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要旨 

本稿は戯曲リーディングという演劇形式を取り入れた日本語クラスの実践研究である。戯曲リーデ

ィングについて、また、「戯曲を読む」というクラスについて説明した後、クラス実践後のさまざまな

気づきについて、口頭表現、演劇表現などの視点から考察する。日本語クラスに戯曲リーディングを

取り入れるのは、作成過程を楽しむことができるからである。そのためにはクラス全員の積極的な参

加が必要である。 
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ABSTRACT 
  In this paper, I would like to describe an activity in a Japanese language class that foreign students read 

Japanese drama text and perform drama reading. I explain about drama reading and class of drama reading, 

I consider various awareness after class from the view point of verbal expression, theatrical expression and 

so on. In drama reading in Japanese class the students can enjoy making process, active participation is 

necessary. 
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１．はじめに 

本稿は留学生たちが日本語の戯曲を読み発表する「戯曲リーディング」という演劇 
的活動を取り入れた日本語クラスについてまとめたものである。戯曲リーディングという演劇の

形式が日本語クラスの活動にどう生かされたかについて実践から考察してみたい。 

 
２．戯曲リーディング 

 戯曲とは小説と同様に完成された文学作品であるが、会話が並んでいるだけで説明が少ないの

で小説と比べて読みにくい。また、戯曲は完成品ではなく演劇作品を作るための設計図のような

もの、つまり、台本であるとも言える。 

戯曲リーディングとは、戯曲（台本）を持ったまま演じる演劇形式である。いわゆる演劇上演

では台本に書かれている台詞を覚えてしまうので台本を持つことはない。この点だけが違う。戯

曲リーディングは座って台本を読むだけではなく立ったり歩いたりすることもある。衣装をつけ

小道具を持ち演劇と同じ動きをすることもある。台詞を完全に覚えてしまわなくてもよいので、

演劇上演に比べて稽古時間が少なくてすむ。プロの演劇人の公演も多く、アマチュアのためのワ

ークショップも開かれている。上演目的ではなく、参加者が戯曲を読んで感想を話し合うという

会もある。 

自分自身の経験から学んだことでもあるが、台詞を覚えると台本から目を離し身体を動かした

くなる。そうするとリーディングではなく上演の稽古のように見えてしまう。台本からは目を離

さないが、ただ書いてあることを読むのではなく、ある人物が話すように台詞を読まなければな

らない。 

 日本語教育の中に演劇的な要素を取り入れる活動は以前から行っていたが、戯曲リーディング

という演劇形式に接していくうちに、日本語教育に取り入れることができるのではないかと考え

るようになった。音声が中心なので言語の4技能（聴解・読解・口頭表現・文章表現）のうちの

口頭表現に対応するだろう。もちろん、読解にも聴解にも関わる。話すように読み身体表現とも

結びついた演劇をどこまで取り入れることができるだろうか。とりあえず実践してみようと思っ

た。 

 
３．「戯曲を読む」クラス 

現在行っている「戯曲を読む4-7」クラスについて詳しく説明する。 

 
3.1 クラス開講の経緯 

今行っている「戯曲を読む 4-7」クラスは、テーマ科目の一つである。テーマ科目とは、教師

が行ってみたいクラスの企画案を出し、承認されて、実践できるクラスである。読解や文法など

特定の技能のカテゴリーはあるが技能を組み合わせて作ってもよい。クラスのレベルは初級から

超上級までを 1～8 の数字で表される。それぞれのレベルの違いははっきりと線引きされている

わけではないが、だいたい1～3が初級、4～5が中級、6～8が上級である。一つのレベルだけを

対象としても複数レベルにまたがってもよい。どの技能カテゴリーに分類するか、どのレベルの

クラスを作るかは教師自身が決める。テーマ科目ができる前は、レベルごとの技能別クラスが中

心でクラス活動に制限があったが、テーマ科目となり自由に活動できるようになった。 

演劇を取り入れたテーマ科目の企画の一つとして、「上級レベルの留学生が戯曲リーディング

上演を行うクラス」の案を出し、承認された。クラス名は「戯曲を読む」であるが、書かれてい

る戯曲（会話の連続）を文字として読んで理解する読解ではない。読むとはいっても黙読ではな
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く大きい声を出して読むので、読解ではなく口頭表現というカテゴリーである。 

 このクラスが始まった2010年当初は「戯曲を読む6-7」という上級向けのクラスであった。登

録人数が10人前後ということが多く、5人以下でクラスが開講できなかったこともある。上級レ

ベルの留学生は中級や初級レベルに比べて少ないのである。そこで、2014年から中級レベルの学

生も受講できるようにしたところ、30 人前後が登録するようになった。2017 年現在は「戯曲を

読む4-7」という中級から上級向けのクラスである。 

  
3.2 クラスの概要 

 一回の授業は90分で一学期15回のクラスである。クラスの目的は、日本人の生活や世界の状

況を知り、自然な日本語会話表現に慣れ、日本語能力を伸ばすことである。 

クラス 15 回のうち、第一週目はオリエンテーションである。授業時間 90 分のうちの 40 分ず

つ2回、クラスの目的や進め方、評価のしかたなどについての簡単な説明を行う。このクラスに

登録を済ませている学生も登録していない学生も来る。オリエンテーション後に登録を変える学

生もいる。30人程度が登録する。その後の14週を7週ずつに分け、2つの作品を読む。 

それぞれの作品全部を読む時間はないので、クラスで読むところを教師が決め、コピー教材と

漢字の読み方リストをそれぞれの7週の一週目に配布し、作品や作者の紹介を行い、クラス全員

が順番に読み始める。日本人ボランティア学生の手配もしておく。毎学期、一人か二人は確保で

きる。学生たちには配布した教材は家で予習しておくように言っておく。3 週目までで読み終わ

る。ここで1回目のレポートの宿題を出す。3週目の終わりか4週目の初めに15人ほどの2つの

グループに分け、グループごとに場面の配役を決めて、4週目と5週目は発表のための稽古を行

う。日本人ボランティア学生にはそれぞれのグループのファシリテーターや欠席した学生の代役

をお願いする。人数の関係での本役に入ってもらうこともある。6 週目に教室でリーディング発

表というテストを行い、テスト感想のレポート提出、7週目にレポート発表と続く。 

 以上のように、教師の読み方の真似をするクラスではない。もちろんクラスの進め方などは教

師が決めるが、学生たちが自分たちで考え作っていくクラスである。 

 
3.3 戯曲の選定 

クラスで読む戯曲作品は日本人のために書かれたものを使う。日本語学習者向けに語彙や文型

をコントロールされたものは使わない。日本人がこの作品をどう読んでいるかに直接触れてほし

いからである。上級レベルのクラスの時は三島由紀夫や寺山修司の作品を読んでいたが、中級レ

ベルの学生が入るようになってからはもう少し読みやすいものを探し、井上ひさしの『水の手紙』

（注1）と平田オリザの『東京ノート』（注2）の二つを読むことにしている。 

 
3.4 評価 

 日本人向けの戯曲リーディングのワークショップなら「稽古は苦しいこともあったけれど、最

後に皆の前で発表して楽しかった」で終わるだろうが、日本語クラスなので単位に関わってくる。

このクラスは、テスト・レポート・出席その他から評価する。 

 テストは、グループごとのリーディング発表である。一つのグループが発表している時はもう

一方のグループは観客となる。稽古の時は机や椅子はそのままで、グループごとに教室の半分ず

つを使うが、テストの時だけは教室の机と椅子の半分以上を外に運び出し広い空間を作り舞台と

観客席に分ける。評価のポイントは、口頭表現カテゴリーなので、大きい声を出すこと・発音や

アクセントをできるだけ日本語に近く・内容をきちんと理解して伝えるように、の 3 点とする。
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その他に『水の手紙』では同じリズムで読むこともポイントとなる。長い詩のようなものをグル

ープ全員で声を合わせて読んだり一言ずつ順番に読んだりするからである。『東京ノート』では

短い会話が続くので、相手の台詞に反応して自分の台詞を読むこと、同じ役を場面ごとに違う学

生が続けて読むので、同じ人物であるような話し方や服の色を揃えたり同じグッズを渡していっ

たりするなど統一性を持たせるための工夫もポイントとなる。 

 レポートは 2 回ずつある。それぞれ 1 回目は教材の内容理解である。『水の手紙』では世界の

ある特定地域の水の問題について、例えば、教材の中にある湖や川や島が消える話、水汲みのた

め学校に通えない子どもの話などについて詳しく調べて書く。『東京ノート』では、教材の中の

家族の会話からわかる日本人の生活や日本語の話し方の特徴について書く。どちらもテストの時

に内容をきちんと理解して発表するために行うもので、3 週目が終わった時点で提出する。2 回

目のレポートはテスト後の感想である。戯曲リーディングという活動を行ってみて、自分として

うまくできたか、グループとしてうまくいったか、他のグループの発表はどうだったか、その他

に気づいたことがあるかなどを書く。どのレポートも 200～400 字程度の短いものでよい。評価

のポイントは、書式・内容・正確さである。1 回目のレポートでは、です・ます体で書かれてい

たりタイトルがなかったり語彙や文法の正確さに問題がある場合が多いので、2 回目のレポート

では1回目の修正も加える。また、レポートは書いて提出するだけでなく、テストの次の週に発

表（自分が書いたことを読む）を行うので、提出していなければ発表に参加できない。 

出席は 15 回のうちの 3 分の 2 以上なければ単位が取れない。またその他として遅刻やレポー

ト提出の遅れなども評価の対象となる。 

 
４．戯曲リーディング実践後の気づき 

テーマ科目の中の口頭表現というカテゴリーに分類されている戯曲リーディングという活動

を行ってきて、さまざまな気づきがあった。学生たちの感想を含めて考察してみたい。 

 
4.1 口頭表現に関して 

戯曲リーディング発表というテストの評価ポイントである「大きい声を出すこと」「発音やア

クセントをできるだけ日本語に近く」「内容をきちんと理解して伝えるように」を中心に、2016

年春学期と秋学期のテスト後の感想の一部を抜粋し、まとめてみる。 

 『水の手紙』感想 

・リズムを合わせることはむずかしい 

・声を合わせるのは楽しい  

・カタカナ語の読み方がむずかしかった 

『東京ノート』の感想 

・声が大きくなった アクセントはまだまだ 少し自信がついた  

・自然な会話とは相手のセリフをきちんと聞いて自分の感情を変えることだ 

・演劇とは演じる人を通し声や表情やエモーションを借りて命がつけられる 

・会話形式なので相槌の打ち方などがよくわかったが、演じてみるとむずかしい 

・日本語が日常的で現実的なので自分の能力に役に立ったと思う 

・日本語で発表するのは緊張することではなく楽しむことだとわかった 

１回目の『水の手紙』と2回目の『東京ノート』の感想を比べてみると、初めはむずかしかっ

たことができるようになってきたことがわかる。 

大きい声を出すというのは簡単なようで難しい。大きい声を出せと言われてすぐに出せるもの
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ではない。教師の仕事は「大きい声を出せ」と言って緊張させることではなく、大きい声を出し

たくなる環境を整えることである。 

日本語の発音やアクセントについては、多くの学生が自信がない、上手になりたいと言ってい

る。子供の頃から家の中で日本語を使っていた学生は、発音やアクセントということではなく日

本語としての自然さ、日本語として聞こえるリズムを持っている。大学に入ってから外国語とし

て学び始めた学生とは違う。それを同じ基準で評価してよいのかとも思うが、日本語の発音やア

クセントについては、日本語として理解できる範囲にどの程度近いかで評価している。日本語と

してのリズムについては慣れるよりほかない。また、自然な日本語が話せるからといって大きい

声が出せているわけではない。 

授業中に演劇のプロ劇団の上演映像を見せたり音声を聞かせたりすれば、正確で自然な日本語

に触れられるとも考えられるが、正解を一つしか与えないような気がするので、行っていない。

お手本通りにできることがこのクラスの目的ではないからである。 

『水の手紙』ではリズムを合わせて読むことがポイントである。日本語に自信のない学生やク

ラスの進め方に慣れていない学生は自分のペースで読むことはできても皆にリズムを合わせる

ことがむずかしいようである。全体の流れを聞いていなければならないが、その余裕がないので

ある。この点についてはグループで何度も稽古するよりほかない。 

『東京ノート』では、日本語の自然な会話だけでなく、ト書き通りの動きを入れ小道具も使う。

教室での稽古の時間は限られている。自分の台詞を正確に読むのに精一杯で、会話しながら動け

ない学生がいる。普段の生活では話すことと動くことを同時に行っているのだが、演劇でやって

みると非常に難しいものである。 

何もかも完全にできることは求めていないが、まったく予習せず授業中しか台本を開かないと

いう学生もいる。これではよい結果にならないのは明らかである。内容を理解して伝えるために

は、自分の台詞だけではなく相手の台詞も何度も繰り返し読んで、場面全体を暗記するまでにな

ることが必要である。何度も繰り返し読むことに自信がつけば声が大きくなる。内容が理解でき

れば感情を持って読むことができる。学生自身がこのクラスの活動に積極的に参加すれば、リー

ディングを楽しむことができるようになるのである。 

 
4.2 口頭表現と演劇表現 

クラスに演劇経験のある学生がいたことがある。その学生は演劇経験があることを公表してい

なかったので、他の学生たちはテストの時に初めて何か違うと気づき、その学生について感想を

書いている。 
・読むだけでなく気持ちを持って動作も入れた  
・声が力強い  
・その人物の感情が深く感じられた  
・セリフに対する尊敬を感じた  
・セリフを全部覚えている  
・登場人物の気持ちが伝わってきた 
・熱心 
・感情も動作も表情も完璧 

演劇経験のある学生自身は以下のように述べている。 
  ・『水の手紙』ではウェブで調べた実際にそこに住んでいる人のコメントが 

私の役に対するイメージの根拠になった 



 

 

- 31 - 

 これは他の学生が「セリフに対する尊敬」と言っているように、ただ書かれている台詞を読む

のではなく、それを話す人物になることに集中するということである。そうすることで、感情を

入れて読むことができる。読むというより台詞を暗記するまで覚え、台本は持っているが文字を

追っているのではなく全身である人物を演じているのである。ある人物になるというのは演劇の

基本である。何の苦労もなくできる人もいるだろうが、教師自身の演劇体験からいうと非常に難

しいものである。この学生は中級レベルで、発音やアクセントなどは日本人の話す日本語とは違

っていたが自然な日本語に聞こえ、上手だという印象を与えた。口頭表現能力以上の演劇表現能

力がある学生だったと言えるだろう。 
 戯曲リーディングとは、自分の台詞の文字を読むだけではなく、全体の内容を理解し、ある人

物が話すように読むことである。演劇経験のない多くの学生たちには理解はできても実践するの

は難しいようである。演劇経験のある学生が行っているような役作りの方法を他の学生にも積極

的に求め、口頭表現を超えた演劇表現のクラスとすることを学生全員に求めるべきかどうか迷う

ところである。 

 
4.3 配役の性別 

演劇の世界では女性の役は女性が、男性の役は男性が演じることが多い。このクラスでは今ま

で、できるだけ学生たちの性別に合わせた配役をしようとしていたが、人数の都合で男役の女性、

女役の男性も出てくる。このことについて学生たちがどう考えているのか気になっていた。また、

LGBTの観点から、クラスの学生を教師の見た目で男性女性と分けること自体に疑問を持つように

なってきた。 

『東京ノート』のクラスで使う部分は家族の話なので性別がはっきりしている。女性同士の会

話が多く、クラス登録者は女性が多いので、毎回まず男性（と思われる学生）に男性の役を与え、

残りを女性で演じるように配役を考えていたが、2016年の秋学期クラスで初めて学生たちの配役

の希望を聞いてみた。クラス32人で、まず男性の役（どの役という指定はないが）8人分を決め

たいと思い、挙手を求めたところ、女性7人から手が挙がった。男性は一人だけ手を挙げた。残

りの学生は無反応、どの役でもよいとのことだった。日本語の特徴として女性語・男性語の区別

があり、学生たちは自分の性に合った言葉を覚えたいはずだと思っていたので、意外だった。『東

京ノート』で男性役を読んだ（演じた）女子学生たちは次のような感想を述べている。 

・テレビドラマで見た同じタイプのキャラクターの話し方を参考にしたが 

把握できないのは声だと思う。できる限り低く話すことにした  

・男女逆の役はすごく素敵だと思う。女の子として男性の普段の座り方や喋り方を思い出

して、男性の特徴を芝居で表すことはすごく面白いことだと思った 

・男らしい動きを入れて、本当に楽しかった 

・女性として日常の会話では「俺」や「お前」などの言葉が使えないけれど 

今回のテストでは話さなければならない。逆に楽しかった 

・ステレオタイプになりすぎると気持ち悪い 

手を挙げなかった女性たちには積極的にアピールしなくても女性役が回ってくるが、手を挙げ

なかった男性たちは、女性パワーに圧倒されて遠慮したのか、それほど役に対する思い入れがな

かったのか、特に感想はなかったが、女言葉の台詞を読むのを楽しんでいる学生もいた。台本に

書かれている日本語の文字を追うだけで精一杯で、女性語なのか男性語なのか考える余裕もない

学生もいる一方、現実には使えない日本語だから演劇という非現実の世界で使ってみたいという

余裕のある学生もいる。今後、配役の性別は学生たちの希望に任せたいと思う。 
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4.4 チームワークその他 

 戯曲リーディングでも他の演劇でもチームワークがなければうまくできない。日本語クラスの

場合は、教師が読む内容を与え、それぞれの学生が読んで理解し反応するという形式の授業であ

れば、チームワークはそれほど必要ではない。このクラスでは、読む内容は教師が与え、一人で

読む部分もあるが、それは全体の中の一部であって、グループ全員で一つの作品を作り上げてい

くので、チームワークが必要となる。この点について、以下のような感想があった。 
・協調性のない学生がいてテストの日になっても自分が読む部分を覚えていない 
ので成功できなかった 

・練習をしていくうちにグループメンバーと仲良くなった 
・練習の過程が楽しかった 
・前回の経験を参考にすることができて、みんな自分のパートを練習してきたから 
練習も発表もスムーズにいけたと思う 

・観客として観たことでさらにいろいろなものが見えてくる 
このクラスは、テストの日だけ出席して自分のパートだけを読めばよいというものではない。

グループ全員で一つの場面を作ることもある。グループ全員で繰り返し練習するために欠席は許

されない。一人がミスすることで全体が壊れてしまうからである。もし本番で誰かがミスしてし

まったら他の学生が助け最後まで続けなければならない。この点を理解し、きちんと出席する学

生がほとんどであるが、理解できていない学生も一部にいる。 
クラスを二つのグループに分け、学生たちは役者として演じる側と観客として観る側の両方を

経験する。他のグループより上手に演じたいという気持ちになりグループがまとまる。テストで

は同じ役の演じ方の違いやグループの個性の違いに気づく。しかし、一部に、自分の発表が終わ

った後、他のグループを観ることなくスマホを見たり教室から出て行ったりする学生もいる。観

客としてのマナーもチームワークの一つだと考えられる。 
チームワークは直接には評価の対象にはしていない。しかし、グループメンバーとの一体感を

持ち協力することでこの活動が楽しいと感じるようになり、リラックスして活動できるようにな

る。それが一人ずつの自信につながり、日本語能力を伸ばすことになる。グループで活動するた

めにはチームワークはやはり必要である。 

 
５．まとめ 

毎回、予定通りに授業を進め、『水の手紙』では「世界の水問題の状況を知り、自分との関わ

りを考える」ことができ、『東京ノート』では「日本人の人間関係に注目し自然な日本語会話を

体験する」ということができている。しかし、中級から上級レベルまでの 30 人ものさまざまな

学生がいる。多くの学生が戯曲という言葉を知らない。縦書きの日本語を見たことがない、大き

い声を出して日本語を読んだことがない、日本語で一度もレポートを書いたことがないという学

生もいる。このクラスに登録するかどうかは学生自身が選ぶので、登録したということはこのク

ラスで頑張りたいという意欲がある証拠だと思われる。初めはできなかったことが慣れていくう

ちにできるようになった学生が多い。できるようになるとクラスが楽しくなり、さらによいもの

を作るために積極的に参加することでより楽しくなる。 

日本語クラスに演劇を取り入れるのは、演劇が何となく楽しいからではなく、作品を作ってい

く過程を楽しむことができるからである。そのためには、クラス全員がお手本通りにすればよい

というものではなく積極的に参加して作っていくことが必要である。リーディング作品を作り発
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表する過程を楽しみながら日本語能力を伸ばすというクラスの進め方をこれからも続けていき

たいと思う。 

 今後の希望を言えば、もっと広い教室を使いたい。今使っている教室が狭いというわけではな

い。人数分の倍ぐらいの机と椅子があるので、学生が座って授業を受けるだけなら問題ないが、

動き回るための空間がないのである。 

・小さい教室で練習することは難しかった 

・机と椅子の移動がたいへんだった 

 演劇の稽古を行う時には自分たちで机や椅子を動かして広い空間を作ることから始める場合

が多いということを知らない学生が疑問を持つようであるが、学生たちが動き回り大きい声を出

すという活動が気兼ねなくできる広い空間の教室がほしい。日本語センターの事務所に相談に行

ったところ、演劇を取り入れたクラスだからということで舞台のような教壇と固定された椅子の

ある大教室を紹介された。発表の日はよいが、稽古の日には使えない。演劇の稽古がどこでどん

な風に行われているのか知らない人が多いのだろう。日本語クラスの教室には机と椅子が置いて

あり学生は椅子に座って授業を受けるという考え方が変わらない現実では、教室の机と椅子を運

び出し広い空間を作るしかない。 

2018年春学期の発表会は小さい劇場を使用する予定となっている。毎週の授業は教室で行うが、

劇場で発表するということで、ある人物になることをもっと意識させ、登場人物の人間関係で作

られる演劇というものに近づけてみたいと思う。 

 

 

注1：井上ひさし 『水の手紙』 2013 平凡社 

注2：平田オリザ 『東京ノート』 2007 早川書房 
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