門審査員の間で議論になりました。「私はこ

う解釈した」「私にはこう観えた」という意見がたくさん出るのは良い作品である証拠です。次回作も楽し

みにしています。 

 

【高田聖子】 

おつかれさまでございました。素晴らしかったです。美術やアートを題材にするというのは、すごく難し

かったと思います。アートの評価や見え方を、演劇で表現するのは難しかっただろうなと思いました。 

戯曲をとても面白く読ませていただいて、木を切り倒されるところが特に印象的だったので、どのよう

に表現されるのかちょっと楽しみにしていたところがありました。それが（あっさり）「あ・・・木が切り倒さ

れちゃったんだ・・・」という感じがして、ではどうしたら良かったかというのは私にもわかりませんけれど、

それがキーポイントだったのかもしれないなと思いました。 

あと、役者の皆さんが、とても口跡がよく、簡単に言うと上手でしたので、まっすぐに、この素敵な台詞を

聞きたいなと思ってしまいました。壮大な物語なので、いろんな身体的な動きも面白く良かったですが、

もっと直に（台詞を）聞きたい、浴びたいなと思いました。おつかれさまでした。 

 

【長田佳代子】 

おつかれさまでした。おめでとうございます。普段どれくらい稽古されているのか？どうやって稽古して

いるのか？というぐらい、稽古量が確実に完成度をあげることに貢献していて、凄く稽古しているなと

思いました。それはこの作品の稽古というよりも、1 人 1 人が安住の地を表現する上で、日常ものすごく

努力してるなというのが見える身体の作り、発声。小劇場なので台詞が聞こえないことはないんですけ

ど、とはいえ、やはり「ん？」という時も作品によってはあると思うんです。それが一切なくて、この作品

を伝えるための言葉の喋り方、身体の動かし方を、日常生活も含めてすごく努力していらっしゃるのが作

品に反映しているなと思い、そこにひっくり返るくらい感動しました。 



衣装や小道具など作品づくりも一つひとつ皆で話し合いながら、アイデアを出しながら、すごく拘って創

っているというのが、凝り固まったものもなく、その時その時でやりたいことを楽しく舞台にのせるため

に何ができるか、ということを楽しんでいると感じました。それは絶対的に必要なことで、そういうこと

を全く否定せずに生き生き舞台を創ることを毎日続けているということに非常に好感が持てました。 

その拘ってやっているがゆえに、一つ一つの繋がりはどうなのかと見た時に、それぞれのシーンはとても

よくできていたが、スイッチチェンジするときの照明は、じゃあこれでいいのかとか、舞台美術と小道具

の繋がりはこれでいいのかなど、外の枠組みから俯瞰的に 1回作品を見てみる時間をみんなで創ってみ

ると、また違う道にみんなで旅行しちゃうんじゃないか。違う作品に旅ができるんじゃないかなと。 

そう思わせるぐらいの力を持っている劇団さんだなと思いました。本当に素晴らしかったです。おつかれ

さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



■階(缶々の階)  『だから君はここにいるのか』【舞台編】  講評 

※掲載の文章は、第 12回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の講評を採録・再構成したものです。 

 

【三浦直之】 

おつかれさまでした。階は、役と俳優のラブストーリーを観ているようだなと思いました。観ながら「どう

かこの 2人に幸せになってほしい」という気持ちを持ちながら観ました。 

選択されるアイテムや動線はとにかくシンプルでしたが、最大限の効果を発揮していると思いました。冒

頭に俳優が登場し、缶コーヒーを持ってくる。そのあと電話（の指示）で缶コーヒーを追加で買ってくる。

そこだけで俳優のバックボーンが見えてきました。この座組の中で、どういった位置にいるのかというの

が透けて見えて、描くことと描かないことのバランスがとても上手いなと感じました。 

あと缶コーヒーの中に 1 つだけ混じっている金色の缶、それが最後に結びついてくる。黄色のパンツを

履いてる人（ヒーロー）が最後に金色の缶コーヒーを持つ。そうした衣装や小道具の色味のチョイスが、シ

ンプルだけどすごく効果的だと思いました。おつかれさまでした。 

 

【徳永京子】 

階さん、おつかれさまでした。素晴らしい作品をありがとうございました。戯曲を事前に読んだ時、実は

「この話、お客さんに伝わるのだろうか」と少し心配でした。文字で追っていくと、理が勝（まさ）っている

と言いますか、肝心なところは暗黙の了解で進んでいって説明されず、抽象度が非常に高い。構成が巧

みだけれども、内容が演劇を知っている人、さらに言えば、演じる側として演劇を経験したことがある人

を前提にして書かれたような戯曲に感じられたからです。 

ふたりの会話劇なのでガス抜きになる人も出てこない、どうやって観客の集中力をキープさせるのかと

考え込みました。けれども完全に私の間違いでした。客席の集中力から、七井（悠）さんと三田村（啓示）

さんのポソポソと進んでいく会話で、久野さんが創り上げようとしている世界がみるみる立ち上がって

いくのが分かりました。 

演劇が大前提としていることを淡々と紐解いていき、そこから顔を出した小さくて大事なものを、演劇

の外側に遠慮がちに、でも確かにつなげていく上演が美しかったです。まるで、ほころびがたくさんの結

び目になっていくような。 

言葉で追おうとすると複雑になりがちな世界観を、言葉で追うことを諦めず、でも演出としても、破れた

ビニール傘と缶コーヒーという少ない小道具で非常に上手く表現されていました。いつの間にかできて

いた缶コーヒーの列が、世界をあちらとこちらに分け、役者さんがその線を跨ぐことで行き来し、またひ

とつになることが伝わってくるなど、細部までぬかりなく、よく練り上げられた作品でした。 

それと、「缶々の階」は缶コーヒーの缶だと思うのですが、もしかしたら侃々諤々（かんかんがくがく）とい

う意味もあったのかな？（階のリアクション）あ、ない？（会場笑）すみません、外しました（笑）。 

 

【高田聖子】 

おつかれさまでした。本当に素晴らしかったです。いち俳優として、登場人物に出会えるという夢のよう

な物語を見せていただきました。常々、役を演じる時に「この登場人物ってどんな人だろう」「この人だっ



たらどういうふうに、この台詞を言うのかな」「どういう心持なのかな」、教えてほしい！と思います。ここ

にいる演劇をなさっている皆さんと共通の感覚だと思いますが、それを疑似体験できてとても幸せでし

た。 

最後に立っていた缶コーヒーが残った人々で、倒れたものを持った神のような人が去っていく、というと

ころがとても痺れました。本当に上手ですね。イヤになるほど。とても感動いたしました。ありがとうござ

いました。 

 

【長田佳代子】 

おつかれさまでした。高校生の時に私は演劇部で、慣れない舞台監督をやらされており、一番早く講堂

を開けないといけない中、カギを開けた瞬間、誰もおらず真っ暗なはずなのに、キーンと耳が痛くなるよ

うな音がする。誰もいないはずなのに誰かいる、その、演劇に憑（と）りつかれてしまった時のことを思い

出しました。 

演劇でしかできない美しさ、きちんと下ごしらえもされ、昨晩から下茹でされたおかずと、ふっくら炊い

たご飯の、シンプルだけど美味しいお弁当みたいな、充実して元気になって帰っていけるなと思うような

お芝居でした。 

最後に後ろのドアが開いてパッと空気が変わったときも、本当に集中してお芝居を観させていただいた

が故に、「あ、この人たちともう別れなきゃいけないんだ」と思って幕が閉まってゆく。もうちょっと見た

い。愛おしい登場人物とそれをできなかった役者さんという唯一無二の世界を見せていただけたなと思

いました。本当お腹いっぱいでご馳走様という感じです。ありがとうございました。 

 

【松井 周】 

おつかれさまでした。皆さんが仰っていたことがすべてで、僕もその部分では何も言うことがないくらい

に引き込まれましたし、その世界に連れていっていただいたと感じています。 

さらに戯曲の中の「タイトルがついた世界に参加している人、参加していない人」という括り方のように、

見て見ぬふりされてしまっている人であったり、社会の中で見ないようにされている人というものに対

しても想像力が広がるような戯曲でした。そのレイヤーの幅にも唸らされましたし、「最終的にあの登場

人物は誰なんだ」というところの答えをきちんと出すという、劇作家が自分で枷を作ってそこに答えを出

すような書き方、そこから逃げないで書き終える（書き切る）ということのすごさを見ましたし、芝居とし

て成り立たせるすごさも見ることができました。 

演劇というものの神や霊、精に思いを馳せる時間なのかもしれないと思うことができて、本当に幸せな

時間でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


