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１．はじめに    ～平成２３年度 事業総括～ 

報告者：理事長 岡崎弘司 

＜事業総括＞ 

 当年度は、５３３万円相当の赤字で終わりました。事業報告にあたり、まずはこの点についての報告をしなけ

ればいけないと思います。 

私どもの団体では、これまで常駐の職員をおかず、全て会員のボランティアにより業務をこなしてまいりまし

た。けれどもボランティア運営では、その質にも量にも限界がありました。特に企画制作的な業務や、財務管理

的な面では専属のスタッフが必要になります。それだけでなく私たちの仕事は、専門的な能力を必要とする演劇

という職種です。これらの専門業務を、全てボランティアでこなしてきた訳です。私たちは運営の質的な変換を

図りたいと考え、平成 23 年度 通常総会の承認をとって、報酬額を組んでの活動に踏み切りました。 

もちろん１年や２年でこれらの成果が出るとは考えていませんでしたが、残念ながら、事業収入を思ったほど

伸ばせなかったところから、初年度から大きな赤字決算で年度を終えなければいけませんでした。この形態を、

単年度で終わらせるのは避けたいところですが、この試みを継続していけるかは、難しいところです。何年かは

厳しい状況の中で活動を続けていかなければならないことを覚悟しています。 

 

しかし何人かのスタッフに必要な業務に専念する環境を整えてきたことで、これまでとは違った新しい活動が

生まれてきました。そのことについても報告したいと思います。 

 

「3.11 東日本大震災」以降、多くの人々の中に「生き方について考え直したい」「自分という人間は、そもそも

何なのか知りたい」などといった欲求が強くなってきていることを感じます。また現在の複雑な国際問題も含め、

人々の中に多くの社会的な不安が広がっています。 

私たちはこの年度において、これらの欲求や不安に応えられるよう演劇芸術の専門家の立場から様々な企画を

実施しました。この年度は、「3.11」以降の様々な社会不安に応えようと模索した 1 年間であったと思います。 

 

詳細は後半の報告に譲りますが、地元の下北沢タウンホールにて 「公開講座 ～こころの上手な使い方～」を

実施し、作家 田口ランディ氏や、脳機能科学者 苫米地英人博士をゲスト講師にお招きして、当団体の芸術監督

レオニード・アニシモフ氏と共に、こころの問題への向かい方やこころのコントロールの方法について語ってい

ただき、多くの方に好評をいただきました。 

また、これまで毎年行ってきた芸術監督 L・アニシモフ氏による演劇マスタークラスでは、当年度において、

初めて＜演劇に関わらない一般の方々＞を対象にしたワークショップを開きました。普段の生活の中で誰にでも

行える簡単な心のトレーニング方法を体験していただいたほか、小説などを通して、自身の中にいかに芸術的な

イメージを膨らませていくかについて、そのやり方を実践的に体験していただきました。誰にでも出来る簡単な

方法で、誰もが生活を豊かに出来ることを実証できたこのワークショップは、大変意義がある企画だったと思い

ます。（これらの活動の成果については、また改めて報告冊子を作成し、HP などで公開していく予定です。） 

 

この年度は、新しい上演作品創りにも果敢に挑戦し、私達のレパートリー劇場を通して、多くの方に観ていた

だきましたが、上記のように、これまでとは全く違った方法でも社会に貢献できたのではないかと思います。 

演劇芸術に関わる専門家として、私たちが社会に貢献できる事を、これからも探して行きたいと思います。 

 



  4 

～新しい芸術作品の創造と普及の為に～     

演劇の公演事業（定款５条－１） 

 

１．「「「「Idiot Idiot Idiot Idiot ～～～～ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー    白痴白痴白痴白痴    よりよりよりより～」～」～」～」公演公演公演公演    

                                平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度「「「「トップレベルトップレベルトップレベルトップレベルのののの舞台芸術創造事業舞台芸術創造事業舞台芸術創造事業舞台芸術創造事業」」」」助成対象活動助成対象活動助成対象活動助成対象活動    

 

※ この活動についての、アンケートを含めた詳細な報告冊子が、HP より入手できます。 

 

 

１）活動の概要 

   【活動内容】 ドストエフスキー原作 長編小説「白痴」の舞台化 

演 出 家: レオニード・アニシモフ（東京ノーヴイ・レパートリーシアター芸術監督） 

舞台美術： セルゲイ・アクショーノフ 

衣 装 ： 時広 真吾（リリック代表） 

音 楽 ： 後藤 浩明（1998 年度 読売演劇大賞優秀スタッフ賞受賞） 

      企画制作： NPO法人 東京ノーヴイ・レパートリーシアター 

協 力 ： ボランティアスタッフ 1名、ボランティアエキストラ 6名 

【実施日時】 平成 23 年 11 月 11 日～13 日（10 日プレビュー公演）計 5 回公演 

【実施場所】 シアターΧ（カイ）劇場（東京 両国） 

【 動 員 】  555 名 

【支出（単位；千円）】  5,965 

   【 助 成 】  平成 23 年度「トップレベルの舞台芸術創造事業」助成対象活動  

     ※ 上記助成対象活動の実施に際し、「未来バンク事業組合（代表／田中優）」より融資の

援助を頂きました。 

   【 後 援 】  在日ロシア連邦大使館／ロシア連邦文化協力庁／NPO 法人日本ロシア協会 

 【 協 賛 】  ㈱アーツブレインズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝演劇の公演事業＝ 
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２）活動の目的 

 作者ドストエフスキー自身の構想は「善良で、最も 

美しい人間」を描くことであった。主人公ムイシュキン 

公爵は、イエス・キリストをモデルにしたと言われている。 

彼は、イエス・キリストのように、人々の心のうちに 

ある悲しみや苦しみを、自分のことのように感じ、受け 

止め、相手の心を開き、人々を助けようとする。しかし、 

キリストが救おうとした人々によって十字架に磔にされて 

しまったように、彼もまた、周囲の人間の持つエゴイズム 

により、結局、気が狂って精神が壊れてしまい、最終的には 

本当の白痴になってしまう。美しい人たちが、なぜ心を壊され、殺されなければならないのか？ 

 

今の時代においても、すべての人間が本来は美しい人なのだ。けれども、エゴイズムに満ちた世界に耐え切れ

ない心は、自ら命を落とし、また人との関係を断ち切り、心を病んでしまう。イジメで苦しむ子どもたち、ひき

こもりの若者たち、リストラで絶望する大人たち、家族と離れ、やがて孤独な死をむかえる高齢者たち。また、

世界に目を向ければ、飢餓によって死んでいく人たちがいる一方で、飽食のため病気になり死んでいく人たちが

いる。そして 2011 年 3月 11 日におきた東日本大震災では、すぐに救助の手が差し伸べられたのと同時に義援金

詐欺もおこり、原発問題では、未だに人間の命とお金が秤にかけられている。本来、一人一人は美しい人である

はずなのに、私達はお互いに苦しめあっている矛盾した世界にいる。 

その世界で私たちは、一体何のために生きているのか？もうこれ以上、美しい人たちを壊してはいけない。殺し

てはいけない。 

一人一人が、自己のエゴイズムと理想との間で闘っている。目前の欲望の声に耳を傾けるのではなく、心の奥

に必ずある“本当の私”の声を聞くことができたら、その通りに生きることができたら、そうしたら、この世界

に新しい未来が開かれるだろう。 

 

 

３）活動の成果 

 「初めて心を開くことが出来た」「ピュアなメッセージは、 

魂に届くことを改めて認識した」「あんなに感動したのは、 

生きてきて初めて」等の感想を数多くいただいた。私たちが 

目指した「自身の中のエゴイズムの声に耳を傾けるのではなく、 

心の奥に必ずある“本当の私”の声を聞き、その声に従って 

生きること」そして「この世界に新しい未来が開かれる」道へ 

人々の意識を向ける事に少しは貢献できたのではないか。 

今回の公演では、助成対象活動に選定されたことで経済的な 

支援を得ることが出来たため、外部の優れたアーティスト（衣装の時広真吾氏、音楽の後藤浩明氏など）との協

同作業が得られ、高い質の舞台芸術作品を作り出すことができた事は大きい。また助成公演であることで社会的

な信頼を得られ、後援団体との連携や新聞社などへの宣伝の際には、話をスムーズに進めることができた。 

 

 

＝演劇の公演事業＝ 
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４）「白痴」上演に併せた様々な企画 ～国際シンポジウム、その他～ 

 ※以下の活動のうち当年度に該当するものは、本報告書の「国際文化交流事業」に、詳しく掲載されています。 

 

 その他、活動の成果として特筆すべきは、今回の上演に合わせドストエフスキーの「白痴」の現代的なテーマ

について、計 4回におよぶ討論会、シンポジウムを開催することができた。形で残すことができない演劇芸術の

特質上、初演に合わせたこのような企画を併行して実施できたのは大変意味のある試みだったと思う。 

 

◆◆◆◆「「「「奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部」」」」 

        テーマテーマテーマテーマ    ～～～～ ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキーのののの小説小説小説小説「「「「白痴白痴白痴白痴」」」」からからからから    

『『『『人間人間人間人間のののの心心心心をををを支配支配支配支配するするするする善善善善とととと悪悪悪悪のののの葛藤葛藤葛藤葛藤』』』』～～～～ 

      会議参加者： 加賀乙彦氏（作家）他、計 19 名   

      実施日時 ： 平成 23 年 1 月 7 日 

      実施場所 ： 東京ノーヴイ・レパートリーシアター劇場内 

     （注；この活動は、平成 22 年度の活動ですが、「白痴」公演との関連で掲載しています。） 

 

◆◆◆◆「「「「奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部」」」」 

        テーマテーマテーマテーマ  ～～～～ ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキーのののの小説小説小説小説「「「「白痴白痴白痴白痴」」」」からからからから    

「「「「個人個人個人個人とととと超個人超個人超個人超個人とのとのとのとの闘闘闘闘いいいい」」」」～～～～ 

      会議参加者： 加賀乙彦氏（作家）他、計 16 名   

      実施日時 ： 平成 23 年 6 月 26 日 

      実施場所 ： 東京ノーヴイ・レパートリーシアター劇場内 

     （注；この活動は、平成 22 年度の活動ですが、「白痴」公演との関連で掲載しています。） 

 

◆◆◆◆「「「「国際国際国際国際シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム」」」」 

            テーマテーマテーマテーマ    ～～～～ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー「「「「白痴白痴白痴白痴」」」」にににに学学学学ぶぶぶぶ    ～～～～ 

パネリスト： 加賀乙彦（作家）、亀山郁夫（東京外国語大学長）、 

L・アニシモフ（演出家）、辻喬（作家）         

      実施日時 ： 平成 23 年 10 月 19 日 

      実施場所 ： 在日ロシア連邦大使館  

 

 

◆◆◆◆「「「「座談会座談会座談会座談会」」」」 

テーマテーマテーマテーマ    ～～～～ 続続続続・・・・ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー「「「「白痴白痴白痴白痴」」」」にににに学学学学ぶぶぶぶ    

「「「「Idiot ～～～～ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー白痴白痴白痴白痴 よりよりよりより～」～」～」～」観劇後観劇後観劇後観劇後のののの座談会座談会座談会座談会    ～～～～ 

      会議参加者： 加賀乙彦（作家）、亀山郁夫（東京外国語大学長）、 

L・アニシモフ（演出家） 

      実施日時 ： 平成 23 年 12 月 18 日 

      実施場所 ： 東京ノーヴイ・レパートリーシアター劇場内 

 

 

＝演劇の公演事業＝ 
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２２２２．．．．レパートリーレパートリーレパートリーレパートリー劇場劇場劇場劇場としてのとしてのとしてのとしての活動活動活動活動 

 

１）活動の目的 

 

私私私私たちのたちのたちのたちの ＜＜＜＜レパートリーシステムレパートリーシステムレパートリーシステムレパートリーシステムのののの劇場劇場劇場劇場＞＞＞＞ はははは、、、、 

                     古典古典古典古典からからからから現代現代現代現代劇劇劇劇までまでまでまでのののの幅広幅広幅広幅広いいいいレパートリーレパートリーレパートリーレパートリー作品作品作品作品をををを、、、、 

特別特別特別特別にににに訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けたけたけたけた俳優俳優俳優俳優たちがたちがたちがたちが、、、、毎日毎日毎日毎日日替日替日替日替わりでわりでわりでわりで演目演目演目演目をををを変変変変ええええ、、、、 

何年何年何年何年にもにもにもにも渡渡渡渡りりりり上演上演上演上演していくしていくしていくしていく、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ式式式式のののの上演上演上演上演システムシステムシステムシステムによるによるによるによる劇場劇場劇場劇場ですですですです。。。。 

 

観客観客観客観客はははは、、、、長期間長期間長期間長期間のののの上演上演上演上演でででで成熟成熟成熟成熟がががが深深深深まっまっまっまっていくていくていくていく質質質質のののの高高高高いいいい舞台舞台舞台舞台をををを楽楽楽楽しむことができしむことができしむことができしむことができ、、、、 

一方一方一方一方でででで、、、、古典古典古典古典からからからから現代劇現代劇現代劇現代劇までのまでのまでのまでの優優優優れたれたれたれた作品作品作品作品をををを、、、、日常的日常的日常的日常的にににに楽楽楽楽しむこしむこしむこしむことができとができとができとができますますますます。。。。 

 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこの＜＜＜＜レパートリーシステムレパートリーシステムレパートリーシステムレパートリーシステム＞＞＞＞をををを通通通通してしてしてして、、、、 

優優優優れたれたれたれた芸術芸術芸術芸術作品作品作品作品をををを普及普及普及普及させるさせるさせるさせる為為為為のののの活動活動活動活動をををを続続続続けていますけていますけていますけています。。。。 

 
 
 
２）活動の成果 

レパートリー劇場としての活動は、８年目になりました。当年度も引き続き、日本や海外の優れた近代・

古典作品の上演を、約４ヶ月間にわたり、毎週、平均 2～3 作品のペースで上演し、普及に努めてきました。 

私たちの劇場は、26席しかない小さな空間ですが、「まるでプライベートシアターのよう」「贅沢な演劇空

間だ」と、逆に空間の特性を楽しんでいただいています。 

けれども一方で、作品の成長と共に別の問題が出てきました。「大きな舞台を想定した作品を、これ以上、

小さな空間で上演を続けることは、作品の健全な成長を妨げる」という芸術監督レオニード・アニシモフ氏

の判断により、今年度も幾つかの作品をレパートリーから外さざるを得ませんでした。（シェイクスピア「ハ

ムレット」ゴーリキー「どん底で」） 

代わりに、村山富士子原作「越後瞽女唄冬の旅」や、W・サローヤンの戯曲を 2 本、新たにレパートリー

公演用に創ったほか、シアターΧ主催の国際舞台芸術祭参加作品として、宮沢賢治の童話「鹿踊りのはじま

り」を舞台化し、新しい芸術作品の創造にも、積極的に取り組んできました。 

 

＜2011 年度 上演演目＞ 

宮沢賢治作 「銀河鉄道の夜」 

      ドストエフスキー原作「Idiot ～ドストエフスキー白痴より～」（シアターΧ公演を基に改訂公演） 

      村山富士子原作「越後瞽女唄冬の旅」    

      W・サローヤン作「おーい、誰か！」「ラズル・ダズル」 

      A・チェーホフ作「イワーノフ」 

     ＜後 援＞ 世田谷区／在日ロシア連邦大使館／ロシア連邦文化協力庁 

【実施期間】  ２０１２年２月３日～５月２７日 （５演目／３８公演） 

  【実施場所】  東京ノーヴイ・レパートリーシアター劇場 （世田谷区） 

  【従事者の数】 ４０人  

 【受益対象者の範囲及び人数】  一般市民 ５１１人 

 【支出額（単位；千円）】  ５，７８９ 

＝演劇の公演事業＝ 



  8 

３）村山富士子原作村山富士子原作村山富士子原作村山富士子原作    「「「「越後瞽女唄冬越後瞽女唄冬越後瞽女唄冬越後瞽女唄冬のののの旅旅旅旅」」」」    ～～～～ 瞽女唄瞽女唄瞽女唄瞽女唄とととと萱森直子先生萱森直子先生萱森直子先生萱森直子先生とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい ～～～～ 

 

 私たちにとって、村山富士子先生の小説「越後瞽女唄冬の旅」 

を通して、「瞽女さん」と「瞽女唄」に出会えたのは幸運でした。 

「今は姿を消してしまった瞽女さんたちが、人々の心と心を 

つなぐように旅をしていたという事実を忘れたくない。」 

この作品は、そんな思いから舞台化されました。 

 

＜瞽女と瞽女唄＞ 

 瞽女とは、盲目の女芸人のことです。かつて、越後地方には、 

多いときには 400 人以上の瞽女さんたちがいたそうです。 

 彼女たちは三味線を片手に村から村へと巡り、村人たちに唄や物語を届けて生活していました。 

 彼女たちの唄が、単調なのに飽きさせず、しかも人の心に訴えるような不思議な魅力があったのは、

瞽女さんたちが厳しい環境の中で、稽古を積んで身につけた、他のどの芸能とも重ならない、迫力あ

る独特の声の響きにあったのでしょう。 

                                     ＜萱森直子先生＞ 

＜萱森直子（かやもり なおこ）先生との出会い＞ 

 また、この作品を作る過程で、瞽女唄の継承者である萱森直子 

先生にお会いし、直接、指導を受けることができたことも幸運な 

ことでした。 

萱森先生は、最後の瞽女である小林ハルさんのお弟子さんで、 

瞽女唄を無くさないよう、公演活動や指導普及に努めている方です。 

 現在も瞽女役の女性たちは、新潟にお住まいの萱森先生の下に 

通い、「瞽女唄」の指導を仰いでいます。 

 

 

＜萱森直子先生に観劇していただきました＞ 

 2012 年 3 月、萱森先生に「越後瞽女唄冬の旅」を 

観劇していただきました。 

「瞽女のことがよく分かる作品になっていて、とても 

良かった。」と喜んでいただき、その後、作品の宣伝 

などにも協力していただいています。 

この日は、作品を演出されたレオニード・アニシモ 

フ氏との対面もされ、改めて「瞽女唄」伝承に対する 

責任を感じられていました。 

 

       ＜上演後、萱森先生と共に＞ 
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４）アメリカアメリカアメリカアメリカのののの劇詩人劇詩人劇詩人劇詩人    ウイリアムウイリアムウイリアムウイリアム・・・・サローヤンサローヤンサローヤンサローヤンのののの実験的公演実験的公演実験的公演実験的公演 

「「「「おおおおーーーーいいいい、、、、誰誰誰誰かかかか！」「！」「！」「！」「ラズルラズルラズルラズル・・・・ダズルダズルダズルダズル」」」」2 本立本立本立本立てててて公演公演公演公演 

 

 Ｗ・サローヤンは、日本でも大変知られた、アメリカの 

劇詩人です。 

「作家と、その作品を舞台化するには、固有の表現スタイルが 

必要。その表現形式にまで辿り着かなければならない。」という 

芸術監督 L・アニシモフ氏の指導のもとに、劇団員の女性演出家 

２名により、1 年以上をかけて準備しました。 

 作品を作り上げる過程における演出家の仕事について、また、 

具体的な創造の方法論を学ぶ上で、この作品は大変な財産と 

なりました。 

 

＜作品の稽古風景＞ 

 芸術監督のＬ・アニシモフ氏は、こう語ってくれました。 

「サローヤンのもつ詩情は、本当に優しく美しい。 

それは日本の観客に正しく伝えなければいけない。 

それが、日本の観客の心を助けてくれる。」 

 

 作品のト書きにある「バレエ」的要素としてのパントマイム、 

そして、古いアメリカの町並みの映像をミックスすることで、 

かなり異色な仕上りを見せたこの美しい作品は、多くの方から 

好評をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝演劇の公演事業＝ 



  10 

３３３３．．．．宮沢賢治作品宮沢賢治作品宮沢賢治作品宮沢賢治作品のののの舞台化舞台化舞台化舞台化へのへのへのへの新新新新たなたなたなたな模索模索模索模索 

「「「「鹿踊鹿踊鹿踊鹿踊りのはじまりりのはじまりりのはじまりりのはじまり」」」」 

＜活動の目的と成果＞ 

 2 年前に、東京 両国のシアターΧ主催「国際舞台芸術祭 2010」に参加したご縁で、シアター

Χより声をかけていただき、新しく創られた作品です。今回の「第 10 回 シアターΧ 国際舞台芸

術祭 2012」のメインテーマは「宮沢賢治」でした。 

 

 私たちは、「宮沢賢治」に対して、特別な尊敬と注意を払っています。 

 彼は、多くの日本人に愛されている素晴らしい作家ですが、特に彼の独特な詩的言語、豊かな

想像力と、子供のような無邪気さに支えられた世界は、演劇表現の可能性について、更なる呼び

かけをされているようです。 

 

 この出品作品「鹿踊りのはじまり」の創作過程も、私たちにとって忘れることの出来ない、大

切な財産となりました。 

 稽古で、芸術監督のＬ・アニシモフ氏から次のような創作の方針が与えられました。 

「ただ宮沢賢治の言葉を使い、宮沢賢治の音楽を舞台に使うだけでは宮沢賢治の作品にはなりま

せん。それだけでは、宮沢賢治の魂は伝わりません。作品を創る過程では、天才の作品を、絶対

に乱暴に扱ってはいけません。」 

「宮沢賢治は子供たちにとって、素晴らしい先生でもありました。彼はどんな風に子供たちに教

えていたのか想像してください。その時の賢治のナイーヴな目を、作品創りのヒントにしましょ

う。」 

 

   【実施日時】平成 2４年６月１７日（日） 

【実施場所】シアターΧ劇場（東京 両国）  

【従事者の数】 ２０名 

【支出額（単位；千円）】 ４１ 

※ …決算上は、レパ公演事業部門に計上。 
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～芸術創造の方法を広く伝え、人々の生き方を助ける為に～ 

演劇創造に関わる人材育成支援事業（定款５条－２） 

 

 

１．L・・・・アニシモフアニシモフアニシモフアニシモフのののの演劇演劇演劇演劇マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 

 

１．活動の目的 

 

    スタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキー・・・・システムシステムシステムシステムはははは、、、、 

元元元元々、々、々、々、俳優俳優俳優俳優ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング方法方法方法方法としてとしてとしてとして確立確立確立確立されたされたされたされたもももものですがのですがのですがのですが、、、、 

「「「「自然自然自然自然のののの法則法則法則法則」」」」にににに基基基基づくことをづくことをづくことをづくことを基本理念基本理念基本理念基本理念としてとしてとしてとして、、、、 

人間人間人間人間のののの精神的精神的精神的精神的なななな能力能力能力能力をををを開花開花開花開花させるさせるさせるさせることにおいてことにおいてことにおいてことにおいて 

たいへんたいへんたいへんたいへん優優優優れたれたれたれたメソッドメソッドメソッドメソッドであることがであることがであることがであることが評価評価評価評価されされされされ、、、、 

現在現在現在現在ではあらゆるではあらゆるではあらゆるではあらゆる芸術分野芸術分野芸術分野芸術分野やややや心理学関係心理学関係心理学関係心理学関係などなどなどなど、、、、 

多多多多くのくのくのくの分野分野分野分野のののの方方方方にににに学学学学ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。 

  私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、 

レオニードレオニードレオニードレオニード・・・・アニシモフアニシモフアニシモフアニシモフ氏氏氏氏によるによるによるによる演劇演劇演劇演劇マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラスをををを開催開催開催開催しししし、、、、 

        このこのこのこの創造創造創造創造システムシステムシステムシステムについてのについてのについてのについての、、、、分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく実践的実践的実践的実践的なななな講義講義講義講義をををを 

                    広広広広くくくく、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな分野分野分野分野のののの方方方方にににに公開公開公開公開してしてしてして、、、、 

多多多多くのくのくのくの方方方方にににに学学学学んでいただいていますんでいただいていますんでいただいていますんでいただいています。。。。 

 

※ この活動についての、アンケートを含めた詳細な報告冊子が、HP より入手できます。 

 

２．実施した活動と成果 

１）平成２３年 秋開講ワークショップ 

俳優俳優俳優俳優のためののためののためののためのマスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 

2011 年年年年 11 月月月月 21 日日日日～～～～25 日日日日（（（（昼昼昼昼コースコースコースコース：：：：全全全全 5 回回回回）／）／）／）／    11 月月月月 28 日日日日～～～～12 月月月月 2 日日日日（（（（夜夜夜夜コースコースコースコース：：：：全全全全 5 回回回回）））） 

演出家演出家演出家演出家のためののためののためののためのマスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス（※ 演出、演劇教育に携わっている方、目指している方を含む） 

2011 年年年年 12 月月月月 12 日日日日～～～～17 日日日日（（（（夜夜夜夜コースコースコースコース：：：：全全全全 5 回回回回））））    ※※※※昼昼昼昼コースコースコースコースはははは、、、、定員割定員割定員割定員割れのれのれのれの為為為為、、、、未開講未開講未開講未開講。。。。 

 

【受 講 料】    38,000円（見学可） 

【実施場所】     東京ノーヴイ・レパートリーシアター 劇場内 

【従事者の数】  講師 １名／ アシスタント５名／ 通訳 １名 

【受益対象者の範囲及び人数】 一般市民 受講者１５人／見学者（のべ）２３人 

  【支出額（単位；千円）】     １，７００ 

 

２）平成２４年 ５月開講ワークショップ 

4 月に行われた公開講座「こころの上手な使い方」の反響で、俳優以外の一般の方々からも受講希望者が

増えた為、「普段の生活で誰でも出来る、心の調律・トレーニングの方法の紹介」など、より一般向けの内容

で開講されました。 

（講師 L・アニシモフ氏） 
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    2012 年年年年 5 月月月月 1 日日日日～～～～29 日日日日（（（（計計計計 10 回回回回）））） 

レオニードレオニードレオニードレオニード・・・・アニシモフアニシモフアニシモフアニシモフのののの俳優俳優俳優俳優のためののためののためののためのマスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス    Vol，，，，11    「「「「役役役役とととと一体一体一体一体になるになるになるになる方法方法方法方法」」」」 

【受 講 料】    68,000円（見学可） 

【実施場所】    東京ノーヴイ・レパートリーシアター 劇場内 

【従事者の数】  7名（講師１名／アシスタント５名／通訳１名） 

【受益対象者の範囲及び人数】  一般市民 受講者１６人／見学者（のべ）１１人 

 【支出額（単位；千円）】      ２，４７６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）平成２４年 ６月開講ワークショップ 

   6 月開講クラスでは、完全に「一般」の方を対象とした内容となりました。誰にでも行える簡単な「心

の調律方法」や、小説を題材にして「形象のイメージを自身の中に育てていく方法」などを実践的に体験

してもらい、受講者の方から大変喜ばれました。 

 

2012 年年年年 6 月月月月 19 日日日日～～～～29 日日日日（（（（計計計計 8 回回回回）））） 

スタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキー・・・・システムシステムシステムシステムによるによるによるによる    実践実践実践実践でででで学学学学ぶぶぶぶ「「「「こころのこころのこころのこころの上手上手上手上手なななな使使使使いいいい方方方方」」」」 

 ～公開講座が好評につき、「一般の方」向けのワークショップを開催～ 

【受 講 料】       60,000円（見学可） 

【実施場所】     東京ノーヴイ・レパートリーシアター 劇場内 

【従事者の数】   ７名（講師１名／アシスタント５名／通訳１名） 

【受益対象者の範囲及び人数】 一般の方 受講者６人 ／ 学者（のべ）２７人 

    【支出額（単位；千円）】     １，１９１ 
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２．公開講座公開講座公開講座公開講座「「「「こころのこころのこころのこころの上手上手上手上手なななな使使使使いいいい方方方方」」」」 

 

目には見えないけれど、誰もがもつ『こころ』 

苦しい時、不安な時に、もし『こころ』を上手に使う方法を知っていたら、 

今よりも楽に、より良く生きられるのではないでしょうか？ 

人生をクリエイティブに、自分の望むように生きたいと願う人にとって 

有益なスタニスラフスキー・システムの話を、ロシア功労芸術家・演出家のレオニード・アニシモフ氏から 

伺いました。ゲストには、作家の田口ランディ氏をお迎えし、『こころ』を上手に使うためのヒントや貴重な 

お話を聞かせて頂きました。 

 

    第第第第１１１１回回回回    公開講座公開講座公開講座公開講座「「「「こころのこころのこころのこころの上手上手上手上手なななな使使使使いいいい方方方方」」」」    

【実施日時】 2011年 12月 14日（水）19：00～21：00 

【実施会場】 北沢タウンホール 

【入場料】  一般￥3,000- / 学生￥2,000- 

【受益対象者の範囲及び人数】  一般市民 ７２人 

  【支出額（単位；千円）】    １７０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第第第第２２２２回回回回    公開講座公開講座公開講座公開講座「「「「こころのこころのこころのこころの上手上手上手上手なななな使使使使いいいい方方方方」」」」 

【実施日時】 2012年 4月 8日（日）19時～21時 

【実施会場】 北沢タウンホール 

【入場料】  一般 \3,000- ／ 学生 \2,000- 

【受益対象者の範囲及び人数】 一般市民 ２３７人 

  【支出額（単位；千円）】   ６１７ 

 

第２回公開講座のゲストには、作家の田口ランディ氏に加え、脳機能科学者であり、こころの問題について幅広

く活躍をされている苫米地英人博士をお迎えし、『こころ』を上手に使うためのヒントや貴重なお話を聞かせて頂

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

＝演劇創造に関わる人材育成支援事業＝ 
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3．シニアシニアシニアシニアクラスクラスクラスクラス活動報告活動報告活動報告活動報告 ～～～～真船豊作真船豊作真船豊作真船豊作「「「「鼬鼬鼬鼬」」」」発表会発表会発表会発表会をををを通通通通したしたしたした震災震災震災震災とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり～～～～ 

 

１．活動の目的 

 

誰誰誰誰もがもがもがもが持持持持っているっているっているっているけれどもけれどもけれどもけれども、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが見過見過見過見過ごしてしまうごしてしまうごしてしまうごしてしまう、、、、 

ひとりひとりひとりひとりひとりのひとりのひとりのひとりの「「「「生活生活生活生活のののの記憶記憶記憶記憶」「」「」「」「人生経験人生経験人生経験人生経験」」」」 

―――― 実実実実はははは、、、、ここにこそここにこそここにこそここにこそ、、、、芸術表現芸術表現芸術表現芸術表現のののの魔法魔法魔法魔法のののの鍵鍵鍵鍵がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、50 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方をををを主主主主なななな対象対象対象対象としてとしてとしてとして、、、、 

    演劇演劇演劇演劇をををを生活生活生活生活にににに生生生生かしてかしてかしてかしてもらうもらうもらうもらう為為為為のののの 

シニアクラスシニアクラスシニアクラスシニアクラスをををを継続継続継続継続してしてしてして開催開催開催開催しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

 

 

２．活動の概要 

   【活動内容】 「鼬」公演にむけての演劇ワークショップ 

   【実施日時】 平成 23 年 8月～平成 24 年 4月（9ヶ月間） 

【実施場所】 東京ノーヴイ・レパートリーシアター劇場  

【従事者の数】３名（講師 1名／ アシスタント 2名） 

【対象者】  50歳以上を主な対象とした市民 １０名 

   【支出額（単位；千円）】 ６１６ 

 

 

３．活動の成果 ～真船 豊作「鼬」の勉強会と発表会～ 

当年度、シニアクラスでは、福島県出身の、近代日本における代表的な劇作家であった真船 豊氏の代表作「鼬」

の勉強会と上演を行いました。奇しくも、作品の選定直後に東日本大震災という未曾有の事件が起こり、受講生

の皆さんは、作品作りを通して、「何か被災地の方々に出来ること」を探し始めました。 

以下はクラスの皆さんが自主的に行った、演劇を通した社会貢献活動についての紹介です。 

 

＝＝＝＝クラスクラスクラスクラスのののの方方方方々々々々がががが、、、、自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで試試試試みたみたみたみた「「「「自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで出来出来出来出来るるるることことことこと」」」」＝＝＝＝ 

１）昨年の夏、私たちは、罹災後の福島県を訪れた。未曾有の災害を経験して、今、私たちは価値観や生き方

を見つめ直すようになった。県内の真船豊氏の生家を訪れ、家族の方々と交流を深めさせていただいたほ

か、滞在中は、被災地で買い物をしたり、微力でも震災復興に役立てられることを心がけた。 

２）自分たちの「鼬」公演の際には、福島県から東京に避難して来られた方を招待しただけでなく、また、生

活弱者と呼ばれる立場の人にも出来ることはないかを考え、生活保護を受けている方の招待を実施した。

「保護を頂いている身で芝居を見ることはどうしても遠慮してしまう、そんな中、招待してもらえた事で

楽しい時間を持てた」と、大変喜んでくださった。 

 ３）チラシの広告は、「鼬」公演に共鳴してくださる方がおり、広告主の宣伝ではなく、被災者へのメッセージ

を広告にした「メッセージ広告」という異議ある広告を載せることができた。その資金を生活保護の方の

ご招待にあてることが出来た。 

 

三浦 尚子 

（講師） 菅沢 晃 

麻田 枝里 

＝演劇創造に関わる人材育成支援事業＝ 
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4．若若若若いいいい、、、、第第第第１１１１スタジオスタジオスタジオスタジオクラスクラスクラスクラスのののの活動活動活動活動 

 

＜活動の目的＞ 

 

第第第第１１１１スタジオクラススタジオクラススタジオクラススタジオクラスはははは、、、、 

「「「「社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献していくしていくしていくしていく、、、、次代次代次代次代のののの芸術家芸術家芸術家芸術家をををを育育育育てるためのてるためのてるためのてるための」」」」クラスクラスクラスクラスですですですです。。。。 

 

演劇芸術演劇芸術演劇芸術演劇芸術のののの専門家専門家専門家専門家になるにはになるにはになるにはになるには、、、、何何何何をををを学学学学ばなければいけないのかばなければいけないのかばなければいけないのかばなければいけないのか？？？？ 

演劇芸術演劇芸術演劇芸術演劇芸術にににに本当本当本当本当にににに必要必要必要必要なことなことなことなこと、、、、大切大切大切大切なことはなことはなことはなことは何何何何かかかか？？？？ 

 

実践的実践的実践的実践的にににに学学学学ぶためにぶためにぶためにぶために、、、、 

レパートリーレパートリーレパートリーレパートリー公演公演公演公演にににに参加参加参加参加するほかするほかするほかするほか、、、、 

芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督ＬＬＬＬ・・・・アニシモフアニシモフアニシモフアニシモフ氏氏氏氏のののの演出作品演出作品演出作品演出作品にににに参加参加参加参加するなどするなどするなどするなど、、、、 

プロフェッショプロフェッショプロフェッショプロフェッショナルナルナルナルなななな芸術家芸術家芸術家芸術家となるためのとなるためのとなるためのとなるための勉強勉強勉強勉強をををを続続続続けていますけていますけていますけています。。。。 

 

 

＜活動の内容＞ 

スタジオ生の為に創られた作品、Ａ・チェーホフ作「イワーノフ」の公演で、レパートリーに参加したほか、

芸術監督レオニード・アニシモフ演出によるシアターΧ劇場での「Idiot～ドストエフスキー白痴より～」舞台化

において、作品創りを手伝ったほか、実際の出演も果たした。 

 

 

   【活動内容】  次代の芸術家を育てるための実地研修 

   【実施日時】  平成 23 年 8月～平成 24 年７月（通年） 

【実施場所】  東京ノーヴイ・レパートリーシアター  

【従事者の数】  ３名 

【対象者】   専門家を目指す一般市民 ８名 

   【支出額（単位；千円）】 １１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講師陣） 

大坂 陽子 

上世 博及 

川北 裕子 

＜A・チェーホフ作「イワーノフ」スタジオ生の公演より＞ 

＝演劇創造に関わる人材育成支援事業＝ 
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～創造的な思考を生み出し、人々の生き方を助ける為に～ 

演劇芸術を通しての国際文化交流事業（定款５条－４） 

１．活動の目的 

 

人人人人々々々々のののの対話対話対話対話のののの中中中中でででで生生生生まれたまれたまれたまれた、、、、 

ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした「「「「考考考考ええええ」」」」やややや「「「「アイアイアイアイデデデデアアアア」」」」がががが、、、、 

いつのいつのいつのいつの間間間間にかにかにかにか社会社会社会社会全体全体全体全体をををを助助助助けていくけていくけていくけていくようなようなようなような、、、、 

大大大大きなきなきなきな「「「「考考考考ええええ」「」「」「」「アイアイアイアイデデデデアアアア」」」」にににに発展発展発展発展していくことがありますしていくことがありますしていくことがありますしていくことがあります。。。。 

 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、そんなそんなそんなそんな「「「「創造的創造的創造的創造的なななな思思思思考考考考」」」」をををを生生生生みみみみ出出出出すためのすためのすためのすための、、、、 

                        様様様様々々々々なななな対話対話対話対話のののの場場場場ををををつくりつくりつくりつくり続続続続けていますけていますけていますけています。。。。 

 

 

 

２．実施した活動と成果 

１）「白痴」上演に併せた様々な企画 ～国際シンポジウム、その他～ 

 今回の平成 23 年度「トップレベルの舞台芸術創造事業」助成対象活動としての、シアターΧ「白痴」上演にあ

わせ、原作の現代的なテーマについての国際シンポジウムを開催しました。（平成 23 年度開催分のみ掲載） 

 

    「「「「国際国際国際国際シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム」」」」（（（（於於於於：：：：在日在日在日在日ロシアロシアロシアロシア連邦大使館連邦大使館連邦大使館連邦大使館）））） 

                        テーマテーマテーマテーマ    ～～～～ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー「「「「白痴白痴白痴白痴」」」」にににに学学学学ぶぶぶぶ    ～～～～ 

        ※※※※シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム内容内容内容内容はははは、、、、三田文学三田文学三田文学三田文学 2012 年春季号年春季号年春季号年春季号 No,109 にににに、、、、 

「「「「ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー『『『『白痴白痴白痴白痴』』』』考考考考」」」」としてとしてとしてとして掲載掲載掲載掲載されましたされましたされましたされました。。。。 

   

【会議参加者】 司会：井出勉（日本ペンクラブ事務局長代理）  

パネリスト：加賀乙彦（作家）、 

亀山郁夫（東京外国語大学長）、辻喬（作家） 

L・アニシモフ（演出家）、         

      【後 援】    在日ロシア連邦大使館／ロシア連邦文化協力庁／ 

日本経済新聞社／毎日新聞社／経済産業新聞社 

【共 催】  NPO法人 日本・ロシア協会 

   【実施日時】 平成 23 年 10 月 19 日 

      【支出（単位：千円）】 ３８８ 

 

 

 

 

 

 

（芸術部部長）八木 昭子 

（芸術部）  南 千寿 

（理事）   中村 恵子 

＝演劇芸術を通しての国際文化交流事業＝ 
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                    「「「「座談会座談会座談会座談会」」」」 

テーマテーマテーマテーマ    ～～～～ 続続続続・・・・ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー「「「「白痴白痴白痴白痴」」」」にににに学学学学ぶぶぶぶ    

「「「「Idiot ～～～～ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー白痴白痴白痴白痴 よりよりよりより～」～」～」～」観劇後観劇後観劇後観劇後のののの座談会座談会座談会座談会    ～～～～ 

        【会議参加者】  加賀乙彦（作家）、亀山郁夫（東京外国語大学長）、L・アニシモフ（演出家） 

     【実施日時】     平成 23 年 12 月 18 日 

      【実施場所】     東京ノーヴイ・レパートリーシアター 

                                ※※※※座談会内容座談会内容座談会内容座談会内容はははは、、、、三田文学三田文学三田文学三田文学 2012 年夏季号年夏季号年夏季号年夏季号にににに掲載予定掲載予定掲載予定掲載予定。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）平成 24年度事業予定 B・ブレヒト作「コーカサスの白墨の輪」上演に併せた座談会 

「「「「奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部奇人変人倶楽部」」」」 

                                    テーマテーマテーマテーマ  ～～～～ このこのこのこの現代現代現代現代をををを、、、、勇敢勇敢勇敢勇敢にににに大大大大胆胆胆胆にににに生生生生きききき抜抜抜抜くにはくにはくにはくには…………    ～～～～ 

      【会議参加者】 加賀乙彦氏（作家）、鎌田東二（宗教哲学家）、武井協三氏（国文学者）、 

上田 美佐子（シアターΧプロデューサー/芸術監督）、他、計 16 名   

      【実施日時】  平成 24 年 7 月 1 日 

      【実施場所】  東京ノーヴイ・レパートリーシアター 

      【支出額（単位：千円）】 ２７ 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の目的と成果＞ 

  私たちは現在、２０１２年１２月の初演を目指して、ブレヒトの『コーカサスの白墨の輪』の稽古中です。

ブレヒトが描いた、誇り高い大胆な人物像を体現する為に、日々稽古に励んでおります。今回も、このブレヒ

トの作品から普遍的なテーマを取り、多くの文化人を招いて対話を続けました。東日本大震災以降、人々の心

の中に ｢人生をどう生きれば良いのかという疑念や恐怖心｣、｢将来に対する不安｣ が生まれ、現代社会の大き

な問題になっております。当日は、この現代的なテーマに対する、多くの意見や考えを熱く語り合っていただ

きました。 

 

 

＝演劇芸術を通しての国際文化交流事業＝ 
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～地域とのつながり～ 

演劇を通しての地域支援事業（定款５条－５） 

 

１．地元地元地元地元 下北沢下北沢下北沢下北沢におけるにおけるにおけるにおける震災復興震災復興震災復興震災復興のののの募金活動募金活動募金活動募金活動へへへへのののの協力協力協力協力 

 

【実施日時】    平成 23 年 6月～１１月 

【実施場所】   下北沢南口駅前 広場 

【従事者の数】 10名（当団体からの活動参加者） 

 

＜活動の目的と概要＞ 

私たちが活動を行っている地元の下北沢南口商店街では、修学旅行で訪れた、岩手県の大船渡市立末崎中学

校の生徒たちが、自分たちが育てた『末崎ワカメ』の販売実習を行ったり、また大船渡市立大船渡中学校の生

徒たちが下北沢南口で職場体験をするなど、被災地となった岩手県大船渡市とは、以前からつながりの深い関

わりがありました。 

今回、下北沢南口商店街振興組合の皆さんが、大船渡市に対し、 

直接、義援金を集め送りたいと、下北沢駅に許可を取って、駅前で 

募金活動を行うことになり、私たちも地元の団体として、商店街の 

募金活動に参加・協力させていただきました。 

 あの震災からすでに 1 年以上を過ぎていましたが、今でも 

「何か役にたちたい」という思いがあるのが、町を訪れる人々から、 

強く伝わってきました。 

  硬貨の詰まったビニール袋を持って駆けつける地元の方や、小さな 

子供たちがお金を握り締めて募金箱に駆け寄ってくる姿には胸が熱く 

なりました。 

 

＜活動の成果＞ 

 第 1回目の支援活動では、この街頭募金で 328,576 円が 

集められ、組合からの補充金を合わせ、計 35 万円が後日、大船渡市の中学校へ届けられました。 

 尚、当商店街組合では、その後も街頭募金を含めた支援活動が続けられ、第 2回目の支援活動では、更に商店

街から運動用具や図書券、計 159,541 円分が送られております。  

（募金の金額等は、平成 23 年度 下北沢南口商店街振興組合 事業報告書より引用させていただきました） 

           

 

 

 

 

 

 

 

＝演劇を通しての地域支援事業＝ 
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2．町田市町田市町田市町田市におけるにおけるにおけるにおける学校支援活動学校支援活動学校支援活動学校支援活動 

 

平成 22 年度より、町田市学校支援ボランティアコーディネーターの協力で、町田市を中心として、

子供達の為の演劇ワークショップを行っています。 

特に、平成 22 年 3 月に全 5 回の日程で行った、町田市立大戸小学校の卒業式での「声かけ」行事

に対するサポートワークショップの活動を、多くの方に評価して頂き、平成 23 年度は隣接する町田市

立武蔵岡中学校で、学習発表会の指導と、2 回の演劇ワークショップを行いました。 

 

平成平成平成平成 23 年年年年 9 月月月月 30 日日日日（（（（金金金金）））） 

「「「「町田市立町田市立町田市立町田市立武蔵岡中武蔵岡中武蔵岡中武蔵岡中学校学校学校学校    １１１１・・・・２２２２年生年生年生年生    学習発表会学習発表会学習発表会学習発表会のののの指導指導指導指導」」」」 

 

   【実施日時】    平成 23 年 9月 30 日（金） 

【実施場所】    町田市立 武蔵岡中学校  

【従事者の数】 ３名（講師 1名／アシスタント 2名） 

【受益対象者の範囲及び人数】 

町田市立 武蔵岡中学校 １・２年生 

 

 

 

平成平成平成平成 2４４４４年年年年 3 月月月月 2 日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、9 日日日日（（（（金金金金）））） 

「「「「武蔵岡中学校武蔵岡中学校武蔵岡中学校武蔵岡中学校    ３３３３年生年生年生年生    演劇演劇演劇演劇ワークショップワークショップワークショップワークショップ」」」」 

   【実施日時】    平成 2４年３月２日（金）、９日（金） 

【実施場所】    町田市立 武蔵岡中学校  

【従事者の数】 ４名（講師 1名／ アシスタント 2名／ 記録係 1名） 

【対象者】     町田市立 武蔵岡中学校 ３年生（男子 14名、女子８名／計 22名） 

【支出額（単位；千円）】    １９３（※9月、3月の合計額として） 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、演劇ワークショップの対象となった武蔵岡中学校の 3 年生２２名は、生徒数の少ない地域の環境から、

小学校の入学以来、9 年間ほとんど同じ顔ぶれで過ごしてきたクラスです。今回、先生方からは「卒業を前に、

今まで 9 年間、固定しつつあった自分への見方を変えること。いつのまにか出来てしまった“枠”を壊すこと。」

「自分の考えを持ち、人に伝えられるようになっていく為の一つのきっかけになってほしい」という相談を受け

ました。 

 

＝演劇を通しての地域支援事業＝ 
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私達は、担任の先生や学校支援ボランティアコーディネーターの方と相談を重ねた結果、「9 年間、いっしょに

過ごした友達に、心からの気持ちを伝えること」をプログラムの最終目標にしました。 

ワークショップ実施後、担当教員の方からいただいた評価は、以下の通りです。 

 

 

【WS 実施後の評価】 …担当教員 2 名による事後アンケートより 

QQQQ；；；；ワークショップワークショップワークショップワークショップ後後後後、、、、生徒生徒生徒生徒にににに何何何何かかかか（（（（どこかどこかどこかどこか））））変化変化変化変化があったかがあったかがあったかがあったか？？？？    

・ワークショップが終わってから、その日はみんな表情が穏やかでした。 

・行動面で大きな変化は見えませんが、気持ち（心）の柔軟さが少し感じられる子もいました。 

QQQQ；；；；ワークショップワークショップワークショップワークショップ中中中中、、、、生徒生徒生徒生徒のののの新新新新たなたなたなたな発見発見発見発見のようなことがありましたかのようなことがありましたかのようなことがありましたかのようなことがありましたか？？？？    

・普段の生活では見られないような、生徒同士のコミュニケーション。 

・ふだんはあまり表情に変化を見せない生徒が、さまざまな表情を見せてくれたこと。 

QQQQ；；；；ワークショップワークショップワークショップワークショップをやることでをやることでをやることでをやることで期待期待期待期待したことはしたことはしたことはしたことは？？？？    

・自分の考えを持ち、人に伝えられるようになっていく為の一つのきっかけになってほしいと思

いました。 

・卒業を前に、今まで 9 年間、固定しつつあった自分への見方を変えること。いつのまにか出来

てしまった「枠」を壊すこと。 

QQQQ；；；；期待期待期待期待していたがしていたがしていたがしていたが、、、、変化変化変化変化のののの無無無無かったかったかったかった部分部分部分部分はははは？？？？    

・手紙の内容について、もう少し具体的な内容が出ればと少し期待しました。 

・特にありません。 

QQQQ；；；；期待期待期待期待していなかったがしていなかったがしていなかったがしていなかったが、、、、変化変化変化変化のあったのあったのあったのあった部分部分部分部分はははは？？？？    

・予想以上に全員が楽しそうに参加していました。 

・特にありません。 

QQQQ；；；；ワークショッワークショッワークショッワークショッププププのののの回数回数回数回数はははは適当適当適当適当でしたかでしたかでしたかでしたか？？？？    

・２～３回が適切だと思いました。（回数が多いと、慣れすぎてマンネリ化の恐れ） 

・はじめは多いように思いましたが、テンポよく進めていただいたおかげで丁度よかったと思い

ます。 

QQQQ；；；；ワークショップワークショップワークショップワークショップ回数回数回数回数がががが増増増増えたとしたらえたとしたらえたとしたらえたとしたら、、、、変化変化変化変化のありそうなのありそうなのありそうなのありそうな予感予感予感予感がありましたかがありましたかがありましたかがありましたか？？？？    

・上に同じ。 

・同じような内容なら、これが限界かなと思います。 ただ、これだけ生徒が動けるようになっ

た段階なら、ロールプレイなどの手法も有効かなと思いました。 

QQQQ；；；；改善点改善点改善点改善点があればがあればがあればがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

・特にありません。教員としてとても勉強になりましたし、生徒にとっても非常に 

良い体験でした。 本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

＝演劇を通しての地域支援事業＝ 
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３．地元地元地元地元    下北沢下北沢下北沢下北沢におけるにおけるにおけるにおける芸術鑑賞芸術鑑賞芸術鑑賞芸術鑑賞とととと体験体験体験体験のののの場場場場つくりつくりつくりつくり    

アートサロンアートサロンアートサロンアートサロン    「「「「影絵影絵影絵影絵でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ““““小小小小さなおさなおさなおさなお城城城城””””」」」」    

１）活動の概要  

【実施日時】平成 23 年 9月 10 日（土） 

【実施場所】東京ノーヴイ・レパートリーシアター  

【従事者の数】 １０名 ＋ボランティアスタッフ ２名 

【受益対象者の範囲及び人数】 １５人 

【支出額（単位；千円）】   ５０ 

 

今回は、小さな姉妹を含む１５名の方が参加して下さいました。 

また、前回も参加し、この"小さなお城"の為に二曲を作曲して下さった、音楽家の後藤浩明さんに再び来て頂きま

した。 （後藤さんは東京ノーヴイの「ハムレット」、「白痴」公演の音楽も担当して下さった方です。） 

今回は、この二曲の伴奏だけでなく、後藤さん自身の即興によるピアノの曲を入れて下さって、大変贅沢なアートサ

ロンとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）活動の成果 

上演後は軽食と飲み物で、楽しい懇談会をもちました。お一人ずつ感想を話して頂きましたが、「一生出来ない

経験が出来ました！」とか、「今度は孫を連れて来たい！」などなど、皆さんから素晴らしいコメントを沢山頂きました。

参加の方々始め東京ノーヴイのメンバーも、全員が"子供に戻った様な"素晴らしい時間でした。 

 

 この 「影絵で楽しむ"小さなお城"」は、子供たちを招待してのクリスマス公演として、12 月 23 日に上演いたしまし

た。ロシアの名作童話の世界を、実際の影絵の操作も含め、子供たちに楽しんでもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝演劇を通しての地域支援事業＝ 
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４．地元地元地元地元 下北沢下北沢下北沢下北沢におけるにおけるにおけるにおける子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの為為為為にににに 

影絵影絵影絵影絵『『『『小小小小さなおさなおさなおさなお城城城城』』』』子子子子どもたちによるどもたちによるどもたちによるどもたちによるクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス公演公演公演公演 

 

【実施日時】平成 23 年１２月２３日（金・祝） 

【実施場所】東京ノーヴイ・レパートリーシアター  

【従事者の数】 １１名 ＋サポーター会員 ３名 

【受益対象者の範囲及び人数】  

地元の子供たち、父兄 計２４人 

【支出額】  １３（単位；千円） 

 

 

 

～商店街の皆様へのお手紙～ 

日頃お世話になっている商店街の皆様、演劇の街で 

育つ子どもたちに、ぜひ劇場に親しんで頂きたく、 

昨年に引き続き、今年もクリスマス公演を企画しました。 

今年は、子どもたちが主役です。ロシアの名作童話『小さなお城』を影絵で上演します。 

想像する喜びをお届けしたいと思っています。 

また子どもたちと楽しいクリスマスにするために、影絵を作ったり、お菓子やクリスマスプレゼントを用意した

り、ささやかですが夢のある温かい会にしたいと思っています。 

そこで、お店であまっているものがございましたら、ご寄付頂けないでしょうか？ 

例えば、包装紙・リボン・お菓子・子どもが喜びそうなものなどなど、余っているもの・使わないものなどがあ

りましたら、ぜひご連絡ください。劇団員がお店まで伺います。師走の忙しい時に恐縮ですが、ご協力頂けまし

たら幸いです。 

 

今回は、「自分たちでも影絵をやってみたい」という、地元の子供たちの為に、 

 特別に、2部構成での影絵劇上演を企画しました。 

最初は、14時から第 1部スタートです。 

 子供たちに、メンバーとサポーター会員による影絵を見てもらい、 

その後で、子供たちに影絵人形の操作を練習してもらいました。 

16時から第 2部が始まりました。 

練習をした子供たちと一緒に影絵劇の上演を行い、大好評でした。 

終演後には、芸術監督扮するサンタからプレゼントを配り、記念撮影。 

最後にみんなで『赤鼻のトナカイ』を歌って終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

＝演劇を通しての地域支援事業＝ 

＜子供たちと共に、影絵劇の上演会＞ 

＜サンタに扮してお菓子を配る、芸術監督の L・アニシモフ氏＞ 
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～さまざまな試み～ 

その他、目的を達成するために必要な事業（定款５条－７） 

 

・・・・佐渡島佐渡島佐渡島佐渡島におけるにおけるにおけるにおける、、、、曼陀羅曼陀羅曼陀羅曼陀羅のののの奉納奉納奉納奉納    

 

3.11 東日本大震災以降、世界中の人々から「日本を手助けしたい」という強い思いが集まっています。今

回、私たちの芸術監督Ｌ・アニシモフ氏の友人であるロシア人数学者、ワレーリー・ボロトフ氏から、「日

本の地理的中心にある佐渡島で曼陀羅を奉納することで、日本の平和を願いたい」という申し出がありまし

た。この話を、当年度、公開講座などでご一緒させていただいた苫米地英人博士に相談したところ、「それ

はとても素晴らしい仕事だ」と共感頂き、同氏のご協力を得て、佐渡島におけるスタニスラフスキーシステ

ムのＷＳと、曼陀羅の奉納の実現をすることが出来ました。 

 

【実施日時】平成 24 年 7月 3 日 

【実施場所】 佐渡島 長谷寺（ちょうこくじ） 

【従事者の数】 ４名 

【支出額（単位；千円）】 ： ２５５ 

 

 

 

 

   ＜曼陀羅の作成を手伝う、ワークショップ参加者の皆さん＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

＝その他、目的を達成するために必要な事業＝ 
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・・・・ゴーリキーゴーリキーゴーリキーゴーリキー作作作作「「「「どんどんどんどん底底底底でででで」」」」のののの映映映映画画画画化化化化にににに向向向向けてけてけてけて    

 

 

私たちのレパートリーとしては最も古い歴史をもつ、 

Ｍ・ゴーリキー作「どん底で」は、その上演回数を 

重ねながら、多くの方から高い評価を得てきました。 

「この作品を、もっと多くの人に見てもらいたい」と 

いう思いから、現在、いろいろな方のご協力を得て、 

映画化を進めております。 

 

 

 

   【活動内容】 Ｍ・ゴーリキー作「どん底で」の映画化 

   【実施場所】 東京ノーヴイ・レパートリーシアター劇場、その他 

   【従事者の数】  ４０人 

【支出額（単位；千円）】  ３１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝その他、目的を達成するために必要な事業＝ 
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３．さいごに ～ 演劇芸術が社会に根付くために ～ 

報告者：理事長 岡崎弘司 

１）レパートリーシステムの劇場の必要性 

   私の恩師であり、現在の東京ノーヴイ・レパートリーシアターの母体となった、吉沢演劇塾と

劇団京を設立された吉沢京夫先生は、常々、「現代劇から古典劇まで演じられる、本当の専門的訓

練を受けた 50人の俳優を抱え、現代劇から古典劇までのレパートリー作品を持つ、劇場（レパー

トリーシステム劇場）が生まれなければ、戦後の日本に、本当に芸術と呼ばれるような演劇を根

付かせることは出来ない」と語られ、その実現のために奔走されていました。また、晩年には、

「東京は結局は“消費”の街であり、“生産”の場ではないのではないか？」という考えを抱かれ、

「地方都市構想」として、「地方に根付いた、文化拠点としての劇場」を持つことを熱く語られて

いました。 

 

   鳥取県のＮＰＯ法人「鳥の劇場」は、そういう意味では、一つのモデルケースとして大変興味

深い活動を続けておられますが、同団体の代表、中島諒人氏は「演劇や劇場が現在の社会のため

に必要なものだということが公的に認知されること」を目標に、「劇団が劇場を持って、創作と劇

場運営の両立を目指していること」を含む５つの項目を、自分達の活動の基本として、社会に対

し発信し続けておられます（2008 年度 NPO法人 「鳥の劇場」活動報告書より）。残念ながら、現代

では、基本的に、劇場＝貸し小屋であり、創造団体と劇場は分離しております。土が無いところ

に花を咲かせられないように、創造団体にとって、専属の劇場は不可欠なものです。 

 

   長年にわたり専門的なトレーニングを受けた俳優達により、古典劇ですら日替わりで上演し、

観客に提供していける「レパートリーシステムの劇場」を造ることは、当初、多くの人たちから

不可能なことと言われていました。10年ほど前になりますが、私たちが、この活動を始めるにあ

たりシンポジウムを開いたところ、当時パネリストで参加いただいた先生方の全員から「それは

無理だ」と一蹴されてしまいました。 

けれども客席数こそ小さいですが、私たちは、チェーホフの４大戯曲はもちろん、シェイクス

ピアの「ハムレット」、近松門左衛門の「曽根崎心中」、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」などのレパ

ートリーシステム公演を実現してきました。また、このシステムを実現するために、ロシア功労

芸術家 芸術監督レオニード・アニシモフ氏の指導のもと、常時、４０～５０名の俳優が在籍し

て、私たちの活動を支えてくれています。 

 

      「レパートリーシステムの劇場を作ること」―― この事はもはや夢物語ではなく、私たちは

それを実現し、可能なことを証明してきました。次に私たちが掲げている具体的な課題は、「客席

数 200席程度の自分たちの劇場を持つこと」です。 

何故、「200席の劇場」なのでしょうか？ レパートリーシステムによる芸術創造の方法論を確

立したスタニスラフスキーは、「理想的な客席数は、300席。大きすぎる劇場は創造のエネルギー

が理想的な形で伝わらない。」と述べています（劇場運営の面では、経済的な困難を伴う制限では

ありますが）。実際に、私たちの小さな実験劇場では、大きな劇場を想定して創られた作品の上演

が空間に合わなくなり、幾つかの古典作品をレパートリーから外さざるを得なくなりました。 
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現代の日本では、自分たちの専属の劇場をもって創造活動をすること自体、大変困難な課題で

すが、私たちはあきらめることなく「200席の自分たちの劇場」を目指しています。 

是非、多くの方に、私たちの活動へのご理解とご支援を得たいと思います。 

    

最後になりましたが、私たちの要請に快く応えて下さり、１０年近く、毎年来日を続け、私た

ちの芸術面での指導と演出にあたっていただいている、芸術監督レオニード・アニシモフ氏に対

しては、日本人である私たちは、どう感謝の気持ちを伝えていいか分かりません。「日本に、本当

の芸術が育ち根付いていく環境を作り上げること」「日本が世界に発信していける文化を作り上げ

ること」、―― そのために、私たちは、もっともっと積極的に活動をしていきたいと思います。 

 

２）社会の変化 ～認定 NＰO法人制度と寄付税制改革～ 

    2011年 6月の抜本的な制度改革によって、今年の 4月 1日より、新しい「認定ＮＰＯ法人制

度と寄付税制度」が生まれました。 

「社会に対し適切な情報公開を行うことを通して、広く社会から評価・信頼されること」が

求められるＮＰＯ法人制度は、私たち、現代の芸術集団にとって学ぶことが数多くあり、また、

この責任ある大きな仕事を進めていくためには、多くの方のご支援とご協力がなければ出来な

いことです。 

今回の法改正に伴い、「より客観的な基準において、高い公益性をもっている」ことを、広く

社会の皆様から判定して頂けるよう、私たちもこの「認定ＮＰＯ法人」を目指していきたいと

思います。多くの方に、ご理解とご支援をいただけることを心から願います。 

 

   ※ 認定ＮＰＯ法人制度について詳しく知りたい方は、下記ＨＰをご参照ください。 

     内閣府 ＮＰＯ法人ホームページ  https://www.npo-homepage.go.jp/ 

東京都 生活文化局ホームページ http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4.htm 

     NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 http://www.npoweb.jp/ 

 

～ ３千円の寄付金 募集します。～ 

     認定ＮＰＯ法人となるための基本的な要件（PST） の一つに、 

「３千円の寄付金を年間、１００口集められる事」 

という要件があります。私たちの活動に賛同いただける方に、お一人、３千円の寄付金を

お願い致します。 

 

     振込先等の詳細は、東京ノーヴイ・レパートリーシアターのＨＰアドレス 

http://www.tokyo-novyi.com/japanese/index.html 

より、ご覧ください。 

 

 

 


