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今年で審査員を三年務めさせて貰いまして本当に僕自身、勉強になることが多かったで

す。少ない予算で舞台セットをどう作るか、短い時間でセットを組むにはどうすればいい

のか、大勢の部員をまとめていくにはどのくらいのモチベーションが必要なのか、少人数

で大会に挑戦するにはどうしたらいいのか・・・僕も小さい劇団の主宰者として日々悩ん

でおりますが、毎年この大会に足を運ぶたびに勇気を貰っていました。今年で最後になる

のが残念です。 

さて、各高校に一言二言述べさせて頂いて総評としたいと考えております。（四日市農芸

高校と奥越名成高校は各校別講評にて） 

 

・名城大学附属高校「チャブダイ・セッション」 

とにかくチームワークが良くて非常に楽しそうだったのが印象的でした。舞台上の楽し

さが客席まで伝わって来ました。この話は卓袱台のある居間だけで展開させた方が良いで

す。ライブハウスに場面を移行させずに居間を無理矢理ライブハウスにしてしまうくらい

の強引さがあって良いです。卓袱台をステージにしてしまいましょう。あくまでも卓袱台

にこだわるべきだったと僕は思うのです。 

 

・加納高校「彼の子、朝を知る。」 

とにかくタイトルが素晴らしい。そして言葉遊びの様に話が進んで行くのがまるで夢の

様にシーンが断続的に繋がってラストに向かって行きます。凄く刺激的でした。特に将棋

のシーンは秀逸でした。役者の声もしっかり出てますし、何より全員のバランスが凄く良

い。岐阜空襲を描いているとのことでしたが、その背景を理解して観るともっと感動的な

んだろうと思いました。戦争やテロだけじゃなく、事故にしろ災害にしろ、もしかしたら

「あったかも知れない朝」に対しての鎮魂歌の様な舞台でした。 

 

・星稜高校「小さな希望のうた」 

描きたい世界はすごく判りました。僕も役者をやるのですが、あのドラマの展開で実際

に舞台で歌うのは相当な度胸がないと出来ません。感心しました。キュンキュンキュート

の三人もとても面白かったです。ただ、描きたいことが優先してしまって余りにもテレビ

局の人達が紋切型にヒドイ人達だったのが勿体無いです。病院のロビーももう少し狭い作

りにした方が舞台がしまって良かったと思います。テレビも中央じゃない方が良いかな。 

 

・福井農林高校「零」 

この作品はミシンを「ガタガタ」踏みながら「あぁぁ」と叫ぶシーンが最高に面白かっ

たです。今大会で一番印象に残ったシーンです。スローモーションも良かったです。ただ

無対象で演技をすることが効果的だったかというと少々疑問です。役者が「そこ」にいる

と幾ら思い込んでも観客はそこまで察することは無理な場合もあります。 

 



・瑞浪高校「はこをあけて」 

たった一人で観客を引っ張り込む、その力量には本当に感服しました。声がしっかり出

ているしダンスはキレキレだし凄い女優が出て来たと思います。独り芝居ですから「心の

中で話している言葉」と「ただの独り言」と「一人遊びでの言葉」をもう少し使い分けれ

ばもっと良かったでしょう。せっかくラジカセがあるんだから一人遊びの時はラジカセか

ら音楽を流して、舞台スピーカーからはトラックが来た後から音楽を流せば良かったと思

います。 

 

・泊高校「夏芙蓉」 

実にオーソドックスな作りで安心して観られるお芝居でした。それぞれの登場人物のキ

ャラクターがはっきりとしていて気持ちよく観ることが出来ました。自然な演技でキャラ

クター分けが出来ているのはリアクションが的確だったからです。あと衣装も良かったで

す。気になったのは教室の入り口の位置が上手奥だったことです。下手前にした方が「行

っちゃダメ」と止めるシーンとか有効だと思います。 

 

・尾北高校「ＳＡ・ＫＵ・ＲＡ」 

非常に切ないお芝居でした。ラストの桜のシーンが綺麗でした。僕はこの地下室がもっ

と狭くて暗い方が良いと思いました。オバさんが本当にオバさんみたいでその役作りに感

心しました。登場人物がみんな＜戦争＞に対して芝居している感じがして折角のシチュエ

ーションを生かし切れていない気がしました。 

 

・愛知高校「柳田格之進」 

中部大会でこんな本格的時代劇が観られるとは思ってもみませんでした。着物を着慣れ

ていて刀の扱いも様になっていました。話も判り易く、しかも重厚感のあるお芝居でした。

特に柳田が番頭に疑惑を掛けられている時の娘の様子が素晴らしかったです。ただ惜しい

のは暗転が長すぎました。 

 

・小松高校「フラン」 

僕はホラー物が好きなので興味深く観ました。フランから腐乱という言葉の連想がもう

少し際立つと良かったと思います。例えば「腐る」イメージと言えばやはり夏ですからも

っと夏っぽい演出があればと思いました。ゴミ箱の後ろの隠しは無い方が良いです。ずっ

とゴミ箱の中に入ってて欲しい。そしてゴミ箱の中からフランは覗き見ていて欲しいとホ

ラー映画ファンの僕は思うのでした。 

 

・名古屋南高校「Take Me Ｄeeper!!」 

非常に意欲的で多面的な捉え方が出来ている作品でした。学校の中の話だけにせずに世

間一般にまで広がって行くのは見事でした。客席から本当の罪びとが現れたのには驚きま

したし、観ている自分自身にだぶる感じがして上手いと思いました。天秤も工夫がしてあ

ってセットが面白かったです。裁判というシステムを使って裁くことが出来ない真実を裁

こうとする姿勢が良かったです。 



 

・池田高校「ワンダーランド」 

すごくパワフルでエンターテインメントとして完成度は非常に高いと感じました。役者

たちが楽しそうに演じているのが良いです。ヘラクレスの人は本当に凄い身体をしていて

面白かったです。各シーンは非常に面白いのですが話の軸がハッキリと見えて来ないのが

勿体無いです。ピンポンのシーンは素晴らしかったです。 

   

・名古屋大谷高校「ビート・ハイ」 

ビートルズの名前繋がりで部活を始めた人間模様。人との繋がりって結局のところ偶然

から始まって必然になって行くんだなぁと改めて感じさせてくれました。ただ五人の友情

を描いている割には出会いからずっと五人の距離感が縮まった気がしませんでした。もう

少し転換を含めて全体のテンポがＵＰすると良かった様に思います。 

 

・富山第一高校「我ら放送部」 

毎年思うのですが、台本上で「対立」を作るのが非常に上手い。なので自然な演技だけ

ど大事なセリフはきちんと聞こえるし、芝居臭い発声でもないのに言葉が観客に届くので

す。「対立軸」がしっかりしているので登場人物の変化も実感できるし、全てのベクトルが

ラストに向かって行きます。部室の空気感も非常に良く伝わって来ました。先生が実に先

生っぽくて良かったです。 

 

・聖霊高校「敬老の日２０５０」 

自分達のメッセージを伝えたいという強い気持ちで創られたお芝居でした。極端な世界

観でテーマを描いている所が良いです。藤子不二雄のＳＦ短編集みたいな感じがしました。

ポスターに書かれた標語がブラックが効いていて見事。ただ善悪をハッキリと分け過ぎた

せいか主人公以外の人達の思考が止まってしまっていて葛藤が少ないので薄っぺらい感じ

がしてしまったところが惜しいです。 

 

・暁高校「いちについてッ」 

ストーリーがシンプルで且つパワフルで役者たちがやりたいことをやり切っている爽快

感があります。ただ僕は白組の人数が多いと思いました。白組は徹底的にダメな奴らの寄

せ集めにした方が面白いです。強いチームは無個性でクール、弱いチームはダメな奴らだ

けど個性的というエンターテインメントの定石通りに創っても良かったでしょう。 
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今大会をスッタッフワークの専門審査員として観劇しました。それぞれの学校が独自の

特色を出しつつも、今の自分たちにしか出来ない舞台を創る為に努力し高め合っている、

そんな姿が見える大会でした。お疲れさまでした。 

スタッフ部門の専門審査員として今回の総評を書かせていただきます。 

先にこの総評文を読むにあたりいくつか私の大道具及びスタッフとしての心構えを書か

せてください。 

①『具象舞台であるならば緞帳が空いた瞬間に「ここはどこで」「舞台上にあるものは何か」

を瞬時にわからせること』コレが出来ないと大道具が処理出来なかった情報をわざわざ役

者が説明することになります。演者にストーリーを追う以外の演技をさせるのは非常にも

ったいない時間になります。 

②『お客さんの集中力を途切れさせる演出になっていないか』転換が主にそうです、「暗転」

ならばなるべくスピーディーに静かに、「見せる転換」ならば美しく出来るだけ早く。どの

ような場においてもお客様は「見ようと努力している」のです。表現者の「コレくらいで

いいだろう」はお客様の観劇する集中力を途切れさせます。 

以上２点が私が仕事をするうえで最も大事にしていることです。このあとの総評に「〜

した方が良い」などの意見が多くありますが、あくまでも「私個人ならそのようにする」

という範囲でお考えください、演劇というのは多種多様な表現がありますので。 

名城大学附属高等学校と小松高等学校は各講評に書かせていただきます。 

 

四日市農芸高等学校「アシカの笑顔」 

水族館の事務所、全体的に大道具の完成度が高く、アシカのオブジェを置くことで事務

所内とそれ以外の空間（水族館内）を表すことが出来ていた。暗転中の処理のときにイス

が「キーキー」鳴っていたようなので油を注して欲しかった。緞帳が上がったときキレイ

に光っていたアクアリウム。効果としては美しいが、故にものすごく重要なアイテムのよ

うにミスリードしていた。置き場所を舞台中央でなく舞台カミシモのパネル際に置くなど

で解決するでしょう。ドアノブの処理はチャレンジしていたと感じた。あのような演出方

法であれば「ドア」を表現するのはとても重要なのでドアノブのみを創ったというところ

に好感がもてる。しかしながらあの形状が「私たちがよく見るドア」とは一線を画してい

たため違和感はある。ドアを表現するうえで「ドア枠のみがあり、開閉はジェスチャーで

行う」という表現方法もある。 

 

岐阜県立加納高等学校「彼の子、朝を知る。」 

舞台美術としては中央にやぐらがあるのみだが存在感があり、またそれが決して演技の

邪魔をしない。音響はブザーや心電図といった SEがこの台本においてとても重要な意味

を持っていることを理解しており、開演のブザーですら我がものにしたのは圧巻である。

BGM の選曲も心地良かった。この台本において個人を主張しすぎる必要はないが、遠目

から見ていていまいち「どの衣装の子が何の役か」混乱する瞬間もあった。早い段階で多



くの登場人物が出るお芝居では（特に出演者の見た目年齢が近いと）混乱しやすい。衣装・

メイクの腕の見せ所なので「髪型・色・形状・時代」を差別化してほしい。 

 

星稜高等学校「小さな希望のうた」 

「メディアの情報の受け取り方」をテーマとした故にテレビを中央に置いていたが、テ

レビが中央にあることにより他の役者が演技している時もそちらばかり目がいってしまい、

話に集中出来ない。テーマにしたいものをあえて離れたところに置くことにより、より見

やすくわかりやすいお芝居になることもある。細かいところを作り込んでいるおかげで、

舞台が病院の談話室というのは早い段階で認識できた。自動販売機の商品取り出し口がお

そらく車イス故の変更だろうか通常とは違うところだったのはもったいない。観客に要ら

ぬ情報を与えてしまい本編の邪魔になる。世の中には車イスに乗ったままでも取り出せる

自動販売機があるはずなのでもう少し取材をしていたらより良い舞台になっていただろう。 

 

福井県立福井農林高等学校「零」 

舞台上方には布が吊ってありそれがこの台本において重要なアイテムの樹に見せている。

発想は素晴らしいが、この布の色が黒に近いため、舞台袖と隣接し認識しづらい絵になっ

ている。舞台美術としてこのシーンではどう見せたいのか？それが伝わってこない。例え

ば布の色がもっと白に近く、生地が薄ければ照明によって樹にも青空にも大火にも見せる

ことが出来る。舞台袖から風を送れば布が揺れ、舞台の表情を変えることが出来る。衣装

に統一感があるのはとても大事な要素ではあるものの、コロスの衣装も黒である。舞台全

体の色味にももう少し気を配れるとなお良くなるだろう。 

 

岐阜県立瑞浪高等学校「はこをあけて」 

女子演劇部員が部室を片付けていくなかで先輩方の、演劇部の荷物が入った段ボールを

空けていく。段ボールを周囲に片付けるときにせっかくの名称を見えるように置くのはど

うか。「パンドラの箱」のイメージを大切する意図は伝わったが、おそらく他の段ボールの

名称が次々と明かされ周囲に置かれていく中でも最初から最後まで中央にあることでより

強調することができたのではないかと思う。大道具、照明、音響が最低限ながらもそれ以

上の効果を発揮しており、演出意図がしっかりと伝わって来た。ラストの BGM以外、演

者がラジカセから直接再生する演出方法だとよりクライマックスが際立ったのではないだ

ろうか。 

 

富山県立泊高等学校「夏芙蓉」 

卒業式が終わった後の教室。４×５列の机が並んでいる。ロッカーに貼ってあるコメン

トで現在の教室の状況を把握出来ており、つかみの情報量としてはベストである。ただし

一般的な教室であれば教卓から見て左手前側に廊下へとつながる扉があるが、この芝居中

では右奥側に設定されていた。世には当然そのような教室もあるだろうが、観客が“その

ような教室”と把握するまで本編に集中出来なくなってしまう恐れがある。もう少し間取

りについて検討出来たかもしれない。事故のシーンではホリゾントが赤く染まり印象的に

仕上がっていた。故にラスト前の転換の処理が甘く感じた。もう少し工夫出来たのではな



いか（移動音や時間の短縮について）。 

 

愛知県立尾北高等学校「SA・KU・RA……さくら……」 

戦時中の地下室でのワンシチュエーション。「地下壕」ではなく「地下室」なので抽象的

なセットがより映えており説得力を生み出すことに成功していた。台本上では時間の経っ

ている転換がいくつもあるが、「地下室」という特性上時間経過をビジュアルで伝えるのが

非常に難しくなっており、時間経過を台詞でしか表現出来ていなかった。ラストに花びら

（戦火で燃えた灰）が舞い落ちる窓のようなモノがあるのであればそこから降り注ぐ太陽

光を表現し、「昼の明かり→夕方の明かり」など時間経過を表現出来たかもしれない。地下

室の空間が明るすぎるという意見もあった。裸電球やランタン一つで暗い空間を造り、観

客の不安をあおる演出方法も考えられる。ラストの桜はとても印象的で素敵でした。 

 

福井県立奥越明成高等学校「بح����ر(バハル)〜アラビアの海は〜」 

船や部屋を表現する為にキャスターのついた不安定なワゴンを使用していた。船でのシ

ーンはもっと横揺れなどを起こしてより不安定な演出を取り入れてはどうであろうか。転

換自体はとても美しく印象的であった。星球の使用も空間を広げることに効果的である。

仮面を使用することによって少人数で様々な人物を演じる演出方法は観客を混乱させる可

能性もあるが、今作では役者の演技が達者でありしっかり別人として認識することができ

た。 

 

愛知高校「柳田格之進」 

抽象的なセットながらわずかな小道具の有無・登場人物の立ち位置により空間をいくつ

もの場所に見せることに成功しており見事である。転換の時間がいささか長く、転換の度

に観客の「次はどうなるのだろう」という期待を失わせていた感がある。長い転換のあと

に舞台のビジュアルがさほど変わらない場合は、観客の期待を裏切りやすい。BGMの「落

ち着いたシンプルな洋楽」という選曲は挑戦的で好感が持てる、が、それだけでは多少の

違和感が残った。「アコースティックギターのみ」の選曲などに振り切っても良いかも。路

上での再会シーンでの“舞台カミシモを利用しピンサスで照らす”という演出は定番では

あるが、とても効果的に使っていた。 

 

愛知県立名古屋南高等学校「Take Me Deeper!!!」 

エジプトをモチーフにした大道具。中央奥には天秤があり、罪を認めないと片側に少し

ずつ傾いていく。１回ずつの変化では遠目で見ていてこの天秤が傾いたかどうかがわかり

づらく、演出効果としてもったいない。目盛りなどつけ、わざと大きく動かして全体を揺

れさせるなどの工夫をして、視覚効果としても観客の不安を煽るとより効果的ではないか。

客席に陣取る第三者という演出は効果的であっと驚かされた。 

 

岐阜県立池田高等学校「ワンダーランド」 

鉄管で組み立てたジャングルジムに見立てた大道具。それをプールサイドや兎小屋に見

立てており工夫が見られる。照明も LED を使用するなど意欲的に挑戦していた。スモー



クは使い方の基本を学ぶとより効果的に魅せれただろう。また役者が舞台全体を所狭しと

走り回り迫力があった。舞台が狭く感じたのは今作だけだろう。役者の個性と衣装の差異

によりしっかりキャラが立っていたのは見事である。 

 

名古屋大谷高等学校「ビート・ハイ」 

卒業に向けての高校生活３年間を四季にのせて見せていく。四季の表現を４色の舞台装

置が光ることにより表現していた。光っていないように見える BOX があったのはもった

いない。BOXに半透明の紙やフィルムなどを貼ることにより光源からの光を反射させ、発

光をより鮮明に見せることもできる。美しく転換しようとする意図は見られたので、劇中

のスピード感をそのままに転換に移ることが出来れば観客をより引き込めただろう。 

 

富山第一高等学校「我ら放送部」 

放送部の部室を最低限のアイテムで表現していた。放送室に入る為に舞台から移動して

いたが舞台袖側に入り口があるテイで演技すると、劇中の動きがいくつか改善されたので

はないか。お母さん役がいまいち年齢を感じさせないので、衣装などでもう少し工夫出来

たのではないか。特徴的なカバンなどを持たせるだけでかなり印象的になる。部員が全員

部室に入るとどうしても重なり見にくくなるので、舞台奥などにもう少し高見があっても

良いのかもしれない。 

 

聖霊高等学校「敬老の日 2050〜ばあちゃんポックリ大作戦〜」 

劇中の BGの選曲がすばらしくマッチしていた。転換の際には花道での芝居をすること

により流れる様に絵が変わっていくので集中を切らすことなく観劇できた。大道具が転換

をスムーズに、そして教室と病院との差異をわかりやすく表現することに成功していた。

劇中の重要なキーワードを見やすいポスターで早めに提示することにより物語の導入をス

ムーズにしている。花道にあったゴミ箱が観客の頭で切れていたため、もう少し高さをあ

げたいところ。 

 

暁高等学校「いちについてッ」 

舞台上に高見を造りスロープでつないでいる。中央の階段は移動可になっている。大道

具の製作・仕込み技術は素晴らしい。BGM の音量が小さめだったので迫力が足りないシ

ーンがいくつかあった。照明は遊び心があり好印象であった。衣装でもどのチームのメン

バーなのか一目で分かるようになっており工夫が見られる。せっかく舞台が円形になって

いるので競争シーンはもっとトラックとして見せても良かったのではないか。 

 

以上、今大会の総評でした。皆様お疲れさまでした。稚拙な文章におつきあいいただきま

してありがとうございます。 

 

 

 

 



総評総評総評総評 

専門審査員：横山専門審査員：横山専門審査員：横山専門審査員：横山    拓也拓也拓也拓也 

 

私にとって、今回、はじめて高校演劇における「全国大会の座をかけたレベルの高いた

たかい」を観ることになった。これまで、地区大会や市単位の高校演劇フェスティバルを

審査したことはあったが、第 69回中部大会で並んだ作品の質の高さに驚いた。 

ときどき「高校演劇ならでは」という言葉を耳にすることがあって、その意味がよくわ

からなかったが、確かにここには「高校演劇ならでは」の凄味や熱量があった。それは高

校野球の面白味をプロ野球との違いを引き合いにして語ることと似ているのかもしれない。

負けたら終わり、部が一丸となって取り組んできた成果の発表、ミスやルール違反に敏感

にならなくてはいけないこと。純粋に総合芸術の質を競うだけではない。いくつもの縛り

に折り合いをつけて挑む必要がある。プロにはプロの縛りがあるから、その種類が違うだ

けだと言われればそうなのだけど、場当たり・リハーサルの短さや上演時間の厳密さなど、

特に時間とのたたかいは、芸術の観点からすれば理不尽にも思える。ただ、そういったル

ールが高校演劇の醍醐味になっていたりするのも興味深い。 

中部大会まで来ると特有の緊張感もあって、もし自分が高校生だったらこの環境を楽し

めるのか、緊張に潰されるのか、想像すらつかない。個人的な話になるが、自分は高校時

代にはサッカー部に所属していて、自分の高校に演劇部があることを高校 3年生になるま

で知らなかった。はじめて高校 3年生のときに文化祭のクラス劇を主導して、演劇部から

衣装を借りるという話になったときにその存在に気づいたくらいだ。酷い話だと思うけれ

ど、学校によって演劇部の存在感はまちまちで、中部大会に参加した 17 校でも、校内で

幅を利かせていそうな部と、細々とやっていそうな部があるのが見て取れた。そんな印象

などまったく関係なく、舞台上では誰もがいきいきと躍動していたことは喜ばしい。演劇

が、彼ら彼女らに命を吹き込んでいるように思った。今回の出場高校の中で、いくつかの

演劇部が今回の大会をもって廃部という話があり、そのことが残念でならない。学校の授

業に「音楽」や「美術」があるように、本来は「演劇」もあるべきで、それが叶わないと

しても、せめて課外で演劇を選べる状態にしてもらいたい。と、演劇部の存在を認知して

いなかった私が言っても説得力がないかもしれないけれど、私はたまたま遅れて大学のと

きに出会っただけで、いつでも触れられる場所に演劇はあってほしい。 

さて、ようやく本題の総評文。最初に書いた通り、質の高さには本当に驚いた。惜しむ

らくは、どこの高校もリハーサルの時間がもっとあれば解決するスタッフワークがあった。

そのことは大会のシステムの問題なので、簡単ではないだろうが、いつか解消されること

を願う。 

17作品を総じて評するのはなかなか難しいので、一校ずつ良かったところを短く触れて

いきたいと思う。 

 

○四日市農芸高校（三重県）「アシカの笑顔」 

少ない登場人物でドラマをきちんと描けていた。鳥インフルエンザといった話題を持ち込

んだことも意欲的。舞台美術もパネルの高さや、アシカの模型など力が入っていた。 

 



○名城大学附属高校（愛知県）「チャブダイ・セッション」 

冒頭シーンの掴みがうまい。役者のハイテンション、躍動感にわくわくさせられた。場転

もスムーズで、履物の処理などチームワークが好印象。LEDのちゃぶ台もよく作った。 

 

○加納高校（岐阜県）「彼の子、朝を知る。」 

言葉のイメージを巧みに連ねていく台本のドライブ感が秀逸だった。額縁から写真の中の

人物が出てくる演出も面白かった。あらゆる面において、総合力がもっとも高かった。 

 

○星稜高校（石川県）「小さな希望のうた」 

テレビ業界、病院などの職業や、難病患者等、取材が必要な題材に取り組むチャレンジ精

神を讃えたい。メディアの闇と、社会人の仕事の責任といったジレンマも意欲的に描いた。 

 

○福井農林高校（福井県）「零」 

観客には見えない「主人公」を、関わる役者の力で造形しようとする試みが面白い。布を

バトンから垂らす美術も工夫があって良かった。個人的にはミシンのシーンが最高だった。 

 

○瑞浪高校（岐阜県）「はこをあけて」 

役者一人であの広い舞台を埋めるパワーは見事だった。書きなぐる字の勢いと演技の潔さ

がマッチしていて良かった。客席を味方につける魅力は大したものだった。 

 

○泊高校（富山県）「夏芙蓉」 

性質の違うそれぞれの役を丁寧に演じていて、俳優のアンサンブルが非常に良かった。教

室という場所を現実的に表現する為のセットの妥協の無さが好印象だった。 

 

○尾北高校（愛知県）「SA・KU・RA…さくら…」 

役者がよくトレーニングされていると思った。細やかな演技が印象的だった。衣装の統一

感、舞台美術デザイン、花道の照明などスタッフワークも力を感じた。 

 

○奥越明成高校（福井県）「バハル〜アラビアの海は〜」 

難解な構成の台本をセンスの良い演出で魅力溢れる演劇作品に仕上げた。筏に車輪をつけ

た舞台美術の不安定さが作品のテーマ性とリンクしているように見えたのが印象深い。 

 

○愛知高校（愛知県）「柳田格之進」 

衣装、カツラ、舞台美術、仕掛け等、超高校級のスタッフワークに感服。時代劇に取り組

むというスタイルも面白い。言葉遣い、所作も細やかに稽古がなされていた。 

 

○小松高校（石川県）「フラン」 

俳優の声がとても耳に心地よくて印象的だった。コロスの使い方、高低差のある舞台など、

演出面もよく工夫されていた。人の暗部に迫る作品に真摯に取り組んでいたと思う。 

 



○名古屋南高校（愛知県）「Take Me Deeper!!!」 

題材の扱い方が秀逸で、物語の組み立ても見事だった。演出のダイナミックさも良い。エ

ジプト神話のシーンと学校のシーンの作り込みに、役者・スタッフの総合力を感じた。 

 

○池田高校（岐阜県）「ワンダーランド」 

役者の自由度が高く、たくさん出演者がいるのに個性が際立っていた。ずっと走っている

という負荷をかけ、舞台上の熱量を上げた。演劇の魅力が詰め込まれた作品だった。 

 

○名古屋大谷高校（愛知県）「ビート・ハイ」 

シーンが変わるたびに季節が巡り、そして、実は 1 年が経過しているというアイデアで、

青春時代の疾走感を表現した。役者自身が舞台上で楽しんでいるように見えたのが好印象。 

 

○富山第一高校（富山県）「我ら放送部」 

筋ジストロフィーという難病を描くにあたり、真正面からぶつかり、難しさから逃げずに

良く取り組んだと思う。メディアについても自分たちの目線で問題提起が出来ていた。 

 

○聖霊高校（愛知県）「敬老の日２０５０〜ばあちゃんポックリ大作戦〜」 

SFでありながら、「生命」をテーマにした現代社会と地続きになっている優れた作品だっ

た。舞台美術、転換、および花道での芝居のバランスがよく考えられていた。 

 

○暁高校（三重県）「いちについてッ」 

運動会というわかりやすいモチーフを使って、様々なアイデア盛り込んだ娯楽作。個性豊

かな俳優陣、ミザンスのチームワーク、小道具・衣装等の作り込みの質の高さは見事。 

 

大会のスローガンとして、「進め舞台の冒険者たちよ」が掲げられていたが、正に多くの

作品が冒険心に満ちていて、日常に刺激を与えてくれる 4日間だった。中部地域の高校生

たちが今大事に思っていること、疑問に感じていること、訴えたいことなど、それぞれの

メッセージがきちんと届けられていた。また、それを参加校が互いに観客としても受け止

め、思考し、語り合う姿が見受けられ、この観劇体験が人生において何らかの糧となるの

ではないかと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各校別講評各校別講評各校別講評各校別講評 

 

（１）（１）（１）（１）    四日市農芸高等学校四日市農芸高等学校四日市農芸高等学校四日市農芸高等学校    （三重県）（三重県）（三重県）（三重県） 

「アシカの笑顔」「アシカの笑顔」「アシカの笑顔」「アシカの笑顔」 

 

飼育係の日常を描いた作品ということで冒頭から興味深く観ました。 

＜マスク＞＜ヒゲで笑うアシカ＞＜上手く笑えない女子高生＞とドラマの中でポイント

が明確に置かれているのも良いです。時期的にちょうど東山動物園のコクチョウが鳥イン

フルエンザで死んだというニュースがあり、後半の鳥インフルエンザのシーンはドキッと

しました。が、惜しいのはナゼあの場面を留守番電話で処理してしまったのか。あそこで

欲しいのは鳥インフルエンザという「情報」ではなく、それを伝え聞いた瞬間の職員たち

の「状態」です。バックツアーのシーンは不在の生徒を登場させる必要はありません。役

者の顔を正面に見せたかったという理由でしたが、他にやりようは幾つもあります。あの

やり方は観客を混乱させてしまうので勿体無かったです。研修にやって来たフジタさんが

傍観者になってしまっているのも惜しいですね。例えばバックツアーの時は大西さんがあ

んなに話をするよりもフジタさんに頑張らせてあげた方が良かったと思います。演技につ

いてですが、妙に観客のウケを狙ったりせずにリアクションもしっかりとしていて実に好

感が持てました。観客に媚びたりせずに誠実に飼育係の人々を演じ切っていました。ただ、

机の位置と椅子の位置、つまり職員の席が決まっていて位置的に変化が少なかったのが惜

しいところです。 

ミーティングの時にはミーティングの位置取りを設定して席を変えてみるなどした方が

良かったと思います。 

個人的には田上さんがとても好きでした。ちょっと頑固で怖そうな古株の職人風な職員

を実に上手く演じていました。舞台美術に関してですが入口のドアはあの形がベストだっ

たのでしょうか？「何のオブジェ？」とか思ってしばらく観ていました。もっとシンプル

で良かったと思います。上手に大きなアシカがありましたが、あれはドーンと入り口にあ

った方がインパクトあるでしょう。その方がフジタさんが入って来た時にビックリすると

思います。そのビックリが研修に参加したフジタさんに色々な影響を与えるのだと思いま

す。 

観客の心に触れる良い作品だったと思います。 

 

（２）（２）（２）（２）    名城大名城大名城大名城大学学学学附属高等学校附属高等学校附属高等学校附属高等学校    （愛知県）（愛知県）（愛知県）（愛知県） 

「チャブダイ・セッション」「チャブダイ・セッション」「チャブダイ・セッション」「チャブダイ・セッション」 

 

ちゃぶ台のある和風の居間、ライブ会場のシーンになると奥のふすまパネルが開きライ

ブハウスのセットが登場する。それらはワゴンになっており前に迫り出してくることも出

来る。ライブハウスの壁の文字やちゃぶ台周りには電飾が取り付けられており、場を華や

かにすることに一役かっていた。 

審査員の中に「居間が広すぎないか？」という意見があった。決して大豪邸に住んでい

る訳でも無いと思うので、そのような間違った情報を与えてしまうのはもったいない。パ



ネルの間口をもう少し減らし、残りは黒パネルで処理することもできたか。照明とも協力

して空間を区切ることも出来るが、ゴザやパンチなどの敷物で空間を区切ることもできる。

中部大会にもなると会場が大きくなる為、「いかに広い舞台で狭い空間を創るか」考える必

要が出てくる。 

せっかくのライブハウスなのだから、派手感がもっと欲しい。電飾に加えてパネルの色

味がもっとビビットでも良かったように思う。どうしても舞台において「黒」という色は

「見なくていい色」という扱いを受けるため、それに近い色は印象が薄くなる（ライブハ

ウスの色）。迫力ある転換なのに居間パネルが開いたらパネルに飾ってある文字のみしか認

識出来ない。派手な色でどーんと存在感を出した方が印象に残る。実際のライブハウスは

バンドを目立たせるためにあえて壁の色を黒くしているが、このシーンで大道具として見

せるべきなのは「演奏者のみ」なのか「ライブハウスに立つ演奏者」なのか。それを深く 

考えて欲しい。 

ライブハウスのシーンではマイクを使いもっと爆音で曲をかけて欲しかった、爆発力が

足りない。 

歌詞のテーマがこの台本に合っているのはわかるが、このような演出で最後のシーンを

全て既存の曲にのせてしまうとその曲のミュージックビデオになってしまう。演者が伝え

たいことを既存の曲の力を借りて表現すること、その危うさ。オリジナルソングを創るの

は大変かもしれないが、部活の利点を生かし軽音部などに協力を求めてみてはどうか。オ

リジナルでなくとも曲を流さず歌詞だけアカペラで（へたくそに）歌う方が効果は高いか

もしれない。 

家族の会話のシーンではお父さんをちゃぶ台正面に持ってくることにより、家族のパワ

ーバランスが伝わる。それにより後のストーリーの展開にも利用することが出来る。また

両親のビジュアルももう少し工夫して欲しい、老けが見えずさらに上の兄妹に見えている。

衣装でも改善出来るだろう。 

勢いのあるお芝居なので、所々に見える荒さを解消していけばより良いものになるでし

ょう。お疲れさまでした。 

 

（３）（３）（３）（３）    加納高等学校加納高等学校加納高等学校加納高等学校    （岐阜県）（岐阜県）（岐阜県）（岐阜県） 

「彼の子、朝を知る「彼の子、朝を知る「彼の子、朝を知る「彼の子、朝を知る。。。。」」」」 

 

第二次世界大戦における岐阜空襲をベースにして「突然断たれてしまった命に想いを馳

せる」ことを大事にした作品。戦争の悲惨さを訴えるだけに留まらず、連綿と受け継がれ

る命のルーツ、それが理不尽に断たれてしまう暴力的な出来事を、過去と現在を交錯させ

ながら描いた。 

連想ゲームのように、劇中に登場する単語がどんどん連なっていくスタイルが面白い。

開演のブザー→ブザーといえば目覚まし時計→目覚ましと言えば朝→朝と言えばラジオ体

操→♪新しい朝がきた→あったらしい朝→あったかもしれない朝→やってこなかった朝

（明日）…という具合に、言葉遊びに留まらず、作品で語られるテーマに迫っていくシー

クエンスの連なりがドラマを増幅させていった。 

演出でも、大人数の出演者を生かしたダンスやマスゲームは迫力があったし、舞台中央



に設えた櫓を象徴的に扱い、シンプルながらも存在感のある舞台美術だった。俳優の力量

にバラツキがなく、よく統率されていて、かつ、個性豊かなキャラクターも発揮されてい

た。 

総合的に完成度の高さが抜きん出ていたが、いくつか課題もある。 

現代における命の危機を描くシーンに、先輩が修学旅行でフランスのテロに遭遇する話

が出てくるのだが、このエピソードをもっと深めてほしかった。もっと自分たちの肌感覚

に迫った恐怖を描くことで、オリジナリティが出て、説得力もより高まったのではないだ

ろうか。また、登場人物が銃弾で次々と倒れて行くシーンには少し違和感があり、工夫の

余地があると思えた。「突然奪われる命」の描き方として、もっと演劇的な方策を再考して

みてもらいたい。 

「わかりやすさ」という点で意見が分かれる作品でもあった。台本を読んだだけでは難

解であったが、劇として立ち上がったとき、メッセージやテーマが色濃く浮かんだことに

演劇の豊かさを感じた。個人的にはこれ以上わかりやすくする必要はないように思う。 

 

（４）（４）（４）（４）    星稜高等学校星稜高等学校星稜高等学校星稜高等学校    （石川県）（石川県）（石川県）（石川県） 

「小さな希望の「小さな希望の「小さな希望の「小さな希望のうた」うた」うた」うた」 

 

高校演劇としては扱いにくいとされる「障がい」をテーマにしていたが、テーマに負け

ずパワー溢れる作品だった。 

同じ障がいを抱えて生活している人々に希望を与えようと、天使のような歌声と言われ

る声を持つ主人公がテレビ出演を決めたが、テレビ制作陣は、視聴者第一で主人公の気持

ちを考えずに、かわいそうな障がい者だということを、テレビを使って放送しようとして

いた。この互いが伝えようとする情報の違いによるドラマが、この作品の面白いところだ

と感じた。 

また、終盤のプロデューサーが吐き捨てて行ったセリフが印象的で、誇張表現にして放

送しないと視聴者側に伝わらないというマスコミ側の苦悩や視聴者に向けての皮肉が入り

混じったものだったが、マスコミ側の気持ちを良く表していて、いいセリフだった。 

だが、劇中の芝居で惜しいと思う部分もあった。多くの登場人物がカメラに向かって話

をしていたが、アナウンサーはマイクを使って話をしていたのに、他の登場人物はマイク

を使っていなかった。その見せ方が、生中継の本番で多くの登場人物の声や主人公の歌声

をどのように撮っているのだろうという違和感につながってしまっていたのが、とてもも

ったいなく思えた。ピンマイクを付ける動作等があってもよかったかもしれない。 

舞台美術は、病室とすぐ分かる違和感が無いセットの作りだった。特に自動販売機が、

車いすに乗っていても商品が取れるように取り出し口を工夫して作られていてこだわりを

感じたが、現在の病院では、子どもや怪我をしている人でも小銭が入れやすいようにコイ

ン投入口が受け皿のような形で作られている病院が多い。商品受取口が勝手に開く自販機

もある。あそこまで凝った自動販売機を作ったのならば、もう少し、あともう少しをこだ

わってそういったところも細かく再現して欲しかった。 

最後に、劇中でやっていたテレビが個人的にとても好きだった。次回作でも様々な芸に

磨きをかけていってほしい。 



 

（５）（５）（５）（５）    福井農林高等学校福井農林高等学校福井農林高等学校福井農林高等学校    （福井県）（福井県）（福井県）（福井県） 

「零」「零」「零」「零」 

 

 まず、幕があいたときに、吊り下がっている黒い布が目に飛び込んだ。吊ることで、上

の空間を切ってしまうという、演出の勇気は評価しないわけにはいかない。とても惹かれ

る演出である。ホリゾントの色やシルエットでの転換は、とても美しかった。抽象舞台と

して、綺麗に創られており心を動かされた。また、大変印象的だったのは、ミシンのシー

ンである。たった２人が舞台上で「ガタガタガタ…」と言い続けることで、こんなにも上

手く重なって面白くなるものなのかと感銘を受けた。入り込んでしまったところでの「あ

ーーー!!!」という叫びもとても面白く、本気で驚き身体が跳ねてしまった。 

この劇では、大事な役どころをあえて無対象としていた。天野サチコの人生をさかのぼ

っていく物語であったが、その天野サチコがいない。話の鍵となる木もまた、舞台上に置

かれていない。“見えないがそこにあるもの”として扱われるものが、２点存在するという

面白い演出がされていた。「何も無くなったら、何も残らない」という台詞がよく現されて

いたように思う。しかしながら、天野サチコが劇の途中から見失われてしまうのが惜しく

感じた。具体的に、サチコがはっきりと見えていたのは第一場のサチコが死ぬシーンまで

であった。第二場から段々見えづらくなり、第三場では見えなくなってしまった。見えな

くなってしまう原因として、役者の身体の向き・視線のズレがあるだろう。サチコは動く

ものであり合わせづらいとは思うが、他の点から技量の高い高校であると感じられたため、

もう少し統一された動きを期待してしまう。また、サチコを見やすくする工夫として、サ

チコの年齢や見た目の話があるとより良くなるのではないだろうか。見えないサチコの情

報を、こちら側に簡潔に提供してくれると、もっとサチコを具体的に捉えることができた

ように思う。観客は、各自でサチコを想像してはいるものの、劇の中でそれが薄れていっ

てしまい、結果サチコが想像しきれなくなってしまったように思う。 

話の構成として、現代を冒頭にもってくることによって、観客を引き込みやすくできて

いた。話が進むにつれ、現代から遠ざかっていくのだが、置いて行かれることもなく、見

やすい構成となっていた。時代をさかのぼることで、木を切りたくない理由をミステリー

的に紐解いていくようにも感じられ、おもしろい流れであった。 

全体を通して、レベルが高く、劇から彼らの自信を感じることができた。生徒で作り上

げた舞台だと聞いた。このレベルを生徒が自分の作品として自信を持って上演することは、

簡単にできることではないため、今後も受け継がれていくことを期待する。 

 

（６）（６）（６）（６）    瑞浪高等学校瑞浪高等学校瑞浪高等学校瑞浪高等学校    （岐阜県）（岐阜県）（岐阜県）（岐阜県） 

「はこをあけて」「はこをあけて」「はこをあけて」「はこをあけて」 

 

 廃部が決まった演劇部、一人だけ残された部員の少女が、学校からの命令で部室の大掃

除をし、先輩が残してくれた台本や、資料などをトラックに積んで捨てる日の出来事を描

いた作品で、彼女を取り巻く現実をモチーフに、ギリシャ神話のパンドラの箱をアイデア

として作劇された一人芝居である。 



台本は、演劇をよく知っていなければ書けないであろう思われる出来栄えある。発声練

習から始まり、箱を開けるごとに、オムニパスとして劇が展開され、箱を閉じると無造作

に紙に書いたタイトルがガムテープで貼り付けられていく。 

広い舞台は、中央部にだけ照明をあて、段ボール箱で半円形にエリアを区切ることによ

り、一人芝居に適した空間を作り上げている。 

演技は、洗練されてはいないが、素朴で観客を味方につける魅力のあるもので、40分間

集中して見ることができた。 

改善点としては、一人芝居で最も難しい、誰に向けて話しているのか、独り言なのか、

劇中劇なのかの表現が曖昧であったこと、箱がいかにも空箱であり、重みが感じられなか

ったこと、ギリシャ神話と書かれた箱以外の文字が、隠されたこと、積み重ねられた箱を

崩し、蹴飛ばした後の間が短く、感情の表現が不十分であったこと、オムニパスの音響は

舞台上の CDラジカセからとし、終盤のトラックが到着してから以降を会場のスピーカー

からとした方が良かったと思われる。 

プロメテウスは人類を哀れみ、全知全能の神ゼウスの反対を押し切り天界の火を盗み人

類に与えました。怒ったゼウスは人類最初の女性、パンドラをつくらせ、開けてはいけな

い箱を持たせました。好奇心に負けたパンドラは、箱を開けました。すると人類の厄災が

飛び出しましたが、希望（エルピス）だけは箱の中に残っていました。＜エルピスは「予

知の力」とする説もある。＞ 

最後に、高校演劇に携わるものとして、瑞浪高校演劇部の未来に思いを寄せて、この作

品に称賛の意を表したいと思います。 

 

（７）（７）（７）（７）    泊高等学校泊高等学校泊高等学校泊高等学校    （富山県）（富山県）（富山県）（富山県） 

「夏芙蓉」「夏芙蓉」「夏芙蓉」「夏芙蓉」 

 

 幕が上がると、一見してそこは卒業式後の教室であることが分かる。ところが舞台は薄

暗く、奇妙にも夜の教室に学生服を着た女子生徒が一人というだけで、そこから始まる物

語に興味をそそられる。この作品は、高校演劇のみならず劇団でも全国各地で上演され続

けている名作である。越智優先生が 10 年以上も前に手がけたものであり、私自身も何度

か見てきた作品であるが、何度見ても新鮮な感動を与えてくれる。 

 まず、何と言っても泊高校の演劇部員による役者力に魅せられた。パネルや装飾を必要

以上に置かないシンプルなセットに賛否はあったものの、それを超えたところにある「役

者だけで見せよう」という気概が伝わってきた。有名な作品であるが故に、その結末は多

くの人が知るものあり、台本上わりと早い段階で露出してくる死の臭いというマンネリを、

どのようにして吹き飛ばすかが問われるところであったが、後半の悲劇をより深いものと

するための前半に勝負所を置き、友人同士がいかに仲良く、楽しい高校生活であったかを

描くシーンに役者の魅力を存分に発揮してくれたことが何よりいい演出であったと感じた。

また、役者の衣装をそのキャラクターにあったもので色分けするという基本的な手法も、

嫌みやわざとらしさがなく自然になされており、それにより最後に机に飾られる真っ白な

夏芙蓉の花が、一層儚げで可憐な印象を与えた。 

 高い役者の力は存分に見せてもらうことができたが、それだけに惜しさを感じるのがス



タッフワークである。装置の具体性を極力省いたが為に気になってしまった出入り口の位

置の不自然さや、舞台奥に置かれた棚の数、高さ、装飾の作りなど、リアリティが欲しい

部分で演劇のお約束に頼ったところが垣間見えた。また、BGM の尺が短く余韻の欲しい

場面で切られてしまったこと、照明の工夫など、細かなことではあるが総合芸術である演

劇ならではの一工夫が求められる。また、これは高校演劇ではよくあることなのだが、演

出を役者が兼任していることで自らの演技を客観的に見ることができず、リアリティ重視

の会話劇でありながら役者同士の距離感に不自然さがあったり、客席を意識しすぎた演技

が不似合いであったりしたことにも惜しさを感じた。 

 とはいえ、何度も言うがここまで有名な作品に果敢に挑戦し、ここまで高いレベルでや

りきったことは大いに自信として蓄積してもらい、これからの泊高校の演劇の力として生

かしていってもらいたい。 

  

（８）（８）（８）（８）    尾北高等学校尾北高等学校尾北高等学校尾北高等学校    （愛知県）（愛知県）（愛知県）（愛知県） 

「ＳＡ・ＫＵ・「ＳＡ・ＫＵ・「ＳＡ・ＫＵ・「ＳＡ・ＫＵ・RA    ･･････さくら･･････さくら･･････さくら･･････さくら･･････」･･････」･･････」･･････」 

 

昭和 20 年名花女学校に通う女学生達が「生きたい」と願いながらも戦争により命を奪

われてしまった過酷な現実を見事に演じきった作品であった。たくさんの資料を読み、自

分たちのメッセージを効果的に伝えるためには何が必要か、など真摯に劇づくりに向き合

う過程が垣間見えるような作品であった。しっかりと統率のとれたスタッフワークと、演

出のもと丁寧に劇が作り込まれており、役者の演技も含めレベルの高い舞台であった。 

 まず幕が上がってからの暗転幕前でのシーン。戦争当時を思わせる行進、学校帰りの会

話、先生とのやり取り。名前の縫い付けられた上着にモンペ姿。髪型。その時代が衣装、

小道具そして演技を通して忠実に再現されており、自然と劇の中へと引き込まれていった。 

次に我々の前に現れた地下室。突然の空襲を受けて地下室に避難をするが底知れぬ不安

を抱える女学生たち。目の前で先生を空襲で亡くし混乱している美幸と綾子。その不安を

包み込む地下室のセットとして 4つのボックスが配置されていた。屋根付きであることか

ら高さと閉塞感が生まれ、汚しもリアルに出ており、視覚的な効果を最大限に発揮するも

のであった。相手に触れる、手を添えるという動作をすることで、女生徒たちの心が徐々

にほぐれていく様子、目に見えない気持ちの変化が実に見事に表現されていた。心が解放

されていくことで、本音のセリフが生きた。地下室の中に安心感が広がる様子も伝わって

きた。このように密室が見事に再現されていたからこそ、照明はもう少し落とした方がよ

かったのでは、という意見も出た。すべて観客に見せる必要はなく、視覚以外のところを

どう伝えるか、という部分についての挑戦も、今後の劇づくりの中で期待したい。 

役者 1人 1人が自分の抱えるドラマを丁寧に演じ、暗転をうまく音響がつなぎ、効果的

に照明が入ることで感情移入しながら劇に入り込むことができたからこそ、女学生から未

来を奪った最期のシーンは観客の心を強烈につかむものとなった。戦争の悲惨さに深く思

いを馳せている間に舞台に登場した桜の木には再度驚かされた。桜の花びらが、戦争を知

らない女学生たちの頭上に舞い散るシーンに、あの地下室で天窓から落ちてきた火の粉を

見て女学生が発した、「桜の、花びら…」「…きれいねぇー…。」のセリフが思い起こされ、

見ていて胸がいっぱいになった。 



観客とともに戦争の悲惨さについて考えたいという強い信念を持ち、決して簡単ではな

い戦争というテーマに果敢に挑み、見事に演じきった部員の皆さんに敬意を表したい。 

 

（９）（９）（９）（９）    奥越明成高等学校奥越明成高等学校奥越明成高等学校奥越明成高等学校    （福井県）（福井県）（福井県）（福井県） 

 「「「「    ～アラビアの海は～～アラビアの海は～～アラビアの海は～～アラビアの海は～    （バハル）（バハル）（バハル）（バハル）بحر」」」」

 

僕は個人的にこの高校のファンでして昨年の作品も大変面白かったです。とにかく身体

の芯がしっかりしている。身体の細部までキチンと自分達のモノにしている。そうでなけ

ればあのマイムは出来ません。役者の肉体と声のバランスが非常に良いのでセリフも綺麗

に聞こえます。ただ、ストーリーが少々難解でしたね。漂流の向かう先が読めないのでせ

っかく良いセリフが散りばめられているのに何を話しているのかがイマイチ頭に入って来

ない感じがするのです。哲学、ジェンダー、マイノリティー等、テーマ的には非常に素晴

らしいのですが少々詰め込み過ぎた感がありました。登場人物たちの関係性が、出会って

からどう変化して行くのかがもう一つ掴みにくかったです。出会ってからの変化が見たい

と思いました。ただ照明にしてもホリゾントの使い方が美しく、先に言った役者の身体の

素晴らしさと噛み合って実に美しい空間を創っていました。今大会で一番、演劇的な作品

だと思っております。舞台美術としてはコロ付きの船の方じゃない方が良かった様に思い

ます。あの船を使うのであればもっと不安定な足場を利用して欲しかったです。そうする

と登場人物たちの生きる上での立ち位置の不安定さに繋がるのではないでしょうか。場面

転換も船があることで時間が掛かってしまいました。もっとスピーディーに転換が出来た

ら良かったですね。ラストシーンの花井先生が島から脱出するシーンは凄くカッコ良かっ

たです。最後に余談になりますが・・・各校別講評の際、この演劇部が今年限りと聞きま

した。こんなに素晴らしい創作活動をしているのに本当に勿体無いと残念に思います。 

 

（１０）（１０）（１０）（１０）    愛愛愛愛知高等学校知高等学校知高等学校知高等学校    （愛知県）（愛知県）（愛知県）（愛知県） 

「柳田格之進」「柳田格之進」「柳田格之進」「柳田格之進」 

 

 落語作品を出典とした本作品は、和装、和装での所作、太刀の扱い、カツラなど、時代

劇の世界観を見事に作りきっていた。変形舞台についても、色やツヤなどにも工夫がなさ

れており、引き締まってみえた。照明との相性も良く、多少低く作られたパネルも和風建

築の様子を表していた。抑え気味の照明も、和風建築の室内の雰囲気がただよっていた。

ただ月明かりについては、よく分かりにくく、工夫の余地がある部分もあった。小道具の

碁盤も切られる前のものと後のものを二つ用意するなどの心配りが出来ており、格之進に

より碁盤が切られたタイミングや碁石が落ちる音、暗転の際に碁石を片付けられる音が響

かないようにするなどスタッフワークも良かった。印象に残るシーンとなった。多少暗転

の時間が長く感じられる部分もあり今後に期待したい。音響については、音の入れどころ

がオシャレであり、センスが感じられた。選曲については、もう少し楽器やジャンルなど

を揃えた方が、違和感を感じさせずに、よりオシャレな印象になるのではないかという意

見があった。 

役者の立ち居振る舞いも美しく、萬屋主人、番頭、柳田格之進、お絹の地位に応じた所



作も見事に演じきっており、スムーズに作品の世界に入ることができた。鷹揚な主人と清

廉な格之進が月明かりの中、囲碁を打つ静かなシーンから始まる。二人の信頼関係は、主

人の台詞にある「碁盤の上に二人で碁をこさえていくようなもんなんだ」に集約されてい

る。二人の親密な信頼関係に嫉妬する番頭が対立軸となり、物語の芯となっていることが

見て取れた。雪の日の再開では、舞台の上手下手に分かれた客席対面での演技が秀逸であ

った。五十両をめぐる物語で人生を大きく変えてしまうことになる娘のお絹の演技も見事

であった。言葉こそ少ないが、彼女が見せるお辞儀によって人柄と心情を読みとることが

できた。全体的にしっとりとした進行であるが、三人の女中が見せるコミカルな演技など

のスパイスも効いており、飽きることなく観客の心をつかんでいた。 

 全体として、観客にストレスを与えることなく時代劇の世界観に入り込ませ、しっとり

とした人間関係をテーマに扱い、役者も台詞だけでなく立ち居振る舞いから人物像を表現

されていたことは、高く評価のできる作品であった。高校生にこれだけのものを作れるこ

とが、今後時代劇を扱いたいと考えている学校のお手本になると感じた。 

 

（１１）（１１）（１１）（１１）    小松高等学小松高等学小松高等学小松高等学校校校校    （石川県）（石川県）（石川県）（石川県） 

「フラン」「フラン」「フラン」「フラン」 

 

舞台奥に左右から中央に向けて高くなっている高見がある。その頂上にはゴミバケツ。

中には主人公の母が幼い頃閉じ込めた「フラン」が入っている。その原因は主人公でもあ

る。罪悪感を忘れて過ごすうちに気になっていた男子を家に招待することになり・・・。 

“ホラーを描きたかった”狙い通りホラーとしての要素はあった。しかしながら既成台本

である今作には「星」「かいじゅう」「蓋」などの様々なキーワードがちりばめられており、

それに翻弄されていたように思う。この台本を通して何を表現したかったのか、そこがブ

レてしまっていた。よりホラー要素を、気味悪さを高める為にフランが最初にゴミ箱に入

ってからラストシーンまで一切ゴミ箱から出ない、という演出方法はできなかったのか審

査員間でも議論になった。途中姿を表すシーンはあるが、それをシルエットなどで処理し

て・・・など。 

『美しいものとしての対象のフラン』がゴミ箱に閉じ込められており・『腐乱している理

恵と母』が閉じ込めている、つまり「臭いものが蓋をする」という構図になっているこの

台本では、そのオカシサを鮮明に描くことでより気味悪くなるのではないのか。 

全体的に叫ぶ演技が多かったことも気になる。感情の表現は「叫ぶ」だけではないハズ

だ。静かに怒る・笑いながら泣く、など表現方法は多種多様である。もう少し表現方法に

ついて模索したい。それだけで演技の奥行きがぐっと広がる。 

また主要キャストの心の中をコロスが台詞として発しているため、２重の表現になって

しまっており、しつこい印象を受けた。台本を改訂する必要が出てしまうかもしれないが、

工夫の余地はあるだろう。 

高校生活に移ったときにコロスの黒い衣装と主人公の制服の紺色が被っておりいまいち

見づらい絵になってしまっていた。衣装としてのカーディガンなどを利用してコロスとの

差別化をはかりたい。 

全体的な印象として、美しく見せたいという意図が伝わってきたのは好印象。ホリゾン



トを使用した照明効果が美しさを表現するうえで効果的であった。この好印象が気味悪さ

をより際立たせることに一役買っていた。 

重いテーマの台本に正面から挑むのはとてもパワーを必要とします。本当にお疲れさま

でした。 

 

（１２）（１２）（１２）（１２）    名古屋南高等学校名古屋南高等学校名古屋南高等学校名古屋南高等学校    （愛知県）（愛知県）（愛知県）（愛知県） 

「「「「Take Me Deeper!!!」」」」 

 

たとえば、自分が何気なく蹴飛ばした石ころが車道に転がり、走行中のバイクが石ころ

にタイヤを取られて転倒して運転者が死亡した、というような不可抗力による事故があっ

たとする。石ころを蹴飛ばした本人は、自分がその死亡事故に関わっていることに気づい

ていない。罰せられることのない、重大な罪がそこにはある。 

本作は、そんな自分で意識していない罪について描かれる。主人公は、ネット上である

憶測を書き込んだだけだが、それが多くの人物の人生に影響を与えてしまう。しかし、そ

のことが明かされるのは物語の後半で、主人公はひたすら身に覚えの無いある生徒の自殺

に関わった罪を問われ続ける。 

このプロットの構成が見事で、「いじめ問題」にミスリードさせながら、きちんと謎を引

っ張り、カタルシスに誘ってくれるのだ。物語は、エジプト神話から着想を得た神秘的な

空間で主人公が裁判にかけられるところからスタート。神話的シーンと、自殺を図った生

徒がいる教室の現実的シーンとを交互に描きながら、主人公の罪を問い詰めていくという

凝った設えも作品の厚みを生み出していた。 

演出的にも、照明の美しさ、舞台美術の細やかなデザインなど全体をよく統率していた。 

俳優の演技については、少し意見したいことがある。俳優は自分のセリフを大切にするも

のだ。しかしながら、その大切にする方法が「叫び」「嘆き」という表現の出力を上げるこ

とで保とうとしていたように見え、もっと客観的な視点で俳優の演技をチューニングして

あげなければいけない。これは演出の仕事だ。対話を成立させなければドラマは白けてし

まう。基本的なトレーニングが積まれている俳優陣なので、ほんの少しの助言で変われる

のではないかと感じた。 

台本的に引っ掛かったのは、教室で（心配してくれていたクラスメートの前で）自殺を

図った生徒の動機である。「みんなに見守られながら死にたい」というのは、少々力技では

ないだろうか。台本の構成から逆算するとこうせざるを得ないとは思うが、腑に落ちない

観客は少なからずいる。題材の扱い方も、広げ方も上手い。ここまでレベルの高い台本を

作っている以上、ごまかしは避けなければいけない。こういった課題はあるが、エンター

テインメントとしての質も高く、総合力のある演劇作品だった。 

 

（１３）（１３）（１３）（１３）    池田高等学校池田高等学校池田高等学校池田高等学校    （岐阜県）（岐阜県）（岐阜県）（岐阜県） 

「ワンダーランド」「ワンダーランド」「ワンダーランド」「ワンダーランド」 

 

 全体を見た感想として、とても力強い作品だと感じた。「大人になるってなんだろう」と

いうメッセージが込められていた劇で、「登場人物達が見た夢の中の話」という設定を良く



生かしていた劇だった。第一印象はシンプルに見えた舞台装置だったが、スモークと照明

の力でファンタジーのような世界に見えた。また、劇が進んでいくにつれ、第一印象を忘

れるようなセットの使い方をしていて好感を持てた。ジャングルジムのようなセットを教

室に見立てたり、ドラムのバチで叩いてピンポン玉の音にしたりと、セットの見せ方を自

分たちの演技で変え、その演技も見やすかったので、劇に引き込まれていった。何より、

役者達がとても楽しそうに演じていて、観客側も楽しい気分になった。次は何が起こるの

だろうとワクワクさせてくれた。見終わった後、遊園地の帰りのような楽しい気分にさせ

てくれた素晴らしい劇だった。 

非常に楽しい劇だったが、審査会議の中でもったいないと感じられるところもいくつか

出てきた。 

劇の最初で、誰が話の主人公なのか不明瞭だったのがもったいなかった。最初は、マボ

ロシかノゾミどちらが主人公か戸惑ってしまった。結局、ハシルが主人公だということに

後々気付くが、もう少し主人公を最初で目立たせてみてもよかったのではないか。また、

シーン一つ一つが印象に残るものばかりだったが、劇中で場転の繋がりを見つけられない

まま劇が進んでいったこともあり、どこを追って見ていけばいいのか不明瞭になってしま

っていて、もったいないと感じた。 

 音響照明に関しては、場面に合った音や光の色を選んでいて、役者の表現をさらにわか

りやすくさせていたが、タイミングが合っていない所があった。音量のボリュームの上げ

下げが適当でない所もあったが、照明もタイミングが少しずれてしまっていたところがあ

ったので、練り直して欲しい。 

私個人としては、卓球のシーンが大好きで、ずっとやっていて欲しいと感じた。 

 

（１４）（１４）（１４）（１４）    名古屋大谷高等学校名古屋大谷高等学校名古屋大谷高等学校名古屋大谷高等学校    （愛知県）（愛知県）（愛知県）（愛知県） 

「ビート・ハイ」「ビート・ハイ」「ビート・ハイ」「ビート・ハイ」 

 

 高校生の 3 年間の喜怒哀楽を 60 分で見せきる。まずはその圧倒的なまでのパワーとス

ピード感、そして楽しそうな雰囲気で会場を飲み込んでいった。作者は岐阜県の高校演劇

部顧問で近年高い評価を受けている新進気鋭の新人、西野勇仁先生である。西野先生の作

品の多くは上演に際して、凄まじいほどのエネルギーと、それを表現しきるために必要な

基礎力、それを裏付ける稽古量を必須としているのだが、その点において名古屋大谷高校

の役者達はある程度をクリアしてきた猛者であることを見せつけてきた。まずもって見事

なのは配役である。まるで当て書きであるかのような配役によってそれぞれの超個性的な

キャラクターが演じきられていた。高いテンションを維持する体力もさることながら、大

勢の役者の切れのある動きなど、そこはやはり稽古に稽古を重ねてきた様子が窺い知れる。

何より、演じている役者達が皆、舞台にいることが最高に楽しいという感覚が全てのシー

ンで伝わってきたことが見る者を魅了したに違いない。 

 また、舞台装置の美しさもその魅力の一つであった。四季を表現したきれいなパステル

カラーの抽象装置には灯が仕込まれており、全体照明が強かったためかその美点も表現し

きれなかったことが悔やまれはするものの、物語の進行に合わせて点灯することでわかり

やすさに加えた美しさが表現されている。その上、高さもあるその舞台装置上を跳んだり



跳ねたりする事ができる強固さから分かる安全性に、スタッフワークに関しても高い技術

をもって取り組んできていることが分かる。 

 惜しむらくは、この脚本自体に込められたメッセージが元々外に向けられたものではな

いことであろうか。これを見るのが恐らくは高校演劇部の、さらに言えば苦楽をともにし

てきた仲間であることが、客席に最高の感動を呼ぶために必要であったように感じる。そ

して、それが故に一般の観客には届かない台詞や、発散されているエネルギーの受け取り

方、展開の早さへの対応など、一層観客を選んでしまっている感が否めないのが残念であ

った。これをクリアするためには、先にも言った基礎力が、付け焼き刃でないことも条件

となるのであろう。今回の舞台を見て、基本である、発声、滑舌、所作、体力、そして運

動能力という基礎力の大事さを一顧問として改めて痛感した。 

そして、この名古屋大谷高校の演劇部にもそれを可能にするポテンシャルの高さを感じ

た。ある程度ではなくさらなる磨きをかけて、またすばらしい舞台に挑戦してほしいと願

う。 

 

（１５（１５（１５（１５））））    富山第一高等学校富山第一高等学校富山第一高等学校富山第一高等学校    （富山（富山（富山（富山県県県県）））） 

「我ら放送部」「我ら放送部」「我ら放送部」「我ら放送部」 

 

 まず、脚本においての対立軸のつくりが上手い。「2･3年と 1年」「3年内での橘龍也に

ついて」「放送部とサッカー部」「姉と母」がみられ、このどれもが複雑に絡み合いつつ、

しかし中心には橘龍也がいる。物語の中で、対立が和解していくなかで残る課題が「放送

の題材はどうするのか」であり、非常にうまい創りとなっている。また、途中で母の想い

をうまく組み込んでいた。だれか１人、主人公のみの心情ではなく、様々な視点から描か

れており、舞台上にいる全ての人、さらには描かれることの無い人までもをリアルに感じ

ることができた。人物として惜しいのは、田中希実の設定である。強豪サッカー部の多忙

なMGでありながら、ボランティアへ行くのは都合がよく感じてしまう。事実に基づいて

も、観客が疑問符を浮かべるような状況は、脚本において言えばフィクションなのではな

いだろうか。 

次に、この脚本を活かす演出である。最初は少しノイジーであった 1 年のざわつきも、

部がまとまっていくラストを盛り上げる良い演出に感じた。さまざまな場面で、人として

変化が感じられ、人物を描き切れていると思った。例えば櫻井かおりの悩みも、半ば強引

に解決すれば違和感が残りフィクションに感じることだろう。60分という限られた時間で

はあるが、演じない時間経過もカウントダウンの数字で的確に示してくれるおかげで、舞

台上で過ぎた数ヶ月のなかで櫻井かおりが悩みぬき、友に支えられ、出した答えなのだろ

うと思わせてくる。また、舞台装置でさらに工夫できる点がいくつか挙げられる。部室と

廊下の仕切りに 1 枚窓を置いてみる、スタジオの入り口を奥側として戸の所作をなくす、

明転ならば音や動きで魅せる転換にする。観客にはもちろん、役者にも優しい簡潔な舞台

が創れる。しかしながら、机の配置、装置の忠実さ、スタジオで舞台上にシーンの同時進

行を可能にし、よく作り込まれた舞台であった。 

役者は、発声が自然であり、かつ大切な台詞は入ってきた。友達に対して、自然に戸を

開けるしぐさの表現は、印象も良い。ただ、これだけの物語に対し 60 分はやはり短く、



全体の展開がはやいためシーン毎の感情表現になりがちである。そこで、どれだけ裏の時

間経過を演技に匂わせられるかが大切だ。 

講評で見た生徒たちは不安げで、自分たちの想いがどこまで伝わったかを気にしている

ように見えた。観客は、舞台に惹き込まれていたし、想いやこだわりは十分に伝わってい

た。講評を待つ態度にも感銘を受けた。今後も情熱を持って取り組んでくれるだろう。 

 

（１６）（１６）（１６）（１６）    聖霊高等学校聖霊高等学校聖霊高等学校聖霊高等学校    (愛知県愛知県愛知県愛知県) 

「敬老の日２０５０「敬老の日２０５０「敬老の日２０５０「敬老の日２０５０    ～ばあちゃんポックリ大作戦～」～ばあちゃんポックリ大作戦～」～ばあちゃんポックリ大作戦～」～ばあちゃんポックリ大作戦～」 

 

 「選挙権の年齢の引き下げ」について学習する中で生じた不安「この先お年寄りを邪魔

者として排除する社会が来るのではないか」、を演劇の力で考えていこう！と聖霊高校演劇

部員たちがとった作戦が、『敬老の日 2050 ～ばあちゃんポックリ大作戦～』であった。  

 この、「生命の尊厳」を考えるために、高齢者を排除する社会を作り上げるという発想は

斬新で、見る者に数々の問題点を想起させるという意味でも効果的であったと思う。ただ、

「即効性安楽死薬 やすらぎＸ」を誤って飲んで命を落とした医者の死が、事故死として

処理されていた点については審査員の中でも意見が出た。年寄りには飲ませないというこ

とで、解毒剤のようなものを設定して医者を救った方がよかったのではないかという意見

も出た。劇全体としては丁寧に作り上げられており、大変好感が持てた。 

 幕前の演技に続いて、幕が上がると同時に教室の掲示板に貼られている標語にくぎづけ

となった。 

「お年寄り ポックリ逝かせて 明るい未来」 

「山より重い国家の未来 雲より軽い 個人の命」 

「黙って働き 笑ってポックリ」 

大変印刷もきれいで、観客席からも見やすいものとなっており、2050年の社会の思想がす

ぐに分かる。標語の内容もよくできていると好評であった。 

 また、転換に花道を利用していたのは大変効果的であった。教室から病室への転換では

物音を立てることなく、観客の視線を自然に花道に誘導する演技が秀逸であった。次につ

ながる大事な演技が花道で行われているため、観客に転換を見る隙を与えない狙いは素晴

らしいものであった。 

 主人公沙良が祖母危篤の知らせを教室で受けた時の場転についても大変見事であった。

音響で心臓の鼓動を入れ、赤のホリを脈打たせ、シルエットの中で場転。観客の不安感を

そのまま舞台で表現させることで場転が待ち時間にならず、観客を舞台から離さないとい

う効果が見事に成功していた。 

 音響の選曲もよく、観客の感情を盛り上げるのに効果的であった。エンディングにポス

ターを思いっきり破るシーンは見ていてすがすがしく音響もよく合っていた。 

 沙良の母親と祖母との関係、沙良とクラスメイトとの関係をもう少し描くことができる

と、それぞれの心の葛藤が見えて、より深まったのではないだろうか。とはいえ、高校生

としてしっかりと考えなければならないテーマに大胆な手法で挑戦した部員の皆さんに敬

意を表したい。今後の劇づくりについてもさらに期待したい 

 



（１７）（１７）（１７）（１７）    暁高等学校暁高等学校暁高等学校暁高等学校    （三重県）（三重県）（三重県）（三重県） 

「いちについてッ」「いちについてッ」「いちについてッ」「いちについてッ」 

 

 

高校生だからこそ演じられる、高校生にしか演じられない、パワーと勢いのある作品で

ある。舞台上に、可動式の階段、スロープ、高みを作り込み、グランドを再現し、様々な

体育大会の種目を演じられる空間をつくりだしている。上手奥の黒パネルが 1枚足りなか

ったようだが、大道具係の頑張りに敬意を表したい。 

前半部分の、コミカルなシーンは、鉄板のネタをここまで、潔く演じられるのも高校生

ならではの特権であり、微笑ましい限りである。 

場面転換も秀逸で、運動会当日、暗転の中での声援、暗転開けで、青・赤・白の衣装を

引き立たせる演出は素晴らしかった。また、壇上で役者を後ろ向きにすることで、グラン

ドから団席の後ろを表現するアイデアは良かった。 

照明は、ホリゾントの色を美しく見せることができていた。特にラストの夕焼けの中で

旗を振るシーンはよく出来ていた。ただ、緑と黄色を切り替える時に黒が入らないように

注意したい。 

戯曲としては、なぜ、キャプテン菅井が勝ちにこだわるのか、団員の菅井に対する心理

的距離の変化、青・赤のキャプテンが団員に接する姿を見て、菅井がキャプテンのあり方

に気づく過程、チームアピール担当の井上の苦悩、など描き切れていない部分があり、作

品としての強度が低くなっている。エンターテイメントを描くうえでの定石として、駄目

組は人数を少なくし個性的な人を集め、それ以外の対立軸は、人数を多くし、たとえば、

無個性にするとか、女性だけにするとか、といった枠組みの中で心情の変化を描くと、強

度を高めることが出来ると考えられる。 

役者としては、男子に力のある子が多く、特に菅井君の目には力があり、大切なシーン

では、瞬きをせず、印象的なシーンを作り上げていた。女子はもう少し頑張ってもらうと、

バランスがより良くなったと思われる。 

最後に、本大会を締めくくるに当たり、この作品を見られたことに感謝して、筆を置き

たいと思います。 

 


