
1．研究の目的と方法

　2010年5月26日に文部科学省で「コミュニケーション
教育推進会議（第1回）」が開催された。「多様な価値観を
持つ人々と協力、協働しながら、社会に貢献することが
できる創造性豊かな人材を輩出するため、コミュニケー
ション能力の向上が求められており、そのための教育を
推進する」（文部科学省 2010：1）ことがこの会議の趣旨
であった。このための具体的方法として、すでに文化庁
により、プロの劇団による学校巡回公演である「子ども
のための優れた舞台芸術体験事業」が実施され、2010年
度より演劇などのプロの俳優などが、実際の学校での公
演の前に、その学校でワークショップを実施し、生徒た
ちが本公演のときに参加するという「次代を担う子ども
文化芸術体験事業」が始まっていた（文部科学省 2010：
1）。このように、文部科学省が中心となり、ドラマ活動
というつくる過程を中心とする活動によるワークショッ
プと、演劇鑑賞である本公演を組み合わせて、子どもた
ちが他者と協働し、異文化理解を深めるためのコミュニ
ケーション能力の育成が強調されるようになった。そし

て、従来の学習発表会などにおける「演劇の上演」を最
終目的にした活動ではなく、ドラマ活動をすること自体
に教育的価値を見出し、教科学習においてドラマを学習
媒体として用いるドラマ教育に関する研究が注目される
ようになってきた。最近では、英米のドラマ教育の手法
を新たに学校教育に取り入れようとする動きも見られ
る。
　しかし、これまで日本の教育現場にこうしたドラマ教
育が存在しなかったのだろうか。本研究は、まず英米の
ドラマ教育と日本の戦後の「ごっこ活動」と演劇教育に
ついて概観し、英米のドラマ教育の視点から日本のドラ
マ教育の手法を用いた実践を検討することを通して、両
者の共通点を明らかにし、日本の教育活動において、ド
ラマ活動が位置づいていることを論じる。本論における
ごっこ遊び（dramatic play）は、自分が変身したり、見
立てたりする要素を含むこととを子どもたちの自発的な
活動という視点から劇的遊びと同義ととらえる。本論で
ある劇活動（drama work）は、教師の直接的な援助／指
導がある活動としてとらえ、間接的な援助／指導である
ごっこ遊びと区別する。
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要　約

　近年、子どものコミュニケーション能力の育成や学習活動の多様化のための手法の一つとして、ドラ
マ活動の導入が提言されるようになってきた。ドラマ活動については英米で実践が蓄積されてきている
ことからモデルとして示されることが多いが、日本の学校教育においてもこれまでにドラマ活動が行わ
れてきている事例がある。そこで本論において、まず英米のドラマ教育と日本の戦後の「ごっこ」遊び（活
動）と演劇教育について言及し、次にごっこ活動から劇づくりへと発展した小学校低学年における実践
記録をとりあげ、ドラマ教育の視点から分析する。本論において、ドラマ活動は、上演を目的にしない即
興的な活動で、教師／ファシリテーター／リーダーによって導かれる活動であるとする。他方、シアター
活動は、上演を目的にした、脚本のある、観客に観せるための活動であるとする。さらに、本論では、ド
ラマ活動とシアター活動との繫がりを考える。
　本研究では、英米のドラマ教育の視点から実践を検討することを通して、英米のドラマ教育と日本の
実践との共通点を明らかにし、日本の教育活動においてドラマ活動が位置づいていることを論じ、今後
の展望と課題を明らかにすることを目的とする。

　キーワード： クリエイティブ・ドラマ、ごっこ活動、ドラマ教育
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2．ドラマ教育の背景

　初めて日本でアメリカのドラマ／演劇活動を紹介した
のは坪内逍遙である。坪内（1923）は、『児童教育と演劇』
において、19世紀初頭にニューヨークのイタリア移民
地域で演劇制作活動を行っていたアリス・ミニー・ハー
ツ（Alice Minnie Herts）の「児童の教育的演劇」活動を
高く評価している。坪内は、ハーツのシアター活動が子
どもの行動変容に役立つ例をあげている。具体的には、

「たとえば、多少盗難癖の傾向のある子供に巾着切の役
をやらせると、却ってそれで以て如何に巾着切が卑劣な
ものであるかを知ると同時に、物を盗みたいと云う好奇
心は其の真似で以て満足させられて現實化されないです
む」（坪内 1923：152）ということをハーツは指摘してい
ると述べている。
　他方、小原圀芳が『学校劇論』（1923）で「学校劇」を
提唱した。学校劇は、それまで児童劇、童話劇などと呼
ばれていた劇活動を学校で劇が演じられるので学校劇
と命名することで、他の劇活動と区別した。小原は、子
どもための脚本も執筆して、作品を上演していた。さら
に、小原が成城学園に主事として赴任し、1931年に「成
城小学校・学校劇の会」を開催した。この影響を受けて、
1932年に米谷義郎・落合總三郎らが「学校劇研究会」を
つくった。
　これらの活動と芸術教育運動の高まりと相まって学校
劇は急速に全国に広まっていった。しかし、1924年に通
称「学校劇禁止令」が出されると急速に衰退していった。
　戦後の日本では、1970年代から1980年代初期にク
リエイティブ・ドラマの本が相次いで出版されてきた。
1990年代になり、徐々に理論と方法論の紹介がなされ
るようになっていった。たとえば、クリエイティブ・ド
ラマという名称は、アメリカのクリエイティブ・ドラ
マの創始者であるウィニフレッド・ウォード（Winifred 
Ward）の理論と方法論を明らかにした研究（小林 
1996）、ウォードの愛弟子であるジェラルディン・B・シッ
クス（Geraldine Brain Siks）の理論と方法論を検討した
研究（小林 1996）などがある。
　イギリスのDIE（Drama in Education、以下DIEと表
記）についていえば、ドロシー・ヘスカット（Dorothy 
Heathcote）のドラマ活動を考察した研究（小林 1995）、
その代表的なドラマ活動の技法である「ティーチャー・
イン・ロール」について考察した研究（渡辺 2008）、その
理論と方法論を総括した研究（小林他 2010）などがある。
DIEの技法を紹介し、日本の教科教育に応用しようとい
う試みもある（渡部他編 2010）。
　しかしながら、こうした英米のドラマ／シアター活動

とその技法の導入は、一見新しいもののように見受けら
れるが、実は日本の教育実践においてすでに行われてき
たのではないか、という視点からの研究はなされてこな
かった。
　演劇活動やドラマ活動と銘打たれてはいないが、教科
教育においてロールプレイや寸劇などの動作化や劇化な
どの演劇的活動は、これまでも日本の教育活動の中で行
われてきた。特に、戦後に始まった社会科は「初期社会科」
と呼ばれ、ここでは「ごっこ活動」を中心とする経験的
な学びが展開された。東京都芝区桜田小学校で行われた
日下部しげ教諭による「郵便ごっこ」に影響をうけ、全
国で「ごっこ活動」を取り入れた社会科学習が低中学年
を中心に展開された。桜田小学校でつくられたカリキュ
ラムは桜田プランと呼ばれ、ごっこ活動に特徴があった。
第3学年での単元「のりもの」では、模型作り、地図化作
業、創作活動をふまえて「駅ごっこ」を行ない、生活に必
要な品物の輸送方法、郷土における交通輸送の役割など
を「ごっこ」を通して学んだ。これはまさに演劇的な手
法を多分に取り入れた学習と言え、またクリエイティブ・
ドラマに通じる要素が多い。
　その後、朝鮮戦争や経済成長とともに、経験主義を中
心とする学習から系統主義を中心とする学習に日本の教
育は変化したが、社会科や生活科において、「動作化」「劇
化」による学びの手法は継続されて来た。「ごっこ活動」
を取り入れていた低学年社会科はなくなったが、現在、
低学年に設定されている生活科において明確にその姿を
見ることができる。
　戦後の演劇教育の普及に取り組んできた冨田博之

（1993：12）は、演劇教育についての考え方は、それぞれ
の論者や時代によって違いがあることを指摘した上で、
演劇教育の目的について、⑴演劇は総合芸術であるから、
総合的な教育の場として役立つ、⑵演劇本能、遊戯本能
を充足させることができる、⑶経験をひろげ、人生への
態度を学ばせることができる、⑷視聴覚教育の一つの方
法として、学習に役だてることができる、⑸自発性、創
造性をやしなうことができる、⑹全人教育、情操教育と
して役だつ、⑺社会性、協同性をそだてることできる、
⑻ことばづかい、表情、動作などをみがくことができる、
と大きく8つに要約している。冨田の演劇教育活動は、
学校演劇を中心に展開されてきたが、ここに示された演
劇教育の目的には、ドラマ教育に共通する点が多い。演
劇教育と演劇的教育を図1のように整理する中で、ドラ
マ教育にあたる要素である「各教科における演劇的方法」

「幼児のごっこあそび」「教室劇その他」「ロールプレイ心
理劇」などを、「劇のある教室・劇のある学校」に位置づ
けている（冨田、1993：53）。つまり、英米におけるドラ
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マ教育に共通するものは日本の学校教育の中でも多少な
りとも存在してきたと言える。しかし、学校教育現場で
はほとんどの場合、教師や子どもが選んだ既成の脚本を
もとにして、学習発表会などで演劇が上演をされてきた。
子どもの自発的な活動としての「ごっこ遊び」から、教
師が援助しながら行うストーリーのある「劇遊び」を経
て、観客の存在する演劇作品の発表へと日常の学習の中
で発展させて劇をつくる実践は少ない。

図1　冨田（1993：53）による演劇教育の構造

　
　本論では、「具体的な活動や体験を通して、自分と身近
な人々、社会及び自然とのかかわりに関心をもち、自分
自身や自分の生活について考えさせ」「気付いたことや
楽しかったことなどについて、言葉、絵、動作、劇化など
の方法により表現し、考える」ことが目標に掲げられて
いる生活科に即し、低学年の劇活動実践の検討を行う。
特に、「生活科」に限定せずに、より合科的・総合的に取
り組み、子どもたちの劇活動／ドラマ活動が展開されて
いた実践を本研究での対象とする。そこで、1998年度〜
1999年度に東京学芸大学附属世田谷小学校低学年で行
われた、中山京子による劇づくりの実践「へんしん！お
はなしつくろう！ごっこ遊びからお話づくり、劇づくり
へ―」を取り上げて検討する。この活動は、子どもが日
常の遊びの中でみせるごっこ活動から活動が開始され、
子どもたちの願いと求めによって劇にしたてていったド
ラマ活動からシアター活動へ自然につながっていった活
動である。そして、1年生2学期で経験した劇づくりの楽
しさから、2年1学期に劇づくりの活動が再開する。一

般的にみられるような「学習発表会のための劇」ではな
く、「自分たちが楽しみたい劇」づくりである。いいかえ
れば、ごっこ遊びから発展して、ドラマ活動になり、観
客に観せるシアター活動に自然につながっていった活
動である 1。
　この実践は、アメリカのクリエイティブ・ドラマとイ
ギリスのDIEというドラマ活動の考え方と具体的技法に
おいて共通点が存在すると考える。
　クリエイティブ・ドラマとは、20世紀初頭にアメリ
カのシカゴ近郊のエバンストン市において、ウォードに
よってはじめられた過程中心の即興的なドラマ活動の
ことである。クリエイティブ・ドラマは、訓練されたク
リエイティブ・ドラマ・リーダーあるいは教師によって
導かれることになっている。それまでは、教師が台本を
選んだり作成したりし、それを子どもたちが暗記し、教
師によって演出され、親や他の子どもたちに見せること
を目的にし、リハーサルを重ね、学校の講堂などの舞台
で上演する活動が中心であった。このような活動に対し
て、ウォードは、子どもたちがドラマ活動をすること自
体に教育的価値を見出した。いっぽう、ウォードは、子
どもたちが演劇作品を上演する活動が否定したわけでは
なく、過程中心のドラマ活動と観客に観せるためのシア
ター活動をつなげようとしていた。つまり、ドラマとシ
アターの連続性を考えていたのである。

3．英米のドラマ教育と中山実践の共通点

3. 1.  児童中心主義の考え方に基づいている
　本論で取り上げる実践が行なわれた東京学芸大学教育
学部附属世田谷小学校について、「教育の基盤は、『はじ
めに子どもありき』をいう考え方が貫かれている」（東京
学芸大学教育学部附属世田谷小学校 1998：14）と明記さ
れている。
　この考え方は、クリエイティブ・ドラマとDIEの児童
中心主義と共通している。クリエイティブ・ドラマは、
20世紀初頭の新教育運動の影響を受け、その考え方の一
つの具体的方法として発展してきた歴史がある。ここで
述べられている「はじめに子どもありき」という考え方
は、いいかえれば児童中心主義の考え方と同義であると
いえる。
　当時実践が行われた同小学校では、低学年は総合学習
を実践しており、いわゆる「時間割」や教科学習という
形で行われていない。すべての学びが総合学習活動の中
に位置づけられ、子どもの願いや求めを中心に毎日の学
習が組み立てられている。教師は学習指導要領を脳裏に
置きながら、活動のテーマにそって知識理解的学習や表
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現活動を組み立て、学級カリキュラムが経営されていた。
したがって、隣のクラスとは学習の内容や時期が異なる
ことも多い。この実践が生まれた背景としてこうした子
どもの願いや求めを中心とした総合学習活動が日常的に
行われていたことは一つの要因であろう。しかし、劇づ
くりの手法として、子ども中心に展開することは、一般
的な学級において実施することは、なんら問題のないこ
とである。つまり、この学校において児童中心主義にも
とづく総合的な学習活動における劇づくりというドラマ
活動とシアター活動は、自然な学習活動であるといえる。
　この実践を行い記録した筆者は、「子どもの実態に合
わせて教師がテーマや台本を用意し、教師が積極的に劇
指導することもあるかもしれません。でも、子どもたち
の手に活動の多くをゆだねてみると子どもたちは実に豊
かな発想で劇づくりを進めていき、それにともなう学び
を広げていく」（中山 2000：88）と指摘した。いいかえれ
ば、児童中心主義による活動が、子どもたちに自分たち
が活動を主導しているというオーナーシップを感じるこ
とができ、自発的な学びを深めていくことができる。
　アメリカのクリエイティブ・ドラマは、教師が台本を
与えたり書いたりして、それを子どもが暗記し、教師が
演出して、保護者に見せることを目的にした演劇的活動
ではなく、劇活動をすること自体に教育的意義を見出し
た活動である。つまり、子どもたちが誰かにやらされて
いると感じずに、自ら自発的に活動していると感じられ
るように、教師が支援を行うような活動のことである。
つまり、クリエイティブ・ドラマは、教師主導の活動で
はなく、子どもたちが自ら活動に参加するように組み立
てたれた活動である。同様にイギリスのDIEのリーダー
であるジョナサン・ニーランズは、「ドラマ活動は、明確
に子ども中心の活動である」（Neelands 1984：6）と述べ
ている。つまり、アメリカでもイギリスでもドラマ活動
は、児童中心主義にもとづいているのである。
　さらにいえば、子どもたちが誰かにやらされていると
感じずに、自ら自発的に活動していると感じられること
こそが、主体的に学びをつくる原動力となる。とくに表
現活動においては重要な点である。強制力や圧力をとも
なう表現活動は、子どもの感覚は萎縮し、正しさや見て
くれの評価を求めるようになってしまう。しかし、内在
するものを自発的に表現する場合、その評価の視点は子
どもの満足度に集約される。子どもにとって質の高い表
現活動ができれば子どもは自然とそれらを高く評価し、
不満が残る場合は「面白くない」という判定をくだす。
　このように英米のドラマ教育も中山実践も子どもの主
体性を重視した児童中心主義の考えにもとづいていると
いえる。

3. 2.  基盤としての劇的遊び
　ドラマとシアターのルーツは、見立てと変身の要素の
ある子どもの自発的な活動としての遊び、特に劇的遊び

（dramatic play）であるといわれている。 アメリカの
クリエイティブ・ドラマ・リーダーの一人であり脚本家
である同時に演出家であるヴァージニア・グラスゴー・
コウスティ（Virginia Glasgow Koste）は、「ドラマとシ
アターという芸術のルーツは、子どもの自然な劇的遊び
である」（Koste 1978：xviii）と述べている。イギリスの
ドラマ教育の先駆者であるピーター・スレイド（Peter 
Slade）も「チャイルド・ドラマのルーツは遊びである」

（Slade 1976：1）と述べている。現代のイギリスのDIE
の実践的研究者であるニーランズも子どもの劇的遊び
の延長線上にドラマがあると指摘している（Neelands 
1984：7）。このように英米のドラマ活動であるクリエイ
ティブ・ドラマとDIEのルーツは、子どものごっこ遊び

（劇的遊び）であるといえる。
　同様に中山実践も「入学してから子どもたちが継続し
てきた造形遊び、音遊び、ごっこ遊びから生まれました」

（中山 2000：88）と述べている。さらに具体的にいえば、
「休み時間になると、造形遊びが好きで毎日のように廃
物を利用して工作をしている子、教室にあるリズム楽器
や電子オルガンを用いて音遊びをしている子、テレビア
ニメのキャラクターや動物になりきって遊んでいる子、
それぞれが自分のすきな活動をまわりの子を巻き込んで
展開し、入れ替わり立ち替わり活動の仲間が変わりなが
ら活動が継続していきます」（中山2000：88-89）という
自由な活動としての遊びが教室で展開されていた。つま
り、子どもたちは、さまざまな自発的な活動としの遊び
を教室で経験しているのである。いいかえれば、教師は
子どもたちが自分たちが自発的に活動を行っていると感
じるように援助しているといえる。

写真1　うさぎさんに変身中（造形遊び）。
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　さらに、これらの自発的な活動としてのさまざまな遊
びは、「造形遊びの中で、ロボットやウサギに扮した子ど
もたちの姿から『へんしん』への気持ちが高まり、ごっ
こ遊びが好きな子が『おはなしづくり』を呼びかえまし
た。さらに音遊びが好きな子たちからごっこ遊びやお話
づくりに音を合わせることが提案」（中山 2000：89）さ
れることにより、ごっこ遊びから劇づくりへと展開して
いった。いいかえれば、教師が直接的にリードして劇遊
びを展開していく劇活動ではなく、子どもたちのごっこ
遊びという劇的遊びが、子どもの発言がきっかけとなっ
て個々の子どもたちの遊びが自然と劇づくりへと統合さ
れていったのである。つまり、子どもたちにオーナーシッ
プがある活動として展開していったのである。
　一方、子どもにオーナーシップがあるとは言えども、
学校で行われている活動であるため、担任教師による間
接的な援助と指導が行われている。たとえば、子どもた
ちの興味のありかを見極め素材を用意したり、子どもた
ちからの問いかけに応えたりして、子どもたち同士でか
かわれるように方向づけたりなど活動を進めているよう
なことである。
　このような子どもたちが選択できる自由な活動のとき
に、子どもたちが、誰かになってみるような変身をした
り、物を何かに見立てたりする経験を重ねていくことが、
後の教師のリードによるドラマ活動とシアター活動につ
ながってく素地になっていると考える。
　子どもの学習活動が発展的に統合する背景には、教師
の周到なみとりと期待がある。本実践においても、ごっ
こ遊びが展開するとともに、造形遊びのために用意して
ある工作コーナーに変身用のカラービニール袋やレース
のカーテンを用意したり、音遊びコーナーにマラカスや
スレイベルといった楽器を補充したりするといった援助
を行っていた。電子オルガンに備わっておる多様な効果
音を出すキーを教え、実施に変身ごっこを楽しんでいる
子どもにあわせて音を出すこともした。教師は学級内に
散発的に存在する子どもの活動をつなげるという視点を
もって援助を行っていたことは事実である。
　しかし、ここで重要なことは、自分たちが主体となっ
て活動していると子どもたちが感じているということで
ある。したがって、この実践は、ごっこ遊びつまり劇的
遊びから発展した劇づくりという自発的な活動としての
遊びと位置づけることができる。

3. 3.  さまざまな芸術を統合する
　この実践は、子どもたちが興味をもって行っていた造
形遊び（美術）、音遊び（音楽）、お話づくり（文学）、ごっ
こ遊び（ドラマとシアター）等のさまざまな芸術的要素

をもった活動を劇づくりという演劇作品を上演する目的
をもつことによって、つなぎ合わせている。いいかえれ
ば、諸芸術を統合して総合芸術的活動に発展させている。
つまり、ドラマとシアターをつなげているのである。シ
アター活動、総合芸術としての演劇を生かしている活動
である。
　これは教師の特性も大きく影響していたと考えられ
る。教師自身がミュージカルや芝居、ダンスといった舞
台芸術鑑賞経験が豊かにあり、物つくりや音楽表現に興
味があり、幼少期からの現在に至るこれらの蓄積された
経験が子どもたちの指導にそうした感覚が反映されたこ
とが想定できる。もし、教師がこうした芸術要素に疎く、
関心がなければ子どもたちの活動に意識が向かなかった
かもしれないし、統合した次の展開への支援をすること
もなかったかもしれない。
　現在生活科の目標としてあげられている「気付いたこ
とや楽しかったことなどについて、言葉、絵、動作、劇化
などの方法により表現」する方法を支えるものとして、
こうした芸術的要素の統合は、クリエイティブ・ドラマ
の手法は効果的である。また、生活科が他教科の学習内
容と重ねて活動を展開さたり、他の教科の時間を関連さ
せて効果的な指導を進めるといった合科的な指導を求め
ている。そこで、音楽や図画工作、国語の表現活動等を
合科、総合的に扱うことが生活科実践で行なわれている。
これはクリエイティブ・ドラマがもつ多様な芸術の統合
という性格に共通するものである。

写真2　ドラキュラに変身したままの姿で
舞台づくりを通して舞台づくりを楽しむ。

3. 4.  教育目的が存在する
　アメリカのドラマ活動の一つであるクリエイティブ・
ドラマは学校教育においてはじめられ、実施されてきた
ので、その時代に求められた教育目的に対応させながら
発展してきたという歴史がある。今回の実践に照らし合
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わせながら学びの機会の可能性について考えてみると次
のようなことが共通している。
　クリエイティブ・ドラマは、その名称から明らかであ
るように創造性を育成できるといわれてきている。初期
のころは子どもの全人的発達を強調していたが、創造性
が社会で強調されるとその流れ合わせて次の5つの目的
を強調した。「①ふさわしいはけ口を得ることによって、
子どもの感情を建設的な方向に育てる。②自己表現の方
法をドラマやダンスによって与える。③クリエイティブ
な想像力を伸ばす。④他人の思考や考え方を理解し同情
することから、社会性を養う。⑤自分で考え、自分で表
現する体験を与え、その能力を伸ばす」（佐野 1981：22）
という教育目的である。これらを中山実践に照らし合わ
せる次のように考えられる。
　①は、「気持ちを声に：自己表現し、豊かな人間関係を
築くことの基礎として、『おはよう』『ありがとう』といっ
た一語一語を大切にする雰囲気をつくる。他に、歌声や
音読に気持ちを託すなど、どの子どもも気持ちや考えを
声に出して表現できるような場をつくる」（中山2000：
92）という考えに共通している。日常において慣習的に
使われる言葉からはじめ、音楽や国語の授業における表
現につなげている。また、「子どもたちが演じたい役は、
忍者・武士・おばけ・魔女・宇宙人・ドラゴン・ドラキュ
ラ・ピエロ・サンタクロース・シンデレラ・天使・熊・リス・
犬・ウサギ・ネズミ・物知りトカゲ・かぼちゃ・魚…登場
する役柄が多すぎて混乱し、話し合い自体が混乱してし
まいました」（中山 2000：94）という状況に遭遇した。そ
のとき担任教師が登場人物を整理してしまわず、「子ど
もが好きなものに変身して撮影した写真と子どもが提案
した場面構想や訳の登場の仕方を短冊に書き、話し合い
に併せて横につなげた模造紙に写真や短冊を貼ってき、
話し合った結果が物語の構成として残るように提示を作
成しました」（中山 2000：94）というように子どもたち
が自ら登場人物の多さに気づき、自分たちの作っている
物語をつくるために削るということが視覚的にできるよ
うに援助している。さらに、子どもたちがなりたい登場
人物になって写真撮影することにより、それぞれの子ど
もの変身欲求を満足させるようにしている。つまり、混
乱した状況を子どもたちにオーナーシップを持たせなが
ら演劇作品の上演に方向づけている。これは、「子どもの
感情を建設的な方向に育てる」ということにあたると考
える。
　②は、子どもたちが「変身したものになりきるという
行為によって日常の生活場面でのもととは異なる質の想
像力や表現力を伸ばしていきます」（中山 2000：90）と
いうことと共通している。つまり、ドラマやダンスを通

して、自分とは異なる登場人物を演じる経験をすること
である。
　③は、子どもたちが、決められたセリフが書かれた台
本を使わずに、前述した写真と物語のあらすじが書かれ
ている模造紙を最後まで使って活動したことにより、子
どもたちが即興的な表現をすることになった。具体的に
は、子どもたちは「模造紙に表現されたあらすじを見な
がら自分の台詞や演技を考え、劇づくりをしていったの
です。子どもたちは最後まで劇づくりのための台本をつ
くろうとはしませんでした。その結果、台本上の決めら
れた台詞がないだけに自由に表現をすることができ、生
き生きとした役柄を伝えることができた」（中山 2000：
94-95）という活動になっている。このようなやり方は、
クリエイティブ・ドラマのあらすじはあるが、具体的な
台詞が決められていない活動に酷似している。したがっ
て、これらの活動は、子どもたちの即興性と想像性と創
造性を育成することにつながっていると考える。
　④をいいかえれば、クリエイティブ・ドラマを経験す
ることを通して、参加者である子どもたちの他者理解が
深まり、そのことが社会性の育成になるということであ
る。この実践では、劇づくりの過程で子どもたちは、さ
まざまな問題に直面したときに、仲間と知恵を働かせて
解決していったと指摘されている。クリエイティブ・ド
ラマもDIEもここでの実践もグループ活動であるので、
必ずグループで話し合い問題解決しなければならないこ
とがある。この経験を通して、他者についての理解が深
まり、グループに貢献し、アイディア出し合い、そして
取捨選択し、演劇作品を創っていくことになる。この過
程で子どもたちは、協力したり、協働したりする経験を
重ねていくことができる。そして、観客に作品を観せる
経験を通して、達成感や一体感や成功感を体験できる。
したがって、結果的に自然に子どもたちの社会性が高め
られることになると考える。この実践が子どもたちの社
会性を高めることにつながったのは、通常の授業でも担
任教師が、子どもたちにさまざまな葛藤場面を提供して
いたので、今回の実践例のように「自力での問題解決」
という経験につなげることができたと考える。さらに、
子どもたちは社会性だけでなく、「衣装や舞台づくりに
かかわる造形的な力、物語を場面でとらえて構成する力、
登場人物とその心情について想像する力、自分の意見を
表現し友だちの考えを聞いてさらにそこに自分の考えを
重ねあわせる力、みんなで共有する舞台という一つの空
間を構成する力」（中山 2000：97）を身につける経験を
したといえる。つまり、芸術的想像性・想像性と協働と
いう社会性を同時に提供できる活動なのである。
　⑤は、自発性の育成である。これは、この実践をした
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担任教師の援助と指導に如実に表れている。たとえば、
教師が選んだ台本を子どもたちに渡し暗記させ演出する
というやり方ではなく、子どもが興味を持って行ってい
たさまざまな遊びからはじまり、徐々に劇づくりに方向
づけていた。さらに、教師は、子どもたちがさまざまな
問題に直面したときに話し合いの場を提供し、子どもた
ちに考えさせている。同時に子どもたちが、問題提起を
するように方向づけている。たとえば、劇の看板をつく
ろうとした子どもが劇にタイトルがないことに気づき、

「みんなに呼びかけました。『お話ししてもいいですか。
看板に劇の題を書こうとしたんだけど、劇の名前が決
まっていません！』『わあ！そうだった！』『劇の名前を
なんて書いたらいいですか』こうして皆が作業を中断し、
劇の題を決める話し合いとなりました」（中山 2000：96-
97）と記録されている。このクラスの子どもたちは、疑
問に思ったら自ら発問でき、どの発問もきちんとうけ問
題解決しようという雰囲気がつくられている。さらにい
えば、子どもたちの日常の生活とこのような劇づくりの
活動が連続していることが重要である。一般的に学習発
表会などでは、演劇作品を上演するための活動になりが
ちである。つまり、上演を主目的にしたシアター活動の
ことである。しかし、最も重要なことは、子どもたちの
日常の活動が、観客に観せるための劇づくりというシア
ター活動を通して、さらに豊かになっていくことである
と考える。したがって、子どもたちの日常からはじまり、
劇づくりを通して、また子どもたちの日常の生活に戻っ
ていくことが重要であると考える。
　このようにアメリカのドラマ活動の一つであるクリエ
イティブ・ドラマとこの実践は、共通しているといえる。
　 1930年代のウォードが指摘した個人の発達と社会性
の発達という教育目的だけでなく（Ward 1930：5）、現
代の日本の教育で求められている学びの機会をこの実
践は提供している。マッキャスリンは、次の①〜⑪をク
リエイティブ・ドラマの学びの機会として上げている

（McCaslin 2006：13-18）。

① 創造性を発達させる機会
② 自分で考える機会
③ グループで考える機会
④ 協働の機会
⑤ 多様な社会で社会的認知を形成する機会
⑥ 感情を健全な方法で解放する機会
⑦ スピーチのよりよい習慣を身につける機会
⑧ 優れた文学にふれる機会
⑨ 演劇という芸術を知る機会
⑩ レクレーションの機会

⑪ 特別支援が必要な子どもたちのための機会

　クリエイティブ・ドラマの教育目的は、時代と人によっ
て強調点が変化している。この理由は、アメリカにおい
て、ドラマあるいはシアターが教科として位置づけられ
てこなかったためであると考えられる。つまり、既存の
教科と何らかの関係性を導きだし、学校教育に位置づけ
る必要性があり、有効性や効果を強調しなければならな
かったと考える。その結果、教育目的が各時代の教育過
程に合わせて強調されてきたといえる。
　日本の学校教育においても、アメリカ同様にドラマと
シアターが教科として位置づけられてこなかった。しか
し、学習発表会や学芸会という形で演劇教育は日本の学
校教育において欠かせない要素となってきたのは事実で
あり、学校演劇という領域も成立している。生活科や社
会科を中心とした、ごっこ活動、ロールプレイ、演技の
導入といった教科学習での位置づけもみられた。
　これまで日本でドラマとシアターと教科学習の融合

（単なる演劇的な手法の導入ではない）についてその意
義を検討されてきただろうか。学校劇は学校劇、教科学
習は教科学習、といったように別物として扱われていた。
その背景には、演劇やドラマ教育に関わる専門家と教師
の恊働という視点がなかったことも事実であろう。

3. 5.  想像世界と現実世界との関係性
　クリエイティブ・ドラマなどのドラマ活動は、荒唐無
稽な想像世界の出来事で現実とは関係ない架空の世界の
ことであるととらえがちである。しかし、演劇が社会を
映す鏡であるといわれているように、ドラマとシアター
の活動は、社会の縮図であり、メタファーである。ニー
ランズは、「ドラマは、子どもたちと現代社会の重要な問
題をつなぐ強力な手段である」（ニーランズ（小林他訳）  
2010：3）と述べている。さらに、ニーランズは、「ドラマ
は教育過程に係れていることを現実の文脈に位置づける
ので、子どもたちは。人間形成のための学びの重要性、
教室外と教室内での学びの関係性を経験」（ニーランズ

（小林他訳）2010：3）できると指摘している。そして、ド
ラマとシアター活動は、子どもたち同士が協力せざるを
えないという状況をつくり出すので、子どもたちはある
枠組みの中でさまざまな人たちと協働するという機会を
得ることになる。
　したがって、ドラマとシアター活動は単なる想像世界
の出来事で終わらず、現実社会を反映させた活動である。
同時に、安全が確保された想像世界で、現実世界の諸問
題を取り上げて検討できる機会でもあるといえる。さら
に、ドラマとシアター活動は、今まで気づかなかったこ
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とについて、特別なしかたで「あ、そうだったのか」と気
づかせる経験を子どもたちに与えることができる。つま
り、今まで知っていたが、その存在に気付かなかったこ
とに気づかせてくれる機会を与えることができる。この
わかり方は、身体を伴っているので、深く子どもに印象
づけることができる。

4．劇づくりを体験した子どもの認識

　3．までに分析した対象は、実践後に実践者中山によっ
て記録されたものとそこに残された文言であり、主体で
ある子どもの意識は探れていない。そこで、当時の子ど
もの日記をみてみよう。

　今日は、3、4時間目にげきのおはなしづくりを
しました。朝学校にきたら、おはなしのことがいろ
いろかいてある紙にげきのいしょうをきた人のしゃ
しんがはってありました。もちろん私もはってあり
ました。ますますげきをつくるのがたのしくなって
きました。今日は、きほんてきに「さくせんをたて
るばめん」がテーマでした。「岩をおとそう」と「ド
ラキュラに十字かさくせん」になったけれど、いく
つか考えて、げきの中でも本当にじゃんけんをして、
この二つにしぼることにけっていしました。さいご
のほうには自分のせりふもきめました。すごく楽し
いげきになりそうです。

　この日記から、子ども自身が自分の「変身」を意識し、
劇を「する」のではなく「つくる」ととらえていることが
分かる。また、劇の中でじゃんけんをし、その結果によっ
てストーリーの展開が選択されるという「その瞬間につ
くられる」面白さに注目している。そして自分の台詞は

「自分できめる」ということもあり、「すごく楽しい」と
表現された。これらはまさにクリエイティブ・ドラマの
醍醐味をとらえた文言と言えよう。
　次に、当時の劇を体験した子（インタビュー当時19歳）
に当時を振り返ってもらった。12年の歳月を経て、以下
のコメントを得た。（下線部筆者）

問い： どんなことを覚えているか？
回答： タイトル決めで、けいすけ君が『パーティー大混

乱』を出したのが、1年生の自分にはかなりイケ
てる名前だ！！と思ったのを覚えています。どん
な劇にするかを話し合った時に、とりあえず悪
役、良いモノ役を作ろう、という話になったこと。 
自分はどっちかに分類されるのがいやだったので

中間ポジション（宇宙人=ET）選んだこと。
問い： 大人になった今、あの劇づくりは自分の人生や成

長に何か影響はあったと思うか？
回答： すいません。あまり覚えてないのですが……とり

あえずあれで1年1組、2年1組が好きになって、
学校楽しい→青空王国本当に楽しかった！とい
う流れに自分の中でなったのではないかと思いま
す。

問い： 先生が台本を用意してくれてきまった台詞を覚え
て演じるタイプの劇と、ああやってなってみたい
役柄からみんなで物語をつくっていくタイプの劇
について、どう思うか？

回答： 絶対に後者の方がいいと思います。話の筋が通っ
ていなかったり役がめちゃめちゃでも、自分達で
作る過程での話し合い、ゴミ袋で衣装を作ろうと
いうアイディアなどがたくさん生まれて、それを
自分達が実行に移して人前で披露してお客さんが
よろこんでくれるのは子どもながらにすごく達成
感を味わえるのではないでしょうか。

 　附属高校で3年生が文化祭演劇をやるのはご存
知だと思うのですが、私は結構積極的に関わって、
舞台上で何かを披露したりするキャラではないの
ですが、ほんっっとう（原文ママ）に楽しくて、お
客さんが笑ってくれた時は嬉しくて、深く関わっ
てよかったなぁと思いました。（中には受験勉強
を優先させてあまり活動しない人もいるので…
…）

 　当時の気持ちを思い出すのはなかなか難しいの
ですが、教室の窓側に児童館から舞台を持ってき
て設置したり、ETの衣装の間から客席を見渡した 
りしたことは断片的に覚えているので、やっぱり
それくらい記憶に残る楽しい、良い思い出だった
んだなぁと思います。

　このコメントからいくつかのことが明らかになった。
「悪役と善役のどちらかに分類されるのが嫌でETに
なった」というコメントから、6歳にして善悪でわりき
れない立場を創り出していたことがわかる。当時この子
どもは、ETになった理由をこのように整理して自分の
言葉では語れていなかったし、残念ながら教師もこうし
た気持ちはキャッチできていなかった。しかし、役を創
り出せることでこうした自分の善悪の二分法への違和感
を主張していたと言えよう。「ETの衣装の間から客席を
見渡したりした」という言葉から、ETの衣装を付ける
ことによって、自分ではなく第三の目として客席を見る
という不思議な感覚を味わっていたことがわかる。そこ
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で起こっている舞台空間と客席の現象をメタ認識しよう
としていたことがうかがえる。ドラマと演劇という手法
によって、自分を客体化させる経験をしていたことがわ
かる。
　また、「話の筋が通っていなかったり役がめちゃめちゃ
でも、自分達で作る過程での話し合い、ゴミ袋で衣装を
作ろうというアイディアなどがたくさん生まれ」とのコ
メントから、子どもながらに話の展開がありえないこと
をわかっていながら、話し合いの過程の意義を実感して
いたことがわかる。そして、「ゴミ袋で衣装を作ろうとい
うアイディアなどがたくさん生まれ」と、教師が意図的
に用意したカラービニール袋について、自分たちのアイ
ディアであったと今でも思っていることがわかる。つま
り、ビニール袋を教室におく、という教師の行動が完全
に子どもにとっては「自分たちのアイディア」として位
置づいたことがわかる。
　こうした身体を伴っているわかり方によって、7歳児
の経験が12年を経ても印象に残ることになったのであ
ろう。当時低学年児童であった子どもたちは、その役を
選んだ理由や、自我から離れたもう一つの視点から物事
を眺めて感じたことを言語化して十分に表現することは
できなかった。また、教師も一人ひとりの子どもの思考
に迫れていなかった。おそらく子ども自身も成長して振
り返った時に初めて当時の自分の様子を言語化できた
のだろう。しかし、こうして大人になってからのインタ
ビューから、クリエイティブ・ドラマの経験が「楽しかっ
た」という印象として残っていうことは、まさにクリエ
イティブ・ドラマの核である「fun（楽しい）」活動を教師
と子どもたちと創りだしたことが重要であると考える。
世阿弥のいうところの「離見の見」という観客の目から
自分を見るという経験は、ドラマとシアター活動を重ね
る中で体得できると考える。一般的には、登場人物に「な
りきる」ということが強調されている。しかし、子ども
たちが、ドラマとシアター活動を経験する教育的価値は、

「離見の見」いいかえればメタ認知をできる瞬間を身体
でとらえる体験できることにある。これは、ドラマ／シ
アターのもつ独特の理解の方法であると考える。
　ドラマとシアター活動の入口は、とにかく「楽しい」
ということが重要であると考える。そこから徐々に洞察
を深めている活動に発展していくものである。
　これらのことから考えて、ドラマとシアターの技法を
駆使したこの実践は、子どもたちに「楽しかった」とい
う強い印象を与えた実践であるといえる。さまざまな技
法をドラマ教育の視点から明らかにすることで、他の実
践への汎用が可能になると考える。

5．おわりに

　以上に、実践「へんしん！おはなしつくろう！ごっこ
遊びからお話づくり、劇づくりへ」を英米のドラマ教育
の視点から分析を行った結果、教師がドラマやシアター
についての経験や理解がなくとも、こうしたドラマ活動
やシアター活動の営みがすでに学校教育の中で実践され
ていることが明らかになった。教師はこうしたドラマ活
動やシアター活動の理論や手法について理解があれば、
より意図的・構成的に子どもたちの劇づくりを支援して
いた可能性がある。本実践での教師はもともとドラマ活
動やシアター活動に関するレディネスが高かったが、教
師がそうでない場合、子どもの学びとドラマ活動やシア
ター活動を結びつけることは難しい。だからこそ、教科
学習と学びにインパクトを与える可能性のあるドラマと
シアターの技法を結びつけ、子どもの主体的な学びを支
援する意義を示し、具体的な可能性の検討が必要である。
　実際、生活科教育研究においてシアター活動を取り入
れた実践研究の報告が、近年もいくつかあがっている。
例えば、須本良夫（2010）による「ごっこ活動における視
点を活用した学び ―『学校探検小さな先生登場』の事例
を通して―」、彦坂登一郎・中野真志（2006）による「生
活科における気づきの広がりと深まり ―ありがとう優
しさいっぱいもらったよ― 赤ちゃんごっこを通して」、
生石正観（2002）による「生活科単元『電車ごっこをしよ
う』をめぐって」などがある。このように演劇的活動を
取り入れた実践が行われているが、英米のドラマ教育の
観点から、実践が行われたり、分析が行われたりしたも
のではない。こうした実践研究とドラマ教育研究が融合
することにより、より豊かな実践が展開できる可能性が
ある。また、本研究は、低学年実践を取り上げたが、「総
合的な学習の時間」における劇づくりの活動においても
同様のことが言えるだろう。
　ドラマやシアターを教科および総合学習活動のために
導入する場合、各教科あるいは各活動の教育目的につい
て検討し、これらのもつさまざまな特性の何を強調する
かについて考える必要がある。座学にはなく、ドラマと
シアターのもつ特性は、イメージをアクションとして表
現できるグループ活動、ということである。つまり、グ
ループで考えを身体化するということ通した学びについ
ての教育的価値を明らかにしておく必要がある、と考え
る。また、ドラマとシアターは、対立するものではなく、
今回の実践例でも明らかなように連続しているものであ
る。したがって、ドラマ／シアターという連続性の視点
をもつ必要がある。さらにいえば、今回の実践例のよう
に、自発的活動としての遊びから演劇作品発表に自然に
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つながっていく遊び（ごっこ遊び）／ドラマ／演劇とい
う連続体の視点を意識的にもつことが、生徒が後に「楽
しかった」という経験につながると考える。
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注

1 本論では、過程を重視した活動をドラマ活動、観客
としての観客に見せることを目的にした活動をシア
ター活動と呼ぶ。
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