
第12回せんがわ劇場演劇コンクール受賞者インタビュー 

グランプリ 階(缶々の階)～久野那美さん（作・演出） 

 

―演劇コンク―ル全体に関する感想を教えて

いただきたいと思います。いかがでしたか？ 

 

久野那美（以下「久野」） むちゃくちゃ楽し

かったです。コンク―ルっぽくない感じがすご

く楽しかったです。 

 

―そう思えたのはどうしてでしょうか？ 

 

久野 ゲネプロ（本番と同じ形で行うリハ―サル）で全団体を拝見しました。見ているうち

に「ああ。ここは、競争したり演劇を創る能力をジャッジされたりするための場所ではない

んだ」と感じました。 

「評価されるべき演劇」という基準にむかって皆が競い合っているという感じが全くなくて。

演劇をしたいそれぞれの理由がそれぞれの形で舞台の上にあって。 

 

私も缶々の階の俳優も、東京での公演自体が初めてだったので「東京のコンク―ル」はもっ

と張り詰めた雰囲気だと思っていました。俳優は本番終わるまで緊張していたと思いますが、

私は、演劇を始めてからいちばんというくらいリラックスして楽しく過ごしていました。 

 

コンク―ルの様子は、各団体の方や観客の方がそれぞれの言葉でSNSなどから発信なさって

いますが、せんがわ劇場さんがコンク―ルの主旨と理想を明確にされ、問題点を丁寧にすく

い上げて解決を図ってこられた結果が形になったのだと思います。そう感じたのは、運営の

あちこちに丁寧な工夫がされていて、たくさんの試行錯誤の跡が見えたからです。 

 

ご自身が創作者でもある運営スタッフの皆様が、参加団体全てを、演劇作品を創る仲間とし

てリスペクトを持って受け入れて、フォローしてくださったこともとても大きいと思います。

きっと素敵な作品を創られるクリエ―タ―なんだ、みなさんの作品を見てみたいと思いまし

た。 

 



―グランプリ受賞の感想を聞かせてください。 

 

久野 東京で公演をしたくて演劇コンク―ルに応募したので、来年またせんがわ劇場で受賞

公演ができることがとても嬉しいです。 

コンク―ルの稽古をしている間に、みんな、この1回だけで終わらせたくない、受賞できなく

てもツア―公演をしたいという気持ちになってしまったので、私はコンク―ルの後しばらく

関東に滞在して来年公演できる場所を探す予定で、帰りの切符を用意せずに来ました。 

グランプリ発表の瞬間、その問題が一気に解決したので、そのことがまずすごく嬉しくて、

受賞あいさつの時に「来年受賞公演で【舞台編】と【客席編】を上演します！」と宣言して

しまいました。後でメンバーから「あの場はああいうことを言う場じゃない。恥ずかしい…

…」と口々に言われました。そうですよね。空気を読めてなくて本当にすみませんでした。 

 

―印象に残った講評の言葉はありましたか？ 

 

久野 三浦直之さんの「登場人物の二人が、幸せになってほしいと思って見ていました」と

いう言葉と、徳永京子さんが「戯曲を読んだ時に、お客さんに伝わるのは難しいんじゃない

かと思ったけれど杞憂だった」と言ってくださったのが嬉しかったです。 

私の戯曲は（戯曲だけを）読んだ方から「観念的で演劇になじまない台詞」と言われたり、

上演と戯曲の印象が全然違うと言われたりすることがよくあるので、今回、専門審査員や一

般審査員の皆さんから「よくわかった」「分かりやすい作品だった」と言っていただいたこ

とがとても嬉しかったです。私は観念的な台詞を書いているつもりは全くなくて、俳優はそ

れをわかって演じてくれていると思うので、そのことが確認できた気がしました。 

 

―作品のこだわりを教えください。 

 

久野 演劇は、世界そのものを作れる媒体のような気がしています。 

私は一人の人間の生きざまを描くことにはあまり興味がなくて、個ではなく関係性を描きた

いんです。だから登場人物は古代人でも宇宙人でも缶でも箱でもいいし、ひとりの俳優がひ

とつの人格を演じなくてもいいとも思っています。そして、そういう作品だからといって、

抽象的な衣装や美術を使ったり、異世界的なスト―リ―や会話にする必要もないと思ってい

ます。 



自分達が見慣れていると思っている言葉や衣装や小道具を使って、いろんな世界や関係性を

描きたいんです。そのためかどうか、私は登場人物に名前をつけることができなくて…つけ

たことがありません。 

 

また「誰かの日常」は必ず「誰かの非日常」ですから、世の中を「日常と非日常」「普通の

ものと特殊なもの」に分ける考え方とは無縁な作品を創りたいです。 

「日常」と「非日常」は混在しているはずだし、それぞれの登場人物、それぞれの観客で見

方が違う。何かの弾みで違うものが見えた時に、見えていたはずのものが見えなくなったり

もする。「日常」と「非日常」の境界線は人によっても場合によっても変わっていくはずだ

と思いますし、世界をそういうものとして描きたいです。 

 

―今後の活動の方向性は？ 

 

久野 ある人には認識もできないようなことが、別の人にとってはとても大切な問題である

ことは、実はよくあると思うんですけど、そういった、存在に対する絶対的な不均衡？みた

いなことを、演劇はすごく鮮やかに超えていける気がしています。 

 

私は、存在しないことになっているものを存在させるということをしたいんです。そのため

に演劇という手段はとても有効な気がするから演劇をやっています。これからもそうしてい

こうと思っています。 

 

これは私の個人的な目的であって「良い演劇作品を創ること」とは関係ないのかもしれませ

ん。演劇はそういう目的のためにあるのではないのかもしれません。 

でも、私は私の欲しいものが得られる作品を創りたいと思います。創作とはそんな自分本位

のものではないのかもしれないですが、それでも。 

それがたまたま他の人の評価や必要に適うことがあるなら、とても幸せなことだと思います。 

 

―受賞公演に向けての意気込みを教えてください。 

 

久野 グランプリ受賞作は【舞台編】だけだったのですが、もともとこの作品は【舞台編】

と【客席編】があるので、受賞公演ではその両方を上演します。 

それぞれ独立した物語ですが、どちらも劇の登場人物の話です。 

 【舞台編】は、舞台上が舞台でしたが、【客席編】は客席が舞台になります。 



 

演劇は誰のためにあるのか？という議論がありますよね。作家のためなのか？観客のためな

のか？私は「登場人物」のためだと思っています。 

誰にも知られないまま葬られる「劇の登場人物」はいません。絶対に最低ふたり、その役を

演じる俳優と観客が知っている。「登場人物」とは、存在しないかもしれなかったものが、

演劇によって、存在するチャンスを与えられた結果なのかも。 

 

過去2回の上演では、その都度、劇場に合わせてカスタマイズしました。 

今回は「せんがわ劇場バ―ジョン」として、【客席編】は出演者の一人を公募し、【舞台編】

も出演者を一人変更して、創り直します。 

 

―調布市民のみなさんが劇場へ行きたくなるような呼びかけをお願いします。 

 

久野 「インタ―ネットやテレビが家にあっても劇場に行く」というのは「家で神棚を拝ん

でもいいけど、初詣は神社に行くのが楽しい」みたいなことだと思います。素敵な劇場のあ

る調布の皆様は、ぜひ、せんがわ劇場に劇を観に行ってほしいなと思います。 

来年5月の私たちの公演もぜひ観にいらしてください。 

 

―ありがとうございました。 

インタビュー・文 桒原秀一（第12回演劇コンクール運営チーム） 

 

  



第12回せんがわ劇場演劇コンクール受賞者インタビュー 

オーディエンス賞 安住の地～私道かぴさん（脚本・演出）、日下七海さ

ん（俳優） 

 

ー今回せんがわ劇場演劇コンクールに参加さ

れてみて、いかがでしたか？ 

 

私道かぴ（以下「私道」） これまでのコンクー

ルに関西の知り合いの劇団の方々が参加され

ていて、参加する前からとてもアットホーム

なコンクールだという噂は伺っていました。

参加団体、運営、観客が一体となって作っていくコンクールで、参加する人達の距離が近い

コンクールだというお話も聞いていたのですが、実際にそのとおりだったなと思いました。 

 

今回、安住の地の団体アテンドを担当してくださった一宮さん（一宮周平・PANCETTA）を

はじめ、スタッフのみなさんがすごく親身になって対応してくださいましたし、一般審査員

の方ともあのようにアフター・ディスカッションで直接喋れる機会というのはなかなかない

と思いました。 

 

日下七海（以下「日下」） 審査員の方々が講評の時にもおっしゃっていたように、いろん

な場所での上演経験を持つ参加者の方が揃っていたという印象を受けました。ただ作品をつ

くって持ってくるのではなくて、今回せんがわ劇場でいかに上演するか、劇場空間に対して

どうアプローチするか、たとえば舞台の緞帳一枚をいかに使うかといったことに対して深い

洞察を持った作品が多かったのではないかと思いました。そうした意味で「劇場で演劇を上

演する」ということの価値をとても感じることができたコンクールだったと思います。 

 

ー今回オーディエンス賞を受賞された感想をお聞かせください。 

 

日下 もちろん賞をいただけるということは何より嬉しいんですが、コンクールのすべての

上演を見てくださった方が「良かった」と言ってくださる賞というのは、役者として特に嬉

しかったです。 

 



上演したものがまっすぐお客さんに届いたような気がして、それで今回の賞をいただけた感

じがしました。 

 

私道 アフター・ディスカッションでお客さんから直接言葉をいただいた時に、あらためて

「今回のコンクールの全部の上演を見ないと投票権がない賞なんだ」「時間も労力もかけて

くださった方が票を投じてくれたんだな」ということをじわじわと実感することができ、オー

ディエンス賞をいただけたことをとても嬉しく思っています。 

 

ー『アーツ』という作品について、私道さんの劇作、あるいは俳優の皆さんの演技・演出面

などで今回特にこだわられたことはありましたか。 

 

私道 私自身、観客として作品を見ているときには台本の細かな設定などに結構引っかかっ

てしまうタイプではあるので、リアリティとしてどうなのだろうかということをかなり気に

しながら執筆をした作品でした。徹底的に作品に対してヤスリをかけるというか、なるべく

違和感がないように、あるいは歴史的な事実と齟齬がないように作品を書き進めていきまし

た。 

 

また、いわばコンクールという、本来であれば測れないはずの演劇の価値を測る、あるいは

点数をつけられないはずのものに対して点数をつけられなければいけない場所に『アーツ』

という作品を持っていったらどうなるだろう？ということに考えが及べばいいなと思って今

回の作品のテーマを設定していました。 

 

ー俳優さんにとって、演技の面ではいかがでしたか？ 

 

日下 ワンシーンごとに時代が行ったり来たりするので、場面の展開や切替はみんなこだわっ

ていたんじゃないのかなと思います。 

 

作品の中ではアート（芸術）に対していろんな考えを持った人が出てくるのですが、その中

で私が演じた役は、違う考えを持っている人の代表というような人物だったんです。そこの

「アートに対して否定的な考えを持つ人」の提示の仕方で作品全体のテーマが変わってくる

ポジションだと思ったので、どういった表現の度合いで演技をしたら押し付けがましくなく

ひとつの異なる意見を提示できるだろうか、ということをコンクールの当日までずっと考え



続けながら演技をしていました。そこが私としては演出ともやりとりを重ね、個人的にこだ

わっていたポイントですね。 

 

ー安住の地さんのこれから先の活動の展望についてお聞かせください。 

 

私道 今回上演した『アーツ』という作品は、「はじめまして」という意味も込めて、かな

りお客さんに寄り添った作品になっていたかなと思います。演劇を初めて見る方でも楽しめ

るような、お客さんに寄り添えるような作品を作りたいと思って作りました。普段は、無言

劇や、どちらかというとかなり前衛的な「これなに……？」と言われるような作品も、京都

では多く作ってきたりしているんです。来年の受賞記念公演では、今回とはまた違った安住

の地の一面をお見せできたらいいなと思っています。 

 

日下 安住の地ではいろんなアプローチの作品を作るので、毎回新しいことに挑戦している

ような気持ちになるんです。一人ひとりの俳優それぞれとしても全員としても、自分たちが

やる演劇の面白さであるとか、何を面白いと思うかということをより探求をして深めていき

たいなということを、今回の演劇コンクールに参加してみて、あらためて強く思いました。 

 

―来年の受賞公演に向けての意気込みをお聞かせください。 

 

私道 今回のコンクールでは「はじめまして」で出会うつもりの演劇を持っていかせてもら

いました。来年の受賞公演で「一年ぶりの安住の地です、お久しぶりです！」となった時に

どういった作品を持っていこうかということを、劇団としてもいま悩んでいるんです。お見

せしたいものはいっぱいあるんですが、その中からどれを選んでいいんだろうか、というこ

とをよく考えて受賞公演に臨みたいと思います。 

 

日下 俳優としてはどんな作品になっても、全力で上演しにいくのみだと思っています。安

住の地では同じメンバーで創作を続けているので、お互いにわかることもたくさんあるので

すが、これから創作を重ねていく中でもきちんと分からないところに足を踏み込む勇気を

持って作品に取り組んでいきたいなと思いました。 

 

―ありがとうございました。 

インタビュー・文 松本一歩（第12回演劇コンクール運営チーム） 

  



第12回せんがわ劇場演劇コンクール受賞者インタビュー 

劇作家賞 神保治暉さん（エリア51 作・演出） 

 

―今回のコンクールに参加されてみて、全体の感想とし

てはいかがでしたか。 

 

神保治輝（以下「神保」） とても素晴らしかったなと、

参加できてとてもよかったなと思っています。劇場がき

ちんと機能しているというか、コンクールを通して、演

劇を中心に人が集まるというせんがわ劇場のコンセプ

トがしっかりと実現されているという印象があり、希望

を感じることができました。 

 

山田朋佳（演出助手、以下・山田）  コンクールの特色として「出会い」ということがホー

ムページやフライヤーにも載っていたと思うんですけど、それがちゃんと実現されているこ

とがすごいなと思いました。そしてせんがわ劇場がそういうコンクールをどのようにつくっ

てきたのかというところにとても興味が湧きました。 

 

神保 劇場の雰囲気が良かったからというのもきっとあると思うんですけど、今回のファイ

ナリストの方々に対しても親しみを感じています。共演した皆さんとの関係性をつくってく

れたコンクールだなということを感じています。 

 

―今回、神保さんは劇作家賞を受賞されました。受賞の率直なご感想をお聞かせください。 

 

神保 もともと私は劇作家賞というものから一番縁遠いのではないかと思っていました。だ

からすごく予想外でびっくりしたというのが最初の印象でした。今年３月のかながわ短編演

劇アワードに参加した作品は観客賞をいただいたのですが、その時の審査員の講評では、テ

キストの欠陥というか、テキストの強度の問題という点についての指摘が多かったという風

に僕は受け取っていたんです。自分としてもそのテキストの精度、というものが課題であり

弱点だな、と思っていました。 

 



それから間を空けずに5月にはすぐ『てつたう』の上演があるということで、自分自身、テキ

ストに対して超えるべきハードルがあるということを意識した状態でスタートしました。だ

からなおさらというか、今回の『てつたう』は出演者とみんなで一緒につくったテキストな

んですが、チーム全員でいただいた賞としてすごくありがたく思いましたし、私個人として

も、そのハードルをある意味乗り越えられたのかもしれないという自信にもなりました。 

 

山田  今回はキャストさんが多かったので、本当にたくさんの意見が稽古場で出てきまし

た。それらの一つひとつの意見や、話し合うテーマに対して神保さん自身も逃げたりせずに、

丁寧に時間をかけて解決しようと向き合っていたのがとても印象的でした。いろんなことに

ついて「全員で話し合う」という時間がしっかりとられていたな、と思います。 

 

―今回の『てつたう』という作品でもっともこだわった点は？ 

 

神保 「テキストにどれだけ自由度があるか」ということにこだわって、強く意識して、ど

うしたら台本が悪い意味での拘束力にならないようなテキストになるんだろう？ということ

から今回の作品は出発しました。その結果、ト書きの効果音や台詞も平たく書かれたテキス

トをみんなで回し読みをして「あ、この音気持ちいいね」とか「このト書きは口に出して読

んだ方がおもしろくない？」という意見をもらったりして上演台本ができあがっていったと

いう感じでした。 

 

作品を通じて一番やりたかったのは、からだをどうやって舞台上にのせて、観ている人は、

からだを通して日々の人との接触みたいなものを思い出していけるだろうか、ということ

だったんです。なのでやはりテキストの段階で拘束力がないこと、「こんなからだをしてい

るんだろうな」ということがなるべく限定的にならない、余白を残したテキストのありよう

をいろいろ試すようなつくり方をすごく心がけていたかなと思います。 

 

山田 「余白を残す」という部分について、「非効率的にやる」みたいなことに、たぶん今

回の稽古場では挑戦していたように思います。いろいろ試す時間を惜しまない、というのが、

今回の稽古場で一番大事にしていたところですね。おそらくその考え方が、細部についても

決めきらないという部分に繋がったり、これまで以上に自由な発想に繋がったりしていたな

と思います。 

 



―ありがとうございます。今回のコンクールでの劇作家賞の受賞を経て、今後の活動に向け

ていま考えていることや展望をお聞かせください。 

 

神保 このところコンクールへの参加が立て続けだったということもあって、ちょっと気持

ち的には疲弊しているというのが正直なところではあります。と言いつつ、次は池袋ポップ

アップ劇場（※8月24日19:00開演、インタビューは6月に実施）というイベントで、『かつて

のＪ』という作品を上演します。20分くらいの短編なんですけど、その分これまでの抑圧と

いうか、溜まってきた部分を爆発させるようなことをやりたいな、と思っています。 

 

演劇のつくりかたそのものについても、個々の意識だけでハラスメントを完全に防ぎながら、

かつ作品の品質を担保するっていうのはちょっと難しいなと思っています。もっと構造的に、

プロダクションの構成から変えていかなければならない部分も大きくて、そのためには様々

な課題がまだまだあると思っています。そういうことが実現できるまでは、やっぱり小規模

で時間をたっぷりかけて、関わる一人ひとりときちんと向き合える信頼関係をしっかり築け

るつくり方をしていかなければいけないと思っています。 

 

これから先、規模を大きくしてもそういう事故が防げるようなシステムを蓄えていく、とい

うか、すこしずつ学んでいくということをしていかなければいけないなと思っています。 

 

―ありがとうございました。 

 

インタビュー・文 松本一歩（第12回演劇コンクール運営チーム）  



第12回せんがわ劇場演劇コンクール受賞者インタビュー 

演出家賞 星善之さん（ほしぷろ 演出） 

 

―まずはコンクール全体の感想をお聞かせください。 

 

星善之（以下「星」） まず、運営チームを、過去のファ

イナリストを経験した方々が務めてくださっていたの

で、手厚いフォローをしていただいてると感じました。

劇場の案内ひとつでも、運営チームの動き方を見るだけ

で、「この人は劇場をよく知っている人だな」と分かり、

安心感がありました。ですから、劇場入りしてからはと

ても楽にやらせてもらえたという印象です。事前連絡も

とても密で、丁寧に対応していただき、製作がやりやすかったです。 

作品でいうと、メタ的な要素（芝居の中で演じている人が実際に今その劇場にいるというよ

うな設定）の作品が盛り込まれた「盛夏火」と「階（缶々の階）」、社会派と謳われている

「エリア51」や、アーティスティックな作品をつくる「安住の地」と、バランスよく色々な

作品を見ることができ、劇場の使い方、演出の仕方、俳優の在り方など、面白く見られまし

た。誰目線だよって感じではありますが（笑）。 

講評が、どうしても時間の制限があり、審査員とももう少しやり取りできたら嬉しかったで

す。また、参加団体同士の交流ももう少し持てたならよかったとは思いますが、コロナ禍で

なかなか難しい部分もあるなと思いました。 

 

―ツイッターで拝見しましたが、エリア51とコンクール前から交流があったようですね。 

 

星 このコンクールでのテーマとして「出会う」という要素があったので「ならば出会うか」

と思い、情報発信をしていたエリア51との交流を図りました。ほしぷろはエリア51のイベン

トに参加し、エリア51にはこちらの稽古場に来ていただいて一緒にワークなどをしました。

今回のほしぷろのクリエイションメンバーもこういった交流に前向きだったので、そのよう

な機会を設けることができました。 

 



―素敵な取り組みだと思います。実際にコンクールを終えて、ほしぷろとしては星さんの演

出家賞、そして出演者の瀧澤さんの俳優賞という結果でした。受賞したお気持ちをお聞かせ

ください。 

 

星 受賞直後にも申し上げましたが、メンバー全員で獲った賞という感想でしかないです。

それができるメンバーで挑めたということはとても嬉しいことですが。演出家とはなんだろ

うということをあれ以降ずっと考えています（笑）。自分が演出家であると名乗ったことが

一度もないので。 

 

―ご自身の中で、肩書きを名乗るとしたらどのようになるのでしょうか。 

 

星 ここ3年くらい悩んでいて、俳優というと俳優に申し訳ないし、演出家というと演出家に

申し訳ないなと思っています。自分は何者なんだろうというと、演劇が好きで演劇を作る人

というのか……演劇が好きかどうかもよく分からないんですけど。演劇らしい演劇はあまり

好きでないというか、嫌いでもないんですが。何というか、観客を巻き込んだ形のお芝居が

好きですね。……自分では、表現活動している人ということが多いような気がします。 

 

―応募してくださった映像を拝見した時にも思いましたが、紙芝居屋さんのような語りかけ

方のように感じました。 

 

星 紙芝居小屋ってとても興味があって、昨日も、コンクールの時にドラを貸してくださっ

た方の紙芝居を見に行きました。その方は、新潟県の長岡市で30年くらい紙芝居をやってい

る方なんです。そこで改めて思ったのが、紙芝居のような一緒にお客さんと会場や作品の空

気を作っていくというような作風が好きなんだなと。だから紙芝居にも影響を受けています。

観てくれている人に、「一緒に旅しようぜ」と語るような、ストーリーテラーのような、案

内人のような立ち位置を意識しながら、僕個人は舞台には立っているのかもしれません。 

 

―今回の作品でもそのような語りかけで始まっていきましたよね。作品について少し聞かせ

てください。使われたドラはどのようにして決まって借りてきたのでしょうか。 

 

星 ドラを使いたくて、Facebookで貸してくれる人を募集し、知り合いの紹介で、借りてき

ました。作品を立ち上げるにあたって多くの時間をディスカッションに費やしました。時間

にして4，50時間くらい。その中で、テーマとして、輪廻、循環といった「輪」を連想させる



ワードがあがってきたのと、作品の中で出てくる、銃を打った時の「がーん」や小十郎の頭

の中に響いた「ががーん」という音の表現とが重なって、それがドラのイメージにつながり

ました。ドラを使うということは、どう使うとか、いつ出すとかは置いておいても、早くか

ら決まっていましたね。 

俳優の瀧澤綾音さんが巻いていたLEDライトも、稽古でたまたま僕が持っていったものを稽

古の途中で綾音さんが纏い始めたのを見て、それが美しくて、意味とかは置いておいてこれ

は使おうとなりました。 

紐で山を作るということだけはディスカッションをする前からなんとなく頭の中で決めてい

ましたが、そのほかのことは稽古場でディスカッションをし、実際に身体を動かしながら創

作していきました。 

 

―先ほどの演出家とは？の話に繋がりますが、そのような創作環境を作れるというのも演出

家の力のような気がしますね。コンクールを経て、今後の展望を教えてください。 

 

星 ほしぷろは基本僕一人のユニットではありますが、今回のように、外から人を呼んでの

クリエイションも年一回くらいはやっていけたらと思います。僕は田舎出身だからか、山や、

風、土など、生活の中に当たり前にあった自然から感じたことを盛り込んだ作品をつくって

きたのですが、今後は自分が生まれ育った環境とは違うところで、滞在しながら作品を作っ

ていきたいです。 

それから、将来は宇宙でやりたいと謳っているので、まずは世界各地で上演したいという野

望はあります。今身の回りにある環境、現実を捉えながら作品をつくっていき、それででき

た作品を鑑賞した人が、作品のことがよくわからなかったとしても、率直に裏表なく「作品

が分からない」と言えるような懐の深い作品にしていきたいなと思っています。 

 

―ありがとうございます。ぜひ、コンクールスタッフ一同、今後のほしぷろ、星さんのご活

躍を楽しみにしております。他に言い残したことなどありますか？ 

 

星 さっき演出家ってなんだろう？とは言ったんですが、挑戦できるのであれば他の団体さ

んの演出をしてみたいなと思っています。僕は脚本を書かないので、例えば、安住の地の私

道さんが書いた本で、安住の地の俳優さんと僕で作品を作るような機会があったら楽しそう

だなと。 

 



―これはぜひ掲載しますね（笑）。書いてしまえばきっといつか実現しますので。というこ

とで、これにて本当に終わります。ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。そし

て改めて、おめでとうございました。 

 

インタビュー・文 一宮周平（第12回演劇コンクール運営チーム）  



第12回せんがわ劇場演劇コンクール受賞者インタビュー 

俳優賞 瀧澤綾音さん（ほしぷろ） 

 

―まずはコンクール全体の感想をお聞かせください。 

 

滝澤絢音（以下「滝澤」） すごく丁寧に対応してくだ

さった印象があります。下見から１時間以上丁寧に案内

してもらえたり、空間を感じる時間をいただけたり、本

番までもテクリハ、ゲネ、本番とたくさん舞台を使わせ

てもらえてよかったです。 

私は参加できなかったのですが、アフター・ディスカッ

ションでの交流などもとてもいいなと思いました。テー

マの「出会い」にとても沿っているなと。テーマ「出会い」だからと、エリア51と稽古場で

の交流もし、楽しませていただきました。欲を言えば他の参加者の方ともっと「出会い」た

かったな、とも思います。 

 

―コロナの影響がやはりあって、どうしても制限せざることも多くなってしまいましたが、

全体的に参加団体同士は和やかだった印象がありますね。実際に、俳優賞を受賞してみて、

いかがですか？ 

 

滝澤 実感はないんですけど、みんなでいただいた賞ですので嬉しかったです。どこからの

目線だよって感じですが、審査員の方々は、私がやった「セリフを一言しか喋らない俳優」

に、賞をくれるなんてすごいなと思いました（笑）。 

私たちの作品は自分達の良いところを最大限出そうということで、創作を行いました。初め

ましてのメンバーと、創作を始めるとき得意なことや“なめとこ”でやりたいことを共有して。

私は「喋りたくない、無用なものになりたい、あるがままにただ存在したい」という思いを

伝えていたのですが、それを役に反映してもらったと思います。 

メンバーそれぞれが活かされた作品を、審査員のみなさんが受け取ってくださって、「それ

ぞれの人間を活かすことってやっぱりいいよね」という気持ちに賛同してもらったような気

がして嬉しかったです。 

 



―実際に台詞がほぼない中で、ものすごく心を動かされる瞬間がありました。素晴らしかっ

たと思います。ただ、本番、トラブルもあったようで、作品を終えた直後にとても悔しがっ

ている姿を拝見しました。あれは、何に対しての悔しさだったのですか？ 

 

滝澤 予定していた電飾が、光らなかったというトラブルがありました。その景色をお客さ

んと共有したい思いが強かったので悔しかったです。メンバーみんなも同じように悔しがっ

ていて。私は悔しいながらも「みんなこのシーンを大切に思っていてくれたのだな」と、主

体的に臨んでいてくれたみなさんへ尊敬と嬉しさを感じました。 

 

―ドラも、（もう一人の出演者の）星さんが手で叩いていましたよね？ゲネプロではバチで

叩いていたようですが。 

 

滝澤 本番前に星さんに「こんなところにバチ置いてたら本番忘れるんじゃないの〜」と冗

談めかしてみんなでわいわい言っていたら、本当に忘れていてびっくりしました（笑）。せ

んがわでの本番の前に、福島県西会津の六斎市で、作品を野外で披露したり、日々の創作で

即興的に常に変化がありながら作ってきたので、バチがなくても何も問題なくおもしろがっ

ていました。 

 

―でも、実際は忘れていただけと。 

 

滝澤 そうなんです。（笑）。 

ただ、電飾の光景を共有できなかったという悔しさもあって、今後も今回の作品を披露して

いく運びになっています。そう思うと、それはそれでよかったのかなと。 

 

―またやるかもしれないのですか。それは楽しみですね。そのようなトラブルに見舞われて、

上演中、精神的に影響などはありましたか？ 

 

滝澤 まあ舞台上にいたらやり切るしかないので。飴屋法水さんに言われた「あることをな

いことにしない」というのを私は大切にしていて、つかなかった電飾は、つけにいくという

手にしてしまったり、悔しいと思った気持ちは、その後のシーンに利用できると思ったので、

その気持ちを乗せて、人２（星さん）を睨みつけるなどしました。 

 



―なるほど。作品を仕上げるにあたって、特にこだわって力を入れていたのはどんなことで

すか？ 

 

滝澤 まあ全部っちゃ全部なのですが（笑）。コミュニケーションですかね。ほとんど初め

ましてのところからメンバーとの創作が始まったのでコミュニケーションを大切に、それぞ

れの良い部分を出せるようにということに力を注いでいました。構成台本は演出の星さんが

作ってくださったのですが、作品をよくするために疑問はしっかりと伝え意見を交換し合っ

て作品に立ち上げていきました。今回のメンバーは肯定的に色んなことをおもしろがったり、

細やかに感謝してくれたり、主体的に創作に臨んでいる方々で。信頼関係が築いていけたの

で、安心して創作や演じることに大きく挑戦できました。 

 

―実際作品の内容を理解するのには難しい部分もありましたが、メンバーの思いが塊となっ

て客席に届いているような印象はありました。普段から、いわゆるドラマと呼ばれるような

ものでなく、このような構成の作品に出ることに慣れていらっしゃるのでしょうか？ 

 

滝澤 私はそういう作品が好きなので多いですね。この１〜２年は言葉がないものや、身体

を使うものが多くなっていました。身体でやっていたこととしては昔新体操をやっていたり、

コンテンポラリーダンスや暗黒舞踏に近いようなものなどにも触れ、ヨガも勉強してきまし

た。 

 

―なるほど。今後の活動の展望をお聞かせください。 

 

滝澤 ほしぷろで今回の作品を今後野外とか色んな場所で出せたらいいねと話しています。

個人としてはインスタレーションが好きなので、自分で作品を作りたいと思っています。映

像や写真も自分で撮っていて、パフォーマンスや映像などを組み合わせた作品などもつくり

たいと思っています。既に自分で「あるがままを愛するために」というプロジェクトをやっ

ています。名前を言うのが恥ずかしいんですけど（笑）自分にとって大切な生きる主題です。 

 

―ぜひチェックしてみます（https://www.takizawaayane.com/project）。最後に何か伝え

たいことがあればどうぞ。 

 

滝澤 私みたいにすごくゴツゴツした人間に賞を与えてくださってありがとうございます。

それが誰かの希望になったら嬉しいです。私はできないこともとても多い人間ですが、その



人の良いところをより輝かせていったら、伝わるものもあるのだなあと学びになりました。

今まで色々な場所で、辛いことや、否定されたことなどもたくさんあり、思い悩んでいた時

期もありましたが、今回の作品のように自分の良いところを出していったら、誰かに伝わる

こともあるし、賞をいただけて、少しだけ、続けていてもよかったのかなあと思えました。 

 

―本当に素敵なお話をありがとうございます。ぜひ、今後とも好きなことを続けていってく

ださい。応援しています。 

 

滝澤 こちらこそありがとうございます。ゆっくりやっていきます。 

 

インタビュー・文 一宮周平（第12回演劇コンクール運営チーム） 


