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ナニカ・ミーツ・舞台美術

ナニカ・ミーツ・舞台美術ゼミ

ナニカ・ミーツ・衣裳ゼミ

ナニカ・ミーツ・照明ゼミ

ナニカ・ミーツ・ミュージック
ナニカ・ミーツ・グラフィック

ノットミーツ・コロナ！

企画ができるまで

ナニカ・ミーツ・外企画

本作品に寄せて

みんなの紹介

ごあいさつ

イントロダクション

演劇舞踊デザイン学科は、舞台芸術を支える感性豊かな身体の表現者、創意豊かな演出空間を創造するデザイナーの育成を
目的とした学科です。舞台における役割とその専門性から、「演劇舞踊コース」と「劇場美術デザインコース」の 2 つのコース
を設け、各コースが専門性を高め、交差し合いながら舞台芸術を学びます。美意識ある俳優、ダンサー、演出家、劇作家、
舞台美術家、製作者等を将来像とし、プロとして活躍する教員が、現場性を持って、これからの舞台芸術を担うプロフェッ
ショナルな人材を育成します。
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監修

村上 さくら

柴 幸男

演出家・体験展示スタッフ

彼らは新しい人々です。これからの未来を担う人々です。昨年から彼らと共に時間を過ごし、そう確信するようになりました。
だから、彼らが創作する卒業公演を僕は楽しみにしていました。たぶん一番、楽しみにしていました。
2020 年。今年は誰にとっても特別な年になりました。コロナ禍は今も人類を翻弄し続けています。
だけど、彼らだったら、なにか、新しいなにかを、生み出してくれるのではないか。
僕の勝手な期待をよそに、彼らは「ミーツ」という希望を見つけました。
全員が悩み、苦しみ、慰め合い、励まし合い、ようやく今日が訪れたと思います。
身体があり、集団があるから、演劇はあり、人間はいる。
そのどれもが今年、揺さぶられました。そのどれもが今後、変わっていくのかもしれません。
でも、それは新型コロナウイルスが変えるのではない。
それは、彼らが変えていく。そして、彼らに未来がついていく。
私たちは、経験と技術を提供し、彼らが十分に活躍できる機会を準備する。
そして、私たちこそが、彼らから学び、得ていく。と、僕は思います。
本日はご来場、ご観劇、ありがとうございます。
彼らと出会いに来てくださり、ありがとうございます。

初めての、東京芸術劇場、50 名を超える座組、60 分以上の上演、体験展示企画。緊張と恐怖の連続でしたが、この制作に関わっ
た全ての人のおかげで今日までやってこれました。まずは、そんな皆と出会わせてくれた多摩美に感謝します。

多摩美は多摩美でも上野毛校舎という、とても狭い校舎で私たちは 4 年間過ごしました。そのどれもが忘れる事のない大切な思い出
です。1年生の頃の皆の溜まり場だった食堂。日によって味の差が激しい唐揚げに文句を言いながらも食べ続ける皆が不思議でした。
皆が課題に使う荷物を置きすぎて、ガラクタだらけのゴミ溜め化した二号館地下。食堂のソファーが撤去されてから「寝てくる」
といえば二号館二階ロビー。そこで午前授業の時間を忘れて午後まで寝てしまったことは今でも反省してます。
冬の稽古終わりに食べるカップラーメンが凄く美味しい中庭。ご飯を食べるのも、遊ぶのも、稽古も話し合いも喧嘩も全部ここ
でしました。警備員さんに注意されるまで特に用もなく居続けたこともあり、いつのまにか「とりあえず中庭でー」が私たちの
合言葉でした。

ここでは好きな人達と好きな事だけをして過ごしてきました。一人が歌えば皆歌いだし、音楽をかければ踊り出す。そんな日常が
もうすぐ終わろうとしています。また皆がそれぞれ新しいナニカとミーツする為のきっかけにこの公演がなればいいなと思います。

未だに演劇の右も左も分からない私が、演劇のおかげで出会えた皆とつくる最初で最後の公演。
そのおかげで出会うことができた、あなた。
あなたと出会わせてくれた演劇と多摩美と皆に心から感謝します。
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脚本部・役者

脚本部・体験展示スタッフ

距離感、密度、呼吸のアレソレ……いろんな事が１年前と比べて変わりました。
皆さんお元気ですか。お変わりありませんか。「変わった」のに「お変わりないか」というのも変ですが、聞きたくなっちゃったり
しませんか。私はします。

本作に関わってからずっと「ミーツ」ということについて考えています。
「ミーツ」は「出会い」、それはつまり「“ 出て ” 会う」こと。この場所を “ 出て ” 行き、次に進み、ナニカを見てナニカを感じていく。
自分を曝け “ 出し ” ていく。そのために今を、ここを、自分を、あなたを、抱き締めたい。
これは演劇らしいテーマであり、卒業制作らしいテーマです。
演劇には、美しい舞台美術があり、きらびやかな照明があり、華やかな衣裳があり、軽やかな音響があり、生々しい演技があり、
豊かな時間があります。在って欲しいと願っています。懲りずに願ってしまうから、こんなふうに、諦めずに作ってしまう。作り
たくなってしまう。そういう学友達と出会えたことを本当に嬉しく思います。

皆さんはこれからどう変わっていくのでしょうか。
私はしばらく変わらないつもりですが、変わったと言われる日も来るのでしょうか。
次会うときはお互い、息がしやすい世の中だといいですね。

本日はご来場、ご視聴、誠にありがとうございます。『□□□・ミーツ・□□□』、ぜひお楽しみください。

劇場に足を運んでくださった皆様、そしてこれを読んでくださっている皆様、誠にありがとうございます。
今年は誰かにミーツするには難しい年になりました。
今回、この作品を作る上でミーツの概念的なものを考えて要素を出しました。人とのミーツはもちろん、本とのミーツ、食との
ミーツ、音とのミーツ、自然とのミーツ、悲しみとのミーツ……などなど。
私にとって最大のミーツは小さな頃から耳に残っている、あの夏、田舎の海や鳥の声、星々の煌めき、家の並びや太鼓の音です。
迷ったときや、どうしようもなく悲しくなったとき、必ず思い出します。耳の中に貝殻でも入っているみたいに波の音が聞こえます。
皆さんにとって最大のミーツって、どんなものでしょうか？人それぞれのミーツがあって、そうして今を使っているのだと思います。
ミーツしなかったことさえミーツなんだと思います。
この脚本がこの結末に至るまでにはいろいろな事がたくさんあって、ミーツしては、別れて、ミーツして、別れて、またミー
ツして……何度も何度もミーツと別れを繰り返してきました。やっぱり出会いがあれば別れがある。別れた後にも出会いがあって
……と、繰り返しなのだなぁと再確認しました。
そんなこともありながら、尊敬する南雲さんの中のナニカと私の中のナニカがミーツして作られた作品です。この作品を見た皆様
の中で、ナニカにミーツしてもらえたら幸せです。

南雲 沙希

堀野 愛
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雑魚／脚本部　　

脚

本
部／体験展示企画者・スタッ

フ
　

　

演出家／体験展示スタッフ　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ミュージシャン　　

 葬儀屋　　

 陽 子　　

 彼女／振付　

 三 下　　

 偉 い 人 　

総
 長

⁄ アフタートーク・劇評　　

 モ
グ

ラ ⁄ アフタートーク・劇評 　

あの子／演出助手　

①さくら ②ラッコ ③皆で楽しく悔い
なく全力フルスイングで頑張ります！

①あやの・あやぱん ②猫 (= ◉　◉ =)
③ラブ & ピース & ミーツ！

①おざ ②モモンガ ③ 4 期全員で何か
をするのは初めてなので、私も頑張り
ます！

①あらき ②ワカリマセン ③頑張ります

①みぶ ②亀か鳥 ③素直に楽しむ

①さとし ②サンゴ ③っしゃーーー ! ! ! !

①シオン ②犬 ③激走

①うえち ②犬 ③思いが届いてほしい

①南 ②赤ちゃん ③月が明日も浮かび
ますように‼ご来場ありがとうござい
ます‼‼‼

①なぐも・なぐちゃん ②猫ちゃんか
ライオン（オス）③みんなが楽しめます
ように

①のっち ②猫！日向ぼっこしながら
寝たい ③皆さんの、心の中のナニカ
にミーツしてもらえるように頑張ります !

①かえ ②猫 ③個性の塊な人達と面白
いものを創ります！

 ① ニックネーム　② 一日、動物になれるとしたら？　③ 卒業制作にかける想いを一言で！

村上 さくら

青木 彩乃

小澤 千冬

荒木 美帆

小畑 水芙

井澤 智 

金澤 史苑

上野 勇之介

北 実怜

南雲 沙希 堀野 愛  田坂 郁恵
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OL ／編集部　

 アイドル幽霊／編集部　　

エイリアン　　

夕
子

／
P チーム コロナ対策・書記

、
他
　

就活生　　

星を見る人　　

 浮
気

相
手

／編集部・アフタートーク

・
劇

評
　

病人 B　

 待ちぼうけ　　

枕／ P チーム 広報　　

涙／ P チーム 編集部　　

彼氏の親友　　

 ガチャ男／音楽　　

 母／役者チーフ　　

病人 A　　

①下ちゃん ②猫になって高い塀を歩
いたり、屋根の上で日向ぼっこしたい
③悔いを残さない！

①ゆみ氏 ②フクロウになってナイト
サファリ満喫 ③笑って終えられます
ように！

①はっしー ②鷹 ③今は 2020 年 11 月
1 日。私はこれからの 2 ヶ月をカンパ
ニー全員の最高の 2 ヶ月にしたいです

①かほ ②リス ③やりきったと思える
ように頑張りたい！！

①ひかる ②ウミガメ ③2020 年もあと
少しですね

①ゆい ②ラブカ ③星を見る人という素
敵なキャラクターをより魅力的に、ミーツ
の世界をもっと暖かく包めるように、精進
したいと思います

①はーち ②イルカ ③ 4 期のみんなで
軌跡を届けます！

①つよし・つよぽん ②カメレオン ③暗い
話題が多いこんなご時世だからこそ、
色々な人への感謝を胸に、素敵なひと
ときを共有できたらなと思います

①ちっぴ ②パンダ ③コロナなんかに
負けないぞ

①はづきさん・はーちゃん ②ねこ ③舞
台の神様、味方よろしく

①おはな ②ねこ ③がんばります…！

①職人 ②ハリオアマツバメ ③全て
出します

①まっぱる・まっつん ②ボノボ ③こ
の仲間とできる最後の演劇を精一杯楽
しみたい

①はるかめ ②鳥になって空を飛びたい
③これまでのミーツに感謝して、楽し
みます！

①りんちゃん ②ウォンバット ③自分
の最善と全力を尽くす

下川原 裕香

中村 友美

松野 花帆

砂田 ひかる

前岡 由惟

中島 悠

松山 剛士

松井 千紘

中村 葉月

村上 はな

千葉 永輔

松永 治樹

中村 遥

薮田 凜

趙 宋橋
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舞台監督　　

吉原 穂乃実

①よみ ②猫 ③みんな輝いててカッコ
イイです！私も頑張るぞ

　

　

木下 裕絵

①きのぴ ②でかいクロネコ ③宿題の
ようにきちんとこなす

衣
裳

チーフ・プランナー・製

作
　

　

　

　

丸山 眞鶴

①まなちゃん・白雪姫 ②とても大きい
鳥 ③体調を崩さない

衣裳プランナー・製作 　

　 　

　

渡邉 美穂

①わったー  ②鳥  ③楽しむぞー！

衣裳プランナー・製作 　

　

　

　

①アスク・アスクイス ②カメ ③最高
な衣裳を作りあげます！

衣裳プランナー・製作　 　

　

 岸 直輝

①きしん ②ライオン ③本気！

 衣裳プランナー・製作　

　

　

津布久 綾乃

①津布久 ②猫 ③最後まで頑張ります

 大道具・小道具・演出部　

　

　

丸島 たまみ

①たまちゃん、まるしー ②金持ちの家
の猫 ③この状況で進めているということ
も含めて、何か今後に繋がるような期間
にしたいです

 小
道具チーフ・大道具・演出

部 　

　

　

山口 眞子

①まこちゃん ②ねこ ③今まで以上の
作品になっているといいなと思います

 衣裳製作　

　

　

笠原 ゆず花

①かさはら ②フクロウ ③4期メンバー
皆と全力で駆け抜けたいと思います！

 大道具・小道具・演出部　 　

　

清田 暉

①なし ②猫 ③最後なので頑張ります

大道具・小道具・演出部　 　

　

①セッキー ②ナマケモノ ③大学最後
の公演、存分に楽しむ！もちろん安全
第一で！

 大道具・小道具・演出部　

　

　

上村 詩帆

①しほりん ②豹 ③最後にやり切った!
と思える作品にしたい！

大
道具チーフ ･ 小道具 ･ 演出部 　　

　

山根 茉子

①やまに ②シャチ ③集大成です。色
んな想いを込めました。宜しくお願い
します !

 舞
台美術プランナー・演出部　

　

　

髙仲 風美

①ふみたん・をふみ・姉さん ②イケメン
韓国人の猫 ③演者さんがキラキラ輝く
衣裳を必ず完成させます !

 衣裳プランナー・製作　

SHEK Ho Chi

アスクゥイス 凛乃
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　 P チーム スケジュール・票券 　

　

　

藤井 ちより

①ちよりん ②野生のキリン ③全身全
霊で支えきる！

P チーム チーフ 　　 　

　

古家 未葵

①みきちゃん ②「世界ネコ歩き」に
出てくるような猫 ③喋ったことのない
人もいるのでなるべく沢山のひとと交
流したいです

 P チーム 体験展示スタッフ　　

　

宮城 円香

①みやぎ ②ねこ ③楽しみます

 P
チ

ーム 協賛・体験展示スタッ

フ
　

　

　

碩 紫音

①しおん ②コアラ ③ワタシ・ミーツ・
ライティング！

 照明 　

　

　

石関 菜月

①姉さん ②猫 ③楽しみ！ 

 P チーム 広報・撮影・票券、

他 　
　

　

荒牧 百花

①ももちゃん ②ネコ ③とにかく真面目
に頑張ります！

 照明プランナー　

　

　

金内 茉花奈

①マカナ ②鷹 ③皆頑張れ！

 P チーム SNS広報　
　

　

大井 朝登

①あさと、あさちゃん ②キリン ③思い
出だけじゃない、良い結果も残る作品に
します

 P チーム 予算・撮影　

　

　

合谷 柊音

①ごーや ②ぱんだ ③最後まで楽しんで
頑張る！

 照明 　

　

　

佐々木 兵太

①ひょうた ②頑張りまふ。フルトン
回収。スネーク？応答しろ！スネー
ク ! ! ! ③チーター（走るの大好き）
※記載ミスではありません

 P チーム 広報　

　

　

櫻井 知遥

①ちっぱ ②レッサーパンダ ③楽しみ
ます !

 照明 　

　

　

武石 凌太郎

①りょうちゃん ②猫 ③千里の道の、
六里目を歩いてます

 P
チーム アフタートーク・劇

評 　

竹村 真珠

①まーちゃん ②猫 ③無事に終われる
よう頑張ります！

　

　

鈴木 海人

①ボス ②ツバメ ③頑張ります

 映

像
配信ディレクター／ラジオ

制
作
　

①チーチー ②□□□動物□□□ ③ミーツ
＝グッドバイ

 P チーム 広報　　

近永 知里
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エレベーション

舞台模型
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舞台美術ゼミ

舞台美術プランナー

ここは人々が行き交う街。

 

木々は穏やかに風に揺れ、

働く者達が互いにすれ違う足音が軽快に聞こえてくる。

子供達の弾けるような笑い声、

公園では駆け出しのミュージシャンがギターを爪弾く。

夕暮れ、5 時のチャイム、太陽が街を黄金色に染め

あちらこちらで小さなあかりが灯る。

窓からは家族団欒の会話、テレビの音、夕飯の匂い。

 

やがて夜になり、神聖な静寂の訪れ。

月が顔を出し、今日を生きた人々を優しく照らしている ———。

 

 

この物語にて語られる人々の営みは、

我々人類が紡いできた長い歴史の本質だと感じています。

出会い別れ、集い離れ、寄せては返し、１つになって、

常に変化しながら続く私達の人生。

そんな我々が生きるこの世界は輝いていて非常に尊いものだと、

改めて感じて欲しいと願い「人々の生活する街」と「世界の美しさ」

を美術に落とし込みました。

 

全ての人を肯定し、全ての出会いを祝福し、優しく抱きしめたい。

そんな祈りを、美術から感じて頂ければ幸いです。

『□□□・ミーツ・□□□』において舞台美術ゼミは舞台美術のデザイン
はもちろんの事、大道具製作、小道具製作、製作図面の作成、美術予
算やスケジュール管理、発注、稽古場や役者の安全管理、演出部など、
たくさんの役割を担っています。
 
この演劇作品を様々な方面から視覚的に具現化し、お客様に感動を届ける
事が我々の仕事です。

山根 茉子
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※
撮

影
時

の
み

マ
ス

ク
を

外
し
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（写真上段左から）宮城 円香　　古家 未葵　津布久 綾乃　笠原 ゆず花　 SHEK Ho Chi　 清田 暉　
（下段左から）　     吉原 穂乃美　山根 茉子　上村 詩帆　　丸島 たまみ 青木 彩乃　趙 宋橋

青木：いつか観に行かせてください！！！
津布久：ぜひぜひ！
趙：ぜひ見たいです！

青木：この作品、カンパニーの推しは？
丸島：村上さくら ！！！！
宮城：村上さくら ！！！！
青木：さくらのどんなところが推し？
丸島： 存在
宮城： 存在
丸島：リスペクトって意味で推しなのは同期みんな！他ゼミの子た
ちとか本気で超リスペクトしてる
宮城：これはほんとに思う。うちはあと、衣裳ゼミ！推しとは違う
けど毎回、服装がおしゃれだったりテーマみたいなのがあって学校
で見かけるの楽しみ
趙：この間岸さんが本物の防弾ベスト？みたいなのを着て学校に来
ました

青木：作品制作でのいちばんのやりがいはなんですか？
SHEK：わたしは個人制作の時は自己満足、団体制作の時は観た人
の笑顔です…
趙：素敵です！ 
津布久：個人制作では自分で考えたことが形になったときが、一番
やりがいを感じます。卒制(卒業制作)とかだと大道具を製作して仕
込んでバラした後に安心するというかやりがいを感じます
趙：ツブクさん、今まで一番面白いと思った “ 形になった発想 ” は
なんでしょうか！
津布久：個人制作の時なんですけど、戯曲を読んで舞台美術をデザ
インしたとき、現実では絶対ありえないような八百屋舞台

１

を模型
で作ったことですかね。ほんとは盆

２

で回したかったんですけど笑
SHEK：ほんとにかっこよかったです
津布久：セキさんのも面白くて綺麗でしたよ
趙：おおおおお何か！お願いします！
SHEK：卒業制作

３

なので、国の無形文化財の京劇をやりたいと思
い『覇王別姫』を選び舞台美術デザインしました

注 1: 八百屋舞台…舞台の床を後方を高く、前方を低く斜面にした舞台。

注 2: 盆…廻り舞台。舞台の床の中央を円形に切り、左右どちらにでも自由に回転できるようにしたもの。

注 3: 卒業制作…この場合は多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科劇場美術デザインコースの個人での卒業制作課題を指す。

インタビュアー
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宮城：うち着て駆け抜けていくのみてすげーって。銃見えた気がし
た
丸島：強い。なにと戦うんだろう。締め切りかな
宮城：睡魔
丸島：私も武装しようかな
宮城：強くなりな
丸島：方々から怒られるよ私 笑

青木：好きな舞台を教えてください！
上村：好きな舞台で観に行った舞台だったら、『滝沢歌舞伎 ZERO』
エンターテイメントの凄味を目の当たりにした作品！関わったこ
とのある作品だったら、劇団扉座サテライト公演『LOVE LOVE 
LOVE 23- 言わせてやる絶対 -』です。美術プランナーをやって一
番思い入れのある好きな作品！
青木：滝沢歌舞伎観たことないんだけど迫力がすごいって聞いたこ
とあります！笠原さんは？
笠原：多くなっちゃったんですがとりあえず投げますね！
劇団☆新感線『髑髏城の七人』、劇団四季『アラジン』、『ビリーエ
リオット』、シルク・ドゥ・ソレイユ『キュリオス』まず美術や演
出に圧倒された作品たち。『髑髏城の七人』の 360 度シアターは新
感覚でした！『サンバイザー兄弟』、『ブロードウェイと銃弾』、『サ
ムシング・ロッテン！』、『鎌塚氏、腹におさめる』見てて楽しいコ
メディ系！年末は福田雄一さんで観劇納めしてるこの頃。鎌塚氏シ
リーズはパンフレットも可愛い！以上です！
青木：すごい！ちょっと時間がなくて触れられないけど個人的に好
きなのもあったので、また今度の機会に話したいです！

青木：では、制作するときに最も心がけていることは何ですか？
笠原：色々作る上で一番は、デザインされた世界をプランナーの思
い描いた通りに作りたいなって思ってます
上村：同じこと言おうとしてた 笑
青木：お！一致！素敵です……
上村：そこは大事にしたい所よね

青木：劇美
４

に入って一番驚いたことを教えてください！
吉原：ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど 笑、学生とはい
え、とにかく自分で動いていかなきゃいけないことがたくさんあっ
て驚きました
古家：ヨミちゃん（吉原）は結構すぐ気づいて積極的に活動してた
感じする！
吉原：現場仕事が主な職だからね〜！自分で動いて覚えて学んでい
かないとって 2 年生で焦り始めた！
青木：古家さんはどう？
古家：私が驚いたのはぬいぐるみとお友達の人が多いこと！
吉原：確かに！！！それは他の人が見たら驚くことだね！もう慣れ
てしまったけど
青木：全然慣れちゃってた私も 笑
古家：それぞれ世界を持ってるってことかなと思います。ぬいぐるみ
は分かりやすい例ですけど、それでなくても好きなものを隠さない
し、全振りしているところが私は劇美の良さかなと思っています
青木：劇美さんのかっこいいところはそこだよね！！！

青木：山根さんが美術プランナーということで、作品におけるコン
セプトを聞かせてください！
山根：この作品は “ 出会い ” の尊さを描いています。そこで “ 人生に
おける 1 つ 1 つの出会いが輝いて見える ” 様子を視覚的に表現する
為に、全体的にキラキラした、惹き込む美術を作ろうと思いまして！
その上で物語の舞台でもある“街”を窓枠や植物等の具体的なモチー
フを使って表し “ 街で生活する人々の出会い ” を “ 祝福する ” とい
うのを表現しました！
趙：色とかはこだわりありますか？
山根：あります〜！！色彩はマジックアワーの色彩ってのを使って
るんですけど
青木：マジックアワー…？
山根：黄昏の色味なんです！日が沈む時の一番綺麗な色彩！水色か
ら紫へのグラデーション部分ですね！
青木：なるほど！いや色味もめちゃくちゃかっこいいですよね！
山根：そう言ってもらえると嬉しいなー。色はかなりこだわりが強
いので 笑

青木：大学生活で一番のやらかしは何ですか…？
清田：やらかし…1 年の頃ですかね。大学の課題とバイトで追い込
まれて、気づいたら知らない街をブラブラしてました 笑　あれは
ビビりましたね 笑
青木：それはビビります…笑

青木：次の質問いきますね！最近のミーツは？
清田：なんか自分だけやけに息切れするなって思って病院行ったん
ですね、そしたら「医者に右の鼻折れてますね 笑」 って
趙：自然と治ります？
清田：手術ですね。骨をブチ取るらしいです 笑
青木：大変すぎるミーツだ……

清田：鼻の骨をブチ抜くという将来の夢にミーツできました

注 4: 劇美…多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科劇場美術デザインコース。
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見るということに、影響を受けていると思います。
小澤：ひろえちゃん（木下）のお衣裳は訴えかけてくるものがあると
いうか……衣裳として一つの作品の力があるのに、さらに物語にも
溶け込んでくれるので見事だなと…！思う！
アスク：考えると難しいな…私は作品とかというよりは、何気ない
風景や写真など日常で感じた事から影響を受ける事の方が多いかも
しれないです…笑 NHK の『にほんごであそぼ』は結構デザインの
参考に勝手にしてます…！
小澤：面白いね！風景とか写真とか、アスクちゃん（アスクゥイス）
のデザインて、ちょっとのびのびとしているというか自由な感じが
するんだけど、なんとなくわかった気がする
髙仲：あまりこれといって影響受けてる特定のアーティストとかは
いません。でもそこが私の強みだとも思っています 　関係ないか
もですが、作品をはじめ、他のことでも品と色気を忘れないという
のはポリシーです。具体的には選ぶ服とか、好きになる映画、アー
ティストとかが品があるけど色気があるものが好きです 笑 他人に
どうとられているかはあれですが 

小澤：まず、最初に、お衣裳すごく楽しみです！みなさんはそれぞれ

どうやってデザインを考えているんですか？
木下：ざっくりですが、台本を読み込んで自分なりに解釈してデザ
インを考えています
髙仲：デザイナーそれぞれ本当違いますが、私は演出家の意見を聞き
つつ、そこに自分のデザインカラーを盛り込んでいくやり方で進め
ることが多いです
アスク：脚本読んで想像した人物像を絵に起こして、その絵をベース
に演出家の意見を取り入れていく感じでデザインに仕上げていきます
小澤：ほほう…！本当に三者三様ですね
髙仲：あ、私も台本、ちゃんと読みます！笑笑
小澤：笑笑 台本あってのデザインですもんね！みなさん本当によ
く台本読んでくださっているイメージです。やっぱり今まで見てきた
他の作品とかから、デザインの影響受けたりもしていますか？好き
な作品だったり…
木下：物事を批評的に表現するアーティストが好みな事が多いです。
私がデザインをする際も、コンセプトを考える時に脚本を批評的に

（写真上段左から）渡邉 美穂　山口 眞子　岸 直輝
（下段左から）　　 丸山 眞鶴　髙仲 風美　アスクゥイス 凛乃   木下 裕絵　 小澤 千冬　中村 遥
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です。そういうものをたくさん調べたりしているうちに、自分で作っ
てみたくなったり、ドレス以外のお洋服にも興味を持ち始めました
岸：中学生から服に興味があったのがきっかけです。そこから自分
が作った服を皆んなが着ている光景を見たいと思い始めて衣服系の
道に進もうと決めました
中村：なるほど〜！やはり皆さん、お洋服、装う、ということに人
一倍の思い入れがあるのですね！
小澤：お衣裳って作品が華やかだけど、それを着てる人を見たい
…っていうのが…すてき！！！！
中村：そうだね！衣裳は本当に作品を彩ってくれるよね！

中村：それでは次の質問！そんな中でも、今まで触れてきた作品で
思い入れのあるもの、自分のデザインなんかに影響を受けたものが
あったりしますか？これは忘れられない〜みたいな
渡邉：うーん。あんまりこれ！というものはないです。幅広くて…
強いて言えば、KPOP、ジャニーズ、ディズニーの衣裳を結構素敵
だなぁって思って見てます
山口：劇的に他の人から受けたことはないですが、2 年の『砂箱

２

』
の自分が作ったオブジェからはめちゃくちゃ影響受けてます。石岡
瑛子さんは勿論リスペクトですがやっぱり自分が一番なので
岸：自分のデザインやなんかに影響受けた作品とかはないです…。
ですが、フレデリックティアランセンのような柔軟な考え、発想を
持ちたいなと思ってます
丸山：映画の『アメリ』がとても好きです。衣裳だけでなく、“『ア
メリ』といえばあの赤い部屋がイメージされる ” というように、ひ
とつの世界観を造り上げるためにすべてが緻密に、精巧に計算され
まくっているところがすごい！と思って、そういうものづくりがし
たい、と思っています
山口：あと衣裳じゃなくて音楽とかに影響受けます
小澤：アスクさんが風景とか写真って言ってたけど、山口ちゃんは
音楽なのか〜！
山口：ええ、おんがく

4 4 4 4

なのです！
中村：自分の作品から影響を受けるっていうのもすごいなぁ…常に
成長し続けているんですね！
小澤：うちのデザイナーさんはすてきだなと思うのは、自分のデザ
インの軸をぶれずに持っているところだなと思います…
中村：そうだね！皆さんのこだわりが感じられるもんね！

小澤：素敵！ふみちゃん（髙仲）のデザインはふみちゃんにしか出
せないセンスだよ〜！
髙仲：ありがとうございます！
小澤：それぞれ好みも違うし、考え方も違うけど、作品に真摯に向
き合ってくださる想いが伝わってきました

小澤：それでは、いよいよ衣裳の製作！！という時、今回一番こだ
わっている自分の衣裳の推しポイントとかありますか？
木下：ネタバレしないように喋るのが難しいですね…舞台上の全員
が同じような衣裳を身につけて個性が無くなるというか、群になっ
て存在していることがこだわりです！
髙仲：一人一人が観客に愛されるようなキャラクターになるように
努めました
アスク：私の推しポイントは衣裳のテキスタイル

１

です。客席後方
のお客さんにもキャラクターの個性が伝わるくらい誇張させられる
ようこだわりました！
小澤：皆さんのこだわりポイントにも注目しながら、まずはフィッ
ティング、楽しみにしてますね 

小澤：それでは最後になります。10 月 31 日現在の進捗と意気込み
など少しお話しいただけますか？
木下：裁断が終わって縫製に入っています！自分のコンセプトをぶら
さず、作品に対して真っ直ぐ取り組み続けたいと思っています！
アスク：進捗は今モグラのモコモコの衣裳を製作中です。作品への
愛を持ち続ける事を忘れずに無事に本番が迎えられるように製作に
励みます！頑張ります！
髙仲：毎日買い出しという感じです。そろそろ暴走族、アイドル幽霊
の製作に入るので、武者震いしてるところです 笑　愛情込めて、演者
さんたちがキラキラ輝く衣裳になる様頑張ります！
小澤：最後の最後まで、衣裳はもちろん、この作品や役者まで愛し
てくださっているのがわかって嬉しくなりました   なかなか他セ
クションのお話を聞く機会はなかったので、今回のような場でお話
しできてとても楽しかったです！

中村：では、今回は私、母役の中村遥が司会で始めます！よろしく
お願いします！
丸山：よろしくお願いします♡
渡邉：お願いしまーす
小澤：葬儀屋役小澤、本日合いの手で参加いたします〜！
中村：それでは、早速なのですが私も今回の皆さんの衣裳、とって
も楽しみです！同時に皆さんがどうして衣裳さんを目指されたのか
なーなんて気になってるんですが、きっかけって、何かありますか？
山口：私は映画が好きだったのがきっかけです。SF とかファンタ
ジーとかの衣裳って、いつも自分が着てる服なんかよりずっとかっこい
いので憧れがありました。石岡瑛子さんの衣裳を映画で観てからです
渡邉：私は、一番にお洋服が好き！大好きな服で俳優さんアーティ
ストさんを美しくカッコよくしたい！って思ったのが目指したきっ
かけです！楽しくて好きじゃなきゃ嫌ですからね 笑
丸山：私はもともとドレスとか、主に女性の華やかな装いが大好き

注 1: テキスタイル…織物、織物材料。広義には繊維からその製品までを含む。この場合は生地の加工のこと。

注 2: 砂箱…多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科劇場美術デザインコース 2 年インタークラスプレゼンテーション『砂箱』の上演実習。今年度は 1 月 23 日(土)、24 日(日) 上演予定。
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カンパニーの中での推しを教えてください！スタッフでも、キャス
トでも、作品のシーンでも、美術でも！なんでもありです！
岸：はっしー（趙）！
中村：はっしー！私もね、4 年になってから推しですね彼は
山口：ミュージシャンと宇宙人の掛け合いです
小澤：あやちゃん（ミュージシャン役の青木）が喜ぶぞ！！
渡邉：暴走族かな
丸山：キャラクターは、星を見る人が好きです、とてもファンタ
ジックで。もちろん葬儀屋さんも好きよ♡
小澤：暴走族たちは稽古場でも全力でぶいぶい言わせてて愛おしい
ですよ〜！
渡邉：あー楽しみ
小澤：星見は、ゆいしかできない役だなとつくづく思う。本当に素
敵ですよね！
丸山：すてき！
渡邉：え、これってスタッフとかの推しでもいいのよね？
小澤：もちろん！
渡邉：私アスクゥイス好き
丸山：笑笑
小澤：おお！アスクちゃん！
渡邉：1 年生の頃からずーっとあの子癒し。本人にも伝えてる。
小澤：おお〜   推しの公認ですね〜！
中村：本人にもつたわってるんだ ！なんかいいな〜
渡邉：初めはお互い恥ずかしがって話せなかったの 笑
小澤：……初恋？
渡邉：いや違う違う 笑
中村：あま〜い！
渡邉：まぁ、アスクゥイスがかわいいって話でした〜
小澤：
中村：みなさんありがとうございます！

中村：そろそろ、最後の質問です！インタビューさせていただいて
いる 11 月 2 日現在での製作の進捗と、意気込みをお伺いして、締
めたいと思います！
渡邉：大まかな形はできて、今細かな装飾のサンプル作りをしてい
るところです。星を見る人がある程度できたら暴走族の刺繍にいこ
うかなという感じです。とっても楽しく製作しているので、最後まで
衣裳に愛を込めて役者さんたちを輝かせる衣裳作りますね♪
山口：きのぴー（木下）の衣裳縫製のお手伝いをしているのですが、
この芸祭期間（11月上旬）からどんどん形になっていくと思われます。
スムーズにフィッティングを迎えられるように、自分のやる事もや
りつつ、きのぴーのお手伝いも頑張ります〜
岸：ボチボチいい感じに進んでおります！意気込みは、最後まで全
力で製作し悔いの残らない作品にしたいです！
丸山：裁断を終え、縫製を始めています。学生生活最後の舞台で、
寂しいなぁと思いながら製作しています。でもとってもおしゃれに
仕上がる予定なので楽しみにしていて欲しい！です！
中村：わぁ！！ありがとうございます！あっという間ではあります
が、インタビューを終了させていただきます！貴重なお時間をいた
だき、たくさんお話しいただいてありがとうございました！！

中村：ではこんな流れで、そろそろ今回の衣裳デザインについて触
れていきたいな〜と思います！
小澤：すんんんごく聞きたかったところ！
中村：今回のご自分のデザインの推しポイント！それから、自分以
外の誰かのデザインでこのキャラクターの衣裳デザイン好きだな
〜！っていうのがあれば、是非教えてください！
山口：私は今回デザインしていません。なのでみんなのデザインの
中から好きなものを選ぶとしたらやっぱり、暴走族かなぁ。ヘア
スタイルあれ実現できたら最高だなって思います
渡邉：まず、自分のデザインだと星を見る人はヘアスタイル！衣裳
よりも先にこのヘアスタイルにしたい！と思いました！なので、何
度もさくらちゃん（村上さくら）にこの髪型で行きたいと話をしに
行きました 笑 あとは、目で見て楽しい衣裳を忘れずに製作してい
るので、きっとうわぁ〜綺麗〜素敵 って思ってくれるのでは？
とニヤニヤしながら製作してますね。なのでそれも推しかな
小澤：星を見る人役のゆい（前岡）は、自分の世界をとっても持っ
てる子なので、あの髪型になるの見てみたいですね！好奇心！
丸山：“ リアルに沿うようで、沿わないところ ” かと思います。人
間の服の形はしてるし、普通に着てるけど、“ ？ ” ってなるような。
その “ ？ ” の意味を考えて頂けたら嬉しいし、その “ ？ ” に、私が
思うそのキャラクターの個性とか、コンセプトが詰まっております。
他のキャラクターでは、ふみちゃんデザインのミュージシャンです。
チューリップハットとお花の刺繍がかわいい
山口：井澤くんのロン毛は意外とハマる気がしてる
中村：暴走族ヤバいですよね 笑 わたしも楽しみ！
岸：推しポイントは自分は役一人一人に台本外のストーリーや想像
を付け加えているところです。自分はふみさんのアイドル幽霊が最
高に好きです！
小澤：岸くんはほんんんんんとにあの宇宙人が …！とにかく！！
楽しみです！！！
岸：ありがたいお言葉です！！
渡邉：私も暴走族！   今だから話すと、プレゼンの時からおふみ

（髙仲）の暴走族やりたいって思ってました。暴走族への愛は誰より
も強かったけど、自分のよりもおふみのやらせてーって思ってた 笑
中村：皆さんのこだわり、舞台上でも輝くと思います！今パンフ
レット読んでるみなさんも、お楽しみに！
中村：この辺りで、箸休めとして少し違った質問しますね！今回の



15

砂田：よろしくお願いします〜
合谷：照明の合谷柊音です。静岡県出身で、ごーやとみんな呼ぶの
で下の名前で呼ばれることがあんまないです！よろしくお願いします！
櫻井：櫻井知遥です！宮城出身です。あだ名はちっぱで通ってます 笑

（むしろ本名を知らない人の方が多い…？ ）よろしくお願いします！
砂田：皆、地方出身なんだ！！ごーやさん、ちっぱさん、よろしく
お願いします〜
北：ありがとうございます！よろしくお願いします‼早速質問です！
皆さんは普段の授業ではどんなことをしているんですか…？
荒牧：照明ゼミの授業では、照明機材や卓

1

の操作を学んで実際に
5 分程度の作品をつくり、先生方に講評していただきます！また、
上演実習

2

の際には、プランナーを中心に図面を考え、仕込みや
フォーカス

３

等の作業も行います！
北：ほー！授業内容全く想像つかなかった！面白そう！ 5 分程度の
作品というのは、脚本など何か題材が渡されるんですか⁇
櫻井：先生が以前やった作品を抜粋してとか、好きな音楽に合わせ
たりとかある！

北：まず自己紹介から、本日インタビュアーを務めます、演劇舞踊
コース‼モグラ役の北実怜です‼静岡県出身、最近の趣味はバー
チャル YouTuber の動画を見ることです‼北ちゃんって呼んでくだ
さい〜 ! よろしくお願いします〜！
櫻井：お願いしますー！
砂田：同じくインタビュアーを務めます、演劇舞踊コース、就活生役
の砂田ひかるです‼福岡県出身、嫌いな食べ物は明太子です ひか
ちゃんと気軽に呼んでいただけたら嬉しいです
北：照明ゼミの皆さんも、自己紹介お願いします！
荒牧：荒牧百花です！今回の公演ではプランナーを担当することに
なりました！福岡県出身で、ももちゃんと呼ばれることが多いで
す！よろしくお願いします
砂田：え 福岡なんですか また後で聞かせてください…
わぁびっくり…
碩：照明の碩紫音です。兵庫県出身です！あだ名はそのまま紫音ちゃ
んなどです。よろしくお願いします。
北：よろしくお願いします〜！

注 1: 卓…照明操作卓。照明灯体をオペレーションする装置。

注2:上演実習…多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科3年次上演制作実習。この場合は演劇舞踊コースと劇場美術デザインコースで3年次に行う学内公演のことを指す。

注 3: フォーカス…この場合はシュート ( 注 4) のうち、照明灯体の照射範囲を合わせる作業。

LINE
インタビュー

in

（写真左から）櫻井 知遥　合谷 柊音　碩  紫音　荒牧 百花 　　    北 実怜　砂田 ひかる

インタビュアー
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合谷 :

合谷：写真のはオペラのワンシーン好きなとこ選んで明かりつくっ
た時のです。役者なしでやるのでマネキン置くことが多いね！
砂田：写ってるぬいぐるみ可愛い〜
合谷：ぬいぐるみいる写真しか持ってない 笑
北 : 課題も、授業内の制作と同じような形式で出るんですか ?
合谷 : 課題っていう課題はないかな、授業内の制作と上演実習かな
北 : なるほど〜
合谷 : 演劇だけじゃなくて舞踊の上演実習の照明もやるから、けっ
こう次から次に本番くる感じ
北 : 上演実習とか本番重なるし規模も比較的大きくて大変なのね

砂田：これまでの作品制作の中で、1 番のやりがいは何でしょうか
碩：やりがい！作りたかった空気感とか伝わった時やってよかった
と思います
合谷：照明は主役じゃないけど、演者をばしっと良く見せられた時
とか舞台の雰囲気を作れたとき感動してやりがいを感じてます
北：演劇における照明の影響ってかなり偉大だよね
櫻井：作品を見てお客さんに感動してもらえたりいろんな感情に
なってもらえた時かな…怒りでも気持ち悪さでも悲しさでもかっこ
よさでも…ももちゃんは？やりがいとか…
荒牧：やっぱり自分の伝えたいことがちゃんと伝わると嬉しいかな
〜照明ってわりと抽象的な表現だから、伝えるのが難しい…！
合谷：だね〜意外と具体的なコンセプトあったりするんだけどね 笑
櫻井：（卒制に関してはももちゃんが照明でどんな表現をするか見
どころですよ！！）

砂田：そのまま流れに乗るように卒業制作に関して聞いちゃいま
す！今回の作品における照明としてのコンセプトを、ももちゃんに
お伺いしたいです
北：「よ！プランナー！！！」って誰か言って
合谷：誰か！
櫻井：ヨッツ！！！
北：オッ！！！
砂田：おおぉよ！！！！
櫻井：ぱちぱち…
北：言ってよ！！！！！！！！！！
荒牧：ありがとう！笑 まだまだ考え中だけど、ミーツという大き
なキーワードがあるので、その言葉の意味とか、そこから生まれる
ものが観ている方々にきちんと伝わるものを作りたい…！
あと企画者のさくらちゃん（村上さくら）が持つ、独特な世界観を
照明で表現できればと思います！
合谷：ぱちぱち！！
北：おわ〜！ ミーツ良いよね
砂田：ミーツのトリセツですね
荒牧：今まだミーツについて、頭を抱えてるところです…ミーツ
難しい…
北：分ります    きっと説明できないけどけどすごく好きだなーっ
て思ってます
砂田：同感です…だけど、この場でもミーツ感じている気がしてい
ます    ……黙ります
合谷：日々ミーツとか言おうとしてました、同じく黙ります

北 : ももちゃん、さっき考え中ってお話してくれたけど、みなさん
プランを考えるときは脚本を読み込むことから始められたりするん
ですか⁇自分なりのルーティンとかあったら知りたいです！
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碩：私は脚本読んでテーマ拾って、気になるワード調べて考えて、
という感じです。
荒牧：私もその作品の時代背景とか、台本に出てくる言葉の意味を
最初に調べる！調べていく中で制作する際のヒントが出てくるか
ら、そこにけっこう時間をかけます！
合谷：まず脚本を読んで、照明ってスタートが遅くて衣裳、美術が
決まってて、稽古が始まってることが多いから、みんなのアイデア
とか考えを最大限吸収することから始まる
北：最大限吸収
合谷：最大限理解して最大限吸収する 笑 
北：方法は違えど、１つの脚本を表現していくから、脚本を読み解
く姿勢は役者とも共通する気がする！！照明がスタートが遅いって
いうのは、現場に入ってからのこと⁇プラン作りの段階から？
合谷：プラン作り始めるタイミングです。私だけかもしれないけど、
舞台美術が決まって、稽古見学しつつ、プラン考えながら仕込み図
書くから、他のセクションが決まってから動き出す感じになるかな
砂田：そうだったんですね
北：みなさんそれぞれのルーティンがあるんですね…

北：他ゼミと比べて、照明ゼミならではの雰囲気とかあるんですか？
碩：多分だけど全員めちゃくちゃ自由だと思います
櫻井：全員自由でバラバラ 笑
合谷：まさにその通りで、仕込み、シュート

４

は共同作業だけど、
仕込み図書くこととか明かり作りは個人作業だから、他のゼミほど
協調性はない 笑
碩：なんか、美術さんとかはみんな協力してるイメージだけど、そ
こまでの団結力とかは無い 笑笑  それはそれで各々動けて良いとこ
ろもある
砂田：その中でも、皆さんの仲を唯一取り持ってくれているモノは
…！ズバリ、ぬいぐるみですか⁉
合谷：私以外もぬいぐるみ持ってるよね実は
櫻井：ぬいぐるみは…割と一方的…⁉
碩：しうねちゃんほど毎日持ち歩いてはないけど、持ってるかなあ
北：ちっぱ恐竜と旅行してなかったっけ？
櫻井：持ってはいる…ドンくんね！
北：ドンくん！！！みんなの相棒が見たい！！！！！
砂田：見たいです！！！！！
合谷：

合谷：ぱんにゃとフロッグです！

櫻井：

櫻井：ドンくんです 

砂田：ももちゃん何か大事にしているものなどあったりしますか
荒牧：私はアイコンにしてるひつじか、
荒牧：

荒牧：（上写真）彼しかいない
櫻井：ももちゃん今度連れてきてよ 笑
合谷：いるじゃん〜！連れてきてよー
荒牧：分かった連れてく〜
北：ひつじちゃんかわいいと思ってた！！！今度会いたい…！

砂田：名残惜しいのですが、お時間が迫ってまいりました…最後に、
卒業公演に対する意気込みと、この作品の好きなところなど叫んで
頂いて、終わりにしたいと思います
北：わたしも叫びたい
砂田：どうぞどうぞ 
碩：悔いのないよう一生懸命頑張ります！！
荒牧：東京芸術劇場のプランを考えることも、セクションチーフを
することも初めてでわりと手一杯ですが、悔いなく終われるように
頑張りたいです〜！
合谷：この作品の好きなところはバラバラに見えて全部繋がってい
るところと最後心が暖かくなるところです！！こんな贅沢な機会な
かなか来ないと思うので噛み締めて頑張ります！！
櫻井：プランナーをみんなで支えつつオペレートも頑張れたらと思
います！！いろんなこと楽しみながら！
北：誰かの心にほんわり住処を作れますように！！！！みんなが笑
顔で終われますように！！！！
砂田：照明ゼミの皆さんそれぞれの輝かしい光る思いを忘れずに、
スポットライトが当たる瞬間を全力で楽しみたいと思います！！！
北：では！！本日はありがとうございました！！最終日までよろし
くお願いします！！頑張りましょうー！！！！！！！！！！！
櫻井：オォー！
砂田：4 人の照明ゼミの方々、本当にありがとうございました‼

注 4: シュート…照明をプランどおりにあわせる作業。明かり合わせ。
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音楽
（写真左から）松永 治樹　　千葉 永輔

“ 会う ” って誰のための行動なのか、漢字が違うとその対象は異なってき
ちゃいます、けど全てどこかで繋がっていて、ひょんなことで “ 逢う ”
が “ 遭う ” になってしまうこともあれば、“ 遭う ” の先に “ 逢う ” が隠れ
ていたりすることもあります。その偶然や驚きこそがその美しさなのだ
とこの作品に触れて、改めて思えました。自分自身１つの方向を目指し
て進んでいるつもりでも、視線が周囲に逸れてついつい変な場所に着地
してしまいがちですが、これからも全力で脱線していこうと思います。
そう思うと今を大切にできる気がしました。

この作品を読んだ時、「繋がり」という、見えない細い糸が、思いも寄らな
い場所で交差し、絡まり、引き寄せあっている、そんな印象を受けました。
今の世界において忘れてはいけない、ともすると少し暗い気分になってし
まいそうな大事なメッセージが小気味良いテンポとスピード感を持って感
じられます。「繋がり」を表現の軸とし、その中でちょっと摩訶不思議なス
トーリーを画面に匂わせました。出会いっていつでも不思議なものなので！

「ナニカ・ミーツ・ナニカ」というタイトルのように「ポスター・ミーツ・
アナタ」を楽しく演出できていたら嬉しいです。

倉本 大豪伊藤 健太

千葉：今回、自分で作った音楽が舞台に使われるけど、実際に作って
みてどうだった？
松永：うーん、今まで自分の作った曲が公演に使われることは多々
あったけれども、東京芸術劇場のステージで使われるとなると、緊張
がすごくていつも以上に悩みましたね。自分一人の力では限界があっ
たので…今回は仲間にめちゃくちゃ助けてもらいながら作りました。
なので自分で作ったというか、みんなで作ったに近いかもしれないです。
千葉：そうだね。こんな大きな劇場でしかも卒業公演で使われるな
んて、緊張度合いは桁違いだもんね。自分は微力ながら音楽制作に
関わったけど、一人だけでできることって限られるよね。 
松永：うん。自分は楽器が一切弾けないから、実際にギターを取り

出してコードや弾き方をアドバイスしてくれた千葉やシオン（金澤）に
は本当に感謝なんよね。
千葉：まっちゃん（松永）の助力になれていたら私は嬉しいよ。
松永：このインタビューを受けている今も鋭意製作中なんで、また頼る
かもしれないです（汗）。
千葉：そうね（笑）。これからも頼ってください！こうやって一人一人
が補いあう作品っていいよね。
松永：そうね、あったかい作品なんだよな！こんなご時世だけど演劇を、
この劇を好きになってほしいです。そこに音楽でさらに彩りをプラスして、
お客さんに作品を超好きになってもらえるように頑張ります！！
千葉：うん、頑張ろう！！ ! ！今日はありがとうございました。

宣伝美術
多摩美術大学大学院 グラフィックデザイン研究領域 修士１年

※撮影時のみマスクを外し、短時間で撮影を行いました。

※撮影時のみマスクを外し、短時間で撮影を行いました。

（写真左から）伊藤 健太　倉本 大豪

インタビュアー
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稽古終了後には、床や触れた物（イス
や机など）の消毒も忘れず全て行いま
した。人数が多い我がカンパニーでは
必然的に人が触る場所が増え…つまり
接触感染のリスクが高まります。なら
ば、床や触れた物だけでなく、スイッ
チや窓のカギ、ドアノブなどなど……
徹底的に消毒を行うのだ！

大きな声が飛び交う演劇では、飛沫感染のリスクが高い………。ならば……マスクで防ぐのだ！

全員マスク着用のもと、稽古を行いました。
そのためマスクの「こもり」からくるエネ
ルギー消費は想像以上の大変さ………でも
負けません！！

毎週金曜日を企画の話し合いや情報共
有のための【お茶会】、のちに【カン
パニーデー】として、オンラインで情
報交換を行いました！役決めのための
オーディション & 読み合わせもオンラ
インで！初めてのオンライン読み合わ
せ。戸惑いを感じつつ、新たな可能性
も感じつつ…手探りで進めていきます。

大学内で活動するときのルールとして「卒公成功へ〜健康と環境づくりのマニュアル〜」という
ものを作成、実践しています！例えば……

その日の登校者に、体温はもちろん、体調不良がないか報告してもらいます。体温の項目は数字
で書く…のではなく、体温とその日しか撮影できない当日の日付が一緒に画面に写っている
写真をアップロード、そしてデータで提出…！といった徹底ぶり！

思うようにできない稽古、迫る本番。焦りと不安が入り混じりながらも、私たちは対策に対策を重ねたうえで、演劇制作をとめませんでした。
大学生活の集大成！卒業制作を成功させる！！その思いで私たちはいっぱいいっぱい！！
私たちは演劇のさまざまな可能性と「ミーツ」するため、コロナウイルスとの戦いには絶対に負けていられないのです。

日に日に刻々とコロナウイルスの感染状況は変わり、環境も変わり、
また私たちの稽古状況も変わり……変化していく状況に合わせてマニュアルも改変されていきます！

この状況下でも演劇制作をとめないために…… !!!

「みんなー！
消毒するよぉー！！」

こんにゃろ！！

登校時間が迫っても提出してい
ない人には、毎朝チェックして
いる対策部から「出してーー」
の LINE が届きます (^○^)

こんにゃろ！
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着想を得て…。結局、人とのコミュニケーションが zoom でしかとれな

いから、学生たちだけでも話せる場を作らないといけないって考えて、

運営会を立ち上げようとなったのと同時に、俺のカメラを使った企画

を出した。だから、本当にコロナが自分の中で大きかった。

藤井：コロナはかなり考えた。この状況を無しには出来ないから、それ

をどう企画に入れるかを考えていたなあ。最初私「中止にしたら良い

んじゃないか」って思っていて。

下川原：（笑）。

藤井：中止にされた会場に何か置いて無人パフォーマンスとかやった

ら良いんじゃないかとすら考えていたくらい、先が見えない。卒業

制作が本当に出来るかわからないのに皆が集まる企画を出すのかっ

て迷ってた。

薮田：余分なものを削いで効率よく進んでいきたいっていう意見と、

なるべく余白を残しておきたいという意見があったから、企画者として

は兼ね合いが難しかった。柴さんが言っていた “ 可能性が色んな方向

にある企画決定の進み方 ” とか結構難しくて、困難だらけのスタート

だったね（笑）。

藤井：最初に企画提出に関して言われた時、わたしはみんなの様子が

分からなすぎて、企画が出てくるのかすごく不安だったなぁ。みんな

どんな感じでした？

下川原：たしかに企画出るのかなっていう不安はあった。あと、ちらっ

とアイディア浮かんでも、こんなので出していいのかなって思って

出せなかったっていうのもあった。

藤井：「ちょっとした一言でも、ちょっとした企画でもいいよ」って

柴さんは言っていたけど不安だったよね。りんちゃん（薮田）とか早

い時期に企画出していたけど…？

薮田：俺は、前回（３年次の上演実習）は “ コンペティション ” ってい

う大きなくくりがあったけど、今回はそれすらも決まってなかったか

ら、何をしたらいいか分からなかった。でもコロナっていう特殊な状

況下で制限が付いたことで「じゃあコロナの中で確実にお芝居を成

功させて、なおかつ面白いことを出来ないかな」っていうところから

対談参加者
野上 絹代　 藤井 ちより 　薮田 凜　 下川原 裕香 　千葉 永輔 　村上 はな

2020 年度の卒業制作演劇公演は、初めて学生から企画をいくつも募り、それを一つの公演にするという難題に、コロナ禍という異例だらけの中で
挑戦した。その取り組みや奮闘の様子を、〔みんなで話す授業〕を受け持った野上先生と企画を出した学生とで語る。

薮田 村上 野上

千葉下川原藤井
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注 1：カンパニーデー…卒業制作に関わる学内のメンバー全員が集まるミーティングのこと。

千葉：色んな基準があったよね。自分たちのやりたいことだったりと

か、逆に出来ないことだったりとか…。元々演劇がそういうとこに

縛られていると思うんだけど、コロナ禍の影響も相まって、漠然と

した不安しかなかったね、最初は。

野上：最初の方で不思議だったのは、みんなで１つのものを作るという

ことにとらわれず、いくつかの企画を同時並行でやろうとする人が

いなかったこと。みんなで１つの作品を作るという意識だけは固まって

いたように感じたんだけど、それについてはどうですか？

藤井：企画を考えているときは自分の企画のことしか考えられなかった

です。企画が出てから、何個かの企画を同時に進めようって決まって

いくのかなって。でもなんとなくみんなが１個のものを決めようと

していた気がしていたんですけど…。

下川原：うーん、そうねえ。それもあるし、去年色んな企画が上がって

それを同時並行でやるっていう事をやったから、卒業制作は別の形

式を取りたいっていうのがあったのかなとは思った。

薮田：同時並行というより、合体させちゃおうみたいな意見の方が多

かったよね。例えば水芙（小畑）の企画のパフォーマンスを取り入れ

たいだとか、裕香（下川原）の企画の映像技術を取り入れたいだとか。

本体にするには要素が足りない企画が多かったから、合体するという

方向に話が進みやすかったのかなと思う。

藤井：手法が多かったよね。もしそうじゃない企画が５個ぐらい上がっ

ていたら、そこから３つ選ぼうとか、なっていたのかなと思うけど。

薮田：そうだよね、最後の多数決終わった後も他の企画も消さないで

欲しいって言う意見もあったもんね。だから、ちよりさん（藤井）の

企画を活かした場合どうなっていたんだろう。

千葉：決定後の企画者会議のときは残す話はなかったけど、残留物は

あるんだろうなという感覚だけはあった。決して今までの過程が無く

なるわけじゃなくて、企画決定までに今作の演出家と脚本家もいた

わけだから、何かしらの影響を受けて、今の作品が作り上がっていく

んだろうなと。そういう意識もあって、こういう形になったのかな

あと思った。

野上：最初、薮田さんは運営会の発足にかなり苦心していましたよね。

薮田：そうですね、運営会は苦心していましたね。

野上：みんなひとつの企画をやりたいわりにまとまるのが苦手という

か、ちゃんとレスをしてリーダーをもり立ててっていくっていうこと

はあまりしないんだなっていうのが最初の印象でしたね。言っている

こととやっていることが結構矛盾しているんじゃない？っていう（笑）。

藤井：最近もそうなんですけど、やりたいけどどうやっていいかわか

らない。で、やっぱり自分からはあんまりやりたくないみたいな感じ

があります。あの、マクベス夫人のセリフ、何だっけ、「名誉は欲しい

けど自分の手は汚したくない」みたいな。あれをすごく思い出しました。

野上：失敗したり傷ついたりするのがすごい怖いっていう印象を私は

受けましたね。なんらかの運営委員会が必要なのは分かっているん

だけど誰かやらないかしらっていう、そんなちょっと他人行儀な印

象を持っていたんだけど、その中で薮田さんが率先して傷ついてくれ

たという感じがあって、それを庇うように全員で頑張らないといけな

いんだなっていう心持ちになった気がしますね。

薮田：だとしたら成功だったのかなと思いますね。俺は神輿でいいな

と思っていたんですよね。とりあえず失敗したら全部俺が責任負いま

すって気持ちで最初立ち上げたのが、最初の運営会を作るための会に

なりました。そこでの失敗もたくさんあったし、俺が至らないことも

多かったんですけど。

野上：いやいやいや。でもまあ、やっぱりみんな傷ついて失敗しなが

らクリエイターとして生きていくわけですよね。だからその最初の

一歩が出せない状態だといつまでも成功も失敗もない。薮田さんは

もう人柱だよね。で、ちゃんと傷つくっていう。

薮田：はい、ちゃんと傷つきました。

野上：だからみんなで作る大変さも、ちゃんと形になって出てきた気

がしていて。あれがなければね、今もぐずぐずしていたかもしれない。

薮田：それはやばい（笑）。

藤井：本当にあれ大きかった！りんちゃんが出て、動いた！って思って。

ここから進んでくんだっていう感じがあった。だからりんちゃんが

離脱してからも、私その意思を受け継いでプロデュースチーム立ち

上げている感じがある。

野上：やっぱり誰かが旗を振らなければ誰もその方向がわからないし、

皆で同じ方向に歩いて行けないのでそういう人は必要ですよね。

薮田：よかったです。

野上：その後で皆さんも企画を出してくれて、残念ながらそのまま採用

ということにはならなかったけれども…。どうですか 出してみて。

さっきの薮田さんの言い方で言うとみんなそれぞれに傷ついてここ

に来たと思うんですけれど…（笑）。

薮田：企画者会議、本当に凄かったですよね。

下川原：つらかったね（笑）。

野上：みんな顔が出てればいいんだけどさ、zoom での会議は本当に

ただアイコンと名前が出ているだけでさ。

薮田：怖いんですよ、あれもうほんとに。トラウマになりそうですもん。

千葉：カンパニーデー
１

の無言の時間も、すごく怖かったもん、あれ。

藤井：怖かったね。

千葉：動きがあればわかるんですけど zoom だとマジで無音が続くんで。

藤井：こっちが呼びかけて何も返答来ないと、これが駄目な間か、そ

れとも本当に何もないから無言なのかっていう見分けがつかないか

ら、より不安になるよね。

野上：だいぶやっぱりプレッシャーだよね。誰かしらがカンパニーデー

で涙を流すような時期がありましたよね。

薮田：それで言うとやっぱり俺は裕香が一番に思い出に残ってますね。

藤井：裕香は元々自分から企画を出していくっていうより役者一筋で
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やっているイメージがあったから、それでも企画出すって相当な覚悟

だなって胸を打たれて、私も頑張らなきゃってなりました。

下川原：ありがとう。そう言ってもらえるとめっちゃ嬉しい。

野上：忘れられないですね。「舞台で出せないものを出したいと、私

は思っただけなんです！」って言いながら（笑）。弱みを見せないとやっ

ぱり企画って進まないんですよね。何を本当にやりたくて企画を立ち

上げているのかと、何が足りないのかということを露呈させないと

その先の話にはいかない。すごく劇的で、私も未だに覚えています、

あの瞬間は。

薮田：あれが忘れられない。

野上：下川原さんが泣いた後に、なぜかさくらさん（村上さくら）が

泣いて…。

藤井：「なんで？」って（笑）。

野上：「お前はどうした！？」って（笑）。

下川原：確かにそうだ！さくら泣いてた。

ていたから。結局どの曜日にいってもそれぞれ苦しみがあるんだろ

うけど…。

野上：みんなそれぞれに駄弁りが出来ないのは辛かったよね。それぞれ

が住んでいる所とか家族とか置かれている環境とかが全然違うので、

そこで面白かったこと、響いたこととか話すと、コミュニケーション

がすごく円滑になる。だけど、お互いのパーソナリティーがまるで

わからない状況で全体の企画の話をするってなると、この企画の狙い

とは？みたいなところがなかなか見えない。でも下川原さんがボソッ

と言った「私は舞台で具現化出来ないことがしたかっただけなんで

す」っていうのは凄く下川原さんのパーソナリティーに触れた感じ

がしましたね。

薮田：お互いの企画をディスりあうっていうのを一回やったんですけど。

全然ディスらなかったなっていうのが俺結構あって。

藤井：みんな企画に本気だからディスるって感じじゃなかったよね。

全員めっちゃ頑張っていて、出し惜しみせず出している感じだった

から。もっとこうしたらいいんじゃないの会だったよね。

薮田：もう他の所がしっかり本気でできているからこそ、この企画

出すのやめたらいいんじゃない？とか言えないじゃないですか、ディ

スり会のとき。ダメ出しを言う必要はなくてもあそこで企画の根幹

にかかわる、これって結局何が面白いのってことを言い合えるため

にはどうすればいいのかなって俺はディスり会の時に悩んでいまし

たね。例えばあそこで「なんで企画一つに絞らなきゃいけないんだっ

け」っていう意見ももしかしたら出ていたかもしれなかったわけじゃ

ないですか、何でそれが出なかったんだろうなっていうのが結構不

思議ですね。あれも腹の探り合いになっちゃっていたのかな。

藤井：どうだろう。私さくらさんに聞きたいこと聞いていたなあ。あ、

でもりんちゃんその時他のことで忙しくて一時期いられなかったか

ら、りんちゃんにとってはやりにくかったっていうのもあるかも。あ

まり参加できない中でのディスり会だったよね。

薮田：そうだね、２回くらいあいてからの。

藤井：突然のディスり会だ。

薮田：マジかって（笑）。

藤井：そんなことしたわ。…すごく熱かったよね、企画者同士はめちゃ

めちゃ熱かったなって思って。少年漫画みたいな気持ちでみんなやっ

ていた感じはあるなって思う。

藤井：決定のときに多数決にしたじゃん、あれ、ほかになにかやり方

あったのかなって思って。あの時は難しい！って言って民主主義の

多数決にしたけど…。

薮田：あの時、さくらと南雲が土壇場で合併したじゃないですか。で

野上：みんな同じなんですよね、やりたいという気持ちだけでまと

まった考えはないし、完璧なものではないっていうのは一緒で、なんか

共感しちゃったんだと思います。

薮田：そうですよね。カンパニーデーは詰め問答みたいというか…

藤井：週 1 だからさ、1 週間で溜まっていたみんなの「ここはどうやっ

ていくんだ」っていうのがバッて来るんだよね。それが怖かったから、

私毎日、みんな来ていいですよみたいな zoom を開いてた。

薮田：まあ会議の形式も問題があったのかもしれないね。公式な場っ

ていう意識が強いから、俺も運営会を立ち上げるときに言われたけ

ど、言葉の選び方が真面目すぎたり、伝え方が怖くなったり。会議

全体の空気が、本当に議会で議員がお立ち台に立たされてさ、カメラ

がバシャバシャしていて「これどうなっているんですかー！」って

周りに言われているみたいになっちゃう。

下川原：確かにその感じはあった。

藤井：ちゃんとしなくちゃって思うもんね。「なにかしこまってんの！

ワハハ！」みたいな空気が生まれないじゃん。だからこう、ズーンっ

てしていくっていうか …。

千葉：伝えたい側としては、あなたにちゃんと伝えたいという気持ち

が先行するばかりにあの文章になっちゃってるわけだから…。

薮田：そうそうそうそう。

千葉：金曜日っていうのも悪かったかもね、曜日的に。締めっていう

部分ではいいんだけど、1 週間の終わりに詰め込むような形で集約され
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多数決で三分の二票持って行って。

藤井：ほんとあれびっくりしたよ！未だに根に持っているからね！（笑）。

薮田：ちよりん（藤井）は三分の一票は取って行っていたわけじゃん。

そういう点で多数決のダメさ加減はちょっとわかったよね。

千葉：ダメさ加減ていうか、あの状況で多数決のままいっちゃったの

はちょっとなんか違ったよね。でもどうしようもなかった。前日に

いきなり合併しちゃったからなあ。

藤井：そうなんだよ！

薮田：あの後感想戦で、南雲がやっぱり合併したことをちょっとだけ

後悔していたじゃない。あのまま自分一人だけの企画で続けてもよかっ

たのかもなって思った、みたいなこと言っていたけど。

千葉：やりきるビジョンというのが見えないっていうのもあっただろ

うし。それぞれの色んな思いがあるわけだから、あれもあれで致し方

ないと思うけど。当日、進行の自分はパニックだった（笑）。この最後

の合併と決定という流れに対して、最後そこが変わってしまったが

故に、これは最適解ではなかったような気がするなあとか思ってい

ました。多数決って簡単に数値化できるじゃないですか。それぞれ

の意見とか意思とかやる気とかを数値化するのって難しいと思って

いて。本来であれば多数決プラスそれぞれ個人としての数値の総合

で決めるべきだなとか思いつつ、その判断はあくまで客観的視点だ

しその数値も正しいかもわかんないっていう無茶苦茶なことになっ

てしまうので、できなかったとは思います。

野上：それぞれ企画をやりたい思いっていうのは誰も否定できないで

すよね。だからある程度形にできる動力があって人数が集まりさえ

すれば企画を実行できるみたいにすれば、もしかしたら多数決じゃ

なくても実行できたかもしれないね。15 人以上必要とか最低条件を

設けて。

千葉：そういう細かいところまで考える余裕があれば違う可能性が

あったのかなって。反省というか、今後糧にできたらいいなと思いま

すね。

野上：でも合併騒動は規模の小さい半沢直樹みたいでしたね（笑）。

薮田：知らないうちに株がめちゃくちゃ動いている !  ? みたいな（笑）。

藤井：うん。半沢直樹の気持ちがわかった。

野上：いやー、でもね、いいですよ、何事も経験ですからね。演劇を

作るときには、私も全部ネタにしていますからね、私生活を。無駄じゃ

ないですよ。

野上：企画っていう容れ物が決まっている状態だから、自分の魂をそ

こにどれだけ注げるかという段階にきていると思いますね。たぶん

さくらさんのミーツという企画がいちばん容れ物的であったと思い

ます。その他の人が自分の考えを反映させやすそうだなというよう

なニュアンスはありましたね。藤井さんの企画は物語、テーマがかっ

ちりしていて…、藤井さんが演出でしたっけ？

藤井：自分も入って演出部を立ち上げるっていう。何人かでやるっていう。

野上：そうだそうだ。で、演出部を立ち上げて藤井さんが最後に決め

るんだみたいな、なんとなくキュッとなっていたように思います。でも

それは全然悪いことじゃなくて、作家が自分のアイディアをソリッドに

作品化することは、実はいちばん根本的な部分じゃないですか。誰か

が責任持たないといけないんだから。それを示した企画はめちゃめ

ちゃ良かったんだけど、なんとなく自分の考えを入れにくそうという

印象を持たれたのかなと思いましたね。みんな自分を反映させたい

という気持ちが結構あるのかなと思った。

千葉：たしかにたしかに。

野上：でも藤井さんのそういう強い作家性は絶対大事なので、卒業し

ても強く持ち続けるべきだと私は思います。それがないと作れない

からね。

野上：一昔前の演出って、パワーバランスがはっきりしていたところ

があるから、身内に対しては言葉をあまり選んでなかったような気が

しますけど、これからの皆さんの時代は言葉を使い分けることが重

要だよね。何を自分が目指していて、どんな声かけをしたらみんなが

その方向に向かえるのかっていうのがしっかりあると、これからの時

代のクリエイターとしてすごくいいと思うし、期待しています。私

はギリギリ昔の世代なので、皆さんから逆に学んでいる感じがする。

私たちの大学のときは女同士だけど酔っぱらって喧嘩して、頭掴んで

川に沈めあったりして「てめぇこの野郎」とか（笑）。気心知れてい

るからできたことだけど、そういうのは推奨することじゃないです

からね。みなさんは優しい気持ちを持っているし、人を気遣えるし…。

綺麗な言葉で意見を交換しあえるうちはそうした方がいいからね。

薮田：うん確かに。

野上：楽しくやってください。

一同：ありがとうございます。
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村上：ハウル！もいいが、『耳をすませば』も好きです。村上さくらで

す。外企画では、企画立ち上げから関わっていますが、今回は主に南

雲の相談相手です

南雲：以上 4 名、外企画メンバーです！

石関：南雲さん、愛されてますね

上野：外企画は南雲さんがかなり実権を握ってる感じなんですね

南雲：そうですね、わたしが根本のアイデアマンという感じです。そ

こからみんなにたくさん相談して実現に近づけています

石関：なるほど。企画立ち上げのさくらさんと南雲さんはよく一緒に

いるのを見かけます！プライベートのお話とかも沢山するんですか？

南雲：入学当時から仲がいいのでよく遊びにも行きますし、いろんな

こと話しますね

村上：大体の話題は BL じゃない？

南雲：そこ言う？？？？？？卒公インタビューで？？？？？？

村上：あっすいません。軽率な発言は避けます！！

上野：なにがなんだかわからずインタビュアーになりました。司会進行

を努めます、上野勇之介と

石関：石関菜月です！

一同：

石関：よろしくお願い致します 今回は外企画のインタビューですー！

上野：よろしくお願い致します

宮城：よろしくお願いします！

古家：

石関：ではお集まり頂いた皆様、それぞれの役職を教えてください〜！

南雲：南雲沙希です！外企画の企画者をしています。好きな映画は『ハ

ウルの動く城』です

宮城：南雲ちゃんたちを急かす係の舞台美術ゼミ、宮城円香です。好

きな食べ物はワカメ

古家：古家未葵です。外企画では会計と南雲ちゃんの相談相手など

やっています。好きな動物はげっ歯類全般

石関 菜月  　上野 勇之介LINE インタビュー
in

外企画メンバー

たくさんの話し合いをするなかで、様々なヒントを得ながら今回の公演はかたちづくられていきました。そして、こんな企画ができました。

シアターウエスト アトリエウエスト

インタビュアー
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内容については来てくれたお客様だけの秘密です！

南雲 : 劇場内での展示の見所は…“ これだけの人・物でこの作品は作

られているを、観客に感じてもらう ” です。これは展示意図・コンセ

プトでもあります。舞台の上に乗って発表されたものが確かに全てな

んだけど、その “ 全て ” にたどり着くためにこんなにたくさんのアイ

デアの積み重ねがあったんです！っていうことを観客のみなさんに見

てもらえる展示を目指しています。特に卒業制作には学生の家族が多

く来ます。もちろんターゲットはそこだけじゃないけど、やっぱり家

族には、自分がどんな仕事に関わったのか、どんな仲間と過ごしたの

か、知って欲しいじゃないですか 笑  そんな役目も果たせたらいいな

と思っています

石関：では最後にそれぞれ意気込みを聞いて締めたいと思います！よ

ろしくお願いします

村上：意気込み！今から、当日色んな人とミーツできることが凄く楽

しみです！！お祭りやイベント事が大好きなので、それを卒業制作と

して出来てほんと幸せです

古家：意気込み！とても真心こめて企画しているので、私は作る側で

すが人一倍楽しみにしています。

宮城：まだ、今（このインタビュー受けている時）は作業がいっぱい残っ

ているので、頑張るぞ〜って言うのとワクワクしてる！当日が楽しみ

だし、自分もアトリエで体験したいです

南雲：ミーツするためにはお互いが何かアクションしなくちゃ始まら

なかったり、誰かのミーツが次の誰かのミーツに繋がったり。そうい

う不思議で不確かな関係の連続を、感じてもらえるものに仕上げたい

です！物理的に他人との距離を作りがちな今だからこそ、色んな人や

モノとミーツして楽しいことしたいなって思います！当日は場内ス

タッフとして皆様をお待ちしております！

村上：完璧！

宮城：

古家：素晴らしいぃ

村上：ほんとこのおかげで宮城さんと未葵ちゃんと凄い仲良くなれて

嬉しいー！最後までよろしくお願いします！！頑張ろ！

古家：私もだよー！最後まで頑張ります！頑張ろう！

宮城：私も二人と仲良くなれて嬉しい！頑張ろー

南雲：頑張ろー！

上野：ありがとうございました、外企画について知る機会ができてよ

かったです！！司会は上野勇之介と

石関：みんな助けてくれてありがとうでした…石関菜月でした

南雲：こんな感じでボケて突っ込んで暴走してな関係ですね…

石関：そんな２人も関わっている外企画ですが、『外企画』とは一体何

でしょう！！教えてください！！

南雲：外企画とは、『□□□・ミーツ・□□□』の公演をより盛り上げ

る関連企画を表します。劇場内の美術展示とアトリエウエストでの『体

験展示 □□□・ミーツ・□□□』を企画し担当しています。例えば劇

場内の公演が “ 観客・ミーツ・演劇 / 登場人物 ” とかだとしたら、外

企画は “ あなた・ミーツ・わたし ”…より生身で、身近で、密なもの…

そんなイメージです

石関：立ち上げエピソードとかも聞きたいです！

上野：確かに、何故できたのか気になります！

南雲：５月ごろから学生間でいろんな企画が立ち上がっていく中で、

さくらさんが「山登りしたい！」「劇場の外で動いて、劇場に帰ってく

る演劇がしたい」って言ってたのがすごく印象的で。私個人でも企画

を出していたのですが、それは “ 劇場の中 ” にすごくこだわっていたか

ら、彼女の全く違う発想にドキドキしました。“ 劇場の中だけじゃなん

だかもったいない ” そんな気持ちから、彼女の打ち出したミーツという

強いテーマをより盛り上げるための動きとして外企画は練りあがって

いきましたね

上野：外企画あっての今の舞台があるんですね、そいつは知らなんだ

村上：劇場という場所が好きだったことに気づいたり、皆と集まって

何かやること自体に何か意味や魅力があると思って、じゃあこんなご

時世だけど、もっと違うアプローチをと思って何かやりたいって言い

始めたのが最初ですね。人々の生活の中に演劇が入ることで少しでも

楽しい毎日にならないかなと、豊かになってくれればなと

南雲：そうね、“ こんな時だからこそ ”
4 4 4 4 4  

って感じ

上野：コロナ禍であったがために劇場のあり方や舞台の事を再度考え

た上で外企画が生まれたんですね

南雲：その通りです！

上野：素敵だぁ。舞台に本気で向き合うからこその発想だと思います

石関：前向きに色々進めていくの素敵です いろんな方々に観て感じ

て頂きたいですね〜

石関：続いて、外企画の見どころなど教えてください！

村上：ネタバレしないように…

南雲：確かに 笑　体験展示で言うと、体験の中で “ だれかの痕跡 ” を

感じられる内容になってるところかな？ “ 今日ここに来たこと ” だけが

共通点の誰かのことを感じてミーツしてもらえたらいいなと思います。
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照明アドヴァイザー

衣裳・プロデュースチーム　アドヴァイザー

舞台美術アドヴァイザー

演劇舞踊デザイン学科の皆さん、卒業制作演劇公演の上演本当におめでとうございます。今回の上演開催はコロナ元年と云う事で、
上演可能かどうかさえ危ぶまれる不安と絶望との闘いでありました。そして今でも完全な安全が確保された訳では無い状況の中
で、規制と自重の上での演劇上演となりました。この様なこの環境下、学生も教員も演劇とは果たして何かと云う根本的な命題
について考えざるを得なくなりました。答えに正鵠を射る事は不可能な命題です。唯一云えるのは演劇は有史以前から脈々と継続
されてきたと云う事実です。為政者に規制された歴史等あったものの演劇自体は滅びなかった事実です。近くは 2001 のテロやその
後のイラク戦争。国内では阪神淡路や東日本大震災。この時期多くの学科教員は社会的存在として顕れてきた時で激しく未来へ
の絶望感を感じていた筈です。しかし人々は演劇も音楽も踊りも決して投げ捨てなかった事実です。スペイン風邪流行時の芸術
家達も同様であったと想像するのです。故に、この困難な経験は決して無駄ではなく、無駄にしてはいけない歴史だと思うのです。      

演劇舞踊デザイン学科 4 期生の皆さん、卒業公演開幕おめでとうございます。
4 年間の集大成を今ここに学外に発表できることは、皆さんにとっても、私にとっても感慨深いものがあります。今年は新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のため、前期のほとんどが休講や遠隔授業でした。後期からは登校しての授業が始まりましたが、この
未曽有の出来事の中、一人ひとりが、自分のいままで、自分の今、そして自分のこれからをじっくりと見つめ直すことができたの
ではないでしょうか。いままでの 4 年生にはできなかった貴重な体験であり、決して無駄な時間ではなかったはずです。
この状況の中、一人ひとりが、卒業公演という同じ目標に向かって、困難を乗り越え、絆で結ばれていくプロセスは、何ものに
も代え難い宝だと思います。
3 ケ月後には、卒業してそれぞれ別々の道を歩んでいきますが、この卒業公演が終わりではなく、皆さんの人生のスタートなのです。
この宝を忘れずに、さらなる飛躍を期待しています。

5 月 11 日にようやく新学期の授業が始まった 2020 年度。在宅課題学習の期間を経て、6 月 22 日から段階的な登校が始まった。
[ 卒業制作 演劇公演 ] の授業進行目標は、前期中に企画立案を着地させること。毎週金曜日にカンパニーデーと称する公式会議を
開催し、議論をする。この会議をフィジカルな参集を伴わないで行った。フィジカルなミーツなしに、起き上がった企画が『□️□️□️・
ミーツ・□️□️□️』。このことは深く永く、記憶に刻まれる。

「ミーツ！」と発語すると、口角がぐっと上がり、笑顔になる。笑顔は心の栄養だ。企画会議に始まり、稽古、製作中にも口角が
上がることは幸いだ。ディストピアにおいても、歩みを止めない、止められないのが人類の歴史であるなら、口角上げて歩いて
いよう。演劇も、劇場も人類の歴史とともにある。
本企画にご関心いただき、ご来場、ご視聴いただいておりますみなさまに、心からの感謝を申し上げます。

金井 勇一郎

加納 豊美

成瀬 一裕
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上演アドヴァイザー

上演アドヴァイザー

上演アドヴァイザー

コロナ禍での卒業公演。感染対策やオンライン授業。初めてづくしに学生は勿論、講師も大変戸惑いながら進んできた。
私は今年度４年の授業を担当することになって初めて彼・彼女らと関わることになった。が、いきなりのオンライン、しかも学生
はプライバシーの問題でカメラをオフにした授業。声は聞けるが、画面の向こうに果たして「君たちはいるのか！？」という不安
の中での授業が続いた。でも、そんな私の不安をよそに彼らはインターネットの亜空間をアイデアと笑いで満たし、また悩んだ
り悔しがったり、画面という壁をいつの間にか取っ払って気持ちを繋いでいた。
なーんだ、未だに戸惑ってるのは大人サイドだけじゃん。そりゃそうだ。だって彼らにとっては慣例なんてない。全てが初めて
であり、全てが新しく、これからも全てが挑戦なんだ。　
初めてのことを怖がる必要はない、前例をなぞったって仕方がない。私はきっと彼らから多くのことを学んでいる。
さあ、思う存分その一つ一つ美しい存在を大勢の眼前にさらけ出してきてちょーだい。
そして「私たちはここにいるぞ！」という産声を世界に轟かせてください。

柴幸男ゼミでは、「つくる」ことを中心に授業を行いました。俳優である僕にとっては、俳優は何をつくるのか、つくれるのかを
問う時間でした。戯曲を書く、演出を行うだけが「つくる」ではないでしょう。場をつくるのも、企てて段取るのも、手元の材料
を整頓して組み立てるのも「つくる」でしょう。
今年度の卒業制作は、いつも以上に見通しが立たない状態で始まりました。どういう演劇を、どうやってつくるのか。それを、
どうやって話し合うのか。たくさんの “ 何を ” と、“ どうやって ” を、（しかも格子状に分割された zoom 画面上で、）自分たちで
探り当てていく。たまたま同じ大学の同じ学年になったばらばらの人たちが、一緒に乗れるひとつの企画を、どうすればつくれる
かという難題が、最後の課題となりました。
全員でつくり合ったひとまずの結実が今日のこの上演です。もちろん、思い通りにならないことも多かったでしょうが、彼らが
それを何とか、それぞれなりに面白がれていることを望みます。そして、今日ここに立ち会ってくださった皆様にとって、良い
時間となりますことを願っています。

キャリアのある演劇人が右往左往し、上演をどうするのがいいか世界の誰も満足のいく回答を出せていない中、初めての大きな
劇場での有料公演をゼロから立ち上げた 4 期生です。すごい。打たれ弱く、計画性もなく、才能があるかないかもわからない
不安と戦っている学生たち。ですが、本番という目標に向かえば、演劇をやる人間としてキャリアなどなんの関係もない。やる
しかない、そして、みなさん、この状況で本番までたどりつき、一つの答えを出しました。
お客様には、今日この舞台に立ち会って知った若い演劇人の今後の活躍にご期待いただければと思います。

野上 絹代

岸井 大輔

大石 将弘



28

出演

青木 彩乃　荒木 美帆　井澤 智　上野 勇之介　小澤 千冬　小畑 水芙　金澤 史苑　北 実怜　下川原 裕香　砂田 ひかる　

田坂 郁恵  千葉 永輔　趙 宋橋（ZHAO Songqiao）　中島 悠　中村 葉月　中村 遥　中村 友美　堀野 愛　前岡 由惟　

松井 千紘　松永 治樹　松野 花帆　松山 剛士　村上 はな  薮田 凜

脚本部

演出家

演出助手　

振付

舞台美術プランナー

大道具・小道具・演出部

　　 

衣裳プランナー

衣裳製作

照明プランナー  

照明オペレーター  

音楽　　　

音響　

音響オペレーター  

舞台監督　 

映像配信ディレクター

映像配信協力　　　　　　 

宣伝美術

プロデュースチーム

                  

体験展示チーム 

制作

監修

南雲 沙希　堀野 愛 

村上 さくら　　

田坂 郁恵 

小畑 水芙　

山根 茉子

上村 詩帆　丸島 たまみ　笠原 ゆず花　清田 暉　SHEK Ho Chi

津布久 綾乃　山根 茉子

木下 裕絵　アスクゥイス 凛乃　岸 直輝　髙仲 風美

丸山 眞鶴　渡邉 美穂

木下 裕絵　アスクゥイス 凛乃　岸 直輝　髙仲 風美

丸山 眞鶴　山口 眞子　渡邉 美穂  

荒牧 百花

合谷 柊音　櫻井 知遥　碩 紫音

松永 治樹 

星野 大輔

池田 野歩 

吉原 穂乃実 

鈴木 海人

伊集 守忠

倉本 大豪　伊藤 健太

藤井 ちより　石関 菜月　大井 朝登　金内 茉花奈

佐々木 兵太　武石 凌太郎　竹村 真珠　中村 葉月

古家 未葵　松野 花帆　 宮城 円香　村上 はな　近永 知里

南雲 沙希　村上 さくら　宮城 円香　古家 未葵

坂本 もも

柴 幸男　　　　　　　　　　

スタッフ

多摩美術大学 演劇舞踊デザイン学科 第四期生 卒業制作 演劇公演

「□□□・ミーツ・□□□」（ナニカ・ミーツ・ナニカ）
劇場公演
“ まだ見ぬナニカにアナタは出会う 新しいジダイに 新しいワタシが ”

体験展示　
“ あなたの日常を演劇に ”

東京芸術劇場　シアターウエスト

2020 年 12 月 26 日（土）～ 27 日（日）全３ステージ

東京芸術劇場　アトリエウエスト

2020 年 12 月 26 日 ( 土 ) ～ 27 日 ( 日 )
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アドヴァイザー

演劇舞踊デザイン学科研究室

協力　

企画・制作

主催

　上演

美術

大道具

衣裳

照明

舞台監督

映像配信

プロデュースチーム

授業担当助手

教授

講師 

助手

副手

大石 将弘　岸井 大輔　野上 絹代 

金井 勇一郎 

阿部 宗徳　岡田 透 

加納 豊美　牛尾 卓巳　遠藤 笑子　三浦 洋子 

成瀬 一裕　三枝 眞規子　藤巻 聰　安永 瞬　鈴木 聖人 

八木 清市 

ADi

加納 豊美　坂本 もも　柴 幸男 

寺岡 瞳

多摩美術大学美術学部演劇舞踊デザイン学科

〒 158-8558  東京都世田谷区上野毛 3-15-34　TEL：03-3702-1186（直通）

http://www.tamabi.ac.jp/sdd/

 多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科 第四期生  （公演 twitter：@sdd4th）

金井 勇一郎（学科長） 

加納 豊美　高都 幸男　土屋 康範　勅使川原 三郎　

成瀬 一裕　野田 秀樹　山下 恒彦

糸井 幸之介　加藤 梨花　柴 幸男

アディリジャン・ヌリマイマイティ　小沼 あみ　

寺岡 瞳　山本 璃空

木原 美貴恵　中塚 ゆい　西端 万柚子  松田 真季

金井大道具株式会社　

有限会社ニケステージワークス　

ままごと　

ロロ　

範宙遊泳　

ローソンチケット 
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