
「アクティブ・ラーニング」としての英語劇： 
シェイクスピア作『十二夜』上演の場合
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はじめに

大学の授業形式をより学習者の能動的な活動による内容に転換するべきという意味で、いわゆる
「アクティブ・ラーニング」の導入というスローガンが声高に叫ばれるようになってきた。大学教
員は従来型の知識伝達型の講義形式の授業ではなく、学生自らに考えさせるような「アクティブ」
な活動を用いた授業を展開するよう求められている。教員はどのような活動を行えば自分の授業を

「アクティブ・ラーニング」による授業として認定されうるのか、いろいろと頭を悩ませなければ
ならない状況に置かれている。

筆者は、教壇に立ち始めてから今日まで二十数年間、一貫して英語劇を授業の中で実践してきた。
英語教育の方法論研究のためということもあり、主に語学授業の中で実践してきたのである。きっ
かけは筆者自身がアメリカ留学中に演劇の授業を受講してある種の成功体験を得た体験からきてい
て、英語劇が「アクティブ・ラーニング」であるからという意識ではなかったし、現在もこの活動
の本当の目的は別のところにあると考えている。しかしながら、英語劇が、英語教授法の非常に有
効な一形態であるだけでなく、学生一人ひとりの主体性を引き出すための非常に有効な方法であり、
自分から積極的に取り組まなければ舞台に立って演技をすることなどできないという意味で、受け
身ではなく能動的な、つまり「アクティブ」な学習方法であることは強く意識している。

本稿では、2017年度に国際文化学科で招致したロンドンのプロ劇団の舞台劇の鑑賞を踏まえて
行った授業で、ウイリアム・シェイクスピア作の『十二夜』を学生が舞台公演した実践例について
報告し、主に学生が記した記録文を分析しながら、この活動のどのような部分が「アクティブ・ラー
ニング」と言えるのかを検証し、同時に、英語劇によって得られるものとは何かを考察する。

ITCL劇団員と学生との記念写真ITCL公演　『十二夜』より
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Ｉ．授業で英語劇を行うこと

人間文化学部に就任するまでは、英語劇の題材としては文学作品というよりも映画作品を題材と
して選び、映像化された演技を再現するという形で舞台公演を演出して来た。それまで教えていた
学生は外国語学部の学生で、語学としての英語を学びたい学生だったことが理由のひとつである。
主に英語の発音、イントネーション、息継ぎの仕方、といった発声の重要ポイントの見本となる音
声が存在することと英語話者の表情や身体表現の映像見本があることを重視したこと、つまり言語
運用面での訓練ということを重視していたのである。日本人学生が英語の台詞を正しい発音とイン
トネーションで言えるようになるには多くの反復訓練を必要とし、お手本がないとなかなかその達
成は難しい。その意味で、演技と音声の見本を入手して何度でも見返せる媒体としての映画はやは
り一番使いやすい。また台本として映画のスクリプトをそのまま使えることも好都合だ。活動の成
果も、見本との比較で確認できるという意味において、明確化し易いのである。

しかし、見本とする映画の演出や演技をコピーするというこの形式には問題もある。演劇が本来
持つべき様々な側面、つまり舞台演出家の意図によって変化する演出、演じる役者の個性の利用、
原作となる脚本をいかに理解し解釈して、独自の、そして効果的な舞台を作り上げるかという工夫、
といった上演に至る過程における様々な試行錯誤（それはアクティブ・ラーニングでいうところの
能動的な思考かもしれない）の多くの部分を放棄するということにもなりうるからである。一つの
芝居をゼロから作り上げる場合と比べれば、参加者の主体性は少し削がれる部分もあるだろう。ま
た、映画の台詞が本当に日常的に使われる言葉なのかという問題もある。しかし授業という限られ
た時間と条件の中では、このような問題点はある程度仕方のないこととして割り切っていた。演劇
をすることで、人前で英語を大きな声で発声する機会を最大限に与えることが重要だと考えていた
のである。

学生たちは演劇経験というものが全くない場合が多く、さらにはプロの舞台演劇を生で鑑賞した
ことさえない学生がほとんどである。そんな学生には、まずは本物の演劇の舞台劇を鑑賞してもらっ
て、役者の身体表現や発声の迫力を知って欲しいのだが、そのような機会を授業として持つことは
非常に難しい。映画を使うことのもう一つの理由はここにある。しかしメディアとしての映画、あ
るいはその製作過程は演劇とは決定的に違う。映画は場面ごとに撮影した映像、また理想の映像を
得られるまで何度もやり直した結果として得た映像をさらに編集して作られたものであり、最初か
ら最後までを一回の連続した舞台上の表現として行う演劇とは全く異なる。また一旦製作された映
画は何度見ても同じである。一方の演劇は長い練習の結果として行われる一回きりのパフォーマン
スでありやり直しは効かない。上演のたびに演技は微妙に変わる。演劇は観客とのコミュニケーショ
ンであり、観客のいない演劇はあり得ない。役者は他者としてのある人物を演じることでその役の
人物ともコミュニケーションをとっているわけだし、同じ場面を演じる他の役者ともコミュニケー
ションをとり、そして観客ともコミュニケーションをとらなければならないのである。学生にとっ
て演劇は、非常に高度で複雑なコミュニケーション活動であり、自己と他者を強く意識せざるを得
ないような深い経験なのである。

本論で報告する英語劇を実施している授業、「英米社会文化論基礎演習」は、語学としての英語
の授業ではない。英米社会文化論とその基礎演習、演習、特論という一連の専門科目のひとつであ
る。英国文化を文学作品の読解やその時代背景との関連について学びながら、植民地主義や帝国主
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義の歴史、階級問題、ジェンダー問題、人種問題、異文化や他者の表象の問題など多様なテーマに
ついて考えることを主たる目的としている。英語劇もそのための活動の一つとして捉えており、英
国文化を生きる人間を演じることでその演劇作品の本質的な意味を深く理解し、英国文化、あるい
は日本文化を相対化することを重要な目的と考えている。

また、学ぶ対象としての英国は演劇大国であり、シェイクスピアの名を出すまでもなく演劇はそ
の文化の中心にある。演劇文化を形成する古典的作品が多数ありそれらは文化的遺産として国民に
共有されている。それらについて知ること、また英国人の演劇に対する情熱について知ることは英
国文化研究において欠くことのできない要素なのである。それゆえに演じる演目としては英文学や
演劇文化の重要作品を、授業での研究テーマに合わせて選択したいという必要性がある。

Ⅱ．ロンドンのプロ劇団ITCLによる『十二夜』公演

2011年にこの目的のために好都合なことが起こった。というのは、ロンドンのプロ劇団であるイ
ンターナショナル・シアター・カンパニー・ロンドン（International	Theatre	Company	London：
ITCL）の日本ツアーにおける広島公演を本学で公演する機会を得たのである。この年ITCLは春と
秋にジャパン・ツアーを実施し、春には広島地区の別の大学で公演を行ったのだが、それを著者が
見に行った際に、スタッフから秋の公演を本学で主催しないかという誘いを受けたのだった。幸い
にも予算が付き劇団の招致が実現した。そして11月18日（金曜日）本学で初めてITCLによる公演：
チャールズ・ディケンズ作『デイヴィッド・コパーフィールド』が上演された。本学体育館を会場
として一般にも無料公開した。結果的に約220名の観客を集めて実施することが出来た。

その後しばらく間が空いたが2016年に再度招致が実現した。シェイクスピア作『テンペスト』の
公演を実現することができたのである。この時は予算が付かなかったが、どうしても実現したいと
いう気持ちから学科教員に研究費の寄付を募って開催費用をまかない、体育館で一般公開の公演を
開催し、内外合わせて約500人の観客を集めることができた。上演前には学生のための演劇ワーク
ショップ、上演後には役者によるトークショーも開かれ、来場者との交流も行った。公演を参考に
して授業内で指導を行い、鑑賞から約二カ月後に学生による英語劇『テンペスト』の上演も行われ
た。一般公開の聴衆を前に学生たちは熱演し、大いに学習効果も上がったのである。

この年の成功を糧に、今年2017年は、本学での三回目のITCL公演としてシェイクスピア作『十二
夜』の公演を行なった。今回は広島県民文化センター・大ホール（座席数550）を会場として有料
で実施した。今年も予算は付かなかったので、学科で会場費用だけを拠出し、残りの費用をチケッ
ト販売で賄った（結局は赤字だったが）。本学学生約200名と一般の聴衆を加えて約350名の観客が
本場のシェイクスピア劇を堪能し好評を得ることができた。そして前年と同様この舞台を参考にし
て学生による英語劇『十二夜』が後日上演されたのである。この授業に参加した学生たちは、この
日の本公演前に開催されたワークショップに参加し、実際に演じる英国人の役者から演じることの
意味や演じる際の心得などを教わり、ディスカッションや質疑応答で理解を深め、さらにいくつか
のアクティビティを通して演技の基本を押してもらう機会を得たのだった。学生たちは会場の設営
や来場者への案内、チケット切りなどでも協力してくれた。

ITCL劇団は「フィジカルシアター」という概念を掲げ、ユニークなグロトフスキー・メソッド
で鍛錬した演劇人によって1980年に結成され、ロンドンを拠点に世界中で公演を行っている。精鋭
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の６～７名の役者が劇中のすべての配役をこなし、肉体を最強の表現媒体と考えて、音響効果は肉
声による擬音や役者自身が演奏する楽器によって表現し、必要最小限の舞台装置や照明であらゆる
場面を表現してしまうという省エネ劇団である。日本ツアーでは、教育を主眼とし、主に大学など
の教育機関や小規模劇場向けに公演を実施している。舞台には日本語字幕も提示されるので英語力
に自信のない一般の観客でも容易に理解できる。演目はシェイクスピア劇に限らず、オスカー・ワ
イルドの『ドリアン・グレイの肖像』（1890）やメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』（1831）
など古典的な英文学作品を戯曲化したものが多く、演目の多彩さと親しみやすい演出で人気を得て
いる。

芸術監督のポール・ステビングズ（Paul	Stebbings）は「芝居とは異文化コミュニケーションの
媒体でもある」と信じて国際的な立場で活動している演出家で、世界的に高い評価を受けている。
彼は、「我々の演劇は人間が共有するものを称賛します。それは不毛で同一ではなく、多様で豊か
なグローバル文化です」と述べている。「聴衆に他者との親交を楽しんでほしい」というのが彼の
演劇哲学だ。ステビングス氏は2013年、長年のアジアでの英国演劇と英国文化への関心を高める活
動を認められて大英勲章第五位を授与された。

今回の演目『十二夜』は、シェイクスピアの傑作喜劇として名高い作品である。若い双子の兄妹
セバスチャンとヴァイオラが船で難破して生き別れになるところから物語が始まる。ヴァイオラが
生き延びるために男装してセザーリオと名乗りイリリアの領主オーシーノ公爵に仕えるのだが、
ヴァイオラはオーシーノ公に恋してしまう。しかし男のふりをしているので恋を打ち明けられな
い。オーシーノ公は身内の不幸で喪に服している美しいオリヴィアに求婚するが拒絶される。一方
オリヴィアはオーシーノ公の使いとしてやってきたセザーリオ（ヴァイオラ）に恋してしまうが、
実は女性であるセザーリオ（ヴァイオラ）はこれを受け入れるはずもない。こうしてヴァイオラ（セ
ザーリオ）、オーシーノ公、オリヴィア嬢との間に解決不能な恋の三⾓関係ができてしまうという
のが主な筋書きである。本筋と並行して、オリヴィアの執事のマルヴォーリオの傲慢を嫌う者たち、
オリヴィアの叔父サー・トービー・ベルチとオリヴィアへの求婚者サー・アンドリュー、女中のマ
ライア、そして道化フェステが、偽物の恋文を使ってマルヴォーリオをだまし、笑い者にするとい
う話が進行する。異性装やジェンダーの逆転というプロットを使って、言葉の力、愛の力、人間の
愚かさを描くシェイクスピアの傑作喜劇である。

すでに配役を決めていた学生たちは、プロの演じる舞台で自分の演じる役が演じられる様子に触

2017年　ITCL公演『十二夜』より
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れたことで大いに刺激を受けたに違いない。そして英米社会文化論基礎演習の授業活動としての
『十二夜』公演は、ITCL公演から２ヶ月半後、７月30日に本学の大講義室で行われた。シェイクス
ピアの原作の台本をそのまま使うのはさすがに難しいので、現代英語に翻訳された台本を著者がさ
らに編集し直して台本を作り直した。（資料１参照）履修学生の人数の関係もあり、主要ないくつ
かの役柄ではひとつの役を二人で分担して演じることにした。学生たちはITCLの演技に負けまい
と放課後や休日にも集まって練習を重ね、素晴らしい舞台を見せてくれた。全く演劇経験のない学
生たちがそれぞれの登場人物の心情を研究し、英語の台詞が完璧に言えるまで猛特訓して本番の舞
台に臨んだのだ。約２ヶ月の練習期間しかなく、授業で全員が集まって練習する機会は10回程度し
かなかった。６月後半から７月には土日も集まり練習を重ねた。直前には連日夜遅くまで残って練
習して本番を迎えたのだった。すべての台詞を翻訳した字幕を作り（教師が制作）演技にシンクロ
させる練習もする必要があった。結果として、公演の舞台は筆者がこれまでに指導した英語劇の中
でも一二を争う素晴らしい出来となった。観客は40名ほどしか集まらなかったが、おおむね高い評
価をしてくれた。学生たちは最高の達成感を得たはずである。

Ⅲ．上演に至るまでの授業の経緯と実践内容

「英米社会文化論基礎演習」は３年生前期開講の専門科目である。シラバスには英語劇を全員で
行うことは明記してあるので学生はそれを前提で履修している。長編英語劇を上演するとなると、
それなりのやる気のある学生を集めることが成功の重要な要件となる。それゆえに、筆者は２年生
向けの英語の授業でも英語劇の上演という形式を導入し、その授業の経験から英語劇に対する抵抗
が減り、さらに長編劇に挑戦したいと思う学生がこの「英米社会文化論基礎演習」を自発的に履修
する伏線となるように考慮している。その授業は英語Ｖという２年生向けの前期開講の授業である。

英語Ｖでは、学生は同じ名称の授業３つの中から内容により一つを選ぶ。今回の学生たちが履修
した年には映画『今を生きる』（Dead Poets Society）を使った語学用テキスト（鶴見書店刊）を使
用した。『今を生きる』は、アメリカ東海岸の町の男子寄宿学校を舞台とする学園ドラマで、ロビン・
ウィリアムスが演じる国語（英語）教師キーティング先生が、ロマン派詩人や古典の詩、シェイク
スピア劇などを教えながら生徒たちに人生の本質を語り、これに触発された生徒たちの成長を描く
というものである。学生には全員に映画のDVDを全員に購入してもらい何度も見て発声や動きを
研究するように指示した。クラスの人数は24名で、これを２つのグループに分けた。それぞれのグ
ループで、テキストを基に自分たちで台本を作り、
配役を決めて演出を考え、自主的に練習し、それぞ
れ約40分の舞台公演を行うという活動内容である。
15回の授業回数のうち前半６回は教師主導でテキス
トを用いて台詞を読み、語彙や表現の確認などを行
い、これと並行して発音指導、発声練習、演技の基
礎の基礎となるゲームなどを行った。その間にメン
バーを決定し、チーム内でリーダーや、音響、照明、
舞台装置などの役割分担を決めさせ、好きな場面を
つなぎ合わせる形で台本を作らせた。スクリプトは 英語Ｖでの『今を生きる』の舞台公演
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テキストに載っている。後半の授業では本番に向けての演技練習が中心となった。チームでの活動
では教師はあまり口出しせず、もっぱら各学生の練習を見守りながら台詞の読みの発音間違いなど
をできるだけ個別に指摘して注意した。全員に対して最低一回は徹底した個別指導を行うため、授
業外の時間に研究室に来させて担当している台詞を読ませ、発音の矯正をおこなった。授業の最終
回に外部に公開する形で舞台公演を行い、これを実技試験として評価した。

上述の目論見は成功し、今回の英米社会文化論基礎演習の履修者は、一部を除いてほぼ全員が２
年次にこの英語Ｖで英語劇を体験したメンバーだった。このメンバーの中には、英語Ｖで英語劇の
面白さに目覚め、非常にやる気を出していた男子学生Ｋ君がいたのだが、この授業でＫ君の誘いに
乗った学生たちが、英語Ｖの授業が終わった後に課外活動のESS部（著者が顧問をしている）に参
加することになった。ESS部はすでに存在していたがその活動はそれまで低調なものであった。し
かしＫ君とその仲間達の加入でESS部の雰囲気は良い方に一変した。ESS部のメンバーが集まった
経緯はいろいろとあったかも知れないが、この英語Ｖの授業がひとつの重要な役割を果たしたとい
うのは事実である。今回のこの成り行きを見ると、このような授業形態が、一部の学生のやる気を
他の学生に広げてゆく契機を作るということを証明していると言えるのではないかと思われる。

Ｋ君を中心にESS部は独自に英語劇を企画し公演する
ようになった。大学祭や年末のイベントで英語劇発表会

（ロアルド・ダール作『へそまがり昔ばなし』とオス
カー・ワイルド作『真面目が肝心』を上演）を重ねていっ
た。これらの活動についても筆者は部の顧問として関
わったが、それは題目の選定の際の助言とか、必要な資
料の提供などにとどまり、活動は全て学生主体で行われ
た。そしてこのESSの主要メンバーが英米社会文化論基
礎演習の英語劇メンバーの中心となった。

英米社会文化論基礎演習では、演技の練習、舞台稽古
にエネルギーを集中する必要があり、テキスト研究とか作者や時代背景についての解説等の時間を
多く取ることはできなかった。そこで授業の最初にまず『十二夜』の日本語訳を読んで自分の役柄
のポイントなどを考えて短いレポートを書いてくるという課題を出した。また最初２回の授業を使
い、1996年製作、トレヴァー・ナン監督作品の映画『十二夜』を日本語字幕で鑑賞し、ストーリー
やそれぞれの役の性格などを研究してもらった。さらにイギリスBBC制作による別の映画も部分的
に見せて、様々な演出があることを学習した。理想的な展開としては、英語劇授業に先立って半期
の授業を使ってテキスト理解の時間をとるほうが成果が上がるであろうことは容易に想像がつくの
だが、今回それはできなかった。現代英語の台本を使用する理由の一つもそこにある。

＜他の授業でのITCL公演の利用＞
英米社会文化論基礎演習と並行して、他の授業においてもITCL『十二夜』公演の前後にテキス

トの精読や作品そのものの研究などが行われた。これらの授業も同時に履修しているメンバーは、
原文テキスト研究の面でも作品理解を深めることができた。天野教授による国際文化学科１年生と
健康科学科２年生の英語クラスでは、ITCL公演の前に作品の抜粋を精読し、映画の一部を鑑賞し
た。また天野教授担当の国際文化学科２年向け専門科目である英米文化史論（履修者役50名）では

ESS部の英語劇『へそまがり昔ばなし』

	「アクティブ・ラーニング」としての英語劇：シェイクスピア作『十二夜』上演の場合		

― 40 ―



授業の５回分を使って１幕ずつ分析し、文化的・歴史的背景も考慮しながらクラスで話し合いを行
い、公演でどこに注目すべきかを決めてから公演を鑑賞した。それを踏まえ、原作と演劇を比較し
たレポートを書き、それを学生相互で評価し合うという活動が行われた。レポートでは非常に注意
深く演劇を見て、分析している学生が多く、クラスでの議論も非常に活発に行われた。最初はあま
り関心のなかった学生も次第に興味を抱くようになり、毎週提出させたレポートを通して、作品を
分析する力、文章を書く力が向上しているのを確認することができた。さらに英米文化史論基礎演
習（国際３年生、18名）でも事前学習として作品を３回に分けて分析、発表する機会を設けた。事
後学習では、あらかじめ決めておいた注目点と実際の演技とを比較したレポートを書き、クラスで
話し合った。演劇と原作の表現方法の違いに留意しながら作品を分析する力と、自分の考えを論理
的な文章で述べる力を向上させることができた。

また高橋教授による英米文学論でも公演前にシェイクスピアの原文テキストの精読と作品の解説
が行われた。また、この英語劇に参加する学生の多くが同期に履修していた船津教授による英語音
声学概論で発音指導を集中的に行っていただいた。このような形で、他の授業でもこの英語劇公演
につながる指導を展開してもらうことで、一つの授業の時間内ではこなせない部分を補ってもらえ
たことは非常に良かったし、ITCL公演を鑑賞する機会を得たことを、より深い学びにつなげると
いう意味で大いに意義があったと思われる。

Ⅳ．アクティブ・ラーニングとしての演劇

＜教員の役割り＞
アクティブ・ラーニングは「参加者を中心とした学修」を指し、その最大の特徴は「正解がない」

こと、議論を教師が導くことによって、「知識」修得よりもむしろ参加者としての学習者が自ら「一
般化」を実現することを目的とし、教師には、個人としての学習者がそれぞれの結論を議論の中か
ら引き出すためにそれぞれの学習者を導いて行く役割が求められる、という点である。教師は	

‘Lecturer’=講師ではなく、‘Facilitator’=進行役となることを求められ、自分の意見を主張する
ことはなく中立な立場をとりながら、学習者の自立した学習をサポートすることになる。

このような要素が今回の『十二夜』という英語劇の上演という授業形態の中でどのように機能し
たのかを考えてみたい。英語劇上演に際して著者が指導上心がけていることは、学生一人一人が舞
台の完成に向けて、割り当てられた役の演技や発声方法はもとより、劇全体の演出など、すべてに
おいて積極的に発言し、参加者同士で話し合い
ながら、そして問題点をお互いに指摘し合いな
がら練習し、チームワークを重視して完成を目
指すということである。自分の演じている人物
が何を考えて一つ一つの台詞を発言しているの
かを考え、自分で演技を工夫して行かなければ
ならない。つまり題目の決定や英語の台本の製
作以外の部分はほぼすべてを学生に任せて、自
主的に舞台完成を目指すことに教育的価値を見
出しているのである。一応チームリーダーは存 学生による『十二夜』の公演より
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在し、そのリーダーの指示にしたがって練習計画や演出の調整などを行うようにさせている。教員
はあくまでも助言者、または進行役として全体を見守るという立場をとる。実際に教員が行った主
な仕事内容は、台本の製作と修正、字幕作り、台詞すべての発音見本となる音声材料の製作、舞台
装置及び衣装などの材料の調達と主な舞台装置の製作、練習の様子を見ながらそれぞれの台詞の英
語の文章の読み方、特に発音とイントネーション、抑揚の付け方、表現上のポイントの指摘を一人
一人個別に行うこと、などである。

劇全体において演出をどうするのかについては基本的に学生に任せたつもりなのだが、どう見て
も不適当ではないかと思えるような点について、教師の側から何度か口出しをしたことがあった。
原作の設定する一般的な役のイメージと懸け離れた演技が一部に見えたからである。しかし学生の
間からは、その指示に対して反発とか、疑問の投げかけ、自己主張などが返ってきた。それは彼ら
が自らの中に演出のイメージをすでに構築していて、それを表現しようとする意思を持っているこ
とを表している。実際このことが混乱を招いたこともあった。それは教師の側のミスだったかもし
れない。しかしそのような反発があること自体は、彼らが自主的に考え、主体性を持って行動して
いることの証拠なのであり、全て教師の言いなりになっているのではなく、「能動性」つまり「ア
クティブ」かどうかという意味ではむしろ良いことだと言えるだろう。重要なのは、学生に意見を
述べさせることだろう。

＜主体性とコミュニケーション活動＞
さらにアクティブ・ラーニングは具体的には以下のような点を特徴とするとされる：１）復習よ

り予習を重視する、２）正解探しを行わない、３）記憶量ではなく講義への貢献度を重視する、で
ある。また、アクティブ・ラーニングでは「知識」ではなく「姿勢」を身につけるという目標があ
り、「主体的」に学修することが求められる。その主な内容は：１）予習し議論に備える姿勢、２）
知識を主体的に学ぼうとする姿勢、３）考えの異なる人と議論しようとする姿勢、である。これら
の点ではどうだろうか。

舞台で演技するための練習が予習なのか復習なのかを区別することはできない。学生は授業時間
にある場面の練習をするために、当然ながら台詞を覚えてこなければならない。その意味では台詞
の理解と記憶という予習作業は必要だ。台詞を流暢に発声するためにはかなりの練習を要するので、
他の出演者と合わせるまでに自主的に反復練習を行って十分に備えていなければならない。また実
際の演技について場面ごとにやってみながら共演者と共に試行錯誤を繰り返して場面を作ってゆく
ことになる。一旦合意ができたら、それに沿って演技ができるようにさらに練習しなければならな
い。それはある意味で復習だが次への予習でもある。この過程には正解というものはなく、目標に
向かっての終わりのない模索と言えるだろう。

全体を統括する学生リーダーが演出について考えているのだが、リーダーに絶対的権限があると
いうわけではない。皆で話し合いながら演技の完成度を高めてゆくしかないのである。（プロの劇
団であれば演出家は明確なヴィジョンを持っており、彼に絶対的な権限が与えられ、役者はその指
示に絶対服従することになるだろうが。）その過程において、出演者同士あるいはリーダーとの間
の非常に濃密なコミュニケーション活動が必要になる。原作者の意図を汲み取り、自分が演じる人
物がどのような意図でその台詞を発しているかを、深く理解しようとする姿勢と努力が必要にな
る。個々の台詞の深い意味や、抑揚や強調すべき箇所の特定とその理由を、その役を演じる学生だ
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けでなく、場面に登場するすべての参加者が共有しておく必要がある。台詞を発していない人物も
台詞に反応し演技しなければならないからだ。このような過程において、アクティブ・ラーニング
で多用されるようなディスカッションやグループワークに相当する活動は無数に繰り返されている
と言えるであろう。そして作者の意図を理解したうえで自分が最適と思う演技を見つけ出し、それ
を実際に肉体と肉声で表現するためには、絶え間ない問いかけと答えの模索、リーダーや共演者と
の議論、そして自分なりの答えを発見とし実行しようとする姿勢、つまり主体的な学びが要求され
るのである。

Ⅴ．学生の感想から見る主体的な学びの軌跡

このような特徴的な活動の意義を今回の『十二夜』の上演までの過程において、どの程度学生が
認識していたのかを、彼らにつけてもらった活動記録日誌と上演直後の反省のアンケートの記述を
元に検証してみる。彼らの学びが「アクティブ」であったのかどうかを、これらの記述から読み解
いてみたい。

＜活動記録日誌の記述より＞
オリヴィア役Ｍさんの記録ノートより：

　Ｋ君に誘われるがままにESSに入ってみたのはいいものの、最初の数ヶ月は「ESSやめたい」
とずっと思っていました。でも最初の公演を終えてからは、英語劇の魅力にすっかり取り憑か
れています。なぜかというと大学生活の中で「必死でやった！」と胸を張れるものだったから
です。…英語で劇をやることは私が思っていたよりも何百倍も難しいことでした。日本語で文
章を覚えるのも苦手なのに英語でしなければならない。覚えたとしても劇だから会話になって
いないといけない。表情や動きもないと伝わらない。完璧にしたはずなのに本番で緊張すると
全部セリフが飛んでしまいそうになる、などなど。本当に英語で劇をすることは大変だと感じ
ます。ですが大変な分だけ達成感や充実感もものすごくあります。
　私は実は、『十二夜』の役の中にやりたいと思える役が一つもありませんでした。女性の役
で選ぶとしたらヴァイオラかオリヴィアかマライアしかないからです。ヴァイオラは男装しな
ければならないし、オリヴィアは綺麗な女性がやるべきで、私なんかじゃ務まらないし、マラ
イアは役的にうざくてやりたくないと思っていました。本当にやりたい役がなかったんです！！

学生による『十二夜』の公演より
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本当にどうしよう、この授業を取るのをやめようかとも思っていました。…結局みんな、特に
Ｋ君にゴリ押しされオリヴィアをやることになったのですが、本当は今でも美女の役を私なん
かがやって笑われないだろうかと不安に思っています。…役を二人で分けることになって…同
じオリヴィアの役のＳさんは自ら進んでオリヴィアをやりたいと言っていたのですごいなーと
思っていましたが、…１幕５場をやってくれん？とお願いされるがまま結局私がすることにな
りました。正直にいうととても腹が立ちました。ろくに話し合いもしてないのにセリフの多い
ところを押し付けるのかって思っていました。どうせやるのなら３幕４場のマルヴォーリオと
の掛け合いがしたいと言ったのに、その願いも叶わず、前半をやることになったのです。
…役にも出番にも不満を持ちながらITCLの公演を見に行きました。ここで私の考えが大きく
変わった気がします。まず第一にオリヴィアを黒人の女優さんがやっていたこと。勝手なイメー
ジだけど、白人の人って黒人に少なくとも優越感を抱いていると思っていたんです。けど、黒
人の女性が、とても自信を持ってオリヴィアを演じていて、外見とか、人種とか、関係ないん
だって思うことができました。「私なんかがオリヴィアを演じていいのか」という考えから、「オ
リヴィアを頑張って演じよう」と思うようになりました。そして次にITCLの役者さんはみん
な劇をすることを心から楽しんでいるように見えたこと。ワークショップでヴァイオラ役の女
優さんが「お客さんは敵なわけじゃない」と言っていたのを聞いて、なるほどなと思いました。
一人一人が「劇をお客さんと一緒に作り上げていく」という思いを持っているからこそ、あん
なに楽しそうに劇ができるんだな～とわかりました。あの劇を見てから「いやいやでオリヴィ
アをやるか～」と思っていたのが、「よし！やろう！やってやろう！やるぞ～！」と思えるよ
うになりました。
…自然と、何も考えなくても台詞が出てくるまでに仕上げないと、本番で本当に忘れてしまう
ので、何回も、何回も言うようにしています。それでも緊張すると忘れてしまうのですが。何
百回も台詞を言って、台詞を覚えて何のためになるのだろうと思うことが最初はあったけど、
台詞を自分の英語にできるというところが、英語劇の良いところだと思います。シェイクスピ
ア劇で使われる台詞は古い言い回しのものもあるけど、普通の会話でも使える文章もたくさん
出てきます。そのような文章を覚えることによって自分の英語にできて、会話の中でも自然と
使えるようになりました。…自分が覚えた台詞は自信を持って正しい英語だとわかっているの
で、自信を持って英語を喋ることができるようになりました。英語を勉強していると、文法と
か分かっているけど本当に正しい英語なのだろうかと迷ってしまい、自信を持って喋ることが
できないということが多々あります。だけど自信を持って言える英語や英文が増えることで、
だんだん喋れるようになるのだと思います。
…今日は３幕１場をＨさんと練習。Ｈさんはいつも仲良くしてるので二人で結構練習してま
す。舞台で色々やってみると「ああしたらもっと良くなる」「こうした方がいい」と色々な考
えが出てきて、どんどん劇が良くなっていく気がする。ある程度何回も合わせて、色々なアイ
デアが出てこそいいものが作れると思いました。

Ｍさんの記述から分かるのは、始めは演技に対する不安感を抱えていたものの、ITCLの公演を
見たことが非常に大きな変化を彼女の中に与えたということだろう。本人も言っているように、演
じている役者の自信に満ちた演技が、彼女に大きな発見を与え、困難に立ち向かう勇気を与えたの
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だ。自分の外見や能力にこだわり、演じる前から否定的だった自分を発見し、自分が「自分」とい
う殻に閉じこもっていることに気づいたのだ。この発見を転機に彼女は、他人を演じることで自分
をコントロールし、自分を客観視する方法を学んだのだと考えられる。自分の演技を向上させるた
めに自ら考える姿勢を身につけ、そして、苦しい台詞覚えの意義を発見して、苦しさの向こうに達
成感があることを認識したのである。そして自発的に自己鍛錬に向かっていった。そのような過程
こそアクティブ・ラーニングが目指すはずの主体性の獲得、言い換えれば、学びへの「姿勢」の獲
得と言えるのではないだろうか。

セバスチャンＫ君（リーダー役）のノートより：
　最初に、私の英語劇に対する思いについて書いておきたい。初めて英語劇に出会ったのは『今
を生きる』Dead Poets Societyであった。それまで演劇の経験などはなかったが、大学に入っ
て文学や言語に興味を持ち、英語学習への熱意も高まっていろいろなことに挑戦したいという
気持ちをもっていた自分にとって、英語劇は始まる前からすでに魅力的であった。特にDPSは
作品自体とても面白く、それを自分が舞台で演じるのだと、気分が高揚したのを覚えている。
当然、練習にも熱が入り、何度も映画で自分の演じるシーンをみて、真似して演じるというこ
とを繰り返した。セリフ覚えも、演技の練習も、当時取り組んでいた何にも劣らず充実した時
間であった。リーダーとしてチームを引っ張るのは大変だったが、それも楽しいものであった。
公演を終えて、舞台で演じる楽しさ、やり遂げた達成感を感じ、メンバー全員が同じ思いであ
るような気がした。思えばそのときから、私は英語劇に魅了されたのだと思う。
　DPSの練習の最中から、英語劇を授業以外でもやりたいと思うようになり、吉本先生から話
をいただいたESS復活計画にのり、一緒に頑張ってくれる仲間を探した。ESSとして何をする
かは決まっていなかったが、自分の中で英語劇をしたいという思いが強く、その前提で友人た
ちに声をかけていったほどである。DPSを終えてからは、さらに英語劇への想いが強くなっ
た。もっとたくさんの観客の前で、演出や演技にももっと時間をかけて工夫をして、観てくれ
る人に心から楽しんでもらえる劇を作りたいと思うようになった。それから、ESSで学祭

（Revolting Rhymes）、新入生歓迎公演（The Importance of Being Earnest）というふうに経
験を重ね、そのたびに自分が英語劇にのめりこんでいくのを感じた。また、回数を重ねるごと
に求めることも大きくなった。
　このように私の英語劇への想いはDPS以来ずっと大きなものになっていた。そのため、今回
の英米社会文化論基礎演習の授業が始まる前から、授業を楽しみにしていたし、「英米社会文
化論基礎演習の中で、最高の劇を自分たちの代でつくろう」という意気込みを持っていた。そ
れだけ、『十二夜』に臨む自分の気持ちは大きかったのである。大きかっただけに、公演を終
えて、いや、公演の最中から、自分の心に浮かんだのは後悔の念ばかりであった。本当に素晴
らしいメンバーが集まっていたと思う。練習期間も４月から数えれば３カ月はあった。これだ
けの条件がそろっていたのだから、もっと良い劇にできたはずなのだ。多くのメンバーは当日
の出来栄えに満足していたようであり、それ自体は喜ばしく、良いことだが、それでもやはり、
もっとさらに先に進むことが、あのメンバーならできたと思ってしまうのである。私自身の当
日の演技、集中力が酷いものだったためにそう思ってしまうのだろうか。
　『十二夜』の授業に臨むにあたって、私は最初自分がどう動くべきかということを決めかね
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ていた。というのも、今年の５月１日にあったESSの新入生歓迎公演の練習において、部長と
して自分が多くのことをやりすぎてしまったために、かえってメンバー一人一人の良さを活か
すことができず、本番直前まで劇全体がまとまらなかったという反省があったのだ。リーダー
が動きすぎると、メンバーはリーダー任せになってしまうことがよくあり、ESSもその状態に
陥っていた。これは完全に自分のリーダーとしての力不足であったと思う。自分ですべてやっ
てしまうのは、ある意味楽なのだ。しかしそれではチームとして本当に望ましい形にはならな
いことは明確であったし、そうならないようにしようとしたが、失敗したのが新入生歓迎公演
であった。
　だから『十二夜』では、自分はあまり大きく動かず、全体の統率者としては先生がいて、私
は一メンバーとしてひそかに皆を率先しようと決めていた。今思えば、これが最初の間違いだっ
たのだ。一応のスケジュールはありつつも、授業の段取りは毎回しっかり組まれたものでなく、
その時間に何をするかということも決まってないことの方が多かったのである。いろいろと不
満や不安を覚えることは多かったが、その具体例を下に羅列する。…

以下でＫ君は、今回の授業の運営のあり方について不備な点をいくつか的確に指摘してくれてい
る。その主な論点は、授業の最初の部分で作品理解や配役の決定、そして台本の完成までの時間が
かかりすぎて、多くの時間が無駄になったということである。これについては、Ｋ君の苛立ちは当
然と言えるものだった。ITCL公演の準備と台本の作成を同時進行で行なっていたこともあり、台
本の修正に手間取り完成が遅れてしまったのだ。指導者として言い訳のしようもない。また、練習
スケジュール作りに問題があったことや、教員の演技指導についての問題点（学生たちの中で合意
ができていた演出に、それと知らずダメ出しをしたことなどについて）などについても指摘してい
る。さらに、練習スケジュールの管理についての後悔の念を綴り、リーダーの役割の難しさ、教員
の立場の曖昧さについても語っている。彼の指摘については、反論したい部分も無いわけではない
が、ほぼ全て的を得たもので、教員としても大いに反省材料になるものだった。彼はさらに、この
ような迷いから自分の演技に集中できなくて本番での演技が不完全燃焼だったことを告白し、その
反省の念を滔々と記している。

このような反省は、ひとえに彼の舞台の成功にかける情熱から来ていて、その意欲の高さの証拠
であることは言うまでもない。それらを含めて、この活動が彼に最高度の学びへの姿勢を与えてい
る、と言ったら、まとめようとすぎなのかもしれないが、彼自身も以下のようにこの記録ノートの
最後に記している。

こうした思いを持つことができたのは、英米社会文化論基礎演習という授業が大学であったか
らである。大学の授業で英語劇をするという機会は、そんなによくあることではないように思
う。そう思うと、私は幸運であった。そのおかげで、自分がすべてをかけて取り組みたいと思
うことを見つけ、ともに道を歩む仲間に出会えたのだから。きっとこれからの人生においても、
これらの経験は色あせることなく、かけがえのない財産として私を助けてくれるだろう。

この言葉を見れば、少なくとも英語劇という授業形態が、彼が恐らく本来的に持っていた主体性
に、それが発揮されるべき時間と空間を与えたことだけは確かだと言えるだろう。紙面の都合で多
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くを掲載できないが、他の学生の記録文を読んでも、一様に、いかにして自分が演じる登場人物を
表現するべきかという葛藤と試行錯誤の過程を、細かく、熱を込めて記述してくれている。書き込
まれた言葉の一つ一つが、演じようとする他者と自己との葛藤なのであり、仲間との協働学習の過
程、意思疎通の困難さの経験、演技をいかにして向上させるかという努力の足跡であって、そこに
は様々な発見の喜びが記録されている。

＜上演後のアンケートの質問への回答＞
次に、上演直後に学生たちに書き込んでもらった反省と作品に関する考察のアンケート用紙（資

料参照）につけた質問項目の中から、「アクティブ・ラーニング」というテーマと関わりそうない
くつかを取り上げ、記述内容を例示してみる。

質問３：	自分の演じた役の人物は、この物語でどんな役割を果たしていると思いますか。物語の中
の人間関係においてどうかという視点と、芝居全体の印象を作る上でどうなのかという視
点について、それぞれできるだけ詳しく述べてください。

オリ	ヴィア役Ｍさん：美女で皆に愛されるが、自分が愛した人が自分を愛してくれないという役柄
で、「愛」の難しさ、「愛」が手に入りにくいことを表している。最後の方の台詞で「恐れては
いけない」というのは、「愛することを恐れてはいけない」という意味だと感じた。また、男
装した女性に恋するという勘違いがこのストーリーの大切なポイントになっている。

ヴァ	イオラ役Ｈさん：三⾓関係の中で他の二人の気持ちを知りつつ自分の想いは押し込めなければ
ならない苦しさを抱えた人物。自分の気持ちを抑えつつ、オーシーノとオリヴィアの仲介のよ
うな役割を果たす。劇の重要なテーマ、異性装をして、男を演じ、隠しきれない女心も出して
しまう、男らしさと女らしさの両方を表現する。

マル	ヴォーリオ役Ｈ君：第三項排除の対象を担っていると思う。つまり自分が嫌われる役になるこ
とで他の人々（マライヤやトービー）の結束を強める効果がある。マルヴォーリオは人間の嫌
な部分を極端に持ち合わせた人物として描かれていて、この役により作品におかしさと怖さを
生み出している。

フー	ル役Ｔさん：フールは基本的にトービーやアンドリューとただふざけている（表面上は）の付
き合いであり、全ての他の人物との関係は薄く、一人だけ別次元という感じ。いわば彼はもう
一人のシェイクスピア的存在で、皆を誘導しているのではないか。

質問４：	舞台で演じることは、自分にとってどんな意味を持ちましたか。感じたことを率直に述べ
てください。今回、演じた役になりきったことによって発見したこと、人間の本質につい
て気づいたことなども述べてください。

マラ	イア役Ｋさん：自分じゃない別の誰かを演じるのは純粋に楽しかった。自分はマライアほど賢
くなく意地悪もできないので、マルヴォーリオを笑い者にするシーンは不思議な気分だった。
逆にトービーと一緒にいる時は常に楽しそうにしていようと心がけて練習した。すると本番で
は自然に笑ったり、にらんだりできた。人間の心とは正直なもので、さっき迄怒っていても好
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きな人が目の前にいるととたんに笑顔になるのだろうと思った。
オリ	ヴィア役Ｍさん：自分にもこんな表情が出来るとか、こんな考え方があるのだという気づきが

あった。役になりきることで気づけたことがたくさんある。オリヴィアのような恋に突っ走る
女性に憧れを抱いた。

ヴァ	イオラ役Ｋさん：私は、いつもは舞台などには立ちたくない人間で、授業でも発表はあまりし
たくないが、今回の舞台経験で人前に立って発言したり自分の思いを表現することがそんなに
恥ずかしいものではなく、自信を持つきっかけになった。ヴァイオラになりきったことで、女
らしさ、男らしさということがどんなものかということを改めて考えさせられた。現代の複雑
な性の区切りが、固定観念と関わっていることを気づかせてくれた。

マル	ヴォーリオ役Ｋ君：演じることは新たな自分に出会うという意味を持つ。今回マルヴォーリオ
を演じることで、普段心の奥に抑えている狂気をさらけ出すことの怖さを発見した。

マル	ヴォーリオ役Ｈ君：演じるということは自分にとって思いっきり何かを言う手段です。優れた
作品には社会への提言が含まれていると思います。普段の生活では思い切って言えないことが
たくさんありますが、演技だと思えば、思い切りそれを伝えることができるのです。

サー	・トービー役Ｏ君：自分を捨てるということが難しかった。正反対の役柄だったので特に感じ
た。どうしても自分が出てしまうのだ。頭ではやりたい動きがあっても、体が思うように動か
なかった。

フー	ル役Ｔさん：頭が切れる阿呆、という役を演じるにあたり、本当にどうしたら上手く演じられ
るか試行錯誤だった。演技が苦手で台詞が棒読みになってしまうので正直とても不安だった。
しかし本番でみんなと一緒に演じて本当に楽しくてびっくりした。この役を演じたことで、フー
ルがどんな性格でどんな行動をして、どんな考えを持っているのかなど、キャラクターへの深
い興味と関心を持てるようになったと感じる。

質問７：	あなたが英語劇の体験から得たもの、あるいはもっとも成果があったと思うことは何です
か。

アン	ドリュー役Ｓさん：様々な人生観を知ることができて、人生観が広がった。人前に立つことの
怖さが消えた。人間とは何かを考えることが出来た。大きな自信がついた。性に対する価値観
を得た。スピーキング、リスニング力向上。英語が好きになった。仲間との絆。発音がよくなっ
た。スケジュール管理力が付いた。やる気が湧いた。協調性が向上。自分の人生について深く
考えた。

セバ	スチャン役Ｋ君：自分の力不足に気づいた。演技の難しさ。完全に役の気持ちになれなかった。
オリ	ヴィア役Ｍさん：自分を表現すること。いままで「自分」というものにとらわれすぎて「自分

のキャラだったらこんなことはしない」と思ってなかなか表現できなかったが、「殻」を破っ
て表現できるようになった。

オリ	ヴィア役Ｓさん：英語劇をやる前は、これほど自分自身以外の人間になりきると言うことを経
験したことがなかった。自分以外の人間として生きることの楽しさ、難しさ、苦しさなどいろ
いろ感じるものがあった。今迄演技をすることが苦手だったが、この英語劇を通じて、演技を
するのが楽しいと思えるようになったのは大きな成果だった。
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ヴァ	イオラ役Ｈさん：メンバーの絆ができた。空き時間など多くの時間を使って作り上げたという
達成感がある。皆忙しいのに時間調整して集まれたのがすごい。終わったとき、寂しくなった。
ヴァイオラという主人公を演じると言うことで責任感も感じたが、引き受けた以上観客を楽し
ませ、感動させよう、と言う気持ちになり、演技も向上したと思う。

ヴァ	イオラ役Ｋさん：人前に出ることに対する恐怖感をなくすことができたと思う。他の人にどう
思われるかが怖いと思う気持ちがあったが、しっかり自分の中で準備して、精一杯やることは、
中途半端にやるよりも恥ずかしくないということがわかった。また、他の人と意見を言い合い
協力し合うこともとても大切な要素であると感じた。

フー	ル役Ｔさん：文学作品を様々な視点から学ぶことができたと感じる。日本語訳を読み、次に映
画、その次にプロの演技、そして自分たちの劇と、それぞれ捉え方や解釈が違っていて、一つ
の作品で色々な解釈ができるのかと改めて驚いた。しかし、それぞれの解釈には似ている部分
もあって面白い。それと、半年間同じメンバーで練習してきたので、みんなと仲良くなれて、
笑顔で終えることができたのが成果だと思う。

マル	ヴォーリオ役Ｋ君：リスニング力とスピーキング力が大幅に伸びたこと。自己表現力がついた
こと。人前で話すことへの抵抗が薄れたこと。

それぞれの回答からは、学生たちが自分に割り当てられた役をいかに演じるかについて、好奇心
と探究心を持って、主体的かつ積極的に取り組んだということがよくわかる。また、他人を演じる
ことの難しさを実感したり、自分にはない考え方や生き方の存在に気づくことで発見する喜びを感
じたり、自分自身というキャラクターもある意味で演じられているに過ぎないことに気付けたりし
ている様子も見て取れる。またみんなが異口同音に述べているのは、演技を体験したことで、そし
て舞台をやり遂げたことで、恥ずかしさという壁を乗り越え、人前に立つ度胸を獲得し、自分をコ
ントロールするという客観性と冷静さを獲得し、その結果として大きな自信を得たということであ
る。さらに、仲間との協働作業の結果として一つのことをやり終えたことが、大きな喜び、そして
達成感となったということも皆が述べていることなのである。少々こじつけに聞こえるかもしれな
いが、このような成果こそが「アクティブ・ラーニング」が目標とする「自主性」と「姿勢」の本
質なのではないだろうか。

Ⅵ．英語力向上の方法という側面から見た英語劇

本論では、英語劇が英語学習という側面で実際どれだけの効果があるのか、また文学作品を英語
教育に使うことの意義は何かという重要なテーマについてはあえて触れていない。それに関する学
生の記述や、アンケートの質問と回答も資料としてはかなりのものを得ている。これについては稿
を改めたいのだが、この活動の目的の大きな部分はそこにあるので、最後に少しだけ記しておきた
い。本論で言及した過去二回のITCL公演（『テンペスト』と『十二夜』）を鑑賞し、それを受けて
英米社会文化論基礎演習の授業履修を履修し、英語劇の上演に参加した学生たちのTOEICスコア
を調べてみた。調査対象となった39名の３、４年生の現時点（2017年11月）までの最高点の平均値
は675点で、これは2016年１月実施のテストで国際文化学科３、４年生の受験者全体の平均が531点
であるのと比べて140点以上高くなっている。また、高得点者をみてみると、39名中800点以上が８
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名（最高点880点）、700 ～ 800点が６名、600 ～ 700点が14名となっていて、明らかに成績は良いと
言える。例えばリーダー役だったＫ君は、１年次のスコアは500点を少し上回った程度だったが、
３年生となった現在835点を取っている。英語劇を経験したからスコアが伸びたのかどうかを実証
することは難しいが、少なくとも英語劇に参加した学生の多くはTOEICスコアの上でも大きな成
果を上げていることは確かである。アンケートの質問への答えの中にも、この経験によって英語学
習の意義が明確になり、学習意欲が高まったという言葉が多く見られた。語学学習には反復練習を
集中して、かつ継続的に、納得いくまで行うことが重要だが、そのためには確固たる動機付けが最
も重要であることは言うまでもない。英語劇は少なくとも舞台公演という明確な目標を参加者に与
え、主体的な（アクティブな）自己鍛錬の動機付けを明確にするという意味で非常に有効だと言え
るだろう。

＜資料１＞　『十二夜』上演に使用した台本からの抜粋
Act	1	Scene	4

ORSINO:	Has	anyone	seen	Cesario?
VIOLA:	I’m	right	here,	my	lord,	at	your	service.
ORSIN	O:	(to	VIOLA)	Cesario,	I	want	a	word	with	you.	You	know	everything	about	me.	I’ve	told	

you	all	the	secrets	of	my	soul.
　　　	So	please	go	to	her	house;	if	they	don’t	let	you	in,	plant	yourself	outside	her	door	and	tell	

them	you	won’t	leave	until	they	let	you	see	her.
VIOLA:	But	my	lord,	I’m	sure	that	if	she’s	as	depressed	as	people	say,	she’ll	never	let	me	in.
ORSINO:	Be	loud	and	obnoxious.	Do	whatever	it	takes,	just	get	the	job	done.
VIOLA:	Well,	all	right,	if	I	do	get	a	chance	to	speak	with	her,	my	lord.	What	do	I	do	then?
ORSIN	O:	Tell	her	how	passionately	I	love	her,	and	how	faithful	I	am.	The	best	thing	would	be	to	

act	out	my	feelings	for	her.	She’ll	pay	more	attention	to	a	young	guy	like	you	than	to	an	
older,	more	serious	man.

VIOLA:	I	don’t	think	so,	my	lord.

＜資料２＞　参加学生への上演後のアンケートの質問事項
１．自分の名前と、出演した劇のタイトル、演じた役を書いてください。
２．自分のパフォーマンスに点数をつけてください。（10点満点）
　　１．台詞が完全に覚えられたかどうか	 	 	 	 	 （＿／ 10）
　　２．発音やイントネーションが正しく言えたかどうか	 	 	 （＿／ 10）
　　３．顔の表情や体の動きで感情が表現できたかどうか	 	 	 （＿／ 10）
　　４．大きな声が出せたかどうか	 	 	 	 	 	 （＿／ 10）
　　５．自分が演じた人物の気持ちになり切れたかどうか	 	 	 （＿／ 10）
　　６．観客を自分の演技で楽しませる事が出来たかどうか		 	 （＿／ 10）
　　７．チームワークという意味で、貢献できたかどうか	 	 	 （＿／ 10）
　　８．舞台全体を成功させるために、どれだけ真剣に取り組んだか	 （＿／ 10）
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３．	自分の演じた役の人物は、この物語でどのような役割を果たしていると思いますか。物語の中
の人間関係においてどうかという視点と、芝居全体の印象を作る上でどうなのかという視点に
ついて、それぞれ、出来るだけ詳しく述べてください。

４．	舞台で演じる事は、自分にとってどんな意味を持ちましたか。感じた事を率直に述べてくださ
い。また、自分でない誰かになり切る事の意味とはどのような事だと思いますか。

５．	役者と観客の関係とはどのようなものだ、あるいはどうあるべきだ、と思いますか。
６．	英語を学ぶ方法としての英語劇という形式のメリットは何だと思いますか。特に、自分で工夫

した台詞の覚え方、これまでの勉強法との違い、などについて詳しく書いてください。また、
この経験により、英語学習で効果的な方法とは何かについて発見した事を書いてください。

７．	あなたがこの英語劇の体験から得たものは何ですか。あるものすべてについて書いてください。
８．	作品としてのTwelfth Nightの面白さ、重要性は何なのでしょうか。作者シェイクスピアはこ

の作品で何を表現し、何を観客に感じさせようとしたと思いますか。作品を分析し考察してく
ださい。

９．	一番気に入っている台詞は何ですか。自分の役の台詞でなくてかまいません。理由も述べてく
ださい。
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