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星めぐり～『銀河鉄道の夜』より～       作  佐藤 寛子（顧問） 

 

登場人物 

 

ジョバンニ                            

カムパネルラ                          

ザネリ        車掌                    

カトウ        乗組員１  女の子        

マルソ        鳥獲り                  

家庭教師      乗組員２                

 

 

１  教室 

カムパネルラ、ザネリ、マルソ、カトウ、教室でそうじをしているがあま

りやる気がなく、ふざけて遊んでいる。 

 

ザネリ  マルソ、そうじ終わっても、祭りまでここで時間つぶしてようぜ。 

マルソ  ここで？ 

ザネリ  一回うち帰るなんて面倒だろ。 

カトウ  何かするのか？ 

マルソ  ゲーム。 

ザネリ  うーん。なんかあるか。 

マルソ  椅子取りゲーム 

ザネリ  何年もやってないな。よし、カムパネルラ、やるだろ。 

カムパ  え？ 

マルソ  椅子取りゲームだよ。 

カムパ  掃除は？ 

ザネリ  おわりおわり。 

マ・カ  おわりおわり！ 

ザネリ  椅子取りゲームって、音楽か何かいるんだろ。 

マルソ  どうする？ 

カトウ  俺が手をたたく。 

ザネリ  よーし。じゃあ、止まったら座るって事で。 

 

椅子をならべようとする 

 

ザネリ  椅子いくつ？ 
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マルソ  三つ 

カトウ  マルソ、こんなに少ないんじゃ、すぐおわるぞ。 

カムパ  ジョバンニは？ 

マルソ  あいつ、最近働いてるんだろ。 

カトウ  働いてる？嘘だろ。 

ザネリ  ジョバンニなんてだれが雇うんだ。 

カムパ  活版所だよ。 

カトウ  活版所？活字拾いか。 

マルソ  ジョバンニなら、ごみ拾いのほうがあってるけど。 

ザネリ  どうせ、トロくて叱られてるさ。 

マルソ  だからだよ。トロいジョバンニがはいったら、まず、椅子取りから抜けるのは奴だ

ろ。 

ザネリ  カムパネルラ、ジョバンニ帰ったのか。  

カムパ  いや、ごみを捨てに行ったよ 

マルソ  ごみ拾いがごみ捨てだって！ 

 

ジョバンニ 下手から登場 

 

カムパ  ジョバンニ。 

ザネリ  （親しげに）ジョバンニ、ゲームしようぜ。はいれよ。まあ座れ。（新たな椅子を

出す） 

ジョバ  え、入れてくれるの？ 

カトウ  ああ。な、マルソ。 

マルソ  ああ、ちょっと位いいだろ。 

ジョバ  うん。  

カトウ  ごみ拾いの前に。（カトウ、マルソをつつく。）。 

ザネリ  あ、ジョバンニ、今日の上着なかなかいいよ。 

ジョバ  そう！？ 

カトウ  ラッコの上着かい？ 

ザネリ  お父さまが監獄から送ってくださったの！ 

カムパ  変なこというなよ。 

ザネリ  わかったよ。カトウが手をたたくから、止めたら直ぐ座る。いいな、ジョバンニ。 

ジョバ  うん。 

 

カトウ 手をたたくが、止めたためみんな座りかける 

 

マルソ  四人に四つじゃみんな座れるだろ。 
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ザネリ  そうか。椅子ひとつ抜けよ。ジョバンニが気付けよ！ 

 

椅子を直す 

 

マルソ  カトウいいぞ。 

カトウ  ジョバンニのスピードで。盆踊り！ 

 

北海盆踊りで椅子の周りをまわる 

 

カトウ  マルソ、なんか面白いことしろ！ 

カトウ  （体でアルファベットのＡをつくる）Ａ！ 

カムパ  Ｂ！ 

ザネリ  Ｃ！ ジョバンニも何かしろよ。 

ジョバ  ＡＢＣ・・・Ｄ・・・・（体でアルファベットのＤをつくる。マルソ 飛び越える） 

マルソ  痛え、ジョバンニ！ 

ジョバ  僕、何もしてないよ。 

カトウ  マルソ、大丈夫か！。 

マルソ  俺もう歩けねえ！（カトウと二人笑う） 

カトウ  もう一回いくぞー。 

 

カトウ  ふたたび手をたたく。しばらくして手をとめる。みんなジョ

バンニを突き飛ばして座る。カムパネルラ以外みんな笑う。 

 

カムパ  ジョバンニ！ 

マルソ  座るなよ！ジョバンニ。早いもん勝ちだ。 

ジョバ  なんだよ・・・・。まだ座ってないだろ。 

ザネリ  おっ、ジョバンニちゃん、怒ってるの？ 

ジョバ  ・・・。 

カムパ  今、ジョバンニを押しただろ。 

ザネリ  わかったよ。カムパネルラ。じゃあ、もいっかいやろう。 

 

カトウ  再び手をたたく。手拍子に合わせて 

 

ザ  ラッコの上着！ラッコの上着！（カトウとマルソも続ける） 

 

カムパネルラ  ジョバンニ悲しそうに止まる。カトウ手を打つのを止

める。   



 4 

カムパ  ザネリ！ 

ジョバンニ 下手へ駆け出す 

 

カムパ  ジョバンニ！！ 

ザネリ  なかなかいい音頭だろ。 

カトウ  ばっちりだ。あれ、ジョバンニは。 

ザネリ  ラッコの上着が届いてないか、見に帰ったんだよ。 

マルソ  なーんだ、そういえばいいのに。 

カトウ  お父さん、ラッコの上着ありがとう。 

ザネリ  なんだ俳句か？   

マルソ  いいねえ、「おーいお茶」に出せよ。 

カムパ  やめろよ。 

カトウ  まあ、ケンタウルスの祭りだしな。ジョバンニからかうより楽しいぞ。 

マルソ  それに、はやく川に行かないと、烏瓜流す場所、なくなるしな。 

ザネリ  じゃあ、烏瓜を流しにいくか。 

カ・マ  おう。 

カトウ  今日は天気がいいから星が良く見えるぞ。 

マルソ  そりゃあ銀河の祭だぜ。星が見えてないとつまんねえだろ。 

ザネリ  ケンタウルス 露を降らせー。 

カ・マ  ケンタウルス 露を降らせー。 

カトウ  マルソ、遅れるなよ。 

マルソ  おう。カムパネルラも来いよ。 

カムパ  ああ・・・。 

   

ザネリたち退場 

ジョバンニ 下手より登場   下手サス    

 

ジョバ  すみません、おそくなりました。いえ、大丈夫です。拾っていけます。はい、もら

ってきました。いえ、お祭りは、僕、いいんです。みんなは烏瓜を流しに行ってま

す。これはなんという話なんですか。「蠍の火」？いいえ、知りません。『わたしの

こころを御覧下さい。どうかこの次にはまことのみんなの幸いのためにわたしの体

をお使い下さい』  ふうん、・・・。あ、はい、じゃあ向こうに持っていって、拾

ったら僕、そのまま帰ります。 

  

サス消えて   星空         

星めぐりの歌   

２   野原 
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ジョバ  （星めぐりの唄）ザネリ達、今ごろ烏瓜を流してるんだろうな。（ため息）ザネリ

の奴・・・マルソやカトウもあいつら・・・父さんはもうすぐ帰ってくるんだ。悪

いことなんかしてないし、船がちょっと遅れてるだけなんだ。北のほうはきっと天

気も悪いだろうし。約束通り、ラッコの上着も買ってきてくれる。いつか、ザネリ

に言ってやるんだ。「ザネリ、父さんのことを悪く言うな」「御免よ、ジョバンニ」

「それにいいか、これからは僕を馬鹿にすんなよ。」「ああ。わかったよ。」「マルソ

もカトウもだ」「ジョバンニさん、お許し下さい」（土下座）あーあ・・・・。 

        カムパネルラはいつも僕をかばってくれる。でもカムパネルラは、誰にでも優しい

んだ。カムパネルラがいなかったら、僕は・・・ 

        （空をみて）星が良く見えるなあ。天の川が本当に川だと考えるんなら、あの一つ

一つの小さな星はみぃんな、砂利や砂の粒なんだ。 

 

銀河鉄道の到着をつげる汽笛   

  

照明  顔がうっすらと見える程度の青い明かり   

マルソとカトウ 上手台上で懐中電灯を照らす。口々にカムパネルラ

を呼んでいる。 

マルソとカトウ 上手に退場。上手前エリア。カムパネルラ椅子を持

ってきて座る。その周りをザネリが回る。カムパネルラ椅子から立ち

あがり、ザネリを座らせる。ザネリ座ったら椅子を持って上手へ退場。

カムパネルラ汽車に乗る。 

３   汽車 

 

ジョバ  （はっと顔を上げる）ここどこだ。あのあと・・・汽車の中だ。 

カムパ  ジョバンニ！ 

ジョバ  カムパネルラ！（カムパネルラに近づく。）カムパネルラ、顔が青いよ。髪も濡れ

てどうしたの。 

カムパ  ザネリを椅子に座らせたんだ。 

ジョバ  え？  

カムパ  みんな一生懸命走ったけどまにあわなかった。ザネリは大丈夫だよ。 

ジョバ  あいつ、さっきなんか自分から椅子を取っていったじゃないか。 

カムパ  ううん。そうじゃないよ。 

ジョバ  自分が良ければいいんだよ、ザネリは。 

カムパ  そんなこと、やめよう。 

ジョバ  カムパネルラ、座ろう。 

カムパ  うん。地図見てみようか。 
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ジョバ  すごいね、この地図。 

カムパ  ジョバンニはもらわなかったの？ 

ジョバ  うん・・・。今この辺？ 

カムパ  うん。そうだね。 これさそりだろ。 

ジョバ  うん。こっちには鷲がいるね。 

カムパ  星座は、ひとつひとつ星がつながって形になってるんだね。 

ジョバ  天の川もそうだよ。 

  

車掌登場 

 

車      ご乗車ありがとうございます。ええっと、カムパネルラさん？（台帳を見ている） 

カムパ  はい。 

車      えーと、あれっ。ひょっとして、ザネリさん？ 

ジョバ  えっ。 

車      おかしいな、ザネリさんは乗られないって言ってたのに。 

 

電話を取り出す 

 

車      もしもし、ああ。お疲れ様。うん。それがちがうんだよ。うんうん。うーん。（電

話をおいて）名前は。 

ジョバ  ジョバンニ 

車      ごゆっくり。ジョバンニさん。 

ジョバ  はい。 

 

車掌とすれ違いざまに鳥獲り登場  顔なじみのようで、合い言葉

を言う。 

 

車      おや。いつもどうも。今年の渡り鳥の調子はいいんでしょ。 

鳥獲り  まあまあかな。やあ。こんにちは。 

ジョバ  （会釈） 

車      どれどれ。（袋を覗き込む）      

ジョバ  なんでぼくをザネリって言ったんだろう。 

カムパ  さあ。 

鳥      見てみるかい。 

車      では、ごゆっくり。 

 

二人のぞきこむ   車掌退場 
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カムパ  あのう、あなたは誰ですか 

鳥      俺かい、鳥獲りだよ。 

ジョバ  トリトリ？ 

鳥      鳥を捕まえているんでね。 

ジョバ  この鳥？ 

鳥      ああ。血液型はＯ型。動物占いはペガサス、細木和子の六星占術は木星人だ。そう

だ、名前は？ 

カムパ  カムパネルラです。 

ジョバ  ジョバンニです。あのー、これ食べるんですか。 

鳥       売るんだよ。これはサギだけどもガンのほうが割がいいね。最近はサギが多いよ。 

カムパ   おいしいんですか。 

鳥       ああ。食べてみるかい。 

カムパ   いいえ、そういう意味でないんです。 

鳥       あんたは。 

ジョバ   いえ、僕も。あの。それはどうやって捕まえるんですか。 

鳥       こうやって足をぐっとつかむんだよ。そうすると俺も宙に浮く。それからはこい

つをひらいてひらりひらりというわけさ。簡単だろ。 

 

カムパネルラ、ジョバンニ顔をみあわせる    

 

ジョバ   あの、鳥に乗って飛ぶんですか。 

鳥       はじめは鳥につかまってあとはこうして降りてくるのさ。 

ジョバ   へえ・・・。 

鳥       ジョバンニは高いところは好きか？ 

ジョバ   高いところって山のこと？ 

鳥       山もまあ、高いけど、・・・登ってるの。 

ジョバ   ううん。僕の街に高い山はないよ。 

カムパ   丘ならあるけど。 

ジョバ   うん。鳥が飛んでるような高い所って、どんなのか、僕よくわからない。 

鳥       そうか。 

カムパ   高いところが好きなんですね。 

鳥       俺は空を飛んでいたいんだ。 

カムパ   傘に乗って降りてくるって面白そうだなあ。 

鳥       まあな。 

ジョバ   どのくらいやってるんですか。 

鳥       うーん。もうずっとだよ。俺は、昔は飛行船に乗っていたんだ。 
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ジョバ   飛行船？ 

鳥       まあ空に浮かんでる船だな。 

ジョバ   船が空に浮かぶの？ 

鳥       ああ、そうだよ。 

カムパ   僕、きいたことがある。雲みたいに空を動いていくんでしょう？ 

鳥       ああ。えーと、そうだな。（鞄の中から紙を取り出してまるめる）調度こんな感じ

だな。空の散歩、まったく素敵なもんだったよ。山や谷や海に、街並みも。建物

なんか積み木みたいだぜ。 

ジョバ   じゃあ、人間も小さいの。 

カムパ   どのくらい？ 

鳥       蟻んこくらいかな。 

カムパ   そんなに！ 

鳥       そう。何もかもだ。そうやって空から下を見ていると、どうしてこんなに小さい

ことで悩んでるんだろうなって考えたよ。この世の中はなんてきれいなんだって

さ。 

カムパ   いいなあ。 

ジョバ   僕はなんだか怖い気がする。 

鳥       最初で最後、一回だけそんなことがあった。 

ジョバ   すごいスピードで進んだとか？ 

鳥       まさか。突然、操縦できなくなったんだ。 

カムパ   怪我したんですか。 

鳥       違う違う。俺の問題じゃない。飛行船のほうがおかしくなっちまったのさ。 

ジョバ   大丈夫だったんですか。 

鳥       いや。大丈夫ではなかったよ。 

カムパ   じゃあ、 

鳥       どんどん高度が下がっていって、風に流された。そうしたら崖にぶつかりそうに

なったんだ。 

 

                     照明  上手に明かり    鳥獲り傘を出す。上手から二人傘と丸いす

を持って出てくる。三人傘をまわす       

     

鳥        だめだ、どんどん流されてる。 

乗組員１  穴が空いてるんだ、どこかが動いてない。 

鳥        探して直してられるか！その前にぶつかるぞ。 

乗組員２  もうだめです。４５分も経ちました。（泣きそうに） 

１        直さなかったらおしまいだぞ。  

鳥        飛び降りろ。 
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１        なんだって！ 

鳥        いちかばちかで飛び降りろ。 

２        （泣く）いやだ、いやだ、 

１        そうだ、飛び降りるぞ。 

 

椅子のまわりを１と鳥捕りがまわり、２は泣いている 

 

鳥        ばか。残ってたら山にぶつかるぞ。 

２        恐いよ。 

鳥        飛び降りろ。ほら。（傘をおしつける） 

２        でも・・・。  

鳥       いいから。ぶつかる！！ 

乗組員２に傘を渡す 

鳥       行け！ 

音楽止まる。乗り組み員２ 傘をおとしていく。 

鳥獲りゆっくりその傘をまわす。  明かり元に戻る。 

 

鳥      今は後悔してるよ。 

ジョバ  何を。 

鳥      無理やり飛ばした。 

ジョバ  でも助かったんでしょう？ 

カムパ  助かってるよ。きっと。 

鳥      わからない。 

ジョバ  どうして。 

鳥      俺も降りようとしたとたん、飛行船が崖にぶつかったんだ。 

ジョバ  え・・・ 

鳥      でも、俺は助けたかったんだ。それは本当だ。 

カムパ  あなたの気持ちは伝わったと思います。 

鳥      ありがとうよ。俺はこいつで空を降りながら、いつでもあいつのことを考えてるん

だ。多分、これからもずっとな。よかったんだろうかってさ。（鳥捕り 紙で鳥を

折りながら） 飛行船がもう飛べないんだっていうときは、俺もあいつと一緒で、

俺はもうだめだ、落ちるんだ、落ちるんだって、それしか考えられなかった。そ

うしたらその時、鳥がひゅうっと目の前を横切ったんだ。落ちるんじゃなくて、

もしかしたらあんな風に飛べるかもしれない。そうだ、飛べるってさ。 

ジョバ   落ちるんじゃなく・・・ 

鳥       そう、俺は落ちるんじゃない、飛ぶんだって思ったら、不思議なんだけどね、幸

せな気持ちになった。空を飛べるって。でも、そんなこと俺だけかな。 
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カムパネルラ  黙って首を振る 

 

鳥       あいつは違ったんだ。こわがってた。 

ジョバ   その人とは仲が良かった？ 

鳥       うーん。弟みたいなやつだったな。 

ジョバ   だから、助けたかったんだね。 

鳥       いや。 

ジョバ   えっ・・・ 

鳥       やるよ。（紙をさしだす） 

ジョバ   鳥が飛ぶように、人間も飛べるんだろうか。ほんとうに幸せに思えるんだろう

か。・・・・だって降りようとしたとたん崖にぶつかったって。えっ！！ 

車       次の駅で降りるんでしょう。 

鳥       ああそうだ、ありがとう。 

ジョバ   もう降りるんですか。 

鳥       ああ、じゃあな。 

カムパ   さよなら 

ジョバ   さよなら 

鳥       そのうちわかるさ、ジョバンニ。 

 

鳥捕り降りる 

 

カムパ   降りちゃったね 

ジョバ   うん。 

車       （窓に近づいて）ほら。鳥を捕まえていますよ。 

ジョバ   あ、ほんとだ。あそこ。 

 

カムパネルラとジョバンニ  窓に近づく 

 

ジョバ   飛んだ。飛んでるよ。 

カムパ   もう見えなくなった。 

 

 

４   ジョバンニの切符 

 

カムパネルラとジョバンニしばらく見ている 

突然電話のベル  三、四回 
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カムパ   電話だ。 

やがて音がとまる。 

再び電話のベル   車掌 受話器をとりあげて 

 

ジョバ   出ないんですか。 

車       非通知なんだよ。   ああ、はいはい、はいわかりました。 

 

受話器をおいて電話をかばんにしまう 

 

ジョバ   車掌さん、それ・・・ 

車       ああ、機種変更してね。 

カムパ   誰か来るんですか。 

車       ええ。お二人ほど。 

カムパ   そうですか。 

車        あいすみませんが、さっき忘れていたんです。お二人は切符はお持ちですよね。

いや、形だけですよ。（カムパネルラ、ポケットから紙を取り出す。）はい、確認

しました。 

ジョバ   僕、・・・。 

車       ザネリさんは汽車に乗られるのかと思ったら、汽車には乗られないといっていた。

ジョバンニさんはお持ちでしょう。 

ジョバ   僕、切符なんて持ってない。カムパネルラが持ってた地図ももらってない。どう

して乗ったんだろう。わからない・・・。いつのまにか乗ってた。 

カムパ   どうして乗ったかわからないの・・・？車掌さん、ジョバンニの切符がないと何

か都合が悪いのですか。 

車       いや、この汽車に乗れる人は限られていますから。まあ、形だけ。 

ジョバ   ザネリと何か関係があるんですか。 

車       ああ、あれは手違いでしたよ。すみませんね。大丈夫、ジョバンニさんのことは

メールしときます。 

ジョバ   メール・・・・！！？ 

 

ジョバンニ釈然としない様子 

そこへ家庭教師と女の子登場   寒そうに二人ふるえている。 

 

 

５  女の子と家庭教師 
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車       ああどうぞどうぞ、ちょうどお話していたんですよ。 

 

カムパネルラ、ジョバンニすわらせてあげる 

 

車       大変だ、毛布かなにかとってきます。（退場して布を持ってくる） 

カムパ   どうしたんですか。 

女の子   船が沈んだの。 

ジョバ   えっ。 

家庭     そうなんです。私はこの子の家庭教師に雇われていましてね、父親が急な用で先

に国に戻っていたものですから、後から二人で発ったんです。母親は二年前にな

くなってましてね。 

女の子   お母さまの所に行くんでしょう？ 

家庭     ええ、そうですよ。  

ジョバ   小さな船だったんですか。 

女の子   ううん、とっても大きな船よ。 

家庭     それが、ちょうど十二日目に、氷山にぶつかりましてね。 

ジョバ   氷山に？ 

カムパ   そんなに大きな氷山だったんですか。 

家庭     船から見えたのは本当に少しだけです。海の下に大きく広がってたんでしょう。 

 

車掌  毛布や布を持ってくる 

 

車掌     すみません、こんなのしかなくて。 

家庭     いや、いいんです。ありがとうございます。 

 

車掌  猫の顔のついたおかしなカバンから布をとりだす 

ハンカチが何枚かつながっているのではさみで切る 

 

カムパ    車掌さんっておもしろいもの持ってるんですね。 

車        ええまあ。 

ジョバンニ  カバンを見ている 

 

車       もう少し持って来ますね。 

家庭     いえ、いいです。 

家庭教師、女の子の服や髪をふいてやり、自分の服も拭く。 

 

車       はい、失礼しました。 
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車掌退場 

  

カムパ   大きな船って、大勢乗っていたんですか。 

家庭     千五百人くらいは乗っていたと思います。 

カムパ   そんなに。 

女の子   犬もネコもいたの。こんなに大きな犬とお友達になったのに。 

家庭     ええ。お金持ちが一緒に連れてきたペットでね。散歩させているのはメイドでし

たけど。 

カムパ   犬は？ 

女の子   わからない・・・。ボートがすこししかなかったの。 

家庭     はじめはみんな信じていなかったんですよ。沈むはずのない豪華客船ですから。

私達は甲板に出るよういわれましたけど、寒くて甲板からまた部屋に帰った人も

いました。でも、どんどん水が入ってきて大騒ぎになったんです。それからは、

もう地獄ですよ。女子どもを優先に乗せる船に、みんな我先にひとを押しのけて

乗るんですから。この子も、知らない男に頭を押されて怪我をしました。子ども

がいるとボートに乗れると思った男が、この子の手をつかんで連れていこうとも

しました。 

 

女の子くしゃみをする。家庭教師  さすってやる。 

 

家庭    まだ寒いの？ 

女の子  うん。  

家庭    わたしは声の出る限り叫びました。「お願いです、まだ子供なんです。乗せて下さ

い」でも押されて、もみくちゃにされてしまいました。ボートが降ろされても、海

に投げ出された人たちがつかまったものですから、ボートまで転覆しかけました。

一艘のボートに何人も。 

 

ジョバンニ以外 ストップモーション 

 

ジョバ  一艘のボートに、何人も・・・・ 

 

ジョバンニ 中央サス   ザネリとマルソ、椅子をもってジョバンニを

からかうしぐさ   

 

マルソ  四人に四つじゃみんな座れるだろ 

ザネリ  そうか。椅子一つ抜けよ。 

マルソ  一つ抜いて、ジョバンニが座らなきゃ、ちょうどいいんだよ。 
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ザネリ  はははは、そうか。 

マルソ  座るなよ、ジョバンニ。早い者勝ちだ。 

 

二人が退場した後 中央サスが残る 

 

ジョバ  座るなよ、ジョバンニ。早い者勝ちだ・・・ 

                     

サス 消える 

 

女の子  気がつくとわたしの目の前にボートを待っている長い長い列がありました。先生は

わたしがボートに乗れるように、その人たちを押しのけました。無理やりに前のほ

うへ行って乗り込もうとした時に、 

 

音楽  静かに 

 

家庭    おや、聞こえてきました。 

女の子  前のほうでバイオリンやチェロを弾いている人たちがいたの。 

ジョバ  なんで？ 

女の子  なんで？（家庭教師のほうをみる） 

家庭    バイオリンの音色はあの地獄のなかで光でした。 

カムパ  みんなをおちつかせるためですか。 

家庭    ええ、それでわたしは我に返りました。この子を助けるために人をおしのけて生き

延びるよりも、このまま神様のところへいくほうが幸せなのではないかと。 

ジョバ  そんなにみんな音楽を聴いていたの？ 

女の子  ううん、わたしと先生だけ。 

ジョバ  わからない。聴いてないのに演奏していたの？聴いていたのはあなたたちだけなの

に？ 

家庭    さあ。演奏に気付いてから、私はあの人たちをずっと見ていました。甲板のさわぎ

をまったく気にかけている様子がありませんでした。あの人たちはね、初めからボ

ートに乗るつもりなんかなかったんですよ。 

ジョバ  お客じゃなくて乗組員だからでしょ？ 

家庭    乗組員もむりやりボートに乗ってましたよ。客をおしのけてね。 

ジョバ  そのひとたちはみんな助かりたくなかったの？ 

家庭    どうでしょうか。ほら、聴いてくださいよ。優しい気持ちになるでしょう。 

ジョバ  音楽ひとつで？ 

 

窓に近づき手を振る     
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家庭    ほうら、あそこでもああやってみんなに聴かせてくれています。 

女の子  あの人たちも手を振っている。 

家庭    聴いていたら、私達が乗らないぶん、誰かが幸せになるんだと思いました。だれか

が大陸に着いて、新しい人生をいきるんだって。 

ジョバ  どうして？！どうしてさ！さっきの鳥捕りもそうだ。 

カムパ  ジョバンニ、どうした。 

ジョバ  助からないのに？自分にいいことなんか何もないじゃない？！ 

家庭    いいことって？ 

ジョバ  助からないんでしょ。おわりだよ。 

家庭    あなたはボートに乗りますか？ 

ジョバ  乗らないと助からないもの。 

家庭    そうですね。 

ジョバ  だって早い者勝ちだ。それにあなたが助けたって言ってるのは全然知らない人でし

ょう？ 

家庭    ええ。 

ジョバ  だって・・、だって、お父さんでもお母さんでも、兄弟でもない。友達でもないん

でしょう。全然知らない関係のない人を助けてどうなるの？ 

カムパ  僕は？ 

ジョバ  えっ。 

カムパ  僕もおしのける？ 

ジョバ  カムパネルラ・・・・。 

カムパ  ザネリは？・・・マルソやカトウは？ 

ジョバ  ザネリ、マルソ、カトウ・・・ 

女の子  見て。 

 

女の子   紙でつくった鳥をはさみで切る 

 

ジョバ  あ、それさっきの紙。切ってどうするの。 

カムパ  文字？ 

ジョバ  え、文字？  

カムパ  ｈｅｌｌ、ヘルって地獄ってこと？ 

ジョバ  地獄？どうしたの。 

家庭    見ていて。 

 

女の子 並べ替えると  ｈｅｌｌ  から  ｌｏｖｅ  へかわる。 
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ジョバ   愛？ 

女の子   変わったでしょ。 

家庭     「変え」たんでしょう？    

女の子   そう、変えたの。 

家庭     私だって船が沈んだ時はこんなふうに考えていませんでしたよ。あなたとおんな

じ。でも誰かの幸せを考えないと、自分だって幸せにはなれません。みんなのし

あわせのために何かを変えようとしたら、それは自分も幸せにしてくれるんです。 

 

ホリに十字架     

 

女の子   あ、・・・あれサザンクロスね。そうでしょう？ 

車       ええ。サザンクロスの駅です。 

家庭     さあ、もう降りる支度をして。 

女の子   え？ここで？ 

家庭     ええ、お母さまがお迎えにいらしてるはずですから。 

女の子   わーい。ほんとう。お二人はどちらまでいらっしゃるの。 

ジョバ   どこ・・・って。・・・わからない。 

 

カムパネルラうつむく  女の子 紙片をジョバンニに渡す 

 

女の子   はい。 

ジョバ   ・・・ 

女の子   サザンクロス。十字架にもなるの。 

家庭     さあ、いきますよ。では、ごきげんよう。 

                      

車掌  女の子のくつをもってくる。 

 

車        探しておきましたよ。 

女の子    ありがとう。 

 

家庭教師と女の子 会釈 

 

カムパ    さよなら。（手を振る） 

ジョバ    さよなら。（しばらく紙片をみつめている） 

カムパ    行っちゃったね。 

ジョバ    うん。行っちゃったね。 

カムパ    うん。  



 17 

 

６  別れ 

ジョバンニ、カムパネルラ  それぞれ窓の外を見る      

 

カムパ    お母さんは喜んでくれるだろうか。 

ジョバ    カムパネルラのおかあさん？ 

カムパ    うん。 

ジョバ    何を？ 

カムパ    みんなのしあわせのためなら、喜んでくれるだろうか。 

ジョバ    どうしたの、カムパネルラ。カムパネラ、泣いてるの？ 

カムパ    ううん。 

ホリにさそり座 

 

カムパ    あ、蠍の火だ。 

ジョバ    蠍の火？ 

カムパ    バルドラの蠍の話だよ、知ってる？ 

ジョバ    さっき、僕、活版所で蠍の火っていう話を拾った。同じかな。 

カムパ    むかし、バルドラの野原に一匹の蠍がいて、小さな虫やなんかを殺して食べて生

きていました。あるとき、いたちがやってきて蠍を食べようとしました。蠍は一

生懸命逃げたけど、いたちにつかまりそうになりました。そのとき、不意に井戸

に落ちてしまったのです。もうどうしてもあがられないで、蠍はおぼれはじめま

した。ああ、わたしはいままでいくつもの命をとったかわからない。そしてその

わたしが今度いたちにとられようとしたとき、あんなに一生懸命逃げた。それで

もとうとうこんなになってしまった。ああ、なんにもあてにならない。どうして

だまっていたちにくれてやらなかったろう。そしたら、いたちも一日生き延びた

ろうに。 

ジョバ    知ってる。「ああ、神様。わたしのこころをご覧ください。どうかこの次には、

まことのみんなの幸いのために私の体をお使い下さい。」 

カムパ    蠍の火はね、ひとつひとつの赤い火が集まってできてるんだよ。僕もその一つの

赤い火になるんだ。 

 

照明  ホリ元に戻る 

 

カムパ    ジョバンニ。 

ジョバ    うん？ 

カムパ    お別れだ。 

ジョバ    ええっ！！ 
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カムパ    僕はもう降りなくてはならないから。 

ジョバ    僕も一緒に降りるよ。 

カムパ    君は戻って、ザネリを見舞って上げて。マルソやカトウもだいぶ気が動転してい

たよ。 

ジョバ    ザネリはどうしたの？カムパネルラと何があったの。 

カムパ    さっき言ったろ。ザネリを椅子に座らせたんだ。だからもう一緒には行けない。 

ジョバ    どうしてさ。天上まで、ううん、どこまでも一緒にいこうよ。 

カムパ    降りてもおんなじ所には行けないんだ。汽車を降りたら、僕はこの蠍の火に行く。

君は、前にいたところへ戻る。 

ジョバ    ザネリは椅子に座った。カムパネルラは、・・・ 

カムパ    きっと、ジョバンニだってそうしたよ。 

ジョバ    カムパネルラ・・・・、 

カムパ    さっきの紙。 

 

ジョバンニ  ポケットから取り出す 

 

カムパ    これも、星座みたいに、ひとつひとつつないで形になるんだね・・・蠍にもなる

んだろうか。 

ジョバ    僕・・・。 

カムパ    きっと何にでも変えられるんだね。ジョバンニ、ここからずっとみているから。

さようなら。 

 

カムパネルラ降りていく。 

 

ジョバ    あ、カムパネラ、待って！待って！！ 

 

ジョバンニも後を追おうとするが入れ違いに車掌登場  ジョバンニ

を押し戻す 

 

ジョバ    車掌さん！！どいてよ。 

車        もうだいぶ遠くへいきましたよ。 

ジョバ    降ろして！カムパネルラ・・・ 

車        今あなたが降りても、カムパネルラさんのところへは行けません。 

ジョバ    じゃあ僕は、僕はどこへいけばいいの。 

車        みんなの幸いのために、あなたの道を、まっすぐに進めばいいんですよ。 

ジョバ    僕の道・・・ 

車        だってあなたは切符をもっているじゃないですか。 
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ジョバ    切符？ 

車        ええ。 

ジョバ    持ってないよ。知ってるでしょ。 

車        十字架にも愛にもなる切符です。一つ一つを色々につないで、あなたはもうどん

なことでも変えていけますよ。 

ジョバ    変えていける？ 

車        一つ一つをつないでいくのは前からお得意のはずですよ。だってあなたは活字を

拾うお仕事をしてるんでしょう。あ、ジョバンニさん、あなたのお父さんですが、 

ジョバ    え・・・父さんを、知ってるの？ 

車        会ったことはないんですが、私はほら、情報通でね、（電話を見せる）もうすぐ

会えますよ。 

ジョバ    ほんとう？ 

車        降りたらさっきの野っぱらに出るはずです。そうしたらまっすぐに川原へいって

ごらんなさい。 

ジョバ    川原に？カムパネルラにはもう会えないの？ 

車        あなたの道を進んでいけば、いつかきっと会えますよ。 

 

                    ジョバンニのカバンをもってきて差し出す 

車        御会いできてよかったです。 

ジョバ    車掌さん、さようなら。 

 

車掌布をかたづけて退場 

 

７  川原  

照明おちて  さきほどのように懐中電灯でカムパネルラを探すマル

ソたち。ジョバンニ  汽車に乗る前と同じ位置にいる。 

星空   

 

ジョバ   （起き上がる）カムパネルラ！！・・・・（切符を見ながら）どんなことでもかえ

ていける・・・      

 

袖からカムパネルラを呼ぶ声 

マルソが泣きながら上手から登場 

 

マルソ   ジョバンニ！ジョバンニ、カムパネルラが見えないんだ。 

ジョバ   えっ・・・ 

マルソ   ザネリと烏瓜を流してる時にザネリが川に落ちて、それで、それで、・・・カムパ
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ネルラが、すぐ川に入ったけど、・・・・。 

ジョバ   カムパネルラが見つからないの？ 

マルソ   みんなもう、だいぶ探したんだ。 

ジョバ   カムパネルラはね、ザネリを椅子に座らせたんだ。 

マルソ   カムパネルラは川に入ったんだ。 

ジョバ   カムパネルラがいるのはそこの川じゃない！ 

マルソ   え。 

ジョバ   そこの川じゃないんだ。マルソ、ザネリは？ 

マルソ   お父さんに連れられていった。 

ジョバ   マルソ。ザネリのところにいこう。ザネリが心配だから。 

マルソ   ジョバンニ・・・ 

ジョバ   マルソ、足は大丈夫？ 

マルソ   ジョバンニ・・・・ごめん。 

ジョバ   カトウは？ 

マルソ   まだ向こうにいる。 

ジョバ   じゃあ、カトウのところに行ってからだ。 

 

ジョバンニ  マルソと上手に歩いていく 

 

ジョバ   ごめん、すぐ行く。 

 

マルソ退場 

 

ジョバ   （天を見上げて）カムパネルラ・・・見ていてくれる？・・・・・カムパネルラ！！ 

 

ジョバンニ退場後    

下手に赤い星が輝く 

                                      終 

 

 

 

参考『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

春季全国高校演劇フェスティバル 

 

北海道旭川藤女子高校演劇部 

 

星めぐり～『銀河鉄道の夜』より～ 

 

              原作  宮沢賢治 

              作    佐藤寛子 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

第五十四回全道高等学校演劇発表大会 

 

星めぐり 

～銀河鉄道の夜に～ 

原作  宮沢賢治 

作    佐藤寛子  

 

 

 

旭川藤女子高等学校演劇部 


