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▶企画名 ⿃公園ワークショップ 2020『戯曲の中に⾃分を⾒つける』 
 
▶企画者 三浦⾬林（⿃公園アソシエイトアーティスト） 
▶主催  ⿃公園 
 
▽開催概要 
 
▶対象 
⾔葉に興味がある⽅ / ⾔葉との接点を探したい⽅ / ⾃分の創作⽅法を模索したい⽅ 
※創作活動の経験がある⽅（ジャンル不問） 
※ウェブサービス miro の使⽤が可能な⽅（使⽤⽅法のレクチャーは事前に⾏います） 
※最終的な創作物の形態は映像・写真・絵画・⽂章等なんでもありです 

 
 
▶⼈数  7 名 ※応募者が定員を超過した場合、選考有り 
▶参加料⾦ 1000 円 
▶開催⽇程 2020 年 8 ⽉ 17 ⽇(⽉)〜9 ⽉ 13 ⽇(⽇) ※スケジュール詳細は次⾴参照 
▶会場  オンライン上のワークスペース（miro https://miro.com/）※基本的に全て miro のワークスペ

ースで⾏われます。 

 
▶お申し込み⽅法 
申込先 info.birdpark@gmail.com  
※件名を【⿃公園三浦 ws 参加希望】とし、下記情報をお送りください。 
 
（１）お名前（ふりがな） 
（２）連絡先メールアドレス 
（３）簡単な経歴 
（４）過去作品の資料 
（５）応募動機 
（６）遅刻・早退・⽋席（あれば） 
 
▶応募締め切り 
2020 年 7 ⽉ 7 ⽇ 23:59 まで 
 
▶注意事項 
※このワークショップはクラウドファンディング「⿃公園・新体制に向けてご⽀援のお願い」のリターンのひとつとして、⽀援者の⽅

が⾒学という形で⽴ち会う可能性があります。 
※このワークショップは和⽥以外の⿃公園のメンバー（⻄尾佳織、蜂巣もも、三浦⾬林）が⽴ち会う可能性があります。 
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▶スケジュール詳細 
2020 年 8 ⽉ 17 ⽇(⽉)〜9 ⽉ 13 ⽇(⽇) 
 
8/17 19:00-21:00 ：場作り  / 【ワーク A】導⼊ 使⽤戯曲：⻄尾佳織『終わりにする、⼀⼈と⼀⼈が丘』 
8/18  ： 【ワーク A】作業 
8/19 19:00-21:00  ：【ワーク A】 フィードバック / 【ワーク B】導⼊ 
8/20  ：【ワーク B】作業 
8/21  ：【ワーク B】作業 
8/22 19:00-21:00  ：【ワーク B】フィードバック 
8/23  ：【ワーク B】他の⽅法をやってみる 
8/24 19:00-21:00  ：【ワーク B】フィードバック / 【ワーク C】導⼊ 
8/25  ：【ワーク C】作業 
8/26  ：【ワーク C】作業 
8/27 19:00-21:00  ：【ワーク C】フィードバック 
8/28  ：【ワーク C】他の⽅法をやってみる 
8/29 19:00-21:00  ：【ワーク C】フィードバック 
8/30  ：休憩⽇ 
8/31  ：創作/模索 使⽤戯曲：⻄尾佳織『カンロ』 
9/1  ： 〃 
9/2 (21:00 進捗公開)： 〃  
9/3  19:00-21:00  ：全体フィードバック ① 
9/4  ：創作/模索 
9/5  ： 〃 
9/6 (21:00 進捗公開)： 〃  
9/7 19:00-21:00  ：全体フィードバック ② 
9/8  ：創作/模索 
9/9 (21:00 進捗公開)： 〃  
9/10 19:00-21:00  ：全体フィードバック ③ 
9/11  ：創作/模索 
9/12 (18:00 完成版共有)：創作/模索期間終了 
9/13 19:00-21:00  ：全体フィードバック④ / ⾃⼰紹介 
 
※時間の表記がない⽇程は個⼈作業になりますので集合はありません。進捗公開・完成版共有については〆切の⽬安です。 

※遅刻・早退・⽋席・などについてはフレキシブルに対応いたしますのでご相談ください。 
※ワークスペースは常に開かれており、全体で決められた時間外においても、三浦がいるタイミングであればいつでも個別に質問・意

⾒・相談など受け付けます。（スケジュールについては WS 開始前にお知らせします） 

※参加者は各⾃ハンドルネームをつけ、最終⽇まで匿名の状態で進める。最終⽇に成果物と共に⾃⼰紹介を⾏う。 
※WS 終了後、⿃公園の note にて成果物を公表(希望者のみ）。投げ銭制での公開を予定、参加者の⽅に還元されます。 
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▶⽅法 
⽬的：⾃分の創作⽅法を⾒つめ直す / 他者の⾔葉の中に⾃分を⾒つける 

 
 

事前準備 ① ⻄尾佳織『終わりにする、⼀⼈と⼀⼈が丘』を読む 
 
【ワーク A】 ② 『終わりにする、⼀⼈と⼀⼈が丘』の中からひとつの⾔葉（⼀節）を抽出 
  ③ 現時点で⾃分の中にひっかかっていることを⾔語化する 
  ④ ②と③の⾔葉について掘り下げ、広げていき、創作の軸を⾒つける 
 
【ワーク B】 ⑤  ④で⾒つけた軸の補助線になるようなものを収集する 

（⾔葉・写真・絵画・彫刻・⾳楽・建築など、⾃分が補助線となると思うものであればなんでもよい） 
 
【ワーク C】 ⑥ ひとつのまとまりあるものに構成していく。 

（データで共有できるものであれば形式は問いません。例えば、ダンスや⽴体物なども映像・画像データを上げ

ることができれば可能） 

  
創作/模索 ⑦ ワークを参考に、各々の⽅法で⻄尾佳織『カンロ』に⾃分を⾒つける 

 
進捗公開  ⑧ 参加者全員が匿名で公開。 

(作品の途中経過を公開する・現状の報告など、公開の⽅法と範囲は各⾃で選択） 

 
フィードバック ⑨ 質問や意⾒、他作品の紹介などの共有 

 
完成版共有 ○10  最終的に出来上がった成果物を共有 

○11  意⾒や感想を共有 
○12  ⾃⼰紹介 
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▶コンセプトノート 
 
この三ヶ⽉、誰かと会うことがなかなか難しくなり、必然的に⼀⼈きりの創作時間が増えました。私は演劇

をやっているので、今まではそれぞれ専⾨性のあるメンバーと顔をあわせて⼀つのものを作るという創作⼯
程ばかりを経験してきました。空間を共にして創作することが難しくなり、⼀⼈の時間が増えることで、⾃
分の創作⽅法や⾃分⾃⾝と改めて正対することになった今、「私は⼀⼈だと先が⾒えないなぁ」と途⽅に暮
れてしまいました。鏡も他⼈もいなければ、⾃分のことなどわかりっこないと思ったのです。 
 何かあるひとつのものを考えるためには、そのひとつのもの以外に出会うことが必要です。⾃分の創作⽅
法や創作時の思考を捉えるためにも、他のモデルと出会う必要があります。そして、出会ったものや⾃分を”
⾔語化しながら考える”という作業を繰り返すことによって、客観的に⾃分を⾒つめることができると考えて
います。 
 今回のWSでは、私の創作⽅法を出発点にし、参加者の⽅がそれぞれ⾃分⾃⾝で⽅法を模索することので
きる⼯程と環境作りを考えています。出発点とする私の創作⽅法においても、”他の誰かの戯曲の中に⾃分を
⾒つける”という、様々な⾔葉と⾃分をつなぎ合わせるところから始まります。私⾃⾝も導⼊のワーク終了
後、⼀⼈の参加者として⼯程を共にするつもりです。 
 期間は⼀ヶ⽉です。⾃分の創作⽅法にじっくりと向き合い、相互作⽤による新たな⾒地の獲得を⽬指しま
す。参加者同⼠で他の⼈の⽅法論を試してみたり、進捗の共有とフィードバックを繰り返し⾏います。ま
た、オンライン上で常に開かれているワークスペースを作り、ゆるやかな繋がりをそれぞれの進⾏度で⾏う
ことが可能です。作品・⽅法・⾃分そのものと純粋に向き合うために、コミュニケーションは基本的に全て
ハンドルネームを⽤いた匿名で⾏います。 
 創作の⼯程というのは、⾔語化出来ないもちゃもちゃした⾏為の連続です。少なくとも私はそうで、どう
やって創ったか、いつもうまく説明ができません。⽐喩でもなんでもなく、気がついたら出来上がっている
のです。それでも、私の作品にはいつも私の作品らしさがあります。つまりそこに⽅法論はあるはずなので
す。けれど、創作をする時は⽬の前の作品の⾚ちゃんからなかなか⽬を離せません。今回のWSは、作品を
完成させるための創作ではなく、⾃分の創作⽅法を改めて⾒つめるための創作です。“他者に対しての説明の
⾔葉”を獲得するのではなく、”⾃分を客観視するための⾔葉”を⾒つける旅です。 
 ⽬的を同じく出発し、それぞれのゴール地点を⽬指す。その模索の⼯程を各々が遠くからゆるく共有しあ
う場を作ってみようと思います。 
 

三浦⾬林 
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▶⿃公園  bird-park 
2007 年に劇作家・演出家の⻄尾佳織が結成。「正しさ」から外れながらも確かに存在するものたち

に、少しトボけた⾓度から、柔らかな光を当てようと試みている。⾔葉や状況が野蛮にコラージュされ
た戯曲は、⽣理的な感覚を物質のようにごろりと⽰し、この世界に⽣きることの違和感を露出させる。
「存在してしまっていること」にどこまでも付き合う作⾵が特徴。2020 年より、和⽥ながら（したた
め）、蜂巣もも（グループ・野原）、三浦⾬林（隣屋）をアソシエイトアーティストに迎えて演出を託
し、⻄尾は劇作と主宰業を担う新体制に移⾏。 

HP https://www.bird-park.com/ 

MAIL  info.birdpark@gmail.com   
 

 
▶三浦⾬林  Ulin miula 
1994 年⽣まれ、北海道出⾝。演出家、劇作家。隣屋 主宰、⻘年団 演出部所属、⿃公園 アソシエイト

アーティスト。原作・原案を⽤いた作品創りを多く⾏う。（過去作に『あるいはニコライ、新しくてぬ
るぬるした屍骸』原案：レフ・トルストイ「光は闇の中に輝く」、『棄て難きはエリスが愛、我が恥な
き⼈とならん。』原作：森鴎外「舞姫」、『或夜の感想』原案：芥川⿓之介「蜘蛛の⽷」「侏儒の⾔
葉」、など）⽣活の中から⾶躍をしない⾔葉と感情の再現を創作の指針としている。 
「第４回せんだい短編戯曲賞」にて『或夜の感想』が最終候補選出。「利賀演劇⼈コンクール 2016」上
演作品『ハムレット』にて《観客賞》を受賞。 
       HP https://tonaliya.cargo.site/ 

 


