
演劇を通して「社会と人間」を考える

アクティブ・ラーニング
　―土田英生作『橋を渡ったら泣け』を題材とした

　　　　　　「新入生セミナー」のワークショップ　

松田　直行　

１．はじめに     

　駒澤大学では2014年度より、全入学生を対象とした「新入生セミナー」が開

講されている。大学における一連の教育改革の流れの中で提唱されてきた「初

年次教育」（1）として位置付けられる授業であり、専任教員が前期に１クラスず

つ、50名程度の新入生を受け持っている。

　その講義内容（シラバス）は、すべての「新入生セミナー」に共通したもの

であるが、全15回の「授業スケジュール」のうち６回については、「演習１」～「演

習６」と表記され、その具体的な内容は示されていない。これは専門分野の異

なる教員が、各自の専門を生かしながら、授業内容を工夫することを想定した

ものと考えられる。

　私の専門分野は演劇であるが、この２年間は法学部の学生を対象としたクラ

スを担当した。法学部の専門性とは異なる範囲で、演劇という表現形式は、大

学の初年次教育とどう関わることができるだろうか。

　初年次教育の必要性を示した文部科学省の中央教育審議会による平成20年の

答申「学士課程教育の構築に向けて」には、大学が取り組むべき教育方法の「改

革の方策」のひとつとして、「学生の主体的・能動的な学びを引き出す教授法（ア

クティブ・ラーニング）を重視」（2）することが提唱されている。またアクティブ・

ラーニングとは、平成24年の中央教育審議会の答申「新たな未来を築くための
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大学教育の質的転換に向けて」によれば、その用語集の中で「教員による一方

向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れ

た教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫

理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見

学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグルー

プ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・

ラーニングの方法である」（3）と定義されている。

　「新入生セミナー」の講義内容（シラバス）には、「「自立的」かつ「主体的」

な学習態度を身につけ」ることが「到達目標（ねらい）」として記載されているが、

これは「学習意欲や目的意識の希薄な学生に、主体的に学ぶ姿勢・態度を持た

せる」（4）ためのこうした教育方法の改善に関連したものであることを示してい

ると考えられるだろう。

　このことから「新入生セミナー」における全６回の「演習」は、単に新入生

としての心得や大学についての情報を講義で伝達するといったものではなく、

グループを編成して課題（タスク）を与え、グループでの議論（ディスカッショ

ン）の結果を発表（プレゼンテーション）させる、グループワークを中心とし

たワークショップ形式で行うことが有効ではないかと考えた。

　ワークショップについては、これまでも「演劇ワークショップ」の手法を大

学の授業に取り入れる試み（5）を行ってきた。演者と観客のコミュニケーショ

ンによって成立する身体表現としての演劇を、実際に体を動かして体験するこ

とによって、いわゆるキャリア教育に関連したコミュニケーション学習を行う

ワークショップであるが、これについては2009年度の「演劇ワークショップに

よるコミュニケーション学習とキャリア教育への応用」（6）、および2011年度の

「大学生のためのコミュニケーション・ワークショップ実践報告」（7）としてすで

に報告している。これらの報告にあるのは、夏季集中授業期間に４日間連続で

15時限を行う授業であり、誰にでもできる簡単な「シアターゲーム」からスター

トして、次第に「インプロ（即興演技）」の訓練へと向かうプログラムであった。

　「新入生セミナー」においても、授業の開始当初に緊張をほぐし、仲間作り

のきっかけとする目的で、演劇ワークショップで行う「シアターゲーム」を取
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り入れている。しかし演劇ワークショップを体験して実質的な成果を得るため

には、系統的にある程度の訓練を積む必要があり、必ずしも演劇に対する興味

があるとは限らない学生を対象とした「新入生セミナー」の限られた時間では、

これ以上の段階に進むことは難しい。そのためその導入部分だけを、グループ

ワークを行うための準備、雰囲気作りとして行うにとどめた。

　そこでこうしたアプローチとは別に、「新入生セミナー」向けに特化したも

のとして考案したのが、ここに報告する土田英生作『橋を渡ったら泣け』の舞

台上演を映像で見ながらグループワークを行うプログラムである。

２．プログラムの概要

　2007年３月に渋谷の Bunkamura シアターコクーンで上演された生瀬勝久演

出による舞台『橋を渡ったら泣け』は、地球上に大きな地殻変動が起きてほと

んどの地面が水没し、わずかに生き残った８人の男女だけが生活しているとい

う設定の物語で、上演舞台の映像が2007年４月にテレビで放送された。その録

画を３回～４回に分けて授業で見進めながら、グループワークを行う。それは

この演劇作品そのものを研究対象として取り上げるということではなく、あく

までこの作品の内容を題材として用いることにより、グループでのディスカッ

ションやプレゼンテーション、レポートの書き方の指導などと連動させること

が狙いである。

　「新入生セミナー」の講義内容（シラバス）には、授業スケジュールとして「演

習１」～「演習６」のほかに、「コミュニケーションの技術を身につける」と

「リテラシーの基礎を身につける」が、それぞれ２回ずつ設定されている。「コ

ミュニケーションの技術を身につける」については、グループでのディスカッ

ションやその結果のプレゼンテーションを行うこと、また「リテラシーの基礎

を身につける」については、主にレポートの書き方の指導が想定されていると

思われるが、「新入生セミナー」では、何について議論し、何についてのレポー

トを書くかという題材の設定のしかたに工夫が必要であると思われる。専門科

目とは違って、それほど時間をかけてひとつの問題を掘り下げて学修する余裕
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がない中で、予備知識や特定の問題への興味の有無にあまり左右されず、しか

し多くの学生が興味を持つことのできる題材が望ましい。

　この『橋を渡ったら泣け』という作品は、現実にはあり得ないＳＦ的な状況

設定ながら、生き残った８人の若い男女の関係に次々と問題が起き、目の離せ

ない展開が続いて見る者を飽きさせない。様々な伏線の設定やコントのような

笑いの要素も多用しながら、テレビドラマにも出演している親しみのある俳

優たち（8）が演じていることもあって、まずは学生たちに興味を持たせること、

そしてその内容について、自由に意見を出し合える環境を作るには適している。

　さらに、特にこの作品を題材として取り上げた理由は、８人の登場人物を、

グループワークをしている自分たちと重ねて考えてみることによって、よりよ

い「グループのありかた」そのものを考える機会を提供できることである。限

界状況に置かれた登場人物を、ただ物語の中の出来事として客観的に見つめて

議論するのではなく、「もし今グループワークをしているメンバーでこのよう

な状況に置かれたら、それぞれどのように行動するか」という問いを提示する

ことによって、現実に生きる自分たちの具体的な問題として考えさせることが

可能になる。社会的なコミュニケーション・スキルの向上を目指すキャリア教

育としての効果も考えて、例えば自分が所属するグループの中でどのように振

る舞うことが、グループ全体を最も効率よく機能させることになるのかといっ

た問題を、自発的に考えさせることを意図している。

　８人だけがこの世に残されて、国家も法律も常識も意味をなくしてしまった

状況から、新たな共同体を作る必要に迫られた人々を描くこの作品では、膨大

で複雑な人間関係から成立している「社会」というものが、８人だけの関係へ

と凝縮して単純化されていると解釈することができる。グループワークのメン

バーをこの作品の登場人物たちと重ねてみることで、漠然とした「社会」とい

う存在を、目の前にいる数名のメンバーと自分が構成している集団の問題に置

き換えてみるという試みである。題材とするのはあくまでフィクションの世界

であり、現実にはありえないＳＦ的な状況設定であるため、何が正解かという

ことをある程度以上に突き詰めて議論することはできないのだが、それだけに

自由な発想が可能になるとも言える。それを利用することによって、「新入生
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セミナー」に期待される「「自立的」で「主体的」な学習態度」を身につける「ア

クティブ・ラーニング」を目指すものである。

３．授業の実際

　では具体的に実際の授業でどのようにグループワークを進めているかを報告

する。まずこの作品の概要について簡単な説明をした後、しばらくの間はただ

映像を流し、舞台がどのような状況に設定されているのか、また 8人の登場人

物がそれぞれどのような性格なのか、メモを取りながら情報を収集する作業か

ら始める。

　舞台作品では、演者と観客との関係を成立させるための手段として、こうし

た基本的な情報を最初にまとめてわかりやすく提示するのではなく、少しずつ

時間をかけて、観客が自ら積極的に働きかけてそれらの情報を取りに行くよう

に仕向ける。そのため一般的な映画やテレビドラマなどの映像とは違い、かな

り意識的に情報を収集し、内容を理解する努力が必要となる。

　この作品は、プロローグ、１～４場、エピローグの６つの場面で構成されて

いる。舞台の中央に水が湧く小さな泉があり、そこに至る橋が掛かっている。

ここは乗鞍岳の山頂付近で、周囲が水没したためにここだけ島のようになって

残っているという設定である。船で漂流してこの場所にたどり着いた主人公佐

田山が橋を渡り、泉を見つけて水を飲んでいると、この場所で生き残っていた

7 人のうちのひとり、井上と出会う場面がプロローグであり、そこから次第に、

以下のような状況が明らかになる。

　この場所には災害が起きた当初、多くの人々が生き残っていた。国民宿舎が

あったため住居と生活必需品が手に入り、また缶詰会社の倉庫があって当座の

食糧にも困らず、泉からは飲み水が湧いていた。

　しかし周囲が一面の海になり、何の救助も情報もない日々が続く中、人々は

自分たち以外の人間が世界からいなくなってしまったと考えるようになり、自

分たちの世界だけが「社会」のすべてになってしまう。するとそれまでの国家

権力や法律、倫理といった「社会」の属性と、それを保証するすべての根拠が
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消滅し、個人の欲望が野放しの状態になってしまう。最初のうちは、みんなで

助け合って生き残ろうとする倫理観が機能していたが、やがて暴力で他を制圧

して自分の意のままに支配しようとする者が現れ、邪魔なメンバーを次々と抹

殺する事態となる。その人物を崖から突き落として危機的状況を救った栗田と

いう登場人物が、その時点で生き残っていた７人のリーダーとなって、過ちを

繰り返さないよう「みんなで話し合って」ルールを作り、何カ月かの間、平和

に暮らしていたところに、佐田山が８人目のメンバーとして加わったのだった。

３－Ａ　「この状況に置かれたら？／あなたはどのタイプ？」

　物語が進行して、以上のような状況（9）が理解できるようになった時点で、いっ

たん映像を止め、最初のグループワークを行う。通常の出席者は40人程度のク

ラスなので、６～７人のグループが６～７組できる。本来ならば登場人物と同

じ 8人にしたいところだが、それでは１人あたりの発言時間が減り、あまり参

加できないメンバーが出てきてしまうためである。

　映像を見ただけでは理解度に差ができるので、まずは情報交換をして同じレ

ベルで話ができるように配慮し、ひとりずつ感想を述べるという形で自由に話

ができる環境を作る。

　その上で、グループでのディスカッションの最初のテーマとして提示するの

は、「もしこのような状況に置かれたら、あなたはどうするか？」というもの

である。「もし自分だったら」と仮定してみることは、物語の中により深く入

りこんで考える契機となる。現実離れした状況設定であるため、真剣に考えに

くいかもしれないが、では「舞台に登場する８人の人物の中で、自分は誰に近

いと思うか」という問いに変えると考えやすくなる。

　この作品に登場する男性５人、女性３人は、それぞれ個性的で際立った「キャ

ラクター」を持っている。「キャラクター」は演劇用語としては、戯曲の最初

に書かれる「登場人物」自体を指すが、登場人物の性格設定という意味から派

生して、漫画やアニメの世界では、ある程度類型化された登場人物の性格設定

の分類を「キャラ」と呼ぶことがある。若者言葉では、「自分はリーダーにな
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るようなキャラじゃない」というように、この言葉を性格の類型的分類として

用いるので、この「キャラ」という言葉を使うと学生たちには理解しやすいよ

うである。

　登場人物８人の「キャラ」をまとめると、次のようになる。リーダーとなっ

た栗田は、グループ全体の利益を考えていると言いながら、独善的な言動がみ

られる。食品会社に勤めていた気弱な長野は、倉庫の缶詰を隠して、自分だけ

がその場所を知っているという事実によって、グループの中での地位を保とう

とする。「難しいことを考えるのが苦手」と言って議論を避けるが、明るい性

格で人間関係のストレスを軽減させることができる井上と、逆に議論好きの赤

柳。この赤柳だけは妻と一緒に生き残っていて、理性的な妻に支えられている。

ほか２人の女性は、子供の頃から「かわいい」と言われ自意識過剰になってし

まった八代と、テレビのお天気キャスターで男性に媚びを売るタイプの田中。

そこに新たに加わった佐田山は、最初のうちは７人を客観的に見つめて冷静な

行動をとるが、のちにリーダーの栗田が暴力的な権力者になると、それを阻ん

で新たなリーダーになり、やがて自分も同じ過ちを繰り返しそうになることに

気づく。

　この８人の登場人物と自分を比較することによって、「自分はどんなタイプ

か」を考え、それを手掛かりとして、「自分がこの状況に置かれたら、グルー

プの中でどう行動すると思うか」をグループワークで順次述べさせる。これは

キャリア教育あるいは就職活動の準備として行う、いわゆる「自己分析」にも

似た作業になる。自己を客観的に分析して語るという作業は簡単ではなく、ま

た必ずしも楽しいものではないが、ここではあくまで現実離れした物語の設定

の中で考えることになるので、気軽に語り合うことができる。

　ここで順番に「自分はどんなタイプか」を語ることによって、まずはグルー

プの中に「さまざまなタイプの人間がいる」と気づかせることが狙いである。

学生にグループワークをさせると、「全員が平等」であることを最も重視し、

誰かひとりが発表するというような役割分担をするにも、ジャンケンで決めよ

うとするが、この授業ではジャンケンやくじ引きで決めることは禁止している。

必ずしも全員が平等に同じことをする必要はなく、必要に応じて誰かが進行役、
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まとめ役、メモを取る役などを自主的に分担することを求め、各自がグループ

の中での自分の役割を自覚するよう促している。

　グループのメンバー構成によって、活発な議論ができるグループがある一方、

ひとりがずっとしゃべり続けているグループ、みんな押し黙ってしまうグルー

プなどもある。そのため毎週グループの編成をやり直しているので、何回かの

グループワークを重ねているうちに、その日のグループに「どのようなタイプ

の人間がいるか」によって雰囲気が大きく変わることに気づくことになる。

　舞台の物語では、「さまざまなタイプの人間がいる」ことによって、さまざ

まな誤解や衝突が生じ、グループの存亡に関わる大きな問題が引き起こされる。

こうした物語の展開と、現実のグループワークにおけるメンバー構成を重ねて

考えてみることにより、その時のグループにおいて自分がどのように振る舞え

ば、グループに課せられたタスクをより効率的に達成することに寄与できるの

かを考えさせることが、このプログラムの主要な目的である。

３－Ｂ　「規則と罰則をどう決めるか？」

　舞台の物語の冒頭で佐田山が漂着した時点では、生き残っていた７人は、暴

力的な独裁者の出現を許してしまった過去の失敗に学び、リーダーの栗田を中

心に、何でも時間をかけて話し合い、全員が納得できるような役割分担によっ

て平和な共同生活をしている。「もしこのような状況に置かれたら、あなたは

どうするか？」という問いに続いて、「もし今グループワークをしているメン

バーだけがこの状況で生き残ったとしたら、みんなでどのように生活するか？」

について議論をさせると、まずはたいてい「みんなで何でも話し合って決める」

という答えが返ってくる。「新入生セミナー」のグループワークでは、「さまざ

まなタイプの人間がいる」としても、同じ大学の同じ学科に入学したほぼ同年

齢の学生であり、「話し合いで何でも合意できる」と考えるのは自然なことだ

ろう。しかしこうした民主的な発想は、安定した社会において個人の平和な生

活が保障されている限りにおいて成立するものであることに、この舞台作品は

気づかせてくれる。「生活の保障」と「安定した社会」が突然消えてしまった
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というこの舞台の設定において、集団のメンバーは「人はひとりでは生きて行

けない」＝「協力する必要がある」ことに気づいていながらも、「少しでも人

より有利な立場に立ちたい」＝「自分だけはなんとか生き残りたい」というエ

ゴイズムを捨て去ることができない。当初は20人以上が生き残っていたのに、

それが７人だけになってしまったという特殊な危機的状況であれば、人間には

本能的な生存欲求が働いて、集団への奉仕よりも個人のエゴが優先されるよ

うになるということとして理解できる。「もしこのような状況に置かれたら？」

という問いに対して、「絶望して生きる望みをなくし、真っ先に死んでしまう」

と答える学生もいるが、あくまでフィクションの中の出来事なので、「そうは

言っても人間は本能的になんとか生き残ろうとする」ということを前提として

話を進めることになる。

　物語の中で、「少しでも人より有利な立場に立ちたい」＝「自分だけはなん

とか生き残りたい」というエゴイズムを際立った形で見せる登場人物が、食品

会社の社員であった長野である。共同生活を始めるにあたって、長野はすべて

の缶詰を集団に提供し、平等に配分する約束をしたのだが、実際には一部の缶

詰を隠していたことが発覚する。長野の立場に立ってみれば、この状況で大量

の食糧のある場所を自分だけが知っているということは、生存を有利にする大

きなアドバンテージである。以前の生活では、社会からあまり有能であると認

められていなかった長野が、こうした立場に立ったとき、それを最大限に利用

しようとしたことは、この状況では必ずしも責められないように思える。さら

にそこに男女の関係が絡んでくる。テレビのお天気キャスターをしていた若い

女性の田中は、長野と密かに交際する代わりに、自分に食糧を優遇するように

求めた。そのことが露見して、平和そうに見えたこの集団はこのあと危機的な

状況へと向かうことになる。

　ここで２つめのグループワークのテーマである「規則と罰則をどう決める

か？」という問題を提示する。

　８人で新たな社会を作って生きていくためには、いくら話し合いで合意の上

で物事を決めても、それに違反する者が出てくる可能性があり、それにどう対

処するかというシステムが必要となる。規則を作るということは、規則を破る
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者がいることを想定しているからであり、違反者に対して何の罰則もないので

は、規則としての意味がなくなってしまう。ではどのようにして規則と罰則を

決めるのか。この２年間担当した「新入生セミナー」は、法学部の学生を対象

としたものだったが、このテーマは「法律」とはそもそも何かという根本的な

問題にも関係してくると思われる。

　物語の中で、食品会社の社員であった長野は、缶詰を隠す行為をやめようと

しない。すべての缶詰を出し尽くしてしまったら、自分のアドバンテージがな

くなってしまうと考え、逆に缶詰を隠してさえいれば、「自分がいなくなった

ら困るだろう」と言うことで生き延びることができると考えている。それに対

して独善的な振る舞いが目立ってきたリーダーの栗田は、長野を厳しく罰する

のかと思われたが、逆に裏で取り引きを持ちかけ、自分の権力を強化する。

　栗田は長野と井上を従順な部下に仕立て上げ、さまざまな規則を定めて違反

者を厳しく取り締まることにより、さらに独裁的な権力を強める。この３人が

「権力側」となり、行方不明になった田中を除く残り４人が「支配される側」

になるという構図が生まれる。独裁者となった栗田は、４人に理不尽な作業を

命じ、それに従わない赤柳を裁判にかけ、夫婦を別れさせるという判決を出す。

物語の冒頭では生き残った７人のリーダーとして認められていた栗田だが、こ

こに至っては狂った独裁者となり、さらに缶詰の倉庫を神として崇めるという

新興宗教の教祖のような性格を帯びてくる。

　グループワークでは、このような状況において規則は必要か、また罰則は必

要か、必要だとしたらそれをどのようにして決めるのかについてディスカッ

ションを行う。舞台の物語について話し合うのではなく、あくまでそれを参考

として、グループワークを行っているメンバーがこのような状況で生き残った

と仮定して、自分たちの問題として議論し、またその結果を発表する。

　初期段階の議論の結果として出てくる意見は、自分たちのグループであれば

信頼関係を築けるので、特に規則や罰則を定めなくても話し合いで解決できる

とか、あるいは簡単な規則だけを話し合いで決めて、違反があった場合につい

てはその時に話し合いをする、といった内容であることが多い。学生同士のグ

ループでは協調関係が最優先され、舞台の物語の設定のような危機的な状況に
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なることは想像しにくいのだろう。

　そこでこの段階で、次のような課題を与えてみる。「現実の社会には規則と

罰則が存在し、それは規則に違反する者が社会には必ず存在するからだろう。

そこでここでは、舞台の物語の中のように、グループの中の誰かが公平に配分

された食糧の缶詰を規則に違反して多く食べたことが発覚したと仮定して、グ

ループの中のひとりがその違反者の役になり、その違反者をどう扱うかをグ

ループ全体で議論してください」というものである。

　この課題ではこれまでとは違い、設定した状況の中で「役を演じる」ことが

必要になり、演劇ワークショップで行われるような演技の要素が入ってくる。

演劇ワークショップでは、こうしたレベルで演技ができる関係を築くまでに、

さまざまな準備を重ねるのだが、前述したようにこの「新入生セミナー」では

そこまでの時間を取ることができない。したがってこの課題からあまり有意義

な成果を得ることは期待できないのだが、しかしここまで映像を通してではあ

るが、演劇の上演というものを見たあとで、少しでも自分で演技をしてみると

いう経験をする気持ちになることができれば、この課題を通して、規則や罰則

の制定とその運用によって成立している「社会関係」について、何らかの「気

づき」の機会となる可能性はあるだろう。学校内の「友人関係」であれば話し

合いで問題を解決できるとしても、一般社会はそれだけでは成り立たず、その

ために法律やそれを運用するさまざまな社会のシステムが存在するということ

を少しでも意識することができればよいと考えている。大学生活を、社会に出

る直前の最終準備期間として考えるならば、「友人関係」を中心としてきた生

活が、卒業後はそれとは異なる「社会関係」へと変わるということに気づく機

会を提供することまでが、このテーマの狙いである。

３－Ｃ　「リーダーはどうあるべきか？／理想のグループとは？」

　毎週あらたなメンバーでグループを編成してグループワークを続けている

と、活発に活動できるグループとそうでないグループの差が常にあり、活発な

グループにはうまく全体をリードできるメンバーがいることに気づかされる。
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クラスの中で、誰がそうしたリーダー的な役割をするかわかってきた段階で、

最後のテーマとして提示するのが、「リーダーはどうあるべきか？／理想のグ

ループとは？」という問題である。

　舞台の物語は、狂った独裁者となった栗田に対し、その従順な部下だと思わ

れた井上が異議を唱え、それに逆上した栗田が井上を崖から突き落とそうとし

たところを、主人公の佐田山が力づくで救うという展開になる。その事件の後、

今度は佐田山が新たなリーダーになり、それまでの「支配する側」の３人と「さ

れる側」の４人の立場が入れ替わる。佐田山は過去の失敗を繰り返さないよう

に、信頼されるリーダーになろうと努めるが、また長野が缶詰を隠していたこ

とが露見すると、やはり栗田と同じように暴力的な支配者になってしまいそう

な自分に気づき、何も告げずに船でその場から出て行ってしまう。そこまでが

４場であり、そのあとに結末となるエピローグの場面がある。

　この４場を見終わった段階で、「リーダーはどうあるべきか？」というテー

マについてのディスカッションを行う。これについてもこれまでと同様、舞台

の物語を参考としながら、グループワークを行っているメンバーがこのような

状況で生き残っていると仮定し、そのグループにリーダーは必要だと思うか、

また必要だとしたら、どのようにしてリーダーを決めるのかを議論させる。さ

らにある程度議論が進んだら、実際にそのやり方でリーダーを選んでください、

という課題へと進む。

　前述したように、グループワークにおいてリーダーや発表者などの役割を決

めるように求めると、何も指示しなければまず間違いなくジャンケンをするこ

とになる。学生のグループワークでは、全員が平等であることが何よりも重視

され、誰かひとりが目立ったり、自分から進んで役職を引き受けるような行為

は忌避される。戦後の民主主義教育における、個性の尊重よりも全員が同じで

あることを求めるような過剰な平等主義の弊害ではないかとも思うが、そうし

た批判はここでは控え置くことにする。社会においてある目的のために存在す

る集団においては、役割分担が必要となる場合、その役割に最もふさわしい者

が担当する必要がある。社長をジャンケンで決める会社はないし、草野球を楽

しむなら希望者のジャンケンで先発投手を決めればよいが、甲子園に出場した
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いなら最も優れた投手を選ぶ必要がある、という形で授業では説明している。

　ここまで説明しても、「リーダーは１週間交代で順番に務める」というよう

にあくまで平等にこだわるグループもあるが、何回かのグループワークを重

ね、クラスの学生の多くが互いに認識できるようになった段階であれば、誰か

をリーダーとして選出すること自体は難しくない。

　そこで次の段階として、「ではよきリーダーとはどうあるべきか、またリー

ダー以外のメンバーはどうあるべきか？」というテーマへと移行し、その議論

を発展させる形で「理想のグループとはどのようなものか？」という結論へと

向かう。

　舞台の物語の中には、このテーマを考える材料となり得るエピソードがいく

つもある。栗田も佐田山も、最初はグループ全員の合意のもとにリーダーとなっ

たのであり、規則に違反した者に対しても、形式的には裁判を行い、検察と弁

護側の意見を聴いた上で判決を出すという民主的な方法をとっている。しかし

裁判という制度は、それを成り立たせている周辺のさまざまな制度やシステム

の中でのみ、その民主制を保証されているものであり、それがなくなってしまっ

た状況では、裁判長の暴走を誰も止めることができない。それを暴走してしま

うリーダーの資質の問題と捉えることもできるが、同時に暴走を止めることが

できなかった他のメンバーの問題として捉えることもできる。７人だけで構成

されている社会では、ひとりが暴走しても他の６人がそれを止めようとすれば、

本来は力づくで止めることも可能なはずだ。

　ここでこのプログラムの中で唯一、舞台の物語には出てこない「ファシリ

テーター」という概念について学生たちに説明する。「ファシリテーター」とは、

人間関係のトレーニングやワークショップにおいて、グループをある方向へと

導く指導者としての「リーダー」ではなく、参加者のひとりとしての同じ立場

で、グループの活動が円滑に進むようにする役割を担う者である。演劇ワーク

ショップにおいて最も重要な役割であるが、この授業では単に、リーダー以外

のメンバーはどのような役割を担うことができるかを考えさせるための用語と

して説明している。

　ここであらためて、３－Ａの段階での「さまざまなタイプの人間がいる」と
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いう認識に立ち戻ってみることになる。「グループの活動が円滑に進むように

する」ための手段は、多様である。誰かの意見に反論することが必要な場合も

あれば、それをただ黙って聞くことが必要な場合もあるかもしれない。真剣な

議論に加わることが必要な場合も、あるいは逆に過熱した議論から離れて冷静

に客観視する役割も必要かもしれない。「ファシリテーター」が取るべき行動は、

その場の状況に応じてさまざまに変化する。「さまざまなタイプの人間がいる」

中で、誰かをリーダーとしたあと、それ以外のメンバーがそれぞれ自分の「キャ

ラ」を生かして、どのようなアプローチでグループに貢献することができるか

を考えさせる、それがこのプログラムの最終到達地点となる。

　舞台の物語は、主人公の佐田山が、自分も危険な独裁者になるかもしれない

ことを自覚して去ったあと、エピローグではそれから１年が経過している。そ

の間にこの土地には、別の場所で生き残っていた人々が次々と船で往来するよ

うになっていた。つまり「社会」が自分たちの集団だけではなく、「外部」が

存在することがわかり、外部との交流によって初めて安定への道を歩み始めた

ということになる。アジアの各地から来た多様な人種が、互いに助け合いなが

ら平和な暮らしを築き、新たな文化と言えそうなものが生まれ始めている。そ

して最後に、１年前に去った佐田山の船が帰ってくるのが見えるというところ

で、舞台は幕となる。登場人物は 8人とも、最後には全員が理想的な共同体で

の平和な暮らしを手に入れて終わるというハッピーエンドである。

　ハッピーエンドを迎える結末から逆算して、そうなった要因を考えるとすれ

ば、それは残された８人のグループに「さまざまなタイプの人間がいる」中

で、そのためにさまざまな問題が起きたのではあるが、最終的にはそれぞれが

グループの存立のために何らかの貢献をしたからこそ、つまり「さまざまなタ

イプの人間がいる」おかげで、理想的な共同体を作ることができたいう解釈も

成り立つだろう。その結果を、グループワークを行っている自分たちと重ね合

わせた時に、それぞれが何かに気づくことを期待して、このプログラムは終了

する。
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４．まとめ

　以上のようにこのプログラムは、舞台の物語を題材として、参加者それぞれ

が何かに気づくことを期待し、その機会を提供しているだけで、何らかの結論

に導くこと、またそこから何が得られたのかを検証することは想定していない。

現実離れしたフィクションを題材としているので、どのようなテーマについて

も、何が正解で何が不正解なのか、どちらの意見が妥当なのかを、ある程度以

上に突き詰めて論理的に考察することができない。しかしだからこそ、大学に

入学したばかりの新入生が自由に、気楽に意見を出し合い、グループワークを

楽しむことができる題材であるとも言える。「学生の主体的・能動的な学びを

引き出す教授法」としてのアクティブ・ラーニングとしては、これで十分とは

言えず、その準備に過ぎないものではあるが、ここまでで「新入生セミナー」

のひとつの成果とすることはできるのではないかと思っている。

　ここまでが「新入生セミナー」の講義内容（シラバス）における「演習１」～「演

習６」に該当するものであるが、このあと２回ずつ設定されている「コミュニ

ケーションの技術を身につける」と「リテラシーの基礎を身につける」にあた

る内容として行うグループワークとレポートの書き方の指導においても、この

プログラムの成果を意識している。レポートの書き方の指導については、３－

Ｂのテーマと関連して、「規則と罰則について考える」ことを題材とし、具体

的には、「中学や高校での学校内における携帯やスマートフォンの使用につい

ての規則と罰則」について、それぞれ自分たちの場合はどうだったかを報告さ

せ、グループワークを行ってその結果を発表させた後、最後にそれについてレ

ポートを書かせ提出させている。

　学生たちとスマートフォンとの付き合い方は、毎年大きく変化している。中

学や高校でも、以前は持ち込みも使用も禁止するだけだったが、携帯やスマー

トフォンが日常の必需品となった現在では、禁止の規則が守られなくなってい

る。厳罰化に向かった学校もあれば、規則がありながら違反を取り締まらなく

なった学校や、むしろ使用禁止の規則をなくして指導を行っている場合もある

ようだ。ここでは詳述しないが、いわゆる「スマホ依存症」についての資料を
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プリントで配布するなどしながら、舞台の物語とは違ってこちらについては身

近で具体的な、どんな文献を調べるよりも自分たちが一番よくわかっていると

思える現実の問題をテーマとして、グループワークを通じて他人の意見を参考

にしながら、自分の考えをまとめてレポートとして書くまでを指導し、最後の

授業で提出させてこの「新入生セミナー」は終了する。

　授業アンケートの自由記述の結果を見ると、グループワークでクラスの多く

のメンバーと交流できたことを評価している学生も多いが、中にはグループ

ワークをしたくなかったという意見も寄せられる。それはここに報告したプロ

グラムが、必ずしも全員が楽しめるものではないことを示しているが、それも

「さまざまなタイプの人間がいる」という証しであって、「全員が楽しむ」こと

を目指しているわけではない。「さまざまなタイプの人間がいる」中で、多く

のメンバーが楽しんでいるグループワークを自分は楽しめないことに気づいた

としたら、それもひとつの「気づき」の成果である。その上で、この舞台の物

語が示しているのは、当然のことながら人はひとりでは生きて行くことのでき

ない存在であり、さまざまなタイプの人間が築く「社会」との関係の中でしか

生きられないという事実である。物語は現実離れしているとしても、このこと

自体は紛れもない現実である。その意味で、およそすべての演劇は、「社会と

人間」の関係を考える題材となり得るものであると言うことができるかもしれ

ない。映像を見ただけで演劇に接したことにはならないとは思いながらも、こ

のグループワークを通して、それぞれの学生が何らかの意味での「社会」を意

識し、自分がそれとどのように関係して行くかを考える機会を与えることがで

きれば、それで一定の成果であろうと考えている。

〔注〕

（1）「初年次教育」とは、文部科学省が平成23年度に発表した「大学における

教 育 内 容 等 の 改 革 状 況 等 に つ い て 」（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/

daigaku/04052801/1341433.htm=2015.9.27. 閲覧）によれば、「高等学校から大学へ

の円滑な移行を図るため、主に大学新入生を対象に作られた総合的教育プログラ

ム」と定義され、平成23年度には国公私立759大学のうちの651大学 (88％ ) で実施

されている。
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（2）「学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）」（http://www.mext.go.jp/component/

b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/05/13/1212958_001.pdf=2015.9.27.

閲覧）、平成20年３月25日、中央教育審議会大学分科会制度・教育部会、p.24。

（3）「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的

に考える力を育成する大学へ～」（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/

toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/1325048_3.pdf=2015.9.27. 閲覧）、平成24年３

月28日、中央教育審議会、p.37。

（4）「「学士課程教育の構築に向けて」中央教育審議会答申の概要」（http://www.mext.

go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/siryo/attach/1247211.htm=2015.9.27. 閲覧）。

（5）松田直行「「演劇ワークショップ」が指し示すもの―演劇と社会の新たな関係に

向けて―」（『駒澤短大國文』第33号、駒澤短期大学国文科研究室、平成15年３月）。

（6）『駒澤日本文化』第３号、駒澤大学総合教育研究部日本文化部門、平成21年12月。

（7）『駒澤日本文化』第５号、駒澤大学総合教育研究部日本文化部門、平成23年12月。

（8）８人の出演者は、大倉孝二・奥菜恵・八嶋智人・小松和重・鈴木浩介・岩佐真悠子・

六角精児・戸田恵子。

（9）この舞台を制作した CUBE Group のホームページ（www.cubeinc.co.jp/stage/info/

hashi.html=2015.9.27. 閲覧）には、この作品の「STORY」を以下のように紹介して

いる。「目が覚めたらまわりは海だった…。明日かもしれない近い未来、日本は未

曾有の大災害に襲われた。政府もマスコミも機能しないまま壊滅、生き残った数

少ない人間は、何の情報も救助もないまま、瓦礫の中、自分達の力で生きていく

ことを迫られた。大地震から１ヵ月以上が過ぎた。ここ、信州・乗鞍岳の近くでは、

たまたま観光に来ていた人、勤務先があった人など７人がコミュニティをつくり、

共同生活を送っていた。食品会社の倉庫にあった缶詰と湧き水で命をつなぎなが

ら、４人の男と３人の女は、未来への緩やかな絶望を身につけながらも、意外と

のんびり暮らしていた。そこに、ひとりの男がやってくる。パンダの観光船で流

れ着いたというその男は、閉塞し始めていた集団に、自分達以外にも生きている

人間がいたという希望と新しい風をもたらす。コミニュニティは心機一転するか

に見えたが…。」
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