
平成 2 2 年度「子どものための優れた舞台芸術体験事業」

劇団道化座「スーホの白い馬」関東地区巡回公演

　この度は、「スーホの白い馬」を関東地区で巡演させていただき、ありがとうございました。

一緒に共演した子どもたち、熱心に観劇して下さった児童、生徒の皆さん、お忙しい中、いろいろお手

配下さった先生方、お元気ですか？　皆さまに暖かくお迎えいただき、各学校とも、とても充実した公

演となりました。深く感謝申し上げます。

　またこの度の東日本大震災では、巡演した東京、千葉、茨城でも大きな被害に遭われました。今なお

続く余震に、不安な毎日かと存じます。阪神･淡路大震災を経験した私たちにも、いまだに拭い去るこ

とのできない恐怖がよみがえってきます。16 年前の我が身と重なり、とても人ごととは思えません。

東日本の復興と再生を願い、遠く神戸からですが、元気な演劇を精一杯発信していきたいと存じます。

苦難を乗り越え、一日も早く｢いつもの暮らし｣｢いつもの生活｣取り戻されることを祈っております。

　私たちの日本、私たちの地球、私たち人類 …… 人類は皆、この「地球村」の住人です。

　ともに前進しましょう!!　明日に夢と希望を託して! !
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「スーホの白い馬」感想文
習志野市立津田沼小学校

（写真は各学校ワークショップの様子です。）

■ぼくは、「スーホの白い馬」を見てすご

いなあと感動しました。「スーホの白い馬」

の本は、 3 年生の時、 アメリカで読んだ

ことがありました。でも、目の前に団体が

来てぶたいに立ちやってくれるのでは、本

で読むのよりも迫力があり、 動きや気持

ちなどいろいろなことが伝わってきました。

ぼくが一番好きな場面は、スーホの白い

馬とわるいとのさまの馬が走るところで

す。 走る時のスピード、 風、 きんちょう感

がすごく伝わってきました。 ぼくもあんな

ふうにぶたいに立ち、たくさんのはく手を

もらいたいです。 でも、 ぼくはあんなふう

になるには、きっとたくさんの努力が必要

なんだなあと思いました。 日本にきての

はじめてのげき、とても感動しました。

(5年男子)

今回も、子どもたちからたくさんの感想文をいただきました。皆さ～ん、ありがとうございます!!

嬉しく楽しく読ませていただきましたよ～。代表して津田沼小学校の皆さんの感想をご紹介しますね。

■スーホは、 動物にも植物にも人間にも

だれにでもやさしくできる子なんだとわた

しは劇を見て思いました。 風や木とおしゃ

べりしているシーンは夢のような気持ちで

見ていました。王様に対してのスーホはあ

まり「やさしいなぁ」とは思いませんでした。

けれど、王様が「クイズ4問ができなかっ

たら、 すてきな白い馬をよこせ！」 などと

いった時、 スーホは返事をしたので、 やさ

しいところもありました。自分だったら、言

い争いをしている間に「お金はいりません」

と言ってしまうかもしれません。そして、た

いまつ祭りの間にしびれ薬をスーホはのま

され、白い馬スピカは矢にさされたという

シーンはとてもショックでした。 白い馬の

死をとても悲しんでいたスーホでしたが、

最後には気をとりなおしてくれたので、う

れしくて感動しました。 すてきな劇をあり

がとうございました！！ (3年女子)

■ぼくは、 劇がいろいろな人々の努力で

成り立っているということがわかりました。

照明では昼や夜が色や明るさで表現さ

れていて物語がわかりやすく、どらの大き

な音で恐さや大きさが表れていました。

表にでなくても裏で物語をひき立てもっ

と楽しくなれるようにしてくれている人だ

なと思いました。 それにあれだけきれい

なスピカのかげを手作りできるのはすごい

ですね。 がんばってください。(4年男子)

■私は、以前、「スーホの白い馬」をお話

し会で何度かきいた事がありました。 実

際に 「スーホの白い馬」 を劇でみてみる

と、 絵本とちがってとてもすてきでした。

初めてスーホが白い馬 「スピカ」 を家に

つれてかえって白い馬が動いているのを見る

と、 本当に生きているみたいでした。 また、

王様が出てくる後ろの絵はとても迫力が

あり実際に龍が生きているようでとてもす

ばらしかったです。 また、 劇で使っている

ものは、ほとんど作っているときいてあの

ダイナミックな絵も作ったのかと思うとと

てもすばらしくおどろいてしまいました。

最後に短い時間でも分かりやすく照明な

どの説明をしてくれました。 音の北京で

買ったという 「たいこ」 の音をきくと中国

に行った気分になりました。 また照明が

だんだん暗くなり、 とてもきれいな星空

になりとてもすてきでした。馬のかげもす

てきであれを作れるなんてすごいなぁっと

思いました。劇団の人たちは完璧に演技

をしていて私たち津小っ子たちのために頑

張って練習したかと思うと感謝の気持ち

でいっぱいになりました。 （5年女子）

■「スーホの白い馬」見てたら、うたをう

たっていたり、 スーホのかっこいいえんぎ

がすごくたのしかったです。いまでもわす

れられないぐらいたのしかったです。また

見たいとおもいました。(1年男子)

■スーホとスピカがすごいなかよしで、兄

弟みたいだったけど、 ハイロウが、 うそつ

いてスピカをしなせたところが心がかなし

かったです。 それと、 ハイロウのてしたが

こそこそいうところがおもしろかったです。

(2年女子)

 みんな、熱心！

みんな、笑顔！

ちょっと大きかったかな?

衣裳を身につけて

落としちゃ , 危ないよ～！
この大きなドラ、重いぞぉ～！

みんな、立って立って

いよいよ、発声の練習！

元気に「ハーイ！」



■私は、 「スーホの白い馬」 という話をし

らなかったので、初めて見たときは、どん

な話かな？と思っていたけど、思っていた

より、 話の内容がおもしろくて、 良かった

です。最後のシーンのときは、まばたきし

ないで、ずっと見ていました。最初のとき

の話は、おもしろかったけど、最後の方は、

感動する話で、 とても良かったです。

最後の方のスピカが死んでしまうシーン

は、 とてもかわいそうだと思いました。 私

は王様のような、 ひきょうでいんちきな

人にはなりたくないなと思いました。スピ

カがスーホの所に必死にもどろうとしてい

る所は、 感動しました。 私は、 スーホのよ

うに、 やさしくなれたらいいなと思いまし

た。(5年女子)

■私は、 演技をしている人たちが、 いつ

も笑顔で歯が見えるくらいだったので、

とてもびっくりしました。緊張しているはず

なのにとても楽しそうでした。 劇の光が

明るくなったり暗くなったり、 スピカがう

つったり炎のようになったりしていてとても

すごいと思いました。 また、 夜の場面で、

空にうかんでいるようでどうなっているの

かとても不思議です。 劇の中でハイロウ

の衣しょうがとても印象に残っています。

すばらしいげきをみせてくださり、本当に

ありがとうございました。 （5年女子）

■ぼくは、「スーホの白い馬」を観てすご

いなぁと思いました。 しょう来あんなふう

に劇をする人になりたいなぁと思いました。

そして舞台に立って、たくさんのお客さん

に拍手をもらいたいです。ぼくは、将来絵

かきになる夢もあったけど、 ああいうリア

ルでおもしろい劇もしてみたいなぁと思い

ました。 きっと今日劇をみせてくれた人

は、夢を持ち、努力したからすてきな劇がで

きる人になったんだろうなぁっと思います。

スピカが死んでしまった場面の悲しさなど

の表現の仕方には、 とても迫力があって

すごいなぁと思いました。この話は前に読

んだことがあります。 本で読んだときより

ももっとスーホをかわいそうにおもいまし

た。 ぼくは、 日本で初めてああいうげき

をみたので、とても楽しかったです。

（3年男子）

■私は、スーホの白い馬を何回も読んだ

ことがあったけど、 劇でみると 「本物」 っ

て感じがしました。 劇団の人たちだけで

劇をしたり歌をうたったりするのかと思いま

したが、津田沼小学校の全員で歌をうた

えたので楽しかったです。 私が劇を見た

なかでの好きな場面は、 王さまとスーホ

のかけあいのところです。本でみるよりも

言葉と表情があったので面白かったです。

劇団の人は、 役を2つやったりして長い話

なのによく言葉を覚えられるとおもいまし

た。いままでみたスーホの白い馬の中で一

番おもしろくいい劇でした。（6年生　女子）

■スピカとスーホの友情に感動しました。

すごく演技が上手でびっくりしました。み

んなで歌をうたったときは、 自分もげき

の一員になったようで楽しかったです。あ

んなにたくさんのいしょうやその他の道具

をほとんど手作りで作っているのには、本

当にびっくりしました！！スピカが走っている

様子をライトでうまく表現しているところ

がすごかったです。すばらしいげきをどう

もありがとうございました。 これからもが

んばって下さい！！ （５年女子）

■スーホの白い馬を見てぼくははじめて

だったので楽しい気持ちになったり悲しく

なったりしたけど、とても楽しかったです。

津田沼小の全員で歌ったりして楽しかった

です。ぼくは劇をあまり見たことがなくて、

でもその中でいままで見た劇よりも元気

が出て自然と笑顔で見れたのでよかっ

た。 劇を見て一番心に残っていることは

王さまとスーホが馬をかけている所です。

スーホと馬の友情があって役の人も台本

などをよく覚えられるなあーと思いまし

た。 とても楽しかったです。(6年男子)

■ぼくは、 馬が走るところが一番、 おも

しろかったです。どこの国でも王が一番、

欲があり、 どんなことをしてでも、 レース

に勝つところが少し腹が立ちました。 で

もそれをのり超えたスーホは、勇者にも思

えました。 でも、 そのあとの王がやっぱり

腹が立ちます。 でもスーホは死ななくて

よかったです。(スピカは死亡したけど…。)

今日は、本当にありがとうございました。

(6年男子)

■わたしは、 「スーホの白い馬」 を見てお

もしろいことや、 悲しいことおどろいたこ

となどたくさんありました。 その中でもと

くにスピカが 「私を楽器にして下さい」 と

いう場面では、 とても悲しくなりました。

また、スーホとスピカが一緒に走っている

ところでは、 いっしょに協力しているんだ

なぁっとおもいました。 私は、 もともと話

をしっていたけどそれを体で表現してい

て、 でもそっちのほうがわかりやすくてと

てもスリルがありました。それに歌などが

入っていてみんなでうたうときなどは、と

ても楽しかったです。じぶんも一回ああい

うげきをやってみたいです。とくにスピカと

いっしょにはしる場面をやってみたいです。

それと金銀をみてみたいです。 みんなが

協力して木などをすべての物を演じていて

私はとてもうらやましく、 自分もそういう

大人になりたいです。 （5年女子）

おっかなびっくり、大ドラに挑戦！

小ドラも鳴らしてみよう！

みんな、大きな声でね！

共演を前に最終確認！



子どもたちとの出会い
－ 私た ち の 願い－

平成22年度「子どものための優れた舞台芸術体験事業」

劇団道化座「スーホの白い馬」巡回公演

　「子どものための舞台芸術体験事業」劇団道化

座公演は、モンゴル民話を元に創作した「スーホ

の白い馬」を子どもたちと共演する。2 月の巡演

を前に、１月中旬から下旬、東京、千葉、茨城の12

校を訪問、共演のためのワークショップを開催した。

　恐る恐る教室に入ってくる子どもたち。自信な

く伏し目がちな子、ちょっとハニカム照れ屋さ

ん、入って来るなり上目使いでこちらをジロリと

一撃する子、もちろん最初から張ち切れんばかり

の元気な子、などなどさまざまだ。対象は小学1

年生から中学3 年生までと幅広い。学校には20 名

以内とお願いするが、時には70 名、80 名になる

こともある。同学年の場合もあるし、小学1 年～

6 年や中学1 年～3 年の混成もある。見た目はと

もかく、初体験の舞台にどの子も皆、緊張気味だ。

さて、どう心をほぐしたものか？

　ワークショップは、16 年前の阪神･淡路大震災で

の道化座の被災体験なども織り交ぜ、どんなこと

にも挫けず、明るく元気に育って欲しいという思

いを込め、子どもたちにいろいろ体験してもらう。

お芝居で実際に使用している京劇の大ドラを鳴ら

す頃には、みんなもうすっかりリラックス。

我も我もと打

の崩壊が加速し厳しさ増す社会状況の中、そのし

わ寄せは否応なく弱者に向けられる。大人への信

頼を失い、幼い心を震わせ日々過ごす児童も少な

くない。演劇ワークショップという限られた時間

だが、彼や彼女の閉ざされた心に一瞬でも触れる

ことができると、その出会いはドラマチックで素

敵なものとなる。子どもたちからこぼれる笑顔を

引き出せたなら、何にも代え難い大きな喜びだ。

この仕事に携わる私たちの醍醐味だろう。

ち鳴らす大き

なドラの音が

辺り一面に響

き渡る。教室

は子どもたち

の笑顔と歓声

で一杯だ。　

　家庭、家族
どんな音がでるのかな？

　幕が開くと舞台はモンゴルの草原の夜明けだ。

場内が一瞬静まりかえった次の瞬間からお芝居は

賑やかに展開する。共演の子どもたちの出番はも

うすぐ。ワクワク、ドキドキ、小さな胸から大き

な鼓動が聞こえそう。緊張しながらも、男の子も

女の子も精一杯大きな声で、笑顔で演じ、無事に

客席へと退場した。共演は大成功だ。途中、客席

の子どもたち全員にも歌で参加してもらう。あっ

という間の7 0 分である。共演の子どもたちは興

奮が冷めない様子。みんな、頑張ったね! ! 　「生

きる」ことは辛いこともいっぱいあるけれども、

とっても素晴らしいことなんだよと、ワーク

ショップや「スーホの白い馬」公演を通して、そっ

と優しく伝えることができればと願う。みんな、

スーホのように元気でたくましく育って欲しい。

　さて、道化座一同は終演するやいなや、片づけ、

撤去、搬出、そして次の地への移動となる。日々

変わる宿の枕、ついつい野菜不足の昼弁や外食、

体力と気力の限界に挑む強行軍だ。その上、会場

となる体育館の寒さたるや、まるで冷蔵庫の中。

ところが、終演間近になると、私たちの額には汗

がにじみ、冷たかった手足もホコホコ。あれほど

底冷えする体育館が、演じる私たちと舞台を懸命

に見入る子どもたちの熱気が相まって場内はムン

ムン。この笑顔や歓声に包まれた至福のひととき

を満喫した私たちは、子どもたちの喜ぶ姿を目の

当たりにエネルギーを補給、気力を満タンに次の

公演地へと向かうのだ。

　さあ、明日からの公演も頑張りますよ～! ! 　

　子どもたち～、待っててくださいね～! !
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　劇団道化座　馬場晶子

　一段と厳寒の２月中旬、いよいよ「スーホの白

い馬」関東地区巡回公演が始まった。朝早く学校

に到着、荷物を搬入し舞台を設置。照明、セット、

衣裳など全て手作業の準備が約３時間続く。

子どもたちと一緒に最後に気合いを入れてリハー

サルは無事終了。大急ぎで昼食を終え衣裳に着替

え、さあ、午後からの公演本番に臨む。

　そして共演

する子どもた

ちとのリハー

サル。再会し

た彼や彼女た

ちはセリフも

バッチリ覚え

たのか、皆、元

気だ。
本番を前に笑顔の子どもたち


