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     静かに幕が上がる 

      大道具置き場 

      道具を運ぶ部員 

      ひとり作業をしている島崎 

      田中が現れる 

 

田中  おはよう 

島崎  田中先輩！おはようございます。観に来てくれたんですね 

田中  当たり前じゃん 

島崎  休みなんですか？大学 

田中  自主休校 

島崎  大丈夫なんですか 

田中  大丈夫だって。普段ちゃんとやってますから。ほら、差し入れ 

島崎  ありがとうございます。今、みんな呼んできます 

田中  いいよいいよ。本番前なんだし。それに私のこと知ってるの三年だけでしょ 

島崎  そんなこと無いですよ。もう伝説になってますもん。田中先輩 

田中  伝説？ 

島崎  はい。我が演劇部、伝説のブタカン、田中真由美。ある時は五日間で巨大セットを作り上げ、またある 

時は、本物の自動車を舞台で走らせ、またまたある時は三日間で百枚ものチケットを売りさばき・・・ 

田中  ずいぶん誇張されてるような気がするんだけど 

島崎  そうですか？でも「ブタカンの田中伝説」っていうのは、一年生でもみんな知ってますよ 

田中  あのさ、ブタカンって言われるたびに、何かこの辺に突き刺さるものがあるんだよね 

島崎  あ、すいません 

田中  変わんないね 

島崎  何がですか？ 
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田中  「すいません」って、すぐ謝る癖 

島崎  ・・・ 

田中  今年も先生書いたの？ 

島崎  いえ 

田中  既成脚本か 

島崎  いえ 

田中  生徒創作！ 

島崎  はい 

田中  へえ、すごいじゃん。誰書いたの？ 

 

     自分を指差す島崎 

 

田中  島崎が？へえー 

島崎  でも、私が書いたっていうか・・・みんなでアイデア出して、それをまとめただけのようなものなんで 

   すけど 

田中  どんな話？ 

島崎  えーっと。高校のボランティア部の話なんですけど、学校祭で、ひょっこりひょうたん島の人形劇をや 

   ることになって、その練習を進めてゆきながら、人間関係でもめてごたごたしたり、進路のこととか恋愛 

   のことで悩んだり・・・っていう感じです 

田中  （インタビュー風に）ずばり、見せ所は？ 

島崎  はい、やはり海賊キッドが隠した宝の箱を守るために、ハカセ達がガラクータ率いる海賊共と戦うシー 

   ンでしょうか 

田中  ほう、それで 

島崎  海賊共に追い込まれたハカセ達、後ろは断崖絶壁、絶体絶命の大ピンチ。そこへ颯爽と現れた、殺し 

   屋ダンディー、轟きわたる銃声一発！バーン！ 



 3 

田中  おお、それから？ 

島崎  ・・・後は本編の方ををご覧ください 

田中  わかりました・・・しかし、舞台上での人形劇というのは、少々迫力に欠ける気もいたしますが 

島崎  ご安心ください、「人形劇」がいつの間にか「人間劇」に変わってゆくという手法をとってみました 

田中  ほう、考えましたね 

島崎  恐縮です 

田中  以上、幕別高校演劇部上演直前ぶっちゃけトーク、帯広市民文化ホールより田中がお伝えいたしました、 

   それではスタジオの木村さーん・・・ 

 

     暫しの間 

 

田中  面白そうじゃん 

島崎  だといいんですけど 

田中  全道行けそう？ 

島崎  無理です 

田中  即答かい 

島崎  だって、台本が上がったのが三週間前で・・・一昨日に初めて通し稽古ができたくらいですから 

田中  まあ、上演直前までばたばたしてるのって、うちの部の伝統みたいなもんだけど、三週間じゃつ 

   らいかな、さすがに。・・・でも、その状況にしては、ずいぶん落ち着いてるじゃん 

島崎  パニックを通り越して開き直ってたかんじですかね 

田中  でも、けっこうその開き直りって大事だったりするんだよね 

島崎  まな板の上に鯉が自分でのぼってって、腹かっさばいて刺身になっちゃったって心境です 

田中  島崎 

島崎  はい 

田中  ダー（と小度具の剣で切る） 
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      暫くの間 

 

島崎  あー・・・ 

田中  まだまだ甘いのう 

島崎  修行します 

田中  じゃあ、私客席行ってるから 

島崎  先輩 

田中  何？ 

島崎  もうちょっとだけ居てもらってもいいですか？ 

田中  別にいいけど。本番前に邪魔しちゃ悪いじゃん 

島崎  誰かと話していないと何か落ち着かなくて 

田中  そう。・・・人形よくできてるね 

島崎  ありがとうございます。夏休みいっぱいかかったんですよ。これ 

田中  全部島崎が作ったの？ 

島崎  はい 

田中  ほー、たいしたもんだ 

島崎  脚本に煮詰まるとこれ作ってたんで 

田中  ずーっと煮詰まっていたおかげで、いい小道具が出来上がったと 

島崎  本当はもっと装置作るつもりだったんですけど。時間と体力と能力と予算が続かなくて 

田中  そんなもんよ。私もさ「パネルのつなぎが甘かったなあ」とか「もう少し汚しを入れとけばリアルだっ 

たかな」とか、終わった芝居の後悔ばっかり 

島崎  先輩もですか 

田中  「自分の限界を決めてしまう者に、舞台の神様は微笑んではくれない」 

島崎  誰の言葉ですか 



 5 

田中  忘れちゃった。何かの本に書いてあったんだけどさ、その言葉だけ妙に頭に残ってるんだよね 

 

      加藤が人形を抱えてやってくる 

 

加藤  あのー島崎先輩、人形の手の棒が折れちゃったんですけど・・・ 

田中  山本！ 

加藤  はい？ 

田中  なつかしいなあ。まだいたんだ山本 

加藤  私、加藤ですけど 

田中  ああごめん。この人形の名前よ 

加藤  山本っていうんですか？ 

島崎  言ってなかったっけ？ 

加藤  はい 

田中  また使ってくれるんだ 

島崎  当然ですよ。うちの貴重な男子部員ですから 

田中  今度は何の役？ 

島崎  海賊ガラクータの子分その一、ドタバータです 

田中  へえ。あんた色んな役やってるねえ 

加藤  （島崎に）どちらの方ですか 

島崎  田中先輩よ 

加藤  田中先輩！伝説のブタカンの？ 

田中  ・・・まあ、そんなことになってるみたいだけど 

加藤  はじめまして、一年の加藤といいます。島崎先輩から色々聞いています。二階建ての家を一軒、五分で 

建てちゃったとか、舞台上で本物のトラック三台走らせたとか、一日でチケット五百枚売ったとか 

田中  何かすっごいことになってるんだけど 
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島崎  ・・・伝説の人ですから 

加藤  握手してください 

田中  え？ 

島崎  してあげてください 

田中  あ、はい 

島崎  その人形も田中先輩が作ったのよ 

加藤  そうなんですか？ 

田中  ああ、まあね 

島崎  先輩が一年生の時でしたっけ 

田中  そう、あの時男子部員がいなくてさ、しょうがないから作ったんだよね 

加藤  一年生の時に作ったんですか？・・・すごい 

田中  いや、そんなすごくはないよ 

加藤  ああ！すいません 

田中  何？ 

加藤  そんな大事な人形の手の棒折っちゃって 

田中  いや、そんな 

島崎  テープで補強すればすぐ直るから。お願いしていい？ 

加藤  はい、死ぬ気で直します 

田中  いや、死ななくていいから 

加藤  すいません。死なない程度に頑張ります 

島崎  みんなお昼食べ終わった？ 

加藤  はい 

島崎  じゃあさ、衣装メイクを済ませたら、各自自分が使う小道具のチェックしてって伝えて、一時半にはセ 

   ッティング始まると思うから 

加藤  はい 
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島崎  あとさ、ピストルのＳＥとダンディーの動きを確認しておいてくれる？照明のタイミングも 

加藤  わかりました。失礼します（去る） 

島崎  あ、加藤さん 

加藤  （陰から）はーい 

 

      何かをひっくり返したような物音 

      暫くして、這うように現れる山本人形および加藤 

 

田中  大丈夫？ 

加藤  はい。大丈夫でず・・・ 

島崎  これ。田中先輩からの差し入れ。楽屋に置いといてくれる？ 

加藤  はい。ありがとうございまず。失礼じます・・・（這うように去る） 

田中  大丈夫なの？ 

島崎  いつものことですから 

田中  そうなんだ。・・・でも何だかなつかしいね 

島崎  何がですか？ 

田中  あの子。一年の時のあんたにそっくりじゃん 

島崎  えー？そうですか 

田中  うん 

島崎  あんなドタバタやってました？ 

田中  うん 

島崎  ・・・ 

田中  でもまあ、島崎も大きくなったもんだ 

島崎  え？太りました？私 

田中  立派な先輩になったってこと 
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島崎  いえ、そんな 

田中  あのドタバタしていた島崎が、まさかブタカンエプロンつけることになるとはねえ 

島崎  似合います？ 

田中  まあ、馬子にも衣装ってやつかな。重いでしょ、それ 

島崎  はい、とっても。あ、バッチ増やしたんですよ私も 

田中  へえ、どれ？ 

島崎  これです 

田中  ・・・「エサを与えないでください」って、舞台と全然関係ないじゃん 

島崎  だって「火の用心」とか「携帯電話禁止」とか、みんなもう付いてましたから 

田中  それにしたってさ 

島崎  ・・・これ 

田中  何？ 

島崎  先輩の時のですよね 

田中  「猛犬注意」・・・これは、私が付けたんじゃなくて、付けられたのよ、先輩に 

島崎  へえ 

田中  何よ 

島崎  いえ、別に 

田中  ねえ、何か手伝おうか？ 

島崎  いいですよ、そんな。ちょっと小道具直していただけですから 

田中  そう（周囲を見渡し）・・・やっぱいいよね 

島崎  （作業しながら）何がですか？ 

田中  大道具置き場ってさ、何か「やるぞー！」って感じしない？ 

島崎  そうですか 

田中  色んな学校の道具が置いてあって、塗りたてのペンキの臭いがして、わくわくしてくるんだよね 

島崎  ・・・ 
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      ヒヨコとホルスタインの着ぐるみを着た他校の生徒が平台を運ぶ 

 

生徒  お早うございます 

島崎  お早うございます。がんばってくださいね 

生徒  ピヨピヨピヨ 

田中  巨大なひよことホルスタインが平台を運んでゆく・・・いいねえ 

島崎  いいんですか？ 

田中  いいじゃない、とっても。普段めったに見られないシーンよ 

島崎  そりゃあそうですけど 

田中  「日常と非日常の世界を同時に表現する手段が演劇なのである」 

島崎  誰の言葉ですか 

田中  ・・・私 

島崎  ・・・ 

田中  あ、今「なーんだ」って顔したでしょ 

島崎  いえ 

田中  でもホントにさ、演劇だからできることってあると思うんだよね 

島崎  演劇だから 

田中  うん。小説でも映画でもテレビでもなくって、演劇だからできること 

島崎  ・・・そう、そうですよね。演劇だからできるんですよね 

田中  うん。・・・何かあった？ 

島崎  ・・・いえ 

田中  ・・・モニター写るかな 

島崎  はい、たぶん 

田中 （モニターをつけ）おお、やってるやってる・・・ねえ、今、どこの上演？ 
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島崎  池田学園です 

田中  ふーん。理科室のセットか。相変わらずきちんと作ってるなあ池田さんは。・・・ああ！ちょっと。何 

   か、人体模型が動いてるよ 

島崎  「実験室の真ん中で愛をさけぶ～ジンモ君の恋はレバー色～」 

田中  何それ？ 

島崎  池田学園のタイトルです 

 

      牛の着ぐるみを着た他校の生徒が通り過ぎる 

 

田中  ・・・パンフ見せてくれる？ 

島崎  はい（パンフを渡す）・・・大学の方はどうなんですか？ 

田中  何が？ 

島崎  演劇。面白いですか？ 

田中  面白いよ。全国各地の変なやつが集まったって感じでさ 

島崎  相変わらず、舞台監督ですか？ 

田中  まあね。会場との打ち合わせとか、チケットの手配とか、高校の自主公演やってたときとやってること 

   はあんまり変わんないんだけどさ・・・でもね、何か違うんだよね 

島崎  何がですか？ 

田中  夏に公演やってさ、芝居の出来もまずまずだったし、客もそれなりに入ったんだけどさ、上演終わった 

後の「終わったぞー！」っていう気持ちがさ、違うんだよね、高校の時と。何でだろうな 

島崎  ・・・ 

田中  まあ、年取ったせいかもね 

島崎  まだ二十歳じゃないですか 

田中  高校時代の終わりの所に、高くて厚い壁があってさ、その壁を越えてこっち側に来てしまうと、もう二 

   度とそっちには戻れない、って感じかな 
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島崎  そんなもんなんですか？ 

田中  そんなもんなのよ、きっと。まあ、そのうちわかるって。で、島崎はどうするのさ 

島崎  え？ 

田中  進路、進学するの？ 

島崎  いえ 

田中  就職？ 

島崎  一応 

田中  大変でしょ今 

島崎  実はこの前、一つ落ちちゃいました 

田中  そう。・・・で、次は？ 

島崎  大会終わってから探そうと思って 

田中  大丈夫？ 

島崎  親にも見放されつつあります 

田中  だろうね。演劇馬鹿はしょうがないか 

島崎  先輩だって一浪したじゃないですか 

田中  まあね。ま、馬鹿同士、お互いがんばりましょうってことで 

島崎  はい 

田中  （パンフを見ながら）三年で残ってるの島崎だけなんだね 

島崎  みんな春の公演で引退しちゃいまいた。しょうがないですよ、受験もありますし 

田中  浪人しても困るしね。・・・玲子も引退したんだ。「プロの役者になる」なんて言ってたのにさ 

島崎  ちょっと色々ありまして 

田中  揉めたんでしょ 

島崎  ・・・少  々

田中  少々？ 

島崎  ・・・かなり 
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田中  そっか。一年の時からとんがってたからなあ、玲子は 

島崎  先輩みたいに、うまく部をまとめられれば良かったんですけど 

田中  色んなやつが集まってやってんだから、うまくいかない時もあるって 

島崎  ・・・先輩 

田中  ？ 

島崎  ひとつ聞いていいですか？ 

田中  何？ 

島崎  先輩は、どうしてスタッフ専門だったんですか？ 

田中  え？ 

島崎  舞台に立ちたいって思ったことはなかったんですか？ 

田中  ないよ 

島崎  一度も？ 

田中  うん 

島崎  どうしてですか？ 

田中  どうしてって・・・どうしてだろ 

 

      馬の着ぐるみを着た他校の生徒が通り過ぎる 

 

田中  ・・・何で家畜ばっかりなのよ 

島崎  「猛牛王者ウシキング」 

田中  猛牛？ 

島崎  三条さんのタイトルです 

田中  お笑い路線？ 

島崎  いえ、社会風刺と地域産業の発展がどうのこうのって言ってましたよ。開会式で 

田中  ふーん 
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島崎  十勝牛とアメリカ牛とのニワトリ小屋でのバトルが見所だそうです 

田中  「養鶏牧場の決闘」か・・・何かとっても観てみたくなってきたんだけど 

島崎  私もです 

 

      何かを考えている島崎 

 

田中  どうした？ 

島崎  いえ。どこの学校も、みんな頑張っているんですよね。いいお芝居作るために 

田中  あんたもでしょ 

島崎  ・・・はい 

田中  牛にヒヨコに馬でしょ。次は何かな 

島崎  ・・・ブタ？ 

 

      島崎を睨む田中 

      否定する島崎 

      通路を注目する二人 

      脚立を抱えた無言の男（荒岩）が現れる 

 

島崎  あ、お疲れ様 

 

      一礼する荒岩 

 

田中  ・・・お早うございます 

 

      一礼する荒岩 
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田中  （小声で）顧問、変わったの？ 

島崎  新入部員です 

田中  え！？、だってどう見たっておっさんじゃ・・・ 

島崎  荒岩君、お昼食べた？ 

 

      一礼する荒岩 

 

島崎  脚立もう使わないから、トラックの方に積んどいてくれる？ 

 

      一礼する荒岩 

 

島崎  あ、そうだ、荒岩君。紹介するね。田中先輩 

荒岩  ？ 

島崎  ・・・伝説の 

 

      脚立を置き、田中に近づく荒岩 

 

田中  ・・・田中です。よろしく 

 

      ポケットから一本のバナナを取り出す荒岩 

 

田中  何？ 

島崎  もらってあげてください 

田中  へ？・・・どうも 
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      一礼し去る荒岩 

 

田中  ・・・何か、変わった子だね 

島崎  やぱっりすごいですよ。田中先輩は 

田中  何が？ 

島崎  だっていきなりバナナですもん 

田中  だから何なのよ 

島崎  荒岩君の感情表現なんですよ 

田中  バナナが？ 

島崎  はい。入部してきたときは、みんなにピーマン配ったんですけど、その後は、キュウリとかブロッコリ 

ーとか。私なんてこの前初めてもらったんですよ、バナナ 

田中  ねえ、訳がわからないのは、私が一浪したせい？ 

島崎  あ、すいません。・・・えーっとですね。荒岩君の家は八百屋さんで、家の手伝いをするとバイト料と 

して色んな野菜が現物支給されると 

田中  変わった家だね 

島崎  で、その野菜を学校に持ってきて、何かあるとみんなに配ってくれるんです 

田中  ああ、そう 

島崎  まあみんなも初めはびっくりしたんですけどね 

田中  そりゃそうだ 

島崎  何を聴いても喋らないですし 

田中  喋れないの？ 

島崎  いえ、喋れないんじゃなくて喋らないみたいです 

田中  ・・・よく演劇部に入ったね 

島崎  顧問の先生に相談したんですけど「もらってやってくれ」って・・・詳しいことは解らないですけど。 
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   あんまり学校にも来てないみたいですし。でも、部活にはちゃんと顔を出すんですよ、しっかり働いてく 

   れるんで助かってるんです 

田中  ふーん 

島崎  今日は何を持ってきてくれるのかなって、今じゃみんな楽しみにしてるんです。部室にマヨネーズも常 

備してますし。荒岩君のおかげで便秘が解消したって子もいるんですよ 

田中  ・・・でもさ、何でバナナがすごいわけ？ 

島崎  （手帳を取り出し）これ見てください 

田中  「荒岩繁 観察記録」・・・観察してるんだ 

島崎  はい、何か気になって。それに、先輩が教えてくれたんですよ 

田中  何を 

島崎  いろんな記録をとっておくのも舞台監督の仕事の一つだって 

田中  いや、これはどうかなぁ 

島崎  その日にあった出来事と荒岩君の持ってきたものの関係を見てゆくんです。普段は緑色系の野菜がほと

んどなんですけどね。ほらここ 

田中  「初めての通し稽古、プチトマト四個」「加藤さん十六歳のバースデー、ニンジン二本」・・・ 

島崎  ほらね 

田中  だから何？ 

島崎  何か特別な日の時は、赤い野菜になるんですよ。で、まだ仮説の段階なんですけど、おそらく「おめで

とう」っていう感情がある時に、赤い野菜になるんじゃないかと 

田中  バナナは？ 

島崎  脚本がやっと完成したって時にバナナをもらったんですよ、私。黄色くて、しかも果物っていうのはそ

の時の一回きりなんでデータが不足してるんですけど。きっと何かの意味があると思うんですよね 

田中  ・・・考え過ぎじゃない 

島崎  そうですかね。あ、先輩も一口のりませんか？ 

田中  何？ 
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島崎  今、打ち上げの時に荒岩君が何を持ってくるか皆で賭けをしてるんです。これ（手帳を渡す） 

田中  スイカ四票、メロン二票、ドリアン一票・・・ 

 

      加藤が入る 

 

加藤  先輩、手の棒、これでいいですか？ 

島崎  あー、うん。いいんじゃない 

田中  ねえ、ちょっと貸してもらってもいい？ 

加藤  もちろんです（手渡す） 

田中  山本！ 

加藤  島崎先輩、本番で台詞とちっちゃったらどうしたらいいんでしょう 

田中  あれ？あんたキャストなの？ 

加藤  はい。本当は音響と小道具の担当だったんですけど 

島崎  玲子が抜けちゃったんで、代わりに入ってもらったんです 

田中  そう。初舞台？ 

加藤  はい 

田中  緊張しそうな時はね、お客さんをカボチャだと思えばいいのよ 

加藤  カボチャですか 

田中  そう 

加藤  でも、客席にカボチャがいっぱい並んでたら、それはそれで怖いんですけど 

田中  ・・・ああ、そう 

島崎  昨日は眠れたの？ 

加藤  いえ全然 

島崎  そう 

田中  わかるわかる。大会直前って眠れないんだよね 
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島崎  田中先輩が 

田中  あんたねえ。私だって、いたいけで繊細な女子高校生だったのよ 

島崎  いたいけで 

加藤  繊細な 

島崎  女子高校生 

田中  ・・・何よ 

島崎  すいません。私の想像力の領域を超えていたもんで 

田中  本番の前の日とか、どうしても眠れなくってさ、羊数えるわけよ。羊が一匹、羊が二匹ってさ 

加藤  あ、やりました私も 

田中  あんまり効果ないよね、あれって 

加藤  はい。昨日は三十二万六千匹目が柵を飛び越えたところで朝になってました 

田中  最初はぴょーんぴょーんて、ただ飛んでるの数えてるんだけど、途中から飽きてきてさ、羊がトリプル

アクセル！とか、羊がイナバウアー！とか入れちゃったりするよね 

加藤  ・・・すいません。共感できません 

 

      羊とカボチャの着ぐるみを着た他校の生徒が通り過ぎる 

 

加藤  何か緊張して心臓がバクバクしてきました 

島崎  私もよ 

加藤  そんな風には見えませんけど 

島崎  「舞台監督は常に冷静沈着に行動すべし」・・・ですよね 

田中  まあね 

島崎  （加藤にエプロンの染みを指し）ここ 

加藤  何ですか 

島崎  血の痕よ 
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加藤  血ですか 

田中  何、エプロン洗ってなかったの？ 

島崎  はい。何か洗っちゃいけないような気がして 

加藤  田中先輩の血なんですか？ 

田中  いや、それはね・・・ 

島崎  一年の時の地区大会でさ、セッティングする時に、私パネル倒しそうになって、先輩が助けてくれたの 

加藤  それで田中先輩が怪我を 

田中  いや、だから・・・ 

島崎  血を流しながらもパネル支えている先輩見て、すごい人だなあって 

加藤  何か、感動しました 

島崎  鼻の穴にティッシュ突っ込みながら、パネルを支えている田中先輩。格好良かったなあ 

加藤  ・・・鼻血？ 

田中  島崎、その話は封印したはずなんだけど 

島崎  すいません。でも、あの時に私、舞台監督の仕事ってすごいって思ったんですよ。本当に 

加藤  確かにすごいと思います 

田中  いや、別にいつも鼻血出してたわけじゃないからね 

加藤  はい 

 

      暫しの間 

 

加藤  あ、先輩。台詞合わせ、ちょっとだけ付き合ってもらってもいいですか 

島崎  いいよ 

田中  私も入っていい？ 

加藤  いいんですか？ 

田中  もちろん 
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加藤  田中先輩は、スタッフ専門じゃなかったんですか？ 

田中  キャストの気持ちもわからないでスタッフはつとまらないって 

加藤  そうなんですか？ 

田中  当たり前よ。ねえ、台本ある？ 

島崎  はい（手渡す） 

 

      ペンキの染みがつき、書き込まれ、ぼろぼろになり、ガムテープで補強された台本 

      愛おしそうにその台本を見つめる田中 

 

島崎  どこのシーン？ 

加藤  第四場の宝の箱をあける所なんですけど 

田中  何ページ？ 

加藤  えっと・・・ 

島崎  四十二ページの真ん中辺です 

田中  はいよ 

島崎  じゃあ、私がハカセをやりますんで、田中先輩はガバチョをお願いします 

田中  了解 

 

     人形劇の舞台を作る三人 

 

島崎  じゃあ、真ん中の、ガバチョの台詞から。行きます。用意、はい 

田中  「じゃあこの中に、宝物が入ってるんじゃな」 

島崎  「そうだと思います」 

加藤  「ねえ、早く開けてみようよ」 

島崎  「うん」（小道具の箱をゆっくりと開ける） 
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加藤  「・・・何も入ってないよ」 

田中  「こりゃまた一体全体、どういうことじゃ」 

島崎  「・・・わかりました」 

加藤  「わかったって、何が？」 

島崎  「・・・宝物の正体です。海賊キッドが隠した宝物、それは」 

二人  「それは？」 

島崎  「人の心だったんですよ」 

田中  「人の」 

加藤  「心？」 

島崎  「そうです。心を奪われてしまった人たちは、他の人のことを何とも思わなくなってしまった。だから、

平気で人を傷つけたり、最後には戦争を起こしてしまったりしていたんです」 

加藤  「だけど、その箱には何も・・・」 

田中  「目には見えないものこそが、本当の宝物ってことじゃ」 

島崎  「閉じ込められていた心は、きっと元の人のところへ戻ったんだと思います。その証拠にほら・・・」 

加藤  ・・・先輩、台詞、全部覚えてるんですね 

島崎  まあね 

加藤  すごいですね 

島崎  そんなことないよ。まあ、一応作者だしさ 

加藤  どうですか、台詞？ 

島崎  いいと思うよ 

加藤  あの、もしおよろしければ、田中先輩のご意見もお聞かせくださいますでございましょうか？ 

田中  あのさ 

加藤  はい 

田中  日常会話が変 

加藤  はい、すいません。気をつけます 
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田中  嘘嘘。・・・まあ、いいと思うけどさ、あえて言うなら、ちょっと滑舌が甘いかな 

加藤  はい。わかりました 

田中  頑張ってね 

加藤  はい。アメンボ赤いなアイウエオ・・・先輩 

島崎  何？ 

加藤  前から疑問に思っていたんですけど、アメンボって赤い色してましたっけ？ 

島崎  え？ 

田中  島崎 

島崎  何ですか 

田中  あんた、後輩にちゃんと教えてるの？ 

島崎  え 

田中  赤アメンボっていうのはね。舞台の神様なのよ 

加藤  そうなんですか 

田中  そう。二十年周期くらいで地上に出てくる幻のアメンボなの。大きいやつで三十センチくらいまで成長

するんだけど、どういう訳か、こういうホールの天井裏によく現れるんで、舞台の神様として昔から崇め

られているの。演劇部員の常識よ 

加藤  知りませんでした 

田中  怖いんだよ。神様怒らせると 

加藤  どうなるんですか？ 

田中  ささげに酢をかけられたりすんのよ。酸っぱ 

加藤  ・・・すいません。あんまり怖くないです 

田中  しまいにゃ山田に火を付けちゃたりするんだから 

加藤  山田限定なんですか 

田中  そう。だから、神様にいつ火を付けられるか、びくびくしながら座布団運んでんのよ、山田君は 

加藤  そういえば、ちょっと挙動不審な所がありますよね 
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田中  で、赤アメンボ様の機嫌をそこねないように、同じ赤い色の着物を着るようになったと 

加藤  そんな事情があったんですか 

田中  うん 

加藤  勉強になりました。ありがとうございます。他の一年生にも教えてあげます。失礼します（去る） 

島崎  田中先輩 

田中  んー、純粋だねえ 

島崎  変わらないですね、先輩も 

田中  いや、どうしてもからかいたくなるんだよね、あの手の子 

島崎  ・・・思い出した 

田中  何？ 

島崎  私先輩に舞台用語教わって、しばらく上手（かみて）と下手（しもて）のこと「じょうず」と「へた」

って言ってたんですよ 

田中  そうだっけ 

島崎  そうですよ。夏の公演の時にホールのスタッフに大笑いされたんですから 

田中  ああ、思い出したわ「ライトの位置をもう少し上手（じょうず）に動かしてください」って叫んだやつ

ね。いやあ可笑しかったね、あれは 

島崎  笑い事じゃないですよ。「下手（へた）でごめんね」って言われても訳わかんなくて「すいませんけど、

三十センチくらい上手（じょうず）にお願いします」って訳わかんない追い打ちかけちゃうし 

田中  いや、大変なんだよ、四ヶ月も騙し続けるのって 

島崎  私、あの時、本当に演劇部辞めようと思ったんですからね 

田中  でも辞めなかった 

島崎  そりゃそうですけど 

田中  私はね、確信してたのよ 

島崎  何をですか？ 

田中  この子はどんな辛いことがあっても三年間、部活を続けるであろうって 
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島崎  本当ですか 

田中  本当だって 

島崎  ・・・でも、あえて辛い状況に追い込む必要は無いと思うんですけど 

田中  それは、あれよ。ほら、ライオンが我が子を谷に突き落とすってやつよ 

島崎  何の為に？ 

田中  ・・・突き落として、上がってこれたら・・・偉かったなあって 

島崎  先輩 

田中  偉かった偉かった。うん。えーっと・・・先生は、楽屋？ 

島崎  ・・・たぶん顧問控え室だと思います 

田中  ちょっと顔出してくるわ 

島崎  はい 

田中  山本、借りてっていい？ 

島崎  はい 

 

      暫しの間 

      時計を確認する 

      高まる緊張感 

      ふと、宝の箱に目が行く 

      周囲に誰もいないことを確認し、小道具の剣を取る 

 

島崎  宝の箱は渡さない。この宝物は、お前達のものじゃない。海賊キッドが奪った世界中の人たちの心は、

奪われた人たちに返すべきなんだ。宝物は僕たちが守ってみせる 

       

      拍手の音 

      通路に一人の女 
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島崎  玲子。・・・何しに来たの 

玲子  何しにって、観に来たのよ、演劇。悪い？ 

島崎  もうすぐ本番だから、皆に会う前に出てってくれない 

玲子  ずいぶん冷たいじゃない、せっかく観に来たのに 

島崎  玲子が急に抜けて、皆どれだけ苦労したと思ってんのよ 

 

      通路に現れる荒岩。が、静かにその場を離れる 

 

玲子  宝の箱か。やっぱりあの脚本でやるんだ 

島崎  ・・・玲子にはもう関係ないでしょ 

玲子  私は、ちゃんとした脚本で、ちゃんとした演劇がやりたかったの。お客さんが感動できるような芝居が

作りたかったの。あんな脚本で舞台になんて立ちたくない 

島崎  玲子はそれが嫌で降りたんでしょ。だったらもういいじゃない 

玲子  宝の箱を開けたら、閉じこめられていた心が解放されて、みんないい人に変わっちゃう、か。・・・そん

な夢みたいな話、やって何の意味があるのさ 

島崎  ・・・脚本の出来が悪いのは、自分でもわかってる。夢見たいな話だってことも。・・・だけど夢だって

いいじゃない。夢みたいな話だから演劇でやるんじゃない。違う？ 

玲子  ・・・さっきの芝居、なかなか上手かったよ。あんただって舞台に立ちたかったんでしょ、本当は 

島崎  ・・・ 

玲子  （去り際に）スタッフ一筋なんて格好付けてさ、もっと自分に素直になったら 

 

      大道具置き場に一人残る島崎 

      宝の箱を手に取る 

      通路に現れる荒岩。去って行く玲子と一人残った島崎を見つめる 
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      宝の箱を叩き付けようとする島崎。が、静かに宝箱を置く 

      再び小道具の剣を取り 

 

島崎  宝の箱は渡さない。この宝物は、お前達のものじゃない。海賊キッドが奪った世界中の人たちの心は、

奪われた人たちに返すべきなんだ。宝物は僕たちが守ってみせる！エイ！ヤー！ 

 

      背後にいる荒岩に気付く島崎 

 

島崎  荒岩君・・・いつからいたの？・・・あのさ、とりあえず今見たことは内緒にしておいてくれる？・・・

って、大丈夫か、荒岩君なら・・・ 

 

      暫くの間 

      加藤が入る 

 

加藤  先輩 

島崎  あ、加藤さん。そろそろ、みんな呼んできてくれる？裏まで装置運ぶから 

加藤  ・・・ 

島崎  どうした？ 

加藤  すいません 

島崎  だから、どうしたの？ 

加藤  あの・・・これ 

島崎  ＭＤ？ 

加藤  ダンディーと音合わせの最後の確認をしようと思ったんですけど、ボタン間違えて、ピストルのＳＥ、

消しちゃいました 

島崎  え？ 



 27 

加藤  ・・・すみません 

島崎  ・・・バックアップは？ 

加藤  すいません。とってないです 

島崎  効果音ＣＤは？ 

加藤  ・・・学校です 

島崎  間に合わないじゃん 

加藤  ・・・すいません 

 

      田中が入る 

 

田中  どうした？ 

島崎  ・・・ 

田中  何かあった？ 

加藤  ・・・はい 

田中  トラブル？ 

加藤  効果音、間違えて消しちゃったんです 

田中  あらま 

加藤  バックアップもＣＤも持ってきてなくて 

田中  ＣＤは学校？ 

加藤  はい 

田中  車出そうか？ 

島崎  今からじゃ 

田中  何の音？ 

加藤  ピストルのＳＥです 

田中  大事なの？その音 
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島崎  宝の箱を海賊から守る大切なシーンで使うんです 

田中  カットは無理か 

島崎  はい 

田中  ・・・じゃあ、口でバーンって言うのは・・・無理だよね 

加藤  ・・・どうしたらいいでしょうか？ 

田中  どうする？島崎 

島崎  ・・・ 

田中  島崎 

島崎  ・・・荒岩君、向かいのＣＤショップに効果音ＣＤ置いてないか見て来て。お金持ってる？じゃあ急い

でお願い 

 

      荒岩が去る 

 

島崎  加藤さんは、他の学校の音響さんに効果音ＣＤ持ってきてないか片っ端から聞いてきて 

加藤  はい 

 

      加藤が去る 

 

島崎  ・・・私の責任です。学校出る時にちゃんとチェックしておかなかったから 

田中  ・・・ 

島崎  ・・・いつもこうなんです。・・・何をやってもうまくいかなくて、失敗ばっかりで。脚本もうまく書け

なくて、皆に迷惑かけて。玲子が辞めちゃったのも私が悪いんです。私じゃ駄目なんですよ、やっぱり。・・・

最後の、最後の舞台なのに、トラブルばっかり 

田中  トラブルはあって当たり前。大事なのは、そのトラブルをどう乗り切るかでしょ 

島崎  私、本当は舞台に立ちたくて演劇部に入ったんです。だけど、舞台に立つ勇気も無くて。先輩にあこが 
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   れて、先輩みたいな舞台監督になりたくて・・・だけどやっぱり私じゃ・・・・ 

 

      暫しの間 

 

田中  島崎、さっきさ、何でスタッフしかやらなかったのかって聞いたよね 

島崎  ・・・ 

田中  スタッフってさ、スポットライト当たることもないし、花束なんてもらったこともないんだけどさ。・・・ 

   スタッフがいなきゃ、幕は上がんないんだよ。幕が上がんなきゃ、何も始まらない。・・・私さ、本番のと 

   きの「緞帳お願いします」ってあの台詞言うときが一番好きなのよ。私のＱで幕が上がって、芝居が始ま 

   って、私のＱで幕が降りて、芝居が終わる。・・・「緞帳お願いします」って・・・あの台詞が言いたくて、 

   舞台監督、続けてるのかもしれない 

島崎  ・・・ 

 

      ぼろぼろになった台本を手渡す 

 

田中  はい、あんたの宝物 

 

      ゆっくりと受け取る島崎 

 

田中  （去り際に）さっきは御免ね、あんた達の舞台なのに口出しして。私、客席行くわ。島崎が緞帳上げる

の楽しみにしてるから。じゃあね 

島崎  ・・・先輩 

田中  ん？ 

島崎  駅前のツタヤまで、車で走ってもらっていいですか 

田中  制限時間は？ 
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島崎  （時計を確認し）・・・十分以内 

田中  はいよ、まかしといて 

 

      田中が去る 

      暫しの間 

      台本の一ページ一ページをめくる 

      台本を閉じ、宝の箱を開ける 

      深呼吸 

      周囲を見渡す 

      何かを思いつき、黙々と作業を進める島崎 

      荒岩が入る 

      見つめる島崎 

      首を振る荒岩 

 

島崎  荒岩君、ちょっと手伝って 

 

      二人での作業 

      暫くして加藤が戻る 

 

島崎  どうだった？ 

加藤  ・・・駄目でした 

島崎  そう 

加藤  本当にすいません 

島崎  謝ったって何も解決しないよ 

加藤  ・・・はい 
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島崎  加藤さん、ここ押さえてて 

加藤  はい。何作ってるんですか 

島崎  効果音 

加藤  ダンボールで？ 

島崎  音が無ければ、自分で作るのがスタッフの仕事なの 

加藤  できるんですか 

島崎  とにかくやってみるしかないでしょ 

加藤  はい 

 

      三人での作業 

      暫くして 

 

島崎  二人とも、目を閉じて聞いててくれる？ 

 

      手作りによるＳＥ 

 

島崎  ・・・これで行けるかな 

加藤  はい（うなずく荒岩） 

島崎  （加藤に）じゃあ、みんな呼んできて。（荒岩に）緞帳上げるよ 

荒岩  はい 

 

      暗転 

      ベルの音 

      舞台袖 

 



 32 

島崎  音響、照明、ＯＫ？キャストも持ち場についてね。みんなそのまま聞いてくれる？・・・色んなことが

あったけどさ、今日のために半年間、みんなで作ってきた舞台なんだから、精一杯やろう。頼りない先輩

に今日までついてきてくれて、感謝してます。・・・私がみんなとこうやって部活やれるのは、たぶん今日

で最後になると思うんだけど・・・みんなと芝居を作れて、本当に楽しかった。ありがとう。・・・緞帳が

降りきる最後の最後までみんなで楽しんでやりましょう。・・・以上 

 

      宝の箱を運ぶ荒岩 

 

島崎  荒岩君、装置移動、慌てずに、音立てないで頼むね 

 

      うなずく荒岩 

      島崎に近づく 

 

島崎  どうした？ 

 

      宝の箱から一房のバナナを取り出し、ゆっくりと手渡す 

      受け取る島崎 

      無言で立ち去る荒岩 

      荒岩を見つめながら、バナナの房をしっかりと胸に抱える 

 

島崎  本ベルお願いします 

 

      ベルの音 

      加藤が現れる 
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加藤  先輩 

島崎  何してるの、始まるよ 

加藤  私、来年やらせてもらえるでしょうか？ 

島崎  何？ 

加藤  舞台監督 

島崎  もちろん。さあ、行って 

加藤  はい 

 

      去って行く加藤を見つめる島崎 

      晴れ晴れとした表情で 

 

島崎  緞帳、お願いします！ 

 

      島崎の緞帳Ｑにより静かに幕が降りる 

 

    

   本作品の上演にあたり、人形劇団 ひとみ座様、およびＮＨＫエンタープライズキャラクター事業部様より 

   「ひょっこりひょうたん島」のキャラクター人形の複製および舞台上での使用について許可を得ています 

 

 

 

 

 

 この脚本を十二年間の幕別高校演劇部の歴史に関わった全ての演劇馬鹿たちに捧げます 


