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Ⅰ　はじめに

　障害者の芸術活動の位置づけは，ある時期
に変化をみせた。国際障害者年から10年，障
害を軽減するため，または障害があっても明
るく楽しく生きるための学習の材料として芸
術を扱ってきた歴史から脱し，障害のある人
たちがもつ創造性，芸術性を社会に還元しよ
うとする動きが見られるようになったのであ
る。
　1991年，イギリスで設立されたNational 
Disability Arts Forum(1)を皮切りに，アメ
リカでは1994年にＮational Arts Disability 
Center(2)が設立，同じ1994年，わが国でもエ

イブルアートジャパン(3)が活動を開始した。
これら障害者アートの普及を目指し情報を統
括的に発信するセンターが及ぼした影響は大
きい。
　以降，わが国でも障害のある人の芸術活動
を支援する団体が数多く立ちあがったが，中
でも演劇･ミュージカルなどの舞台芸術に
限ってみると，大きく二つの流れがみられる。
「若竹ミュージカル（1993年設立，東京）(4)」
や「SAC（2002年設立，東京）」，「LOVE(1992
年設立，兵庫)」など，養護学校の卒業生を
中心に設立された団体，そして，「劇団きら
きら（2000年設立，福岡）」「わーくぽけっと
(2001年設立，埼玉)」など，障害のある子を
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もつ保護者が設立した団体である。それぞれ
に規模，資金源，年齢層などが異なるが，ど
の団体にも学校卒後の余暇支援，生きがい創
出といった狙いとともに，総合芸術としての
演劇・ミュージカルを通じて社会参加を促す
狙いがある。
　工藤(5)は，自らが主宰する若竹ミュージカ
ルの実践から，「なぜミュージカルなのか」
という問いに次のように答えている。「その
大前提にあるのは，子どもたちが音楽で表現
することや劇を演じることが好きだというこ
とである。（中略）表現活動を育てることが，
将来にわたって生活に潤いをもたらし，多く
の人たちとの関わりを広げ，自らを解放する
ことにつながるともいわれている」

Ⅱ　団体概要

　WAKU2（わくわく）キッズミュージカル
（以降，「WAKU２」）は，横浜市北部地域を
中心に，2000年，保護者による「障害のある
子もない子も一緒にミュージカル活動を！」
の呼びかけで始まった。以来2007年現在まで，
月１回から４回のワークショップやレッス
ン，さらに年一回の舞台発表を継続している。
　現在の参加者は小学校１年生から24歳まで
の男女46人。知的障害12名・染色体異常13名・
広汎性発達障害８名・感覚障害４名・その他
の障害２名・障害なし（または診断なし）７
名。発足当初から障害名にはこだわらずに入
会希望者を受け入れてきたため，障害は多岐
にわたり，状態像も多様である。ただし，主
障害が身体障害であるメンバーに関しては，
７年の間に数人の入会・退会があったが持続
せず，少ないのが特徴的である。
　運営は主に保護者団体である「地域で生き
る子どもたちの会」が行い，経費は保護者か
らの会費・参加費，助成金，公演チケット収
入によって運営されている。各方面から参集
したスタッフはミュージカルや商業演劇，舞
踊，音楽のプロが中心である。さらに，ボラ

ンティアとして，学生，主婦，特別支援学校
の教師などが参加し，スタッフの総計は常時
20人から25人である。

Ⅲ　WAKU2キッズミュージカルの活動

１．活動の目的

　WAKU2は，発足当初から「みんな違って
当たりまえ」をキーワードにして活動してき
た。ミュージカル創作を通じて互いを認め合
うことを目的として掲げ，活動を通じて個人
の能力の向上や障害の軽減を目指すものでは
ないことは常に保護者間で確認してきた。そ
の名のとおり，まずは，メンバーたち自身が
ワクワクする活動であればそこに何かが生ま
れるはずという了解がWAKU2の活動の基本
でもある。

２．活動の内容

　活動は大きく分けて，ミュージカルの要素
に関係するワークショップと，公演の脚本に
沿って行うレッスンの二つがある。年間計画
として，前半はワークショップ，後半はレッ
スンというように二つの期間に分けて計画さ
れている。
（1）ワークショップ
　ワークショップの企画は，レッスン期間に
はできない試行的な内容・自由な発想と個性
を発見できるような柔軟性のある内容であ
る。体育館のような会場に一面，青のスズラ
ンテープを切って敷き詰めた海を作ったり
(写真１)，ブラックライトで照らした会場を
宇宙空間にするなど，舞台装置を準備した
「ファンタジー遊び」は，WAKU2のワーク
ショップの目玉である。舞台装置に，生の即
興音楽とプロの役者たちの迫真の演技が加わ
り，参加者たちの想像力がかきたてられる。
フラダンス・HIPHOP・合気道などの新し
い身体表現のワークショップを行い，舞台の
可能性を探ることもある。いくつかのグルー
プに分かれて共同作業で，テレビ番組を制作
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したり，ファッションショーやフォーメー
ションダンス，ミニミュージカルを創作する
こともある。
（2）レッスン
　次回の公演・脚本の決定後は，レッスン期
間になる。レッスン期間の最初には脚本の
テーマに沿ったイメージワークショップが行
われる。例えば，2002年～2003年の「迷子の
遊園地」のレッスン開始時には，プロのクラ
ウンにパントマイムを教えてもらうワーク
ショップ（写真２）を行った。2004年～2005
年の「ニングルの森から」のレッスン開始時
には，森を体験するために一日を市民の森で
過ごし，枯葉や折れた枝などで森の音を創り，
スタッフのバイオリンなどとの合奏をする
ワークショップを行った。これらのワーク
ショップは，観たことのないものや経験した
ことのないことを全員が一緒に体験すること
からレッスンを始めるのが目的である。
　レッスンは，出演者全員で行うレッスン（写
真３）とグループやシーンごとのレッスンが
ある。グループレッスンでは，本読みや反復
練習の方法など，各グループメンバーの特性
に合わせた独自の方法で指導が行われる。
レッスン期間の後半，公演間近になると，全
体の通し稽古が増える。同時に個人的に補習
の必要なメンバーを呼び出す個人レッスンも
行われる。

３．合宿

　年間を通した活動のほか，母体である「地

域で生きるこどもたちの会」の運営によって
夏合宿も行われる。日頃ミュージカル創作活
動でともに過ごしているスタッフとメンバー
が一泊二日の生活をともにする。日中はワー
クショップや外出プログラムで過ごし，夜は
カラオケや花火。入浴や布団に入ってからの
一時もメンバーたちには楽しみな時間であ
る。

Ⅳ．活動を支える「WAKU2流」

１．スタッフ

　WAKU2のスタッフのほとんどは，舞台芸
術に携わるプロである。大手商業劇団を退団
した後ダンスや歌唱の指導をしながら役者と
して舞台に立つ人，作曲家として演奏家とし
て活躍するミュージシャンなど，現役のプロ
が指導していることがWAKU2の特徴のひと
つでもある。スタッフ同士が誘い合っていつ

写真１　海のワークショップ
写真２　クラウンのワークショップ

写真３　レッスン風景
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の間にか集まってきたスタッフであるが，多
くのスタッフが「ちょっと覗いてみよう思っ
て遊びにきてみたらそのまま何年も関わって
いる」と振り返る。
　彼らは障害のことはほとんど知らないで関
わり始める。WAKU2に来るまでは「障害者
を避けてきた」と語るスタッフもいる。
WAKU2に来てはじめて，一見奇異な行動を
とるメンバーに出会い，「なぜあの子はあん
なことをするんだろう？」「なんという障害
なんだろう？」と疑問や興味がわく。中には，
本格的に障害者福祉の勉強を始めようとした
り，本業よりもWAKU2を優先しようとする
スタッフも出てくる。
　しかし，WAKU2ではスタッフに「本業を
大事にしてほしい」と伝えている。彼らの本
業である舞台芸術は，メンバーたちが憧れる
目標にもなっているからである。実際，メン
バーは，スタッフが出演する舞台を観客とし
て観にいくことを非常に楽しみにしている。
舞台の上で輝くこと，舞台の上で汗すること

をメンバーたちが肌で感じる体験もまた
WAKU2の原動力なのである。

２．メンバーの特性把握

　メンバーには，心身機能上になんらかの障
害のある人が多い。それによって活動に制限
があり，したいと思うことが思うようにでき
ないことも多い。WAKU2はそうした障害を
克服したり能力を向上したりする場ではない
が，何らかの工夫で活動の制限を少なくした
り，小さなサポートでメンバーがしたいと望
むことを実現したりすることはできると考
え，その方法を探ってきた。
　WAKU2では，毎年一回，参加メンバーの
特性表（図１）を作成している。ミュージカ
ルに必要な事項（身体表現・言語表現・想像
力・コミュニケーション力など）だけに焦点
をあて，指導や声かけのコツ，ストレスの現
れ方と対処の方法，期待されることなどがわ
かるように，メンバー一人一人の特性表を作
成し，保護者の承諾の下，スタッフで共有し

視力：強度近視、眼振

注意力・集中力；いったん集中すれば集中力
がかなり持続するが、気になることがあると集
中しない。

記憶力；記憶力はいい

精神的常同運動(癖など)；感情のコント

ロール；かなり難しい。耳ふさぎや大声を出し
て暴れることがある。

言葉(発声・聞き取りやすさ・リズム)；
ゆっくりで抑揚のない、独特のしゃべ
り方。語頭の出だしが特に遅い。

運動機能（麻痺・協調性など） ；左足
が内側に向いてしまう。バランス力がなく、ふ
らつく。片足ですることはできない。協調性も低

い

創作・イメージ・想像； 想像を膨らませて話を
創ることが得意。ただし、自分が乗ったとき
に、興味のある話ししか創らない。
読むこと；好きだが、ストーリーの中身に集
中せず、文字を読むことや語句の意味、漢
字に興味。

話し言葉の理解・表出；語彙は比較的豊富
会話・ディスカッション； 独りよがりで、3人以上の会話
を極端に嫌がる。同じような一方的な質問に固執する

身体を動かすこと：バランス力を使うことは
難しい。
手・指先を使うこと：非常に苦手
歩く・走る・跳ぶ：遅い。跳ぶのは特に苦手。

対人関係；相手の気持ちを言葉の調子や笑顔
の度合い

で測り、勝手に誤解して不安になったり怒
る。

WSでの様子；内容を楽しんでいるときも、
耳ふさぎは多い。耳ふさぎをしてボリュー
ムを調整しているので楽しんでいる分に
は問題はないが、活動しにくくなる。耳ふ
さぎの手を軽くはらうとはずすことができ
るときもある。
レッスンでの様子：やるべきことが決まっ
ていれば指示に従ってマジメにレッスンす
ることができる。集中しているときに他の
ことが入ると（スタッフが代わる、他の子
が何かする、誰かがしゃべるなど）混乱し
て荒れる。荒れると建て直しに時間がか
かる。
友人との関係；特定の子に親しみは感じ
ているものの、一緒に楽しむには至らず、
仲良くできない自分に不満を感じている。

スタッフとの関係；スタッフへの甘えや依頼心
は強い。
歌：音程がだいぶでてきたが、まだかなりはず
れる
ダンス：リズム感はいいが、手足の伸びが曖昧で、
機敏な動き・軸足に乗る動きができないために、苦
手意識もある。
芝居：表現力はあるが、その気になるのにムラ
がある。

現在の所属：中学2年（個別支援）
苦手な環境：音（突然の音、大人数の声、叫び声・泣き声）

使用する装具や道具等：

WAKU2に参加するときの付き添い：母
WAKU2の友人関係： Tちゃん、Nちゃん、Mちゃん

性格： 外向的でユニークな面と、内向的でいじけっぽい面が両極端。
不安なことがあると（普通は不安に思わないことでも）、気になってあれる。

これまでの舞台経験とその様子：ギャラクシー以外全部
耳ふさぎで出演できないことがあったり、レッスンを嫌がったりが続いた。本人

のWAKU2への意欲・気持ち：たぶん、「ママのため」に参加していると思うが、やる気になったとき
の本人の表現力を知っているので、親としては舞台表現の場にいさせたいと思っている

障がい名：広汎性発達障害
病気・その他：再生不良性貧血症

人口頭蓋骨
低血糖発作がある

氏名(年齢）：H（１４）
記入者：母：

スタッフ：
記入年月日

図１　WAKU2特性表
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ている。
　書式についてはこれまで試行錯誤を繰り返
してきたが，2007年度からはWHOのICF(6)

（国際生活機能分類）の概念図を参考に整理・
作成している。ICFは，人の生活機能を心身
機能・身体構造，活動，参加の三つのレベル
に分類し，さらにそれらの生活機能と環境因
子と個人因子が相互に関わりあっていること
を示している。1400以上の分類項目がある中，
WAKU2では，ミュージカル創作の参加に必
要な項目を拾ってWAKU2用のコードセット
を作成し，これに従って特性を把握する方法
をとっている。ICFのコーディングで使われ
る評価点は使用せず，スタッフや保護者の観
察を聞き取った言質をそのまま記入してい
る。
　特性表によって，少しの工夫で可能になる
こととどんなに努力してもできないことが明
確になるとともに，必要な環境調整や必要な
支援の方法が見えてくる。ICFには，実行状
況と能力という二つの評価基準があるが，
WAKU2はまさに実行状況の向上を目的とし
ており，WAKU2特性表はそのために何がで
きるかを計画する指標となっている。
　特性表を参考にしつつ，一人一人の特性に
あったサポートを行う。例えば，視覚障害の
メンバーのためにスポンジで作った点字ブ
ロックを舞台に貼って靴底の感触を頼りに歩
くようにしたこともある。落ち着かずに動き
回るメンバーのために，いてほしい位置にビ
ニールテープでサークルや足型を書くことは
よく行われる。これだけで安心してそこにい
ることができる。どうしても舞台上から家族
を探してしまうメンバーのためには家族に客
席正面に陣取ってもらってダンスの指導まで
してもらいながら上演したこともある。
　聴覚からの情報と視覚からの情報のどちら
が優位なのかによっても，レッスンの方法が
変ってくる。そうしたちょっとした情報が，
WAKU2の舞台にとって大きな差になるので

ある。

３．脚本

　脚本は，発足当初からオリジナルである。
毎回40人前後という大所帯の役者たちをなる
べく公平に，しかもそれぞれの個性が生きる
ように配役するには，既存の脚本を探すより
オリジナルを書き下ろしたほうが効率的であ
る。原作をもとにストーリーを大幅に書き換
えて書くこともある。
　そのため，テーマを決めてから最初に行う
作業は「誰に何をさせたいか」のリストアッ
プである。思春期，反抗期，声変わりなどの
ほか，学校や職場や家庭でのさまざまな事情
で，メンバーには年によって「浮き沈み」が
ある。今年気持ちが乗っているメンバー，こ
の時期だからこそ大事にしたいと思うメン
バーをリストアップしていく。当然40人のメ
ンバーを全員満足のいく位置に立たせるのは
不可能なのだが，「今年はこの子にこういう
役を！」と思うメンバーを数人決めると，ま
ずそのメンバーの役を創ることから始める。
　また，脚本はグループ編成をしやすいよう
に書く。毎週二カ所の会場を有効に使うには，
午前午後の４コマを４グループで使うのが効
率的であるため，大きく４グループに分ける
のが基本になる。
　これらの制約のもとで役作りを行い，ス
トーリーを組み立てる。ストーリーが多少緩
慢な流れになってしまうことがあっても，メ
ンバーの「見せ場」を最優先することを第一
に組み立てるのはWAKU2の脚本の基本であ
る。

４．公演本番の舞台編成

　WAKU2の公演本番では，通常「オケピ」
と呼ばれるスペースの，最も舞台に近い位置
に，演出家が舞台のほうを向いて座ることに
なっている。舞台上のメンバーは演出家の顔
を見ながら演技することができる。これは，
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最初の公演時にメンバーが台詞や振りを忘れ
たり，緊張して立ち尽くす心配があったため
に始まったWAKU2流の演出方法である。演
出家はすべてのダンスの振り付けや立ち位置
を覚え，譜面台には台本を置いてここに座り，
メンバーが助けを求めた際には助け舟を出
す。
　2002年の舞台では，象徴的なエピソードが
あった。本番中に台詞が出なくなったメン
バーのために演出家が舞台下から台詞を教え
たが，メンバーはそのまま動かなくなったの
である。演出家は根気強く，ついには観客に
も聞こえる声で励まし，台詞を待った。メン
バーの口から吐き出すように台詞がでたとき
には観客席から大きな拍手が起こった。その
瞬間，メンバーのほっとした輝くような笑顔
がこぼれたことは言うまでもない。これほど
の助け舟が必要なことはそれほど多くはな
い。しかし，緊張したメンバーがちらっと演
出家の笑顔を確認し，受け止めてもらえる安
心感から自信をもって演技できるという意味
で，その効果は絶大である。
　演出家の後ろには，音楽スタッフが陣取る。
キーボードが二台，それに効果音や録音した
音などを出しながら音全体を仕切る音楽監督
がいる。キーボードは生の演奏でメンバーを
支える。ダンスのリズムが合わなくなったり，
歌の出だしが出なかったり，そうしたハプニ
ングにもレッスンから参加しているスタッフ
であるキーボニストは即座に対応できる。台
詞が出なくなった場合には即興の音楽でその
場を埋めることもある。音楽と演出家の笑顔
でメンバーは自分を取り戻し，台詞を取り戻
すことができるのである。
　舞台ソデでもスタッフが走り回っている。
WAKU2ではメンバー全員が自分の出るタイ
ミングなどを完全に覚えているわけではな
い。公演を重ね，そうしたことにも完璧に対
応できているメンバーも増えてきたが，
WAKU2の方針としてそこにはあまりこだわ

らないようにしてきた。「ではけ」よりも，
演技そのものに集中してほしいという願いか
らである。そのため，いつ誰がどこからどこ
に向かって出て行くのか，舞台の上手下手
どっちに入ってくるのかを完全に把握するの
はスタッフの仕事になっている。覚えていな
いメンバーや，緊張のあまり忘れてしまった
メンバーには，スタッフが声をかけ指示を出
す。
　さらに，舞台上にスタッフが共演すること
もある。役者として各グループに一人のス
タッフが入ったり，または「パネル」と呼ぶ
舞台装置の裏にスタッフが張り付いて舞台装
置の転換をするとともに，メンバーへのプロ
ンプ（陰から台詞を教える），精神面の支援
をすることがある。担当するスタッフは全台
詞や立ち位置を覚えて，パネル裏につくので
ある。

Ⅴ　７年間の活動を通じて…メンバーの変
化観察と保護者の感想文から

１．メンバーの生活の中でのWAKU2の位置

づけ

　メンバーは，毎年募集しているが，毎年更
新するメンバーが多く，新規の会員を受け入
れる準備が整わないのが現状であり，大々的
な募集は行っていない。メンバーの半数が設
立当初からのメンバーであり，７年目を迎え
る今年集めた保護者からの感想文には，以下
のような記述が見られた。
　「学校の先生たちは短ければ１年で変って
しまいますが，WAKU2では毎年同じスタッ
フが長く付き合ってくれ，子供同士の付き合
いももう学校のクラスメイトより長くなりま
した。気心の知れた人たちとの活動は，新し
い場面の苦手なわが子にとって安心できる唯
一の場所です」
　「中学から参加しています。社会に出てか
らの余暇を探そうという気持ちでした。今で
は余暇というより，職場以外のもう一つの居
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場所になっています。学校を卒業後に新しい
ことに挑戦して成長するわが子を見られると
は思いもよりませんでした」
　「他のどこよりも楽しみにしています。こ
の何年のあいだには，学校が嫌になった時期
もあったし，どこにも外出したくない時期も
ありましたが，そのときもWAKU2だけは喜
んで参加し続けました。今ではWAKU2は娘
にとってなくてはならない場所です。」
　「正直，最初のうちはあまりにも自由な活
動を重視するやりかたに戸惑い，やめさせよ
うかと思ったこともありましたが，なぜか子
どもは行きたがる。では……と続けているう
ちに，どんどんまとまりが出てきて，あっと
いう間にすばらしい舞台が出来上がり，親も
子も抜けられなくなってしまいました」
　こうした記述をみれば，WAKU2の活動は
余暇支援とも居場所作りともいえる。ミュー
ジカルを創るという共通目的を掲げながら，
集団としてのWAKU2に期待する面が大きい
こともまた明らかである。

２．舞台に対する姿勢

　WAKU2の毎年の舞台発表は以下の表（表
１）のとおりである。
　初めての舞台発表は，メンバーに舞台でラ
イトを浴びて拍手を浴びる喜びを味わっても
らいたいという目的で行った。公演のための
レッスンは一切行わず，メンバーたちには白

い衣裳を着てきてもらうことだけを条件とし
た。スタッフが準備した仕掛けにメンバーた
ちを巻き込む形のワークショップそのままを
舞台上で行って，保護者に観てもらう形式で
ある。舞台上のメンバーは，求められること
が一切ないので緊張することもなく，初めて
の舞台に興奮するばかりで，観客を意識する
ことも何かをみせようという意識もなかっ
た。当然客席に伝わるものはなく，舞台上の
メンバーだけが燃焼する自己満足の舞台。終
演時，危険だからという理由で緞帳を下げる
ことも出来なかったくらい，メンバーは自由
気ままに舞台空間を楽しんだ。
　それから一年後の2002年の公演には，本格
的な子どもミュージカルを上演した。たった
一年で前年とは比較できない本格的なミュー
ジカルになった。どの子にも歌とダンスと台
詞が与えられ，レッスンも本格的に行われた。
しかし，本番当日，緊張するスタッフを前に，
メンバーは誰一人緊張する様子もなかった。
緞帳が下がった後も，号泣するスタッフや観
客とは対照的に，舞台上のメンバーはただた
だ拍手の音に囲まれて満足そうに笑ってい
た。この年も，緞帳ラインまで下がって一列
になることはできなかったため，緞帳は最後
まで下げられず，メンバーの頭上で止められ
た。
　2003年の公演が最初の「変化」のときだっ
た。前年度と同じ演目で行ったのだが，レッ

表１　WAKU2キッズミュージカル過去公演一覧

公演年度 タイトル 内　　　　　容

2001 見つけて ワークショップをそのまま舞台上で繰り広げる形式

2002 迷子の遊園地 「Beautiful Name」を主題歌に、個性や親の願いが込められ
た名前の大切さをテーマにした作品2003 迷子の遊園地　

2004 ニングルの森から　Ⅰ 自然破壊をテーマにした倉本聰原作の作品。森の四季をモ
チーフにダンス・歌・芝居にパートを分けた2005 ニングルの森から　Ⅱ

2006 ギャラクシーグランプリ
未来の宇宙のTV番組として構成した舞台。グループに分かれ
て競い合う形式で行った
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スン開始時にすでにメンバーの意識が違って
いた。メンバーの多くが前年の公演をビデオ
で繰り返し観て全体像をつかんでいたことが
大きかった。実は，メンバーの中には実際に
自分が出演していたにもかかわらず，ビデオ
で全体を観て初めて全体のストーリーを理解
した者も多かった。また，ビデオで全体を観
るまでは，自分の出演場面が観客からどう見
えるのかイメージができていなかったメン
バーも少なくなかった。こうしたメンバーが
ビデオを観たことで，舞台への意識が高まっ
たことは確実である。そうして始まったレッ
スンはそれまでのレッスンと明らかに違っ
た。レッスンは，「うまくなりたい」という
主体的な意志のもとで，明らかにレベルアッ
プしていった。
　公演本番では，ソデで緊張して震えるメン
バー，互いの手を握り合って励ましあう姿が
見られた。この年初めて最後まで下げること
が出来た緞帳の裏で，年長のメンバーが感極
まって泣き出したことも，WAKU2の歴史に
とって大きな節目の瞬間だった。緊張も，感
動の涙も，ある時期を乗り越えたWAKU2を
表すひとつの成果であったのではないだろう
か。
　2004・2005年の公演では，自己満足で終わ
らない舞台を目指し，舞台上から客席に向
かって何かを伝えることを意識した。メッ
セージ性の強い作品でもあり，訴える力を発
揮できる舞台でもあった。この舞台では，ア
ンコールの挨拶で舞台に出たメンバーが，正
面だけではなく左右・上部の席の客席にまで
堂々とお辞儀を繰り返した。そして，緞帳が
下がった途端，ほとんどのメンバーが感動の
涙を流した。仲間たちと抱き合って賞賛しあ
う姿が見られたのは，このときが初めてだっ
た。
　この頃から，WAKU2のメンバーは「役者」
として舞台を意識するようになった。ワーク
ショップでもレッスンでも自分の役どころを

意識し，前に出ることを意識し，自分の出番
を楽しみにするメンバーが増えた。与えられ
た役をどうみせるか，細かい演技を自分で工
夫するようにもなってきた。うまくなりたい
という思いから，繰り返しの稽古にも耐えら
れるようになってきた。それまでの公演ビデ
オを観ては「今度は自分がこの役をしたい」
という希望を表明する声も聞かれるように
なってきた。
　ただ舞台を楽しむだけだったメンバーが，
楽しみを与える側に立つ喜びと責任をもてる
までに成長した。このことは，WAKU2の存
在意義をゆるぎないものにしたといえるだろ
う。

３．さまざまな能力の向上

　演劇活動を通じて障害のある子どもたちを
指導する研究では，動作模倣能力(7)や認識・
イメージの形成力(8)などの能力向上が実践的
に示唆されているが，WAKU2は，個人の能
力の向上や改善は目的として掲げていない。
個人の能力よりも集団としての力の向上，特
に「互いを認め合う力」の向上を重視してき
た。
　この力を具体的に示すものとして，「空間
構成力」がある。同じ空間にいる仲間との距
離を適切にとること。最終的には，客席から
見える舞台空間の中で今自分たちがどう見え
ているかを意識して位置をとることも要求さ
れる。このためには個人の能力も必要ではあ
るが，実は互いがフォローしあえる集団の力
が必要でもある。誰かが寄りすぎれば相手が
下がればよい。誰かが空間を取りすぎたら相
手が寄ればよい。そうした意味で，空間構成
は仲間の「気配」を感じることから始まる。
まさに「互いを認め合う力」である。しかし，
目には見えない気配を感じるなど，抽象概念
が捉えにくいといわれる障害のあるメンバー
には難しいことでもあった。
　実際，WAKU2の最初の舞台では，メンバー
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のほとんどが舞台の後方に所在なげに立ちつ
くすことになった。いくら「前に出よう」と
声をかけても，舞台空間は常に前方ががら空
き，後方の隅にばかりメンバーが固まった。
２回目・３回目の舞台ではようやく決められ
た立ち位置に立つことができるメンバーが増
えてきたが，それでもどうしても誰かに寄り
添わずにはいられないメンバーが多いため，
全体の舞台空間は明らかにバランスが悪かっ
た。
　４回目の舞台で様子が変ってきた。立ち位
置を細かく指示しなくても自然にバランスの
いい場所に立てるメンバーが出てきたのだ。
しかも自然に身体が前方を向いている。レッ
スンは稽古場に本番の舞台と同じ大きさの枠
を作って行うが，本番そのままの場所ではな
いため，いくら立ち位置を練習していても，
身についた「空間構成力」がないと本番の舞
台で適切な位置を取ることは難しい。しかし，
この年の舞台では，わずかなリハーサル時間
の間に数人のメンバーが簡単に位置を確認し
ただけで，本番では彼らが自然に動いて，見
事なまでに舞台全体のバランスをとってくれ
た。
　それから少しずつ，全体の空間構成力は向
上してきている。メンバーが互いに相手を知
り仲間として認め合い，そして舞台経験の積
み重ねの中で自然に「観せること」を意識し
てきた結果といえるだろう。

４．他の場面への影響

　WAKU2に参加したことで他の場に出て行
くきっかけをつかんだというエピソードも少
なくない。学校内の荒れに恐怖を感じ中学に
行かれなくなり，そのまま部屋に引きこもる
日が続いていた元メンバーは，WAKU2に参
加し始めてから，WAKU2の日だけはしっか
り布団から出ることが出来るようになり，や
がて目標を定めて高校に通い専門学校に進ん
だ。WAKU2内で大きな役をこなしたことで

自信をつけ，生来の明るさを活かしパフォー
マンスの道を目指して勉強中のメンバーもい
る。学校の学芸会での失敗から不登校になっ
てしまった頃にWAKU2に参加し始めたメン
バーの保護者は感想文にこう記述している。
　「舞台に上がる前と後とでは息子の様子は
確実に変わりました。学校でも元気すぎるほ
ど活発になり，お迎えに行くと楽しそうな笑
い声が外まで聞こえてくるようになりまし
た。音楽の時間ではクラスで一番大きな声で
歌うことができるようになりました。」
　どんなことでも変わるきっかけにはなる。
WAKU2の活動がいつでも人の生活機能を変
えるほどの力があるものでもない。しかし，
「ワクワクしたい」という気持ちに焦点を合
わせてきたWAKU2の活動が，特殊な状態に
あったある時期のメンバーに何らかの影響を
与えたということはいえるだろう。

Ⅵ　７年間の活動を通じて……スタッフへ
のアンケートから

　参加したスタッフもまた，WAKU2から何
かを感じ，変ったといえる。スタッフには
WAKU2に参加した前後の変化等を記述す
る，簡単なアンケートを行った。18人にアン
ケートを配布。感想文の形式で回答された分
も含め，分析の対象は13人分である。

１．参加の動機

　特に目立った動機は見当たらなかった。知
り合いに誘われて「なんとなく」「たまたま
空いていたので」「ちょっと興味がわいて」
来てみたら，おもしろくなった……という動
機がほとんどである。

２．WAKU2に入る前の障害のある人との思

い出

　小学生時代に特殊学級の生徒たちとの交流
があったという記述が目立った。一時期で
あっても，一人の子どもと深く関わった経験
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が「なんだ，普通の子なんだ」という感覚を
残しているという記述がいくつかあった。
　WAKU2に来る前から障害のある子に深く
関わっていた人もいる。大学時代にボラン
ティア活動をしていた人，障害のある子に運
動を教えていた人，障害のある人たちとの芸
術活動に参加していた人。どの人も共通して
「もっと知りたい」「もっと関わりたい」とい
う気持ちを持ってWAKU2に参加したと記述
している。
　「親切に出来る自信がなかったから避けて
いた」「大人になってからはどうしたらいい
かわからないので見ないようにしていた」と
いう記述もあった。無関心だったというより
は関心のない振りをしてきたということかも
しれない。

３．初めてWAKU2に来た時の気持ち

　「緊張していた私に，メンバーのある子が
抱きついてきてくれた」「声をかけてくれた
子がいた」「笑いかけてくれた」「一人の子が
なついてくれて，ずっと手をつないで歌った
り踊ったりが楽しかった」と，一人の子との
出会いが初めてのWAKU2の印象になってい
るケースが目立った。
　また，「各地で子どもを教えていますが，
ワクワクの子どもたちは特別でした。だって
目が半端じゃなくまっすぐなんですもの。ス
トレートな感情表現に驚き，また感動しまし
た」「子どもたちが目をきらきらさせてこっ
ちをみてくれるので，何とか役に立ちたい！
と本気で思いました」「皆のびのびしていて
楽しそうにしているのに感激しました」など，
初日の感動が語られた。

４．WAKU2への参加後の障害のある人への

気持ちの変化

　「身近に感じるようになった」という意見
が多かった。「特異な行動をとる人をみかけ
ても，どうしたのかな？と気持ちを考えるよ

うになった」「困っているのをみると当たり
前に声がかけられるようになった」という記
述にみられるように障害者への関わりが深く
なっていることがうかがわれる。
　また，障害のある子について，「理不尽な
ことは通用しない。でも，納得がいけば全力
でがんばってくれる」「こちらが誠意を持っ
て対応すればきちんと応えてくれる」という
印象を抱いているという記述があった。

５．自分自身への影響

　「音楽を仕事にしていると好きでしている
仕事なのに色々あって……。でもWAKU2に
来ると『音楽を勉強して仕事にして本当に良
かった』と初心にかえらせてくれます。」と，
同じことをしているのにもかかわらず，仕事
とWAKU2の活動は別の次元であり，そのこ
とがエネルギーになっているという記述が
あった。どの回答にも「ワクワクと出会って
から，自分が子どもたちの未来を一緒に探す
ことができる，自分自身も一緒に成長させて
もらえる…皆からパワーをもらいあげられる
存在でいたいです」という記述のように，「エ
ネルギー」「充電」「パワー」というキーワー
ドがみられた。

Ⅶ　今後の課題

１．団体としての運営

　WAKU2のメンバーは，発足当時の中学生
も社会人になり，年齢に幅がでてきている。
社会人と学生では稽古時間の希望等にも差が
あり，運営の困難さが目立ってきている。ま
た，何より，年齢によって活動に求めるもの
の質が変容していることが大きな課題のひと
つである。特に学校卒業後のメンバーが希望
する「居場所」としてのWAKU2を，長期に
わたって安定的に確保するために何が出来る
のか，今後の課題として母体である「地域で
生きるこどもたちの会」が考え始めているこ
とでもある。資金面の安定，スタッフやボラ
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ンティアの安定的確保，稽古場の確保等，抱
える課題は多い。

２．外への発信

　また，WAKU2は今，外に向かって何が出
来るのかを考えていく時期でもあるのではな
いだろうか。これまでは皆がワクワク活動で
きればまずは十分と評価できたが，発足10年
に向けて，WAKU2が創作したミュージカル
から観客が何を得るか，その何かを発信でき
る団体に成長することを求めてもいいのでは
ないかと考える。それは同時に，自分たちが
楽しむだけではなく，WAKU2の活動を通じ
てメンバーの社会参加を促進することにつな
がるからである。そのためには，ダンス・歌・
芝居の質の向上はもちろん必要だが，一人一
人が何かを発信したいというモチベーション
を持ち続けることもまた重要になってくる。

Ⅷ　考察

　これまでWAKU2の活動は，日々の試行錯
誤の中で進められてきた。保護者主導による
運営にしても，スタッフの指導計画にしても，
分析的な振り返りが十分とはいえず，簡単な
反省会の繰り返しが現在のWAKU2を形成し
たと言っていいだろう。本実践報告は，そう
した意味でこれまでの７年間を振り返った最
初の報告である。
　報告としてまとめるにあたっては，客観的
資料の不足を実感せざるを得なかった。公的
な記録が残されていないため，ワークショッ
プやレッスンの計画・指導や支援方法の妥当
性を評価するには，分析の対象としての資料
が整っておらず，きわめて主観的な分析にと
どまった。今後長期にわたって団体を運営し
ていくことを考えれば，よりよい方向性を探
るべく，活動の分析的振り返りを意識して記
録を残していくことが重要になっていくと思
われる。
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