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鳥公園の2020年度 年表

（2020年度活動報告会より。p.26参照）

活動報告 Activities Report
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鳥公園の2020年度 活動記録
実施

創作

※アソシエイトアーティストとしての活動は2020年度（＝4月）からとしていたが、実際は2020年1月から色々と動きがあった。
表中の略称

その他

ミーティング

2020
01
02
03

06.29

01.07

MTG AA定例

01.28

MTG AA定例

07.07

01.28

応募 西尾＋蜂巣 ACACレジデンス1

07.09

02.10

応募 西尾＋蜂巣 ACACレジデンス不採択通知

07.12- 07.14

02.19

MTG AA定例

03.16

創作 和田『すがれる』稽古開始

03.17

創作 和田 ストレンジシード 2 会場下見

MTG 西尾＋蜂巣『昼の町を歩く』
応募 西尾＋蜂巣 ALLOTMENT

07.30

実施 西尾＋リー・レンシン 「Navigating Living: A Land with No Body」
（森下スタジオ3）

08

08.08- 08.14

04.02

創作 和田 ストレンジシード延期決定

04.02

創作 和田 THEATRE E9 KYOTO4 "Continue" 5 延期決定

08.17

04.06

創作 和田『すがれる』オンライン稽古開始

08.17- 09.13

のちに応募を断念

参加 西尾 セゾン会計セミナー 3
（THEATRE E9 KYOTO）
実施 和田 Continue関連企画 case.2「本当に大事なことはあなたの目の前ではおこらない」

MTG AA定例
実施 和田 WS「2020年に『2020』
（作:西尾佳織）を飽きるほど読む」
（オンライン）
参加 西尾 セゾン会計セミナー 4
創作 三浦『乳水』稽古開始
実施 西尾＋朴 読書会 3

07.30

MTG AA定例

8

創作 和田＋蜂巣＋三浦 ワークショップ参加者募集締切

07.16

07.28

ミーティング

実施 西尾＋朴 読書会2

07.22

応募 和田 京都芸術センター制作支援事業

その他

参加 西尾 セゾン会計セミナー 2

07.05

07.12- 08.05

MTG AA定例

03.31

MTG AA＋syu'zgen9
実施 蜂巣 WS「演劇を肥す、耕す／演出家の心と身体を戯曲の延長線上に置くために」
（森下スタジオ）

08.06

参加 西尾 セゾン会計セミナー 5
MTG 西尾＋和田『2020』について
実施 三浦 WS「戯曲の中に自分を見つける」
（オンライン）

04.08

MTG AA定例

08.26

創作 和田『すがれる』稽古終了, 企画休眠へ

04.20

MTG AA臨時

08.29

創作 蜂巣 まいまい京都ツアー

09.01

創作 三浦『乳水』稽古終了

09.01

創作 西尾＋蜂巣『昼の町を歩く』リサーチを蜂巣単独へ移行

04.20

創作 和田 ストレンジシードと開催リスケについて打ち合わせ

04.22
04.23

MTG AA定例

09

09.04

創作 蜂巣 リサーチプロジェクト始動

05.03

09.06

参加 ストレンジシードオンライン交流会

05.04

創作 三浦 幽霊リサーチ１

09.16

05.04

創作 西尾＋和田 からゆきさん往復書簡

09.21- 09.22

05.14

MTG AA定例

05.24

MTG AA定例

05.27
05.30

10

創作 蜂巣 リサーチプロジェクトの資料共有開始
実施 西尾＋朴 読書会１

創作 三浦『乳水』作品完成・美術発送
実施 西尾＋朴 読書会 4
創作 蜂巣『昼の町を歩く』出演者顔合わせ（オンライン）
実施 三浦 ストレンジシード静岡2020『乳水』
（静岡市役所, 静岡）

10.02

MTG「10年を考える」和田

10.05

MTG「10年を考える」蜂巣

10.06

MTG「10年を考える」三浦

10.08

実施 西尾＋蜂巣「いわて高校演劇オンライン批評講座」10 講師

05.31

応募 三浦 アンド21 『ヨブ呼んでるよ』

10.14

実施 西尾＋和田 Continue関連企画についてのオンライントーク

06.11

参加 西尾 セゾン会計セミナー１7

10.15

実施 西尾＋朴 読書会 5

06.14
06.17
06.20
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07

MTG AA定例

03.26

06

創作

MTG=ミーティング WS=ワークショップ

07.02

01.01

03.7

05

実施
06.25

03.7

04

AA=アソシエイトアーティスト B=お盆部

6

創作 三浦 幽霊リサーチ１
実施 西尾 Continue関連企画 case.1「暗闇があるから一人になれる」
（THEATRE E9 KYOTO）
MTG AA定例

11

10.24

創作 和田『2020』プロジェクトメンバー募集

11.07

創作 和田 Continue 全体顔合わせ（THEATRE E9 KYOTO, 京都）

11.08

MTG

実施
11.11- 11.14
11.29

創作

その他

実施 西尾＋朴 読書会 6

11.26

12

12.10- 12.20

創作 蜂巣『昼の町を歩く』ワークインプログレス（森下スタジオ）
MTG AA定例
創作 和田『2020』プロジェクトメンバー顔合わせ

2 ストリートシアターフェス ストレンジシード静岡
演劇、ダンス、ストリートパフォーマンスなどのアーティストが、駿府城公園など静岡市街をステージに一堂に会するフェスティ
バル。初年度はSPAC「ふじのくに⇄せかい演劇祭」の関連企画として2016年に開催された。 www.strangeseed.info
3 森下スタジオ

MTG AA定例

公益財団法人セゾン文化財団が運営する、演劇・舞踊分野を対象にした稽古専用施設。セゾン文化財団の主催・共催事業

12.23

MTG 西尾＋蜂巣

のほか、支援する助成対象事業で利用できる。www.saison.or.jp/studio

実施 西尾＋朴 読書会 7

12.28

2021
01

01.01

4 THEATRE E9 KYOTO
MTG AA定例

5 THEATRE E9 KYOTO × 京都舞台芸術協会ショーケース企画“Continue”
創作 三浦 幽霊リサーチ１

THEATRE E9 KYOTO主催の複数団体のショーケース公演企画。プログラム選考は京都舞台芸術協会が協力した。2020

01.07

MTG B AA定例
MTG AA定例

01.20

創作 和田『2020』散歩セッション

01.20

創作 蜂巣『昼の町を歩く』ワークインプログレス 記録映像納品

02.09

askyoto.or.jp/e9/ticket/20210424

金沢21世紀美術館・シアター 21を舞台に、舞台芸術・表現を通して地域文化の活性化を目指す事業。2015年度より実
施、翌年度から地域交流と次世代育成につながる事業が選考・採択され、美術館の共催事業として公演を行う。 www.

MTG AA定例
創作 和田＋蜂巣＋三浦 各自のワークショップレポート公開

01.04

年に実施予定だったが、新型コロナウィルス感染症拡大により延期され、2021年4月に開催された。

6 芸術交流共催事業 アンド21

実施 西尾＋朴 読書会 8

01.02
02.02- 02.14

京都市東九条地域を若者とアートの実践によって活性化させる「京都駅東南部エリア活性化方針」に賛同し、一般社団法人
アーツシード京都が、東九条地域の倉庫をリノベーションし運営する劇場。2019年6月開館。 askyoto.or.jp/e9

01.20

01.25

03

国際芸術センター青森（ＡＣＡＣ）は、国内外のアーティストを招聘し､ 一定期間滞在しながら創作活動を行うアーティスト・

12.24

12.26

02

1 ACACレジデンス

イン・レジデンス・プログラムを中心事業とした施設。2001年12月開館。 www.acac-aomori.jp/wp
MTG AA定例

12.10
12.22

ミーティング

創作 西尾＋和田『2020』プロジェクトメンバー面談

MTG B
創作 西尾＋蜂巣『昼の町を歩く』振り返り会レポート公開

kanazawa21.jp/data_list.php?g=68&d=3
7 セゾン会計セミナー
セゾン文化財団が、フェローアーティストを対象にオンラインで実施した会計セミナー。五藤真さんが講師を務めた。2020年
6 ～ 8月に実施。

02.24

実施 西尾 公開相談会1 山口茜

02.25

実施 西尾 公開相談会２ 青木彬

３４歳にして他界した美術作家・與語直子の活動を振り返りながら、美術の一片のかけらを手にしようと試行錯誤を繰り返す

02.25

実施 西尾＋朴 読書会 ９

作家を支援するために、彼女の友人たちが開設したTRAVEL AWARD（制作旅行援助金）プロジェクト。 allotment.jp

03.18

実施 西尾 公開相談会3 五藤真

03.22

実施 西尾 公開相談会4 植松侑子

03.26
03.28

8 ALLOTMENTトラベルアワード

9 合同会社 syu'zgen
舞台芸術業界を中心に活動するアートマネージメントチーム。2016年設立。鳥公園は2016年から制作業務等々でお世話に
MTG AA定例

実施 西尾＋朴 読書会 10

なっている。代表は舞台芸術制作者の人材育成・労働環境整備のためのNPO法人Explat 理事長の植松侑子。
syuzgen.com
10 いわて高校演劇オンライン批評講座
一般社団法人ブリッジ代表理事の小堀陽平が、新型コロナウイルス感染症により大きな打撃を受けた高校生の創作表現活動
をフォローするために立ち上げた「いわて高校演劇 ONLINE SHOWCASE」でのオンライン・レクチャー。
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はじめに

西尾佳織 -

主宰・劇作家

2007年の結成以来、鳥公園は私、西尾佳織が作・演出・主宰
を兼ねた体制で活動を続けてきましたが、2020年度からはアソシエ

劇団に所属して活動することが当たり前ではなくなっている今、
「作品を生み出す土壌を肥やす苦労を誰が担うか？」という問題が

イトアーティストとして和田ながら（したため）、蜂巣もも（グループ・野原）、

宙に浮いている気がします。作品をつくりたい人は無数にいる。でも、

三浦雨林（隣屋）の3人を迎えて作品ごとに演出を委ね、西尾は劇作

クリエイションが開始される手前を耕す人がいなければ、何も始ま

と主宰業に専念する新体制を開始しました。これは、活動10年目に

りません。この〈土壌づくり〉の部分をもう少し孤独でないやり方で、

当たる2017年に創作の行き詰まりを感じ、そこから2年ほど鳥公園

アーティスト同士で助け合いながらできないか？というのが新体制の

として新しい作品を全くつくれなくなってしまい、創作の体制そのも

イメージです。

のから見直す必要に迫られたためです。

3人のアソシエイトアーティストと「3年一緒にやってみよう」と約束
して始まった1年目。covid-19の影響と私の産後の動けなさで全く

行き詰まりの中身を言語化してみると、まず劇作と演出を兼ねてい

予定通りには運びませんでしたが、それでもたくさんの取り組みが芽

るために両者が癒着してしまい、劇作家の自分が演出家の自分にな

吹きました。「芸術上の判断と団体運営上の判断を分ける」という目

かなかバトンタッチできないこと。俳優と一緒に上演台本をつくるや

標のために、途中からアソシエイトアーティストとは別に、団体運営

り方では、劇作家として書きたいことを深める上で限界があり、劇作

のことや個々のプロジェクトの土台部分を整えるお盆部（会計の専門家

家と俳優を離す必要を感じるようになったこと。作・演出家として常

の五藤真と、グラフィックデザイナーの鈴木哲生）も生まれました。
「公演という

に目の前の一つの作品をつくることだけに精一杯になってしまい、主

形でアウトプットすることばかりが、鳥公園の活動の主であるかのよ

宰者として長い目で見ての団体運営に取り組む余裕が持てないこと。

うになってしまっている。その状態を脱して、リサーチやワークショッ

そういった全てが絡み合って、「このままでは次の10年が見えない」

プ、その他より多様な営為が鳥公園の活動として循環し動き続けて

と思いました。と同時に、この悩みは私一人のものではないはずだ、

いる状態をつくりたい」と思って新体制を始めましたが、その目標は

とも思いました。

少なからず実現できたように思います。
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活動報告
Activities Report

幽霊

リサーチ

アソシエイトアーティスト

三浦と西尾が最終目的を決めずに「幽霊」について考えているプロ

三浦雨林

ジェクト。
三浦の提案により自身の
「日本の戯曲における人ならざるものの役

メンバー

割」という論文から端を発した。

劇作にいずれ至る手前の共同リサーチ

西尾佳織

期間
2020年

三浦さんは、生み出されて死ぬまで生きることの理不尽さに怒って
いる、なんでだよ！なんなんだよ！と思っている、ように感じる。私は
と言えば、理不尽だという認識までは同じだが、理不尽で当たり前
だろうと思っているようだ。そこは交わらないまま行くと思う。

上演や戯曲の執筆を必ずしも最終目的とはせず、とにかく二人で

元々は幽霊に関心がなかった私が今どんなことを思っている

意見を交わし合い、「何かが出来る」「何かを作りたい」となった際

かというと、幽霊というのは一つの表現の形式なんだなと思う

に生み出す作業に入る。

ようになっている。生きている人間が、理不尽過ぎて受け入れ

劇作家と演出家が長い時間をかけて一つのことを考えた時に何が

られずにいつまでも囚われてしまう出来事や思いを、幽霊の物

5月4日

西尾→三浦 往復書簡1-1（論文前半）

生まれるのか（生まれないのか）、またその結果生み出された作品がどの

語として表出する。そうしてどうにかこうにか自分から切り離

6月14日

三浦→西尾 往復書簡1-2（論文前半）

ような性質を持つのかを体験する試みとして実施。

して、生きていく。それはよく分かる。三浦さんも「私は、” 死

2020年度は主に論文についての意見交換に留まり、作品の構想

2021年
1月1日

西尾→三浦 往復書簡2-1（論文後半）

3月25日

三浦→西尾 往復書簡2-2（論文後半）

には至らなかった。（三浦）

簡形式でスタート。一通づつは約2000字ほどで、メールに文書を
PDFで添付する形でお届けしている。
2021年度は論文の内容から抜け出し、各地へのリサーチや個人
的な体感などのゆるやかなコミュニケーションへ移行しつつある。
東日本大震災を契機に、人間がコントロール出来ない理不尽な死
について考え始め、そのことを考えるために、震災後に書かれた戯曲
で幽霊の登場するものを分析した三浦さん。正直私は、幽霊にあま
り関心がなかった。〈人ならざるもの〉＝①幽霊、鬼、妖怪など、②
あるべき人のありようから外れてしまった人間、のうち、私の関心が
あるのはどちらかと言えば②だ。
しかしパッと共感するような形で理解出来るわけではない三浦さ
んの思考と切実さに歩みを寄せていくことは、面白い。三浦さんの論
文を通じて、能の形式が社会的、政治的な変化から必要に迫られて
変わってきたことを知った。生きる必要から形式が生み出されること
には私も興味がある。

活動報告 Activities Report

生者を見ている能の形式に大きな関心を寄せているのは、この
考え方と親和性があるからな気がします」と往復書簡に書いて

最初は論文の内容を前後半に分け、質問し合いながらの往復書
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んだ存在（幽霊）から生者を考えている”ようです。死者の側から

いて、そこは私も乗れるし乗りたい。
幽霊にまっすぐ夢中になるのは難しいと思ったけれど、幽霊を必要
とする生きた人間のことなら考えられそうだ。そこから新しい書き方
の形を獲得することを目指したいと思っている。（西尾）

『なぜ私はここにいて、彼女たちはあそこにいるのか～からゆきさんをめぐる旅～』往復書簡
アソシエイトアーティスト

戯曲ブラッシュアップ

2018年に西尾は3 ヶ月マレーシアに滞在して日本人墓地をめぐ

からゆきさんの戯曲は、リサーチをしたところから、リサーチをした

り、からゆきさんのリサーチを実施。そこから自身が出演する形でレ

本人として自分で語ってパフォーマンスをするためのテキストを書く

クチャーパフォーマンス作品をつくり、それを俳優による演劇作品に

ところまでは比較的順調に進んだ。しかしそこからそれを俳優に手渡

作り替えて韓国で上演し、戯曲の稿を重ねていた。本プロジェクトは、

して上演してもらうためのテキストにするところで、通らない部分が出

その戯曲を和田に読んでもらって往復書簡を交わしながら、西尾が

てきた。リサーチをした本人でない俳優が語るには、作品中のリサー

個人として参加していた新国立劇場×ロイヤルコートシアターの劇作

チの報告の部分が、本当にただ報告であり過ぎる。つまり、俳優が

期間

家ワークショップの場も活用しつつ、戯曲をブラッシュアップしていっ

フィクションを立ち上げるためのとっかかりがなさ過ぎる。私自身の

2020年

て完成を目指すもの。

無理がない本当のことと、リサーチで得られたことをつないで作った

和田ながら
メンバー
劇作

西尾佳織

5月4日

西尾→和田への書簡１通目

月1回程度のペースで書簡を交わしつつ、併せて戯曲の更新され

テキストを、どういう方向性でフィクション化したらいいのか？ それ

5月31日

和田→西尾への書簡１通目

たバージョンを送っていく計画だったが、結局2020年度は西尾→和

からもう一つ、「リサーチをした作家」という登場人物の高見の見物

田、和田→西尾の1往復で止まってしまい、戯曲も更新されなかった。

感が気になっていて、その点についても、この人物をフィクション化

往復書簡は、2019年末に実施したクラウドファンディングの支援者

すべきか（できるか？）と考えていた。

の方々にお届けした。（鳥公園）

ながらさんから、「作家＝西尾佳織」のジェンダーを男性に変えて
は？という提案をもらった。そこで、詰まってしまった。その提案が

『なぜ私はここにいて、彼女たちはあそこにいるのか～からゆきさ

私にはかなり、難しかった。上演においてジェンダーを操作すること

んをめぐる旅～』の第1.5稿と第2稿を読んで感想を、という西尾さ

と戯曲においてそうすることの違い（一般的に）や、特にこの戯曲におい

んからの最初の手紙を受け取り、おおむね一ヶ月ほどで返事を書い

てそうすることの意味とは？と考えて、ジェンダーの書き換えを試して

た。この戯曲には西尾さんが子供の頃にクアラルンプールに住んでい

みて、でも全然ピンと来ていない状態で試すので上手くいかず、、、な

たエピソードが含まれており、和田も同じような時期に父の仕事の都

ど、うだうだしていた。10回くらい返信を書いては消した。

合でシンガポールと香港に住んでいたことを思い出した、という雑談

7月にながらさんがやった「2020年に『2020』（作：西尾佳織）を飽

と、西尾さんからの手紙にあった「第2稿を書き終えての悩み」に対

きるほど読む」
のワークショップを日々見学した。『2020』
はマレーシ

する回答として戯曲の書き換え箇所を提案する、というのが、和田か

アで過ごした私の幼少期を題材にした一人芝居で、この作品の一部

ら西尾さんへの一通目の主な内容である。その後、一ヶ月に一通ぐ

のシーンがからゆきさんの戯曲にも登場する。その部分を、ながらさ

らいのペースでやりとりをしようというスケジュールをクラウドファン

んとワークショップ参加者のみなさんが読んでいるときに、ああ全然

ディング支援者のみなさんに予告していたが、待てど暮らせど西尾さ

伝わらないものだなと思った。

んからの返事はない。（和田）

自分でもナイーブだなあと思うが、伝わらないことは痛かった。自
分が思っていた以上に、作品に書いた様々なことに執着していたこと
を自覚した。
産後9 ヶ月くらい、慣れない育児＋睡眠不足＋体の回復で、まと
まった文章が全然書けなかったことも大きい。でも、戯曲の書けなさ
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と、往復書簡の書けなさは別のことだ。往復書簡を書けなかったの
は、
「ながらさん、私の戯曲に（あるいは書いている私に…）もっと寄り添っ
てよー！」と拗ねる気持ちがあったということなんだと、今にして思
う。子供じみているが、こういう風に言葉になったのも本当に最近で、
2021年4月に『私の知らない、あなたの声』という新作をながらさん
演出で上演してもらってからだ。
ということで、1年遅れでやっとお返事を出します。（西尾）

ペナン（マレーシア）にある日本人墓地。2018年6 ～ 8月の3 ヶ月、西尾はマレーシアの

2018年8月、RenXinとの共同リサーチ報告会

ダンサー Lee RenXinとともに、マレーシアおよびシンガポール各地の日本人墓地をめぐっ
てからゆきさんのリサーチを行った。

010
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2018年12月、YCAM「呼吸する地図たち」展に参加して、リサーチを西尾のレクチャー

YCAMでの発表後、2019年3月にドラマトゥルクの朴建雄さんと西尾の掛け合い形式での

パフォーマンスの形で発表。ここで初めて『なぜ私はここにいて、
彼女たちはあそこにいるの

レクチャーパフォーマンスを経て、2019年9月にはさらに俳優が演じるシアターピースへと

か～からゆきさんをめぐる旅～』というタイトルが付いた。

展開。ソウルの「アジア女性演出家展」にて上演。

読書会
ファシリテーター

『第三の性』を読む読書会をひっそり始めました。その読書会は、3

朴健雄
メンバー
参加者

2019年4月にドラマトゥルクの朴建雄さんをお誘いして、
森崎和江

2019年実施の鳥公園のクラウドファンディ

ングの支援者および、鳥公園の創作の関係者

この読書会では、鳥公園の今後の創作に直接的・間接的に関係
してきそうな本を読んでいきます。

回かけてその一冊を読み切るだけで終わってしまったのですが、創作

今のところ朴さんと話しているテーマとしては、西洋近代を日本が

で気になっていることに関わる本を、その創作に直接関わっているわ

どう受容したのか（そしてどういう無理が生じたのか）、日本の「戦後」をどう

けではない人と一緒に読むのはいいものだと思いました。

やったら終わりにして次に行けるのか、共苦、分有（共有ではなく）、何

そこで2020年度、今度はオーガナイズをまるっと朴さんにお願い
して、読書会を再始動させました。この読書会は、2019年末に実

かを「共に」すること、
当事者の声を非当事者の立場から描くこと、
な
どがあります。

期間

施したクラウドファンディングのリターンにもなっていて、結果として

一冊の本を万遍なくみんなで読んでいくというよりは、西尾と朴さ

2020年

今まで「公演を見る」という形で鳥公園に興味を持ってくださってい

んの興味関心に引っ張られた、偏りのある読みと議論で進んでいくこ
とになると思います。

5月30日

遠藤周作『私が・棄てた・女』

た方々と、より近い距離で交流できる貴重な機会になりました。（ちな

6月29日

東畑開人

みにこの読書会は2021年度にも引き継がれていて、
2020年度の読書会参加者だった畑明

『野の医者は笑う 心の治療とは何か』
7月30日

熊谷晋一郎『リハビリの夜』

9月6日

千葉雅也 二村ヒトシ 柴田絵里

以下は、2020年度の読書会第1回に向けてみなさんに送ったメー
ル（抜粋）です。

『欲望会議』
10月15日

遠藤周作『留学』

11月29日

遠藤周作『沈黙』①

12月26日

遠藤周作『沈黙』②

1月25日

アラン・シュピオ
『フィラデルフィアの精神』1

2月25日

遠藤周作『わたしが・棄てた・女』

読書会メーリングリストにご参加のみなさま

https://honto.jp/ebook/pd_25473167.html
※ 当日は、課題図書を全文お読みいただいている前提で進めます。

こんにちは。鳥公園の西尾です。書会1回目のご案内をお送りしま
ます。初回の課題図書は、遠藤周作『わたしが・棄てた・女』です。

何かご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。みなさん
にお会いできるのを楽しみにしています。

西尾佳織 （西尾）

以下、モデレーターの朴建雄さんから、今回の課題図書について。

アラン・シュピオ
『フィラデルフィアの精神』2

3月28日

課題図書

（↓こちらから電子書籍版が購入できます。
）

す。多くの方にこの読書会にご参加いただけて、とても嬉しく思ってい

2021年

よろしくお付き合いいただけますと幸いです。

日香さんがファシリテーターを務めてくださっています。
）

元木大輔『工夫の連続』

“今回は、遠藤周作の代表作のひとつ『わたしが・棄てた・女』を
読みます。この小説の文庫本の裏表紙には、「たった一人の女の生
き方が読む人すべてに本物の愛を問いかける遠藤文学の傑作」とい
う紹介文があります。「本物の愛」
とはいったいなんでしょうか。この
作品に描かれている、戦後の典型的な男子学生像、彼らが良い人生
と考えていたものは何だったのかを確認しながら、遠藤周作が描く女
性像・愛・苦しみが、どういうまなざしと権力に基づいたものなのか
を批判的に考えていきたいと思います。”
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『すがれる』『私の知らない、あなたの声』
アソシエイトアーティスト
和田ながら
メンバー
作

西尾佳織

和田ながら

出演

松田早穂（dracom）

音響

甲田徹

静岡公演（※2020年時点）ストリートシアターフェス

「ストレンジシード静岡2020」
静岡市

いずれも2020年5月に予定されていたストリートシアターフェス ス

れる』
の濃密な読解はショーケース公演の制約内におさまらないとい

トレンジシード静岡とTHEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会

う予想もあり、2021年の上演に向けて新作戯曲を執筆することを決

ショーケース企画“Continue”から鳥公園に対して出演依頼があり、

定した。

和田の演出作品で参加することを決めた。静岡は30分程度の野外
演出

三田村啓示 藤原美保（ソノノチ）

主催

公演, MTG

SPAC–静岡県舞台芸術センター

共催

京都公演（※2020年時点）THEATRE

E9 KYOTO ×京都

舞台芸術協会 ショーケース企画 “Continue”

て関わってもらうことでスケジュールも調整がつき、西尾さんの新作

由度が高いと思われる『すがれる』を上演作品として選択した。『す

戯曲を和田が演出する作品（＝『私の知らない、あなたの声』）で2021年4月

がれる』には複数のバージョンがあるが、稽古の前半では横浜版を、

の京都公演、5月の静岡公演に臨むことになった。（和田）

稽古の後半では2017年版を扱った。
2020年3月半ばから稽古を重ねていたが、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を受け、4月頭には静岡も京都も相次いで公演の開
催延期が決定。延期決定以降のフィジカルな稽古予定はすべてキャ

THEATRE

ンセルしたものの、進めていた戯曲の読み込みを中途で終えるのが
惜しく、
オンライン稽古にて読み合わせを継続。8月末にふたたびフィ

舞台芸術協会

ジカルな稽古を一度行い、『すがれる』のクリエイションには一旦の

照明

制作

吉本有輝子

静岡と京都いずれも
『すがれる』
のクリエイションメンバーに継続し

境での上演に対応するため、西尾さんの旧作戯曲から特に演出の自

E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都）NPO法人京都

舞台監督

河村都

公演、京都は60分程度の劇場公演という、大幅に異なる条件・環

福森美紗子

企画・製作

宣伝美術

永戸栄大

主催

THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都）

共催

NPO法人京都舞台芸術協会

協力

NPO法人大阪現代舞台芸術協会（DIVE）

ピリオドを打った。
その後、ストレンジシード静岡は9月に実施となったが、『すがれ
る』のメンバーのスケジュールの調整がつかなかったため、鳥公園と
しては三浦雨林の演出作品『乳水』で参加することに切り替えた。

期間
2020年
3月16日 - 4月3日
4月3日

ストレンジシード静岡から鳥公園に2021年5月の回にも引き続き
稽古（9回）
「ストレンジシード静岡2020」

出演依頼があったため、あらためて和田演出作品で出演することを
決定。

開催延期発表
4月7日

“Continue” 開催延期発表

4月6日 - 7月23日

オンライン稽古（14回）

8月26日

対面稽古（1回）

“Continue”は延期決定後、参加アーティスト4組と劇場が継続的
にオンラインでのミーティングを重ね、延期先の日程を2021年4月
下旬に設定した。ミーティングでは上演形態についても盛んに議論
され、将来的に各劇団かつ劇場の身軽なレパートリーになりうるサス

5月2日 - 5日

静岡公演（開催延期）

ティナブルな短編をつくるというアイディアが挙がった。西尾さんと和

5月15日 - 18日

京都公演（開催延期）

田がそのアイディアに共感したこと、また、オンラインで培った『すが
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アソシエイトアーティストによる連続ワークショップ
アソシエイトアーティスト
和田ながら

ワークショップ

ワークショップ開催に際して、以下の文章とともにアソシエイトアー
ティスト3人のワークショッププログラムをリリースした。

も今自分が一番気になっていること、切実なことを実践する機会にし
て欲しいです」とお願いしたのが今回の企画です。

蜂巣もも
三浦雨林

に何かを持ち帰ってもらえたら』みたいなことは言わないで、それより

鳥公園の過去戯曲を用いて、7月～ 9月に和田ながら、蜂巣もも、

元々は森下スタジオに集まって、一週間で3人のワークショップを

三浦雨林がそれぞれにワークショップを行います。ワークショップと

ギュギュッとやる計画を立てていたのですが、
covid-19の影響を受け

いう言葉は最近では「体験型講座」の意味で使われることが多くなっ

て練り直し、基本的にオンラインで実施することになりました。でも

ていますが、本来は「作業場、工房」を意味します。今回の鳥公園

その結果、全国どこからでも参加してもらえることになったし、ながら

ワークショップは、この「作業場、工房」としてのワークショップです。

さんの戯曲を読むワークショップは、延期になった『すがれる』の稽
古をオンラインで続けていて「イケる！」という感触を得たところから

そのイメージの元には、たぶん10年くらい前に参加したあるダン

生まれたし、三浦さんの創作ワークショップが1 ヶ月弱の長い期間の

サーの方のワークショップがあります。その日その方は参加者に向

全工程を匿名（！）で進めることになったり、蜂巣さんに至っては、参

かって、「人間は普段、右、左、右、左、という風に足を出して歩

加者を公募せずに一人でコツコツ課題に取り組むという
「ほんとに作

いていると思うんですが、しかしこれが右、左、右、右ではいけな

業場！」なワークショップになったりと、当初は思いもかけなかった三

いのかなと思うんですよ」とおっしゃって、「これが今僕が一番気に

者三様のアイディアに到達しました。

なっていることなので、今日はみなさんにそのことを一緒にやってみ
ていただく時間にしようと思います」
と言ったのでした。で、
その日の
ワークショップはわたしが参加していたことからも分かるように「ダ

ここから一体何が出てくるのか。わたしもおっかなびっくり楽しみ
です。（西尾）

ンサー対象」ではなかったので、特別身体が使えるわけではない人
たちがただ一生懸命「右、左、右、右」にひた励む、ということに
なりました。
その時間がそのダンサーの方にとってどういう収穫になったのか
は分かりません。ただ、あの日のことはすごくよく覚えています。あ
の時間によって、わたし自身も「右、左、右、右」に興味を持つよう
になったかというとそんなことはなく（だってそれはもちろん、何かに本当に興
味を持つというのはそんなにイージーなことではない）、だけど「右、左、右、右」

がすごく気になっていて、そのことをこんなに考え抜いて実践してい
る人がいるのだと、その存在と時間の過ごし方の感触が強烈に残り
ました。
……という話を演出家3人にして、
「なので、
『少しでも参加者の方

活動報告 Activities Report

013

（作：西尾佳織）を飽きるほど読む」
「2020年に『2020』

ワークショップ

アソシエイトアーティスト

演劇の読み合わせはふつう演出家と俳優によって行われるが、
もっ

和田ながら
メンバー
参加者

と多様な職能のひとが共に深みに分け入っていくように読むことで、

あいながら発展していくダイナミズムを感じられたことは、このワーク

戯曲への理解や上演の可能性をよりふくらませることができないだろ

ショップの大きな成果であった。

うか、という仮説のもと、多様な職能を対象とした戯曲の読み合わ

15名（ドラマトゥルク 舞台制作者 俳優 デザイナー 美術

家 照明家 研究者など）

個々の職能や経験に裏打ちされた戯曲の読み方が相互に刺激し

ワークショップ終了後に行った参加者アンケートからも、回数や人

せワークショップを企画した。応募時の対象には「照明家、音響家、

数、長さといったワークショップの設計自体への評価の高さや、個々

美術家、衣装家、映像作家、舞台監督、演出助手、制作者、ド

の参加者のモチベーションの高さが伺えた。（和田）

ラマトゥルク、研究者、デザイナー、通訳、翻訳家、アーキビスト、
期間

俳優、ダンサー、作家、演出家、読書家、美食家、アクティビスト。

2020年

上記のいずれかにひとつでも該当する方。経験の長短は問いません。

7月20日 23日 27日 30日 8月3日 18:00-21:30

１（月＆木）

特にテクニカルスタッフなど、普段読み合わせにプレーヤーとして参

7月21日 24日 28日 31日 8月4日 18:00-21:30

２（火＆金）

加しない方、大歓迎です。」とした。

7月22日 25日 29日 8月1日 5日 14:00-17:30

３（水＆土）
結果、応募者の半数が俳優もしくは俳優＋αという属性、残りの
半数は、制作者、美術家、照明家、ドラマトゥルク、研究者、演出
家など、さまざまなバックグラウンドをもつ応募者であった。応募が
定員を超えたため全員に参加してもらうことは叶わなかったが、こち
らの呼びかけにたしかな応答があったことはワークショップを進めて
いくにあたっても励みとなった。
また、参加者の拠点が東京、京都、大阪、香川、兵庫、沖縄と、
非常に多様だった。フィジカルな場で開催していたなら出会えなかっ
たはずの人たちがアクセスできたことはオンライン開催のメリットで
もあっただろう。
ワークショップの基本的な進め方としては、「主人公やト書きの担
当をローテーションしながら1セクションごとに声を出して読む→そ
のセクションについて議論」を繰り返した。『2020』の私小説的な側
面、ト書きの位置づけなどが議論に挙がり、参加者の個人的な記憶
をフックに話題は広がりを見せ、実現可能性を度外視した上演形式
のアイディアも活発に交わされた。また、戯曲から脱線して、それぞ
れの職能のリアリティについて語り合う場面も。
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more archive...
鳥公園WS「2020年に『2020』(作：西尾佳織）を飽きるほど読む」レポート
https://note.com/bird_park/n/na5233a733116

ワークショップの様子 - １（月＆木）

ワークショップの様子 - ３（水＆土）

ワークショップの様子 - ２（火＆金）
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「演劇を肥す、耕す／演出家の心と身体を戯曲の延長線上に置くために」
アソシエイトアーティスト

新型コロナウィルス感染症、またそれに伴う政府等からの緊急事

蜂巣もも

態宣言が発令され、自身の公演が一つ中止になった。
それまで、私は止まれない汽車に乗っているような感覚で企画・

メンバー
参加者

演出を行っていて、この中止に際し、どこかでほっとした自分がいた。
このまま上演出来ていたら公演終了後に潰れるかもしれないと思っ

蜂巣もも

ワークショップ

耳が遠くなるのは、常態とは違う、周囲の音が聞こえない世界に
行ってしまう感覚だ。
それを、私の立っているこの場所、この体に戻してくる。心を静か
にしていく、ざわめきを止めて、身体に戻る。
「戯曲の延長線上に置くために」ではなく、一本の槍になるような

ていた。朝も夜もなく、休日も平日もなく演劇に向き合い続けないと、

イメージ。この槍は実際に飛ばなくても良い。長い本体部分を手にし

期間

集団を動かし、演劇を上演することはできないと怯えていた。20代

ながら、矢の先端がどこを向いているか、向いている先を眺める。考

2020年

の頃は、ひどく失敗せずにいられるなら潰れてしまってもいいと思って

える。

8月8日 - 8月14日 10:00~14:00

ワークショップ

いたが、もう限界、と思っていた矢先だった。
人と集まれない。
演出家として、人と集まり、創作するためにいろんな思考を学び、蓄
えてきたつもりだったが、今回西尾さんから提案されたワークショッ

時間割、稽古のしおり
今回のワークショップ期間中行ったことは、このグラフの時間割で
動いた。

プで何をすればいいか全く分からなかった。集まれないから思考が
働かない。それまでの蓄積が無意味に思えた。他人のために場を作
ることしか考えてこなかったのだなと思う。
なんだか、身体を動かしたい。ムズムズする。
コロナがあって、生きて、生活していくことを考え直したいと思った。
この鳥公園でのワークショップをどうしたらいいかという問いは、演
劇・演出とはなにかという疑問を超えて、私とは何か即答せずに考え
ることだと思った。
一本の槍になる準備をする
演劇は、情報が多い。
作家がいかにしてこの戯曲を書いたのか。文体や想定された条件
には、作者のメッセージの器がある。また、それぞれのシーンはどん
な意味合いがあるのか。実際の俳優が演じるとなにが起こるのか。ど
のようにして一つの作品にするか。毎回、そういったことを押さえな

始まるまで

がらも、情報に飛びつき、追いかけて、振り回され、しっちゃかめっ

・起床して、準備をする：朝ご飯を食べ、ゆったりと準備をする

ちゃかになる。人の目が気になり、耳がキーンと遠くなって、焦って

・稽古場へ行く：電車内ではなるべく携帯を使わず、ボーとする

頭に血が上る。戯曲の情報に悩まされる。
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稽古場に来たら
・ラジオ体操第一、第二：固まった身体をほぐす
・柔軟、ストレッチ：静かな呼吸で、筋や骨、痛み、関節の動きな
ど、身体の内側を感じる

見することを期待していたが、もっとモノになる前の、自分が考える
「演出」を確かめることだと感じた。そして、私とは切り離された一
人目の観客を、生きている中で非常に必要としていることが分かった。
西尾さんや他のアソシエイトアーティストとも振り返りの際に共有

・即興での動きのワークショップ：即興は私の中に外の目を作る、重

したのだが、この私が必要とするワークショップの機会を、ほんとう

要な一歩目である

の稽古の際も定期的に導入したいと思う。（蜂巣）

・発声練習：身体の響き、負荷なく響く、振動の伝わりやすい声を
見つける。考え込み引っ込んだ声をひらき、表現を始めやすくする
トライ
・1日3ターンほど、必ず1時間毎に10 ～ 15分の休憩を行う。

more archive...
Zoom記録映像
https://youtube.com/playlist?list=PLrWpKbdLkeDCuQVyhmzQCciJvR_tfed79
noteレポート
https://note.com/bird_park/n/nc3a521650871

・3段階で時間をすみ分け、ジャンプする機会を狙う。
例
・台詞を覚える。「言う」ことの身体感覚、思考の流れを捉える
・紙に時間を書き起こし、目の前に捉えた成果を出してみる、情報を
そろえてバランスをはかり、変なところを探したり、埋めていく
・整理が一通り終われば、ひとつの発見をする
・再度覚えて、ワンシーンを実行する
・戯曲を押さえつつも、自分の実行、身体を重要視し、主体性を持つ
私の中に、一人目の観客を探し、発見すること
上記のポイントはなるべく結論を急がないように実行した。
とくに「台詞を覚える」ことは、戯曲とその周辺にあった多くの情報
が集約されて、芯の部分が掴めるようになってくる。それは表面的な
情報や見てくれを超えて、演劇になり始めている。
これは私の中に、一人目の観客を探し、発見することだと思った。
私の中に、私とは切り離された一人目の観客を作る。
演出家にとって台詞を覚えることは必要とされていない。
そのことが、面白いと思っている。結局、演出とはなんなのだろうか。
今回のワークショップでは、戯曲に対しての新しいアプローチを発
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「戯曲の中に自分を見つける」

ワークショップ

ファシリテーター

匿名

三浦雨林
メンバー
参加者

照りのあるIto 虹色ばんび HAPPYSYAKA

tokumei oddcorps 等速直線window hamutaro

miroは画像も動画も PDFもファイルもURLも何もかも貼り付ける

WS開始時から終了時まで、全て匿名で行い、プログラムの最後に

ことが出来るので、本当にさまざまな作業スペースが生まれていまし

本当の名前の自己紹介を行いました。自己紹介内容についても、何

た。この
「自分がわかりやすい配置＝誰かに見せるための整理された

を書いてもOK、何も書かなくてもOKとしました。

空間ではない」で構成された頭の中の作業場を、誰かに見せること

三浦もファシリテーションをしながら、密かに「なぞなぞ大好きス
フィンクス」という名前で参加していました。

は普段の創作ではあまりありません。
同じ立場のクリエイターとして、自分のためだけの作業場を覗くこ

※ワークショップ期間中は匿名で創作と意見交換

自由スペースには、作業進行の日記や関係のない雑談などを書い

とは有意義な行為ではないか、と思い至り今回のWSに組み込みま

を行うために、参加者各自に仮の名前を名乗っても

ている方もおりました。この日記や雑談が、私がインターネット上で

したが、思った通り想像以上におもしろく、前向きな体験だったと感

らった。ここにはその仮の名前を掲載する。

どうにか生み出せないかと考えていた”必要な不必要”だったので、み

じています。

なさんがうまく自由に使ってくださったおかげで広場の役割を少しで
期間

も果たせたのかなと思っています。

8月17日

距離感
一度見てもらえるととてもよくわかるのですが、miroはかなり巨大

2020年

架空の自己紹介／
ワークA［見つけて広げてまた見つけて］

作業の可視化
導入のワークとして、
「三浦の創作方法で『終わりにする、一人と
一人が丘』（作・西尾佳織）から自身の小作品を創る」を行いました。

なホワイトボードです。個人の作業スペースは
「このボード上のどこで
も好きなところにスペースを作ってください」とと伝えて作ってもらい
ました。しかし、画面の拡大・縮小率によってはお隣さんとしての感

8月19日

ワークB［補助線を引く］

8月24日

ワークC［ひとまとまりに捏ねていく]

このワークは、原作を元にした創作時の三浦の方法論をみなさん

覚がないくらい離れているので、想像していたシェアハウスのリビング

8月27日

ワークC進捗共有・フィードバック

に実際にやってみてもらう、というものです。具体的に三浦が順番や

的な空間にはなれませんでした。もっと大きい、公園的な場所だった

8月29日

ワークC完成版フィードバック

やることを提示し、それに従って作業をしてみるという進行でした。

かもしれません。

9月3日

『カンロ』創作

9月7日

『カンロ』進捗共有・フィードバック

西尾佳織）を元した創作ワークでは、創作方法から完成形に至るまで、

イム更新なので現実の空間と同じようにに出会うことが可能です。そ

9月10日

『カンロ』進捗共有・フィードバック

全て自身での選択としました。

ういった意味でも、「あっちで誰か作業してるな」「ちょっと見に行っ

9月13日

『カンロ』完成版フィードバック／
本当の自己紹介

導入のワークで出来上がるものは文章ですが、次の『カンロ』（作・

作業内容は他の参加者にも可能な限り共有するため、miro上にそ
れぞれのアトリエスペースを作ってもらい、オンラインで作業可能な

また、miroはログインしている人のカーソルが表示され、リアルタ

てみようかな」という感覚でそれぞれが出会っていたので、やはり公
園的という表現は正しいような気がします。（三浦）

ものはこの場で行ってもらいました。
元にする戯曲が全員同じなので、
思考の流れや選択肢、
扱うモチー
フや情報が共有され、比較が出来ることで自身の考えも整理されてい
くと考えたためです。実際、どういう経緯を辿って『カンロ』を考えた
のか、そしてどういう経緯でその作品が出来上がったのか（あるいはで
きあがらなかったのか）が見えることは自身の創作を考える上でもとても刺

激になりました。
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more archive...
noteレポート
https://note.com/bird_park/n/nb26f2136f36d

キャプション「miroのワーク会場。各々のスペースの使い方が顕著に現れた。
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『乳水』

公演

アソシエイトアーティスト

2010年に西尾演出で日暮里d-倉庫にて初演を行った
『乳水（にゅう

三浦雨林
メンバー
出演

西尾佳織

鈴木哲生
オブジェ制作

演出

三浦雨林

空間デザイン・グラフィック

空間デザイン・映像協力

永瀬泰生（隣屋）

山田沙奈恵

助成

セゾン文化財団

期間

5月3日

ベッドに関しては衣裳の永瀬が作成。ベッドの上では登場人物達の

参加して上演した。本作は、米カリフォルニア州で実際にあった女性

家系図の形で豆苗が生えている。（三浦）

た娘、その娘と誘拐監禁犯の夫との間に生まれた姉と弟、この家族

新体制になってから、初めて観客の前で発表できたのがこの三浦

の元を訪れた来訪者の6人の登場人物が、芥川龍之介『藪の中』の

さん演出の『乳水』だった。観客に対しても、クリエイションのメン

ようにそれぞれの視点から、それぞれに見えた物語を語っていく。

バーに対しても、三浦さんは感染リスクを非常に気にしていた印象で

三浦はこの語りの形式を活かして、登場人物一人ひとりのインタ

（三浦さんに比べると、私はボケッとしていた）、
「稽古場で人が集まらずに創作

ビューを映像および音声化し、タブレットやスマートフォン、ラジカ

できること」を基本方針にしていた。そこから、俳優一人ひとりに映

セといった家電製品から流れるようにしてインスタレーション的に空

像もしくは音声を撮影／録音してもらい、その映像／音声の流れる

間を構成した。観客は登場人物たちに語り掛けられることで作中の

複数の機器によって空間を構成するという方針が固まった。つくりた

「来訪者」として作品に取り込まれ、緑が多く晴れやかな静岡市役

いのは映像作品ではなくあくまで演劇作品なので、映像は編集しな

鳥公園臨時MTにて、和田に代わって

所前の噴水広場に、歪で不穏なある家族の物語がインストールされ

い（つまり時間を外から編集しない、それは俳優が生み出すものである）と三浦さんは

三浦の参加を決定

た。生身の俳優が登場せず、感染症対策の面でも配慮された作品と

度々言っていた。

ストレンジシードオンライン交流会

なった。（鳥公園）

2020年
4月20日

すい）
』を、三浦雨林による新演出で、ストレンジシード静岡2020に

誘拐監禁事件を題材にしており、誘拐監禁犯の夫婦、誘拐監禁され

大竹直（青年団）杉山賢（隣屋）高橋星音

ながいさやこ（SPAC）坊薗初菜（青年団）
作

の日記の部分であり、デザイン・作成はグラフィックの鈴木が行った。

以前三浦さん自身のユニット隣屋で野外公演をやったときに、
「作
品が場所から浮いてしまった」と感じたことがあったらしく、今回の作

（三浦・和田・西尾）
7月28日

稽古開始

ストレンジシード静岡2020、静岡市役所中庭にて上演。

品も、
そこから継続する問題意識から生まれたそうだ。作品と場との

9月1日

稽古終了・クランクアップ

一公演45分での入れ替え制、途中入退場可能。生身の俳優は出

関係について、『乳水』で三浦さんがどの塩梅を狙っていたのか、正

9月4日

美術発送・作品完成

演せず、映像やテキストで中庭全体が劇空間としてディレクションさ

直このストレンジシード公演だけでははっきりとはつかめなかった。
だ

9月20日

仕込み

れた演劇作品。

からこそ、違う場所でまた再演を重ねたいと思っている。（西尾）

9月21日 - 9月22日

『乳水』の初演は2010年。2020年版の今回は、登場人物がそれ

本番

ぞれ画面の向こうにいる来訪者に向かって語りかける三浦演出版へ
と作者の西尾自身がリライト。観客自身が来訪者となり、作品内に
入り込む構造となった。
会場内はタブレットやスマートフォンが３つ設置され、それぞれで
各登場人物の語りを見ることが出来る。また、ラジカセと会場中央
の噴水に設置された揺れるベッドからは、音声での語りを聴くことが
出来る。映像や音声は全て録音であり、一公演の間は繰り返し再生
されている。
その他、美術としてテキストと食器が並ぶ。テキストは『乳水』内
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more archive...
『乳水』観劇レポート／和田ながら
https://note.com/bird_park/n/nb1db76943e7f

静岡市役所と噴水に浮かぶ『乳水』のベッド

噴水に浮かぶベッドによる上演風景（昼）

『乳水』日記のテキストと食器類

スマートフォンによる上演風景（夜）
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『昼の街を歩く』

リサーチ, ワークインプログレス

アソシエイトアーティスト

リサーチから戯曲を書き、上演を立ち上げる西尾の手法に興味を

蜂巣もも

持った蜂巣が、演出家としてリサーチに帯同するところから創作を始

え、登場人物（清太郎）が普段過ごしている部屋を作る
10日目 清太郎から各登場人物の距離感を割り出し台詞の発語

めたいと言って始まったプロジェクト。リサーチの題材として、蜂巣
メンバー
出演
作

伊藤彩里（gallop/カイテイ舎）大道朋奈

西尾佳織

演出

松本一歩

蜂巣もも（グル－プ・野原）

美術

渡邊織音（グル－プ・野原）

助成

セゾン文化財団

撮影

深田隆之

が出身地域の近隣にあった被差別部落を挙げ、西尾も食肉加工業へ

ひとが生きていること、生き続けることに意味はない。表立つス

の関心から通じるところを見つけられそうだということになったが、関

ローガンや、死ぬ意義もない、ただそこにある時間。コロナ流行と同

西の部落のみをリサーチの対象とすると「差別の問題」として扱わざ

時期にリサーチを開始し、半年が過ぎて、とことん生きることの難し

るを得なくなって創作が限定されかねないことを危惧し、西尾が東北

さを思う。

のマタギや白山信仰、修験道のリサーチから始めることを提案。

期間
2020年

しかしcovid-19の影響で、現地に赴いてのフィールドワークは断

所を知る時、昼の街を何度も歩きたいと言ったことから始まった。昼

念。
2020年度は専ら書籍とインターネットを用いてのリサーチとなっ

の街は家々の経済状況、公共の整備、人々の暮らし方と街への愛情

た。結果、12月のワークインプログレス時点での戯曲は、解放運動

が、まるごと現れるからだ。

4月23日

リサーチ始動

を熱心に行った人々の子供世代が、同和問題をほぼ全く知らない相

8月29日

まいまい京都ツアー Zoom参加

手と結婚しようとしたときに起こることについての物語となった。
森下スタジオで10日間ワークインプログレスを行い、創作の様子

12月2日・5日・7日

俳優とオンライン顔合わせ、リサーチ共有

を深田隆之さんにドキュメンタリー映像として残してもらった。
この映

化させ、演劇というフィクションにすること。
しかし当初立てた「被差別部落問題」というリサーチ範囲には限
界を感じた。ワークインプログレスの半年前から西尾さんが提案した

振り返り会対談（西尾、蜂巣）

援者の方々にお届けした。（鳥公園）

「日本人とは何か」という大きなテーマが何を指すのか分からなかっ
た。西尾さんの中でも、戯曲としてまとまりきらなかったようだ。第

振り返り会対談記事配信
記録映像配信（クラウドファンディング支援者限定）

＜ワークインプログレス／ 10日間のスケジュール＞

一稿からは、狭くなった視野をなんとか広げようともがく苦しみが感

1、2日目 リサーチを経て情報共有、差別問題とどう距離を取るか

じられた。こちらもこちらで、上演を立ち上げるにしても、書かれた

探る

ものに妙に捉われて、これは何？上演する先はどこ？と苦しんだ。

3日目 毎日絶対に台本を読むと決め実行開始、ワークショップ「理

022

き、目にした差別の記憶や街の匂いから、身体や思考を緩やかに変

像と戯曲の第1稿、それから西尾と蜂巣によるワークインプログレス

（クラウドファンディング支援者限定）
3月25日

とされるのか、差別に対してどんな行動をするのか。今まで読み、聞

の振り返り対談を、2019年末に行ったクラウドファンディングの支

2021年
2月9日

街に住まう人々が繰り返される日常を過ごすとき、
なぜ差別は必要

ワークインプログレス実施

12月10日 - 20日

2月3日

現状のタイトルである『昼の街を歩く』は、被差別部落とされた場
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これは、現在も運動を行っている方々の文章や記事から垣間見え

解できない人を立ち上げる」実施

る壁や行き詰まりにも同じような匂いを感じている。運動の向かう先

4日目 台本にフォーラム／討議という設定を加えてみる

は一体どこなのか。差別された過去を過去のものとして留める「流

5日目 お休み

れ」
によって問題を話し合える人が少なくなる。当事者の中でも意識

6日目 台本への設定再検討

の差によって分断され、話し合うことが難しくなる。

7日目 台本への設定再検討、ワークショップ継続

私自身も差別をなくしたいと思っている。けれど、差別を行う者と

8日目 台本への設定再検討、ワークショップ継続

対決しても問いきれないことを西尾さんと話し続けた。私も差別する

9日目 台本に「夜がいつまでも来ない街があったとしたら」設定加

危うさ、あるいは差別される可能性。その時どのように生きるのか。

何かを遂行するとき伴う、二項対立の思考の根本、姿勢そのもの

部落のことをどういう視点で捉えれば意味があるのか、自分がどうい

を扱わなければならない。演劇という物語の必要性が問われる場で、

う切実さを持ち得るのかがつかめず、家族や結婚というとても身近な

大事に残すことが出来たのはまず私たちが何を嫌悪するのか慎重に

切り口に落とし込むことになったが、
当初挑戦したいと思っていたより

語ってみること、また「夜がいつまでも来ない街があったとしたら」と

もグッと小さな視野になってしまった感がある。2021年度に改めて

いう視点から西尾さんの書いた登場人物と向き合うことだった。
夜が来ないこと、休むべき時刻が規定されない場所で、私たちは

東北～中部のフィールドワークを行うので、もう一度視点を大きく定
め直したい。

何を善とし、悪とするのか。みんなに聞いて回りたい一つの質問が生

一つ良かったのは、自分で演出をしない上演に向けて戯曲を書く

まれた。休息は何で決まり、誰に休息の権利が与えられ、誰が決定

場合に、発語されない言葉を書き込む可能性に気付けたことだ。こ

の自由を手放すのか。

れまでは、必要な情報を出来る限り台詞に埋め込もうとしてきたが、

耐えられないほどの昼の光、「生」の時間に直面すること。

観客は直接知り得ず上演をつくる人々だけが知り得る言葉を厚くす

21年度は被差別部落に留まらず、あらゆる街や山、海へ行き、昼

ることに劇作の可能性があるかもしれない。この発見が、2021年4

の時間をめぐりたいと思う。（蜂巣）

月にながらさん演出で上演された『わたしの知らない、あなたの声』
の戯曲執筆につながった。（西尾）

産後初めて取り組む新作戯曲だったので、題材に関わらず、そも
そも書けるのかがものすごく不安だった。また、「あくまで劇作家の
リサーチがメインで、そこに演出家も付いてくる」のだと思っていた私
に対して、蜂巣さんは「相談して、一緒に進める」つもりでいたよう
で、戯曲執筆と上演を立ち上げることの関係についての認識にやや

more archive...
記録映像
https://youtu.be/yIGhUpSACcw
『昼の街を歩く』ワークインプログレス振り返り会のレポート
https://drive.google.com/file/d/147ZsCxHmEa3zLD8OlfZ1C0PgRL96jnDV/
view?usp=sharing

食い違いがあったことも徐々に分かっていった。これについては、最
近（2021年6月時点）やっと、蜂巣さんが戯曲を「正解」（というかゴール？も
しくは目標？？）のように感じ過ぎてしまい、それを立ち上げることばかり

に振り回されてきた、
もっと上演をつくる自分たちの現在に近いところ
で創作がしたいのに、と思っていることを知って、蜂巣さんがなぜリ
サーチから上演をつくることに惹かれたのかが分かった気がした。た
だ、私としては上演する人たちのことを全く考慮せずに戯曲を書く方
がよいと思っているので、今後そこの折り合いがどうなるのかは分か
らない。
今年度の活動としては、現地に赴いてのリサーチが出来なかった
分どうしてもアイディアの源泉が硬くなり、また蜂巣さんとの共同リ
サーチでイメージが関西に引っ張られたところがあった。2020年に

活動報告 Activities Report
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『2020』

ゴールを決めない創作

アソシエイトアーティスト
和田ながら
メンバー

『2020』は、西尾がマレーシアで過ごした幼少期を題材に、2016

ショップ参加者の中から数名に声をかけ、「公演というゴールをあら

年12月に自身が作・演出・出演を務める形で初演を行った一人芝居

かじめ決めないまま人が集まって
『2020』
をつくりはじめる」
プロジェ

だ。その後、2017年3月には3人の俳優による一人芝居×3バージョ

クトとして『2020』のクリエイションを再出発させることにした。

ンの上演を行い、作品をさらに作者から遠くへ離していくべく、2021

プロジェクトメンバー

石原菜々子 カミイケタクヤ Ｑ本

年2月には和田演出による上演を計画していた。

ワークショップ参加者をプロジェクトに誘う際に送ったメールには、
以下のルールを記載している。

この上演に向けて、台本を読み込むためのステップとして、2020

「プロジェクトチームのメンバーは、お金の集め方／使い方や、発

年7月には和田がオンラインワークショップ「2020年に『2020』（作：

表する時期／場所／形式、クリエイションの方法など、プロセスのす

期間

西尾佳織）を飽きるほど読む」を実施。しかしその後、まず劇場を押さ

べてを共有し、関わる。自身が特化している職能から外れている部門

2020年

え、公演初日から逆算する形で創作スケジュールを組んでいくこれま

に対しても。」
「アウトプットされる『2020』は1バージョンにとどまら
なくてもよい。いずれは50回再演できるようなものにしたい。」
「プロ

かよ 五藤真 佃
 七緒 西尾佳織 藤家矢麻刀 和田ながら

8月17日

西尾、和田でミーティング

で通りのやり方でいいのだろうか？ と疑問が生じ、2021年2月の公

10月24日

プロジェクトメンバーにお誘いメール

演予定は一度白紙に。

ジェクトチームの個々人がこの活動によってどのような対価を得られ

「創作におけるヒエラルキーの問題を解決するには、人の集まり方

るかは、今の時点でなんの保証もない。」「メンバーは、このプロジェ

プロジェクトメンバーと西尾・和田が面談

から考え直す必要がある」という発想で、発注者／受注者の関係に

クトを抜けたいと思った時に、話し合いを経て、抜けられる。戻りた

12月22日

プロジェクトメンバー顔合わせ（オンライン）

なることを避け、資金調達も全員でやることにし、「ゴールから逆算

いと思った時に、話し合いを経て、戻ることもできる。意欲を持った

12月29日

プロジェクトメンバーミーティング（オンライン）

しない創作プロジェクト」として『2020』プロジェクトの舵を切り直し

人が新しくあらわれたとき、その人がメンバーになることもできる。」

11月11日 - 19日

た。（鳥公園）

2021年
1月20日

散歩（＋パルクール）セッション（オンライン）

3月31日

セミナー受講体験セッション（オンライン）

12月の顔合わせ以降、メンバー個々がやりたいことをそれぞれ挙
げ、各回ひとつのアクティビティを決め、全員が実践し、その経験を

鳥公園新体制のためのクラウドファンディング実施時に、和田が演
出を手掛ける『2020』は2021年に横浜と京都での上演を予告して

全体でシェアする、というオンラインでのミーティング／クリエイショ
ンを重ねている。（和田）

いたが、新型コロナウイルスの影響が予見できない中で公演準備を
思うように進められない時期が長く続いた。一方、企画の進捗を留

プロジェクトメンバーへのお誘いメールには、こんなことを書いていた。

保していたこの期間、公演延期やそれに伴うディスカッションなどを
経て「既存のやり方にとらわれず、作品に参加する個々人がクリエイ

演劇作品をつくって発表することに私はいまだいぶ倦んでいて、何

ティブに関わり合い、かつ、サスティナブルな活動の仕方を検討・実

かやり方を変えてみたいと思っています。それで、人の集まり方か

践する」
という鳥公園の新体制の目的をあらためて自覚する契機でも

ら変えるのがいいと思いました。それをながらさんに話してみたら、

あった。その目的に照らせば、当初の『2020』の上演計画は、新体
制が反省しようとしていた従来のプロセスを充分な検討がないまま
反復してしまうのではないか、という疑念も生まれた。
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「2020」をこういう形で進めてみようと言ってくれました。
去年のあいちトリエンナーレの頃に特に気になったのですが（でも実
際はその前から気になっていたのですが）
、
アーティストが自分を「弱い者」の側

上述の状況と、鳥公園ワークショップ「2020年に『2020』（作：西

にアイデンティファイする傾向（？）が気にかかっています。ものをつく

尾佳織）を飽きるほど読む」が充実したものであったことから、ワーク

るってすごくエネルギーが必要だから、元気がないと出来なくない！？

と思うのですが、不遇感みたいなものが一番の原動力になっている
……？と思うことがあり。でもそれは、気になるけど遠くから見ておく
ことにして、私は元気にやりたい。淡々と、元気にやりたいです。
この淡々と、という部分が実はミソなのかもしれません。「元気に
やるぞー！」と思っても元気でいられるわけじゃなくて、
「淡々と」が元
気の秘訣なんじゃないかということです。SNSでバズる、みたいなこ
とが、味濃いめの瞬発力的な力だとしたら、ずっと食べ続けられる味
わいの方でいきたい、というような。
淡々とやることが、
権力の問題やお金の問題の解決にもつながるん
じゃないかという漠然とした予感があります。いや、解決はしないの

プロジェクトメンバー顔合わせ

セミナー受講体験セッション

散歩（＋パルクール）セッション

散歩（＋パルクール）セッション

か。むしろ完全な解決は目指さない、ということかもしれません。爆
発的にぶち上げてしまうところまで行かないで、問題をひとまず自分
から剥がしてみんなとの間に置いて、騙しだましやっていくということ
かもしれません。（西尾）
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2020年度活動報告会

オンライン配信トーク企画

アソシエイトアーティスト

2020年度から始まった新体制。ひとまず一年目を過ごしてみてど

和田ながら 蜂巣もも 三浦雨林

うだったか、何が出来て何が出来なかったのかを、西尾とアソシエ
イトアーティスト3人が6時間語り尽くし、オンラインでライブ配信し

メンバー
登壇者

た。2020年度の活動をまとめた年表を見ながらの個々のプロジェク

和田ながら 蜂巣もも 三浦雨林 西尾佳織

配信協力

合同会社syuz'gen

企画・制作

鳥公園

ト紹介や、西尾と蜂巣の共同リサーチから上演をつくる『昼の街を歩
く』ワークインプログレスの戯曲読み合わせを行い、西尾が創作の悩
みを率直に語ってアソシエイトアーティストが応答するような場面も

期間
2021年

あった。
「アソシエイトアーティストに誘われた時点で想像していたよりも、

2月27日

重いコミットメントを求められていると徐々に分かった」、
「作品をつく
るだけかと思っていたら、運営の仕組みづくりにも深く関わることに
なった」など、アソシエイトアーティスト3人からのフィードバックで共
通していた部分は、そのまま二年目の課題である。（西尾）

more archive...
miro
https://miro.com/app/board/o9J_kpdSU3k=/
YouTubeLive記録映像
https://youtu.be/vDdCTiOHv5U

2020年度の活動を振り返り、オンラインホワイトボードmiroを用いて、年表にまとめた。
表に現れた活動の水面下に、たくさんの議論や試行錯誤がある。
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鳥公園 公開相談会「これからどうする」１運営編
メンバー

新体制に移行したときに掲げていた方針で一番大きかったものは、
「劇作と演出、演出と主宰業の分離」だったが、実際に一年活動し

相談者

西尾佳織

ゲスト

山口茜 青木彬 五藤真 植松侑子

配信協力

合同会社syuz'gen

オンライン配信トーク企画

企画・制作

てみて、運営における課題が色々と見えてきた。そこで新体制二年
鳥公園

目に向けて、鳥公園の運営体制をどのように整えていけばよいか、お
金のこと、暮らす場所のこと、育児と創作の両立、法人化について

期間

等、
身体に近いプライベートなことから団体運営や助成金との付き合

2021年

い方などパブリックなことまでを、
西尾が4人のゲストに相談するトー

2月24日 10:30 - 13:30

クシリーズを企画した。

第1回 山口茜（劇作家 演出家）

「わたしが困っている同じことで、きっとどこかで他の誰かも困っ

2月25日 11:00 - 14:00

ているに違いない」という発想で、内容はあくまで鳥公園の未来に

第2回 青木彬（インディペンデント・キュレーター）

フォーカスした相談会だが、アーカイブも含めてすべて無料で公開す

3月18日 11:00 - 14:00

ることとした。（西尾）

鈴木哲生さんデザインの、告知用ビジュアル。

第3回 五藤真（株式会社countroom代表取締役）
3月22日 11:00 - 14:00

第4回 植松侑子（合同会社syuz'gen）

more archive...
YouTubeLive記録映像
2月24日 第1回

https://youtu.be/jAq7qVne1lo

2月25日 第2回

https://youtu.be/roMqx4ZHCT0

3月18日 第3回

https://youtu.be/06Y-Ig_dCjA

3月22日 第4回

https://youtu.be/ya-nq_f7_oo
第1回ゲストの山口茜さんと。育児と創作の両立や、
「演出家は俳優の存在に大きく依存し
て創作している」ことなどをお話しした。
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会計報告
Financial Report

1 - 全体としての鳥公園
実績

一方で、各プロジェクトの運営における負担や責任をアソシエイト

今年度は鳥公園という団体名義によるお金の動きだけでなく、西

アーティストがどこまで負えるのか、その所在が曖昧だったのではな

尾個人の名義によるお金の動きや、アソシエイトアーティスト個々人

いかという反省も挙げられていました。共創関係においては各々が主

の名義によって行われたお金の動きも含めて、鳥公園という活動が

体性や裁量を持った形が望ましい一方で、資金管理を含む運営責

展開されていました。そのため、鳥公園の団体名義に係る損益に加

任については、鳥公園という土壌（公園）の上で担保されていることが、

え、西尾個人とアソシエイトアーティスト３名個々人の鳥公園に関す

安心して活動できる環境に繋がります。

る損益も集計対象とすることで、鳥公園単体での実績とは別にその

この主体性と裁量の問題は、今回収益全体の84％を占めた補助

全体像を捉えることを試みました（注1）。その結果、総収益は519万

金・助成金との付き合い方を考えることとも繋がります。補助金・助

円、総費用は469万円となりました（注２）。

成金は、その使途を限定するだけでなく、
「使わない自由」にも制約

総収益の内訳として、助成金・補助金の占める割合は84％でした。

をかけるからです。創作活動をする上でお金は活動の幅を広げます

それに対し総費用の内訳として、アソシエイトアーティスト３名それぞ

が、支出を目的とし活動が手段に陥ってしまうと、創作の裁量に制

れと西尾との共同企画の割合を見ると、総費用に対して３名合計で

約をかけ、同時に負担も増大してしまいます。
鳥公園という土壌の上での主体性と裁量を考えるとき、会計面に

41％でした。
（注１）年度としての集計期間は2020年4月1日～ 2020年3月31日です。

おいては、各々の「使えるお金」と「使わない自由」が確保されるよう

（注２）個々人の鳥公園での活動に係る損益は便宜的な抽出方法によるものです。

な運営体制を整理していくことが今後の課題です。

振り返りとこれから
まず会計報告をするにあたり、その対象となる鳥公園の範囲を考
える必要がありました。新体制の特徴であるアソシエイトアーティス
トは鳥公園の中の人でもあり外の人でもあり、その境界は明確に見
えるものではありません（そもそも境界線がないかもしれません）。特に、今年
度はコロナ禍への支援措置として実施された「文化芸術活動の継続
支援事業」を個々人でも申請し、そのお金の一部を鳥公園との共同
企画にも活用できたため、鳥公園単体のお金の動きだけではその全
体像が掴めなかったことから、個々人名義による鳥公園での活動に
係るお金の動きを加えることにしました。
今年度特有の事業なので、
この実績をそのまま次年度以降の参考
にすることはできません。しかしこうした経緯自体も、個々人が鳥公
園において主体となって取り組むプロジェクトが同時進行していると
いう新体制の特徴が表れているとも言えます。
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2020年度鳥公園全体の収益
（クラウドファンディング資金含まず）

2020年度鳥公園全体の費用
469万円 100%

519万円 100%
助成金・補助金
437万円 84%
その他収入
82万円 16%

和田ながら企画費用
77万円 16%
蜂巣もも企画費用
73万円 16%
三浦雨林企画費用
42万円 9%
鳥公園企画費用
277万円 59%

差引残高

50万円
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２ - 表と水面下
実績
創作に関わる費用には、
企画や公演の活動など結果が直接目に見

・鳥公園の表

HP作成料、トーク企画や読書会の謝礼など

・鳥公園の水面下

年間活動費や活動アーカイブ料、会計・法務

える費用だけでなく、基礎研究的な取り組みや運営事務などの目に
見えにくい費用もあります。そこで、前者を表（オモテ）、後者を水面下

・共同企画の表

水面下の内訳は、主に西尾さんとアソシエイトアーティストの年間

術関係者」とも言い換えられ、
お金の流れをそうした個々人に直接繋

公演や企画に係る出演費、舞台費、交通費など

げているといえます。特に、鳥公園の土壌づくり、基盤づくりに対し、
ヒト（土壌）が水面下で時間とお金をかける姿勢は意義があったと思い

振り返りとこれから
全体の41％を占める水面下の費用は、鳥公園母体によるヒト（土

活動費や、WEB再構築のための設計や情報整理などにかかる人件

壌）に対する費用に集中していますが、これには二つ理由があります。

費で、人件費以外の費用はほぼ計上されていませんでした。

一つは、アソシエイトアーティストに対する年間活動費（鳥公園への関

この区分を一つの軸に、費用の使い道の区分をもう一つの軸とし
て組み合わせてみました。
費用の使い道について、人件費であるヒト、サービス料などのコト、

与全体に対する定額報酬）をそれぞれの共同企画のための費用とするので

はなく、鳥公園母体のための水面下の費用に振り分けているためで
す。アソシエイトアーティストは個々の共同企画の主体であると同時

消耗品などのモノに区分し、ヒトはさらに土壌、公演、プロジェクト

に、鳥公園新体制の主体そのものでもあることから、そのような整

の三つに分けました。それぞれの内容は以下の通りです。

理にしました。体制そのものに関わるような関係性は新体制の特徴
とも言えますが、時には組織運営全般からの過度な負担を強いる結

・ヒト（土壌）

西尾とアソシエイトアーティストの年間活動費

果をも招いてしまいます。また、年間活動費だと何に対する対価か

やHP設計費などの、鳥公園の基盤づくり、土

がぼやけてしまい、単価設定も難しいという課題もありました。

壌づくりに係る費用

そのため、関係性の曖昧さを軽減すべく、次年度の活動費につい

・ヒト（公演）

出演費や舞台費など、公演に直接係る費用

ては、鳥公園全般に関わる主に事務的な負担への対価と、創作活

・ヒト（プロジェクト）

読書会など公演を目的としない企画に係る費

動に係る対価などに細分化することを検討しています。

・コト

交通費、zoom使用料、稽古場使用料などの

とです。公演や企画を直接実施するための費用は、それだけでアウ

サービスに係る費用

トプットにかかる費用と言えるので今回は表として整理を進めました

消耗品の購入費用

が、個別に見ると、企画の中でも表か水面下かの判断に迷うものが

理由のもう一つは、
共同企画には水面下を設定していないというこ

用

・モノ		

ありました。例えば、プロジェクトに参画してもらうための活動謝金
つぎに、同じく表・水面下の区分を一つの軸に、前述した鳥公園

で、公演などわかりやすい一般公開の形はとっていないが、創造活

母体と各共同企画との区分を組み合わせると、鳥公園については表が

動のアウトプットは確かに発生しているようなケースです。会計上に

18％、水面下は41％となりました。アソシエイトアーティストとの共同

おける「水面下」の要件定義が粗いという反省でもありますが、こう

企画は全て表で41％でした。

したケースを仮に水面下と捉えると、水面下でのアウトプットそのも
のを（表とすることなく＆することを急がず）展開し成立させる形を考えている、
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費用の使い道の区分について、ヒトは「顔の見える個人・舞台芸

相談料など

として鳥公園全体における総費用を区分したところ、表が59％、水
面下が41％という比率になりました。

とも言えるかもしれません。

ます。鳥公園自体の活動の幅を広げたり、消えてなくならない資産
をつくり土壌を整えるためにも、特に水面下のコト、水面下のモノに
ついて、どんな使い道があるのかは次年度の検討事項です。

費用
使いみち別

469万円 100%

ヒト（土壌）
267万円 57%

ヒト（公演）
128万円 27%

ヒト（プロジェクト）
51万円 11%

コト
16万円 3%

モノ
7万円 2%

表16% 水面下41%

表27% 水面下0%

表11% 水面下0%

表3% 水面下1%

表2% 水面下0%

費用
企画別

469万円 100%

鳥公園企画
277万円 59%

和田ながら企画
77万円 16%

蜂巣もも企画
73万円 16%

三浦雨林企画
42万円 9%

表18% 水面下41%

表16% 水面下0%

表16% 水面下0%

表9% 水面下0%

会計報告 Financial Report

033

3 - 一年間のお金の動きとクラウドファンディング資金の状況
実績
鳥公園単体のお金の動きとしては、2019年冬のクラウドファン

クリアにし、予算の状況や使える手元の金額を把握しやすい状況を
目指します。

ディングでご支援いただいたお金の残りである148万円の資金を元

活動の主体やプロジェクトに都度関わる方々、場所も目的も多様

手に、2020年度をスタートしました。そして、当期に55万円の利

になってきています。個々の活動の重なりによって鳥公園が成り立っ

益が出たことにより、期末である2021年3月31日時点では203万円

ていると考えると、入るお金と出ていくお金それぞれをクリアにした

の資金となりました（未収金・未払金を精算した後の金額）。

上で、それぞれに色をつけながら全体の行く末を眺められるようにな

クラウドファンディング資金の状況についても、2019年度からの

ると楽しげだなと思っています。

通算になりますがご報告します。目標額200万円に対し、終了後の
支援も合わせると200万1500円のご支援をいただき、そこから手数
料として37万円が差し引かれ、163万円からのスタートとなりまし
た。期中は、コロナ禍によって当初計画の延期等の変更が余儀なく

CF資⾦の使途

予算

CF資⾦から

使⽤⾦額

CF資⾦残額

充てた⾦額

内容

され、一部のプロジェクトが未実施になりました。また、
「文化芸術

キックオフミーティング

80,000

35,605

35,605

44,395

活動の継続支援事業」
による補填を活用することができました。結果

読書会運営費

20,000

50,000

12,500

7,500

500,000

729,700

147,975

500,000

768,600

83,800

416,200

300,000

0

0

300,000

幽霊リサーチ、『ヨブ呼んでるよ』

100,000

0

0

100,000

⾒合わせ中

500,000

0

0

500,000

⾒合わせ中

CF⼿数料

-

373,252

373,252

-373,252

CFリターン費⽤

-

116,170

116,170

-116,170

1,500

-

-

1,500

2,001,500

2,073,327

769,302

1,232,198

として、クラウドファンディング資金から使用した金額は手数料を除
いて40万円となり、期末時点でのクラウドファンディング資金残額は
123万円となっています

⻄尾・蜂巣企画
（リサーチ費3都市×2⼈分、作品制作費、

クラウドファンディング資金を充てるべきプロジェクトについて、計
画当初と比べて実施をめぐる環境が著しく変化していますが、そのよ
うな中でも、西尾さんとアソシエイトアーティストである和田さん、蜂
巣さん、三浦さんとの共創関係はしっかり根を伸ばしています。当初
計画の考えを大事にしつつ、それぞれのタッグで今できること、やり
たいことを柔軟に行っていくための予算を再設定しながら、実施状況
についてまた報告を行っていきたいと思っています。
管理体制の話としては、鳥公園から支払われるべき費用も西尾さ
ん個人が立替えて支払っているケースが多く、立替精算の内容が複
雑になっていたため、精算ルールやフォーマットの改善が課題です。
また、個別プロジェクトだけでなく、鳥公園の年度全体に関する予
算を組み、解像度を上げていきます。これらによって、お金の流れを
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352,025 『昼の街を歩く』

ワークインプログレス公演費）

⻄尾・和⽥企画
（作品制作費、本公演費）

振り返りとこれから

※2019年度の費⽤

⻄尾・三浦企画
（リサーチ費1⼈分、作品制作費）

劇作家合宿
（設備費、戯曲集製本費）

からゆきさん往復書簡、
『すがれる』、
『私
の知らない、あなたの声』『2020』

⽇本と韓国のアーティスト、研究

者で⽇韓の近現代史の共通教科
書をつくるプロジェクト

（韓国からのゲスト招聘費3⼈分、ゲスト滞
在費3⼈分、謝礼、通訳・翻訳費、資料
代、勉強会会場費）

CF⽬標超過額
合計

2019年度
クラウドファンディング達成時
163万円

キックオフミーティング費用
クラウドファンディングのリターン費用
-15万円

利益
55万円

2020年度
期首
148万円

2020年度
期末
203万円

その他利益
79万円

クラウドファンディング
支援対象プロジェクトの費用
-24万円
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西尾佳織

- 主宰・劇作家

創作の場における自分のことを、『小栗判官』に出てくるガキアミ

ものが言えなくなる。そのことをこれまでにも教えてくれる人はいたけ

のようだと思っていて、そういう風に人に説明する場面が2020年度

れど、分かっていなかった。3人のアソシエイトアーティストと過ごし

に3回くらいあった ※。うち2回（植松侑子さん／アソシエイトアーティストの3人

て、やっと少しずつ分かってきた。感謝しています。みなさん、教え

＋弁護士の林知一さんに話したとき）はものすごい度合いで引かれていて、あ

てくれてありがとう。
鳥公園と西尾を分ける。鳥公園を主語にして話せれば、私も自分

れっ？と思った。たしかに、こんなに何もできない人を載せた大八車
を他人が牽く義理はない。『小栗判官』の物語では、
「この車を一牽

を主語にして話せると思う。
それから、公開相談会で「私は土づくりがしたいんや！」と自分で

きひけば、千人の僧侶を供養したのと同じだけの功徳がありますよ」
ということになっているのだが、じゃあ鳥公園の活動において得られ

言ってハッとした。これについては最近、
「基礎研究～商品開発～商

る功徳はなにか？ 直接ガキアミからリターンがあるのではなく、回

品化（販売）」という言い方も入手して気に入って使っているのだが、今

り回って功徳があるという仕組みがいいと思っていたけれど、とはい

まで私は基礎研究～商品開発の工程を抜きにして（あるいは基礎研究だ

えもう少し整理する必要がある。

け自分一人で行って、それを他の人と上手く共有できずに）商品化＝公演を繰り返

……という話を友達にしたら、「いやそれよりも、西尾さんはなん

してきたように思う。焼畑農業で成果を上げようとして、だんだんボ

でそこまで自分を下げるの？」と言われた。阿呆のフリは何も生まな

ロボロになった。だから腰を据えて、作品が実るための土壌からつく

いし、それは身に染みて実態になるぞと。

りたい、土がよければいつか自ずと実もなる、というのが鳥公園新体

それはほんとに、よく分かる。それでもそう振る舞わないといられ

制で目指すところだったはずだ。

なかった。作・演出を兼ねることは、私にはそういうことだったのだ
と思う。
鳥公園という場では、私が個人としてものを言うことが難しい、
言ってはいけない、言えないと感じていたようだ。それが権力になる

このイメージはずっとアタマの中にはあったけれど、なかなか仕組
みとして実装するには至っていない。2年目、引き続き頑張りたい。
※

#10「空白の色はなにいろか？」特設ページ —「空白の色はなにいろか？」演出

ノート④ (tumblr.com)

と思って、恐れていた。でも実際は、恐れて力を引っ込めたら相手も
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和田ながら（したため） - アソシエイト・アーティスト
2020年度は、ほかのあらゆる人々と同じように新型コロナウイル

クリエイションをおこなった『すがれる』『2020』、往復書簡のた

スの影響をしっかり被り、『すがれる』で参加予定だったストレンジ

めに読んだ『なぜ私たちはここにいて、彼女たちはあそこにいるのか

シード静岡とContinueの延期、
『2020』公演の見直しによって予定

～からゆきさんをめぐる旅～』と、劇作家としての西尾佳織にも多く

していた上演はひとつも叶わなかったアソシエイトアーティスト一年

接した一年だった。
2019年に「鳥公園のアタマの中展」にて『乳水』を扱った時も感

目だった。
しかし、上演だけが創作活動ではない、というのは、西尾さんが

じ、西尾さんも自覚しているところではあるが、西尾さん自身が演出

ずっと言ってきていたことでもある。その観点から振り返れば、むし

を兼ね、稽古とパラレルに執筆が進められている作品は、特定の本

ろ2020年度は鳥公園としてほぼ切れ目なく活動をしつづけていたよ

番に紐付いた上演台本としての性格が強い。上演台本は、その上演

うにさえ感じている。そしてその活動のあり方は、憎き新型コロナ

を手掛けた演出家である西尾さんのもとを離れられない。同時に、
そ

ウイルスに促され「新しい創作様式」とでもいうべきものを常に試行

の上演台本は具体的な上演に規定されてしまうがゆえに、複数の可

錯誤するプロセスでもあった。オンラインでの稽古やワークショップ、

能性に開かれる戯曲として自律していかない。

ゴールを定めないクリエイションとプロジェクトチームの構想、劇場

報告会でも話したが、
アソシエイトアーティストとしての自分の役割

とアーティストとの連帯、など。そもそも劇団主宰者とアソシエイト

は、西尾さんの戯曲を西尾さんから自由にすること、そして、西尾さ

アーティストとの関係はいかにあるべきか、という前例も答えもない

んを劇作家として自由にすることだと考えている。まずは一年目、
ワー

問いが前提にあり、
その問いに対して場面ごとにベターな回答を出そ

クショップやクリエイションの場において、その役割に適うような仕事

うとする、というトライアルもあった。たいへんでなかったといえば嘘

はできたのではないかと感じている。

になるが、おもしろく実りがあったということも本当である。
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蜂巣もも（グループ・野原） - アソシエイト・アーティスト
鳥公園のアソシエイトアーティストに入って一年と少しが過ぎた。

うやり方があるとすれば、戯曲中心ではない、現実（リサーチ）を軸に

去年から心の健康を崩し、毎日少しずつ生きている。

した企画をやっていきたいと話した。

今までの生き方・創作もどうにも良くないとブレーキをかけ、エン
ジンを停止させて動いていない。企画を一人で責任もって抱えろ、
と

けれどそれはなにか本質と違うな思った。
戯曲という環境・空気に馴染み、主体性を一旦捨てて混ざり合い、

言い聞かせ、実績を必死で残してきた。また戯曲と上演が強く結び

戯曲的「私」となるまで精錬してきた。新たな「私」の自由を作り、
習

ついたものに猛進し、精度を高めるために現場を振り回し、自他とも

得すれば、安心してもとの自分に帰ってくる。自己矯正から始まるか

にボロボロになって作ってきた。潰れるのも必然だった。

らとても辛い。しかし習得すれば素晴らしい。

今は、近くの人に寄りかかってお喋りし、たくさん呼吸をして、力
を抜く練習をしている。
2020年度活動の停止を心がけてきたその時間の多くは、いかに

この生き方を一切否定したくなるのだがこれも少し止めて、また動
けなくなった「私」も抱えたまま、もう一度創作を見つめていくことは
可能だろうか。

自分の創造性を肥やすことができるか、自他ともに問い続けた西尾さ

アソシエイトアーティストとしての成果は、
まだ諸々の状況に後押し

んに優しく見守られていたと思う。そして私は、エンジン止まって動

されて出せていない。成果というのは計画性があって生まれる。アソ

いてない状態だけど、作ることができるか、ということをさせてもらっ

シエイトアーティストは3年間の約束。あと一年半。

た。あるミーティングでは話半分に刺繍をし、
ある時は一人でひたす

もしかすると一年半という心地の良い短さが、
「アソシエイトアー

ら台詞を覚える、など表面に出ないことをひたすら行い、とても充実

ティスト」として自分なりの計画を立てることが出来るかもしれない。

していた。よくよく考えればアーティストの本質は、そういう何も抱え
ない者のはずであった。
最近西尾さんとこの一年を振り返る面談があった。

ここからエンジンを手当たり次第にかけると、また壊れて、今度こ
そ動けなくなる。ここから一年半、演劇と共に生きるための土壌を貪
欲に探りたいと思う。

その場で、今までの苦しい作り方はもう辞めたいと言った。もし違
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三浦雨林（隣屋）

- アソシエイト・アーティスト

『終わりにする、一人と一人が丘』のアフタートークで初めて４人

抜けることになっているが、この方式ならば目に見えない経験・手法

直接顔を合わせた時、私にはまだもやっとした不安があった。アソシ

といった残留物は鳥公園に留まる西尾さんにしか残らない。やっぱり

エイトアーティストとして参加すると言ったものの、実際に何が起こり

それだと鳥公園は西尾さんの手を離れた独立した場にはならない気

得るのかあまり想像がついていなかったからだ。西尾さんに誘われた

がする。

時、何故私に声をかけたのかを教えてくれたけれど、それでもその期

大人になってからフラットな関係性を築くのは難しい。

待（想像）に応えられるだろうかとずっと、それこそ『乳水』を創り終え

ここで言うフラットな関係性というのは、同期や同僚と言えるよう

る時までそう思っていた。

な関係性のこと。大人、とりわけ創作活動をやっていて、同期・同
僚と呼べるような関係ってそうそう生まれないんじゃないか。少なく

声をかけてくれた時、西尾さんは「とりあえず３年という約束にし

とも、演出家や劇作家が同じ立ち位置・同じ場所で過ごすことは結

て、場合によっては延長してもいいと思う」という旨を提示してくれた。

構珍しいことだと思う。私には演劇を専攻していた大学の同期もいる

最初に聞いた時は中学校や高校のことを思い返して、
３年って少し長

し、青年団にも入団まで２年を共にした同期がいて、最近まであま

いかもと思っていたが、実際は学生のように毎日何時間も一緒にいる

りこの存在の特別さに気がついていなかったが、この同期たちは非

わけではないので、もっともっと短い。それぞれの活動の主軸も違う

常に大きな存在だった。敵でもなく、ライバルでもなく、素直に向き

し、生活スタイルも違う。今思えば「３年もあれば部活もして勉強も

合って信頼出来る関係性。

して体育祭もして学校祭もして修学旅行も行けるじゃん！」と、じっく

鳥公園の試みの面白さはここにあると思う。決して劇団員というよ

りゆっくり場を作っていくという想像がついていないままに誘いを受

うな集団として囲い込むのではなく、あくまで場所として、違うルーツ

けていた。

や違う環境で生きている人たちが引き合わされる可能性がある。そ

その鳥公園で過ごす、長いようで短い３年の半分が既に過ぎようと

れは、アソシエイトアーティスト制度だけでなくその他の多くの試みで
も既に意識されている。鳥公園は、なるべく多くの部分を開くことを

している。
最近は、この鳥公園の契約期限のことをどう捉えたらいいのか、考

目指し、誰かとの出会いを拒まない。

えあぐねています。鳥公園にとっては新陳代謝なのかもしれないけれ
ど、私たち新陳代謝される側はどのようなものをその土地に残してい

フラットな関係性がどの場所にとってもいいこととは思わないが、

くべきなのだろう。別に残すつもりがなくても何かは残ってしまうけれ

少なくとも鳥公園という場を作るのであればお互いが同じ地平に

ど、あえて種を蒔いて行った方がいいのか、別に何かを残すつもりは

立っていた方が面白い。キャリアもルーツも違うけれど、違うからこ

なくてもいいのか。

そありのままを隠さずに残りの半分も素直に出来ることを楽しもうと

今の約束だとアソシエイトアーティストは３人一気に入って一気に
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思う。

五藤真

- 会計

西尾さんから「今までのやり方を整理、改善だけでなく、創作活

人が集まって一緒に創作をする上でも、その創作行為に求めるもの、

動とお金の考え方自体を発明できないか」と声をかけてもらって、鳥

その対価として求めるものは様々。そしてその違いはお金の問題とし

公園のお盆部に加えてもらいました。お盆部って何するんだ…？お盆

て表出する。時にはハッキリ、時にはコッソリと。

部にはデザイナーの鈴木さんがいる。劇団員、ではない。アソシエイ
トアーティストとして和田さん、蜂巣さん、三浦さんがいる。彼女た
ちも劇団員ではない。その公園の土台としてお盆。それを考え、
つく
るのが活動内容か。「組織基盤」とは言わず、「お盆」と言う。持ち
運びがしやすそうだ。何か、つくってみたら案外シンプルで真似しや

結果的にお金の問題として表出するが、
じゃあお金をポンと払えば
いいのかというと。
やりたいこと、やってほしいことがあって、そのためにお金が必要
になるのであって、お金で勝手に解決されるわけではない。

すい形をイメージしているのかもしれない。また西尾さんは、
「土づく

また、お金は活動の幅を広げるが、活動に対し対価が全て比例す

り」をしたいとも言う。お盆部は、公園で水やりをしたり芝生を整え

るわけではないし、求められるとも限らない。創作活動と対価は、一

たりする管理人的な人、だったか。

対一で結びつかない。とすると、お金から考え始めてしまうと創作活
動の意義を見失ってしまう危険性が…？

ただ今のところ、発明はまったくできておらず（すみません……）、和田
さんが主導で進める「2020」プロジェクトに参加させてもらったりも

などど悶々と考えつつも、お盆部なので鳥公園のお盆をつくらない

しながら、「お金お金……」と呟いてみたり、お金のことを完全に忘

といけない。みなが自由に動き回れるお盆の上、それはつまり創作

れてみたりしながら、人の集まりの中での創作活動とお金の考え方を

環境から、
お金による制約をなるべく除外することでしょうか。「稼い

探っています。

でお金に余裕のある状態にする」というのもできるとそれはとても良
いですが、
「使う自由」だけでなく「使わない自由」も一定の枠組みで

実際にはというと、主には組織運営の在り方や、その中で発生す

用意しておき、関わる人はそのお金についていつでも検討できる状態

るフィーの是非などについて折々でみなさんと話し合っています。そう

にする、ということかもなと、今まで重ねてきた話を踏まえて思いま

いうのを半年以上続けた結果、最近、
「お金じゃない気がする…」と

した。対価として求める価値観、労働観やプロ意識の持ち方を、無

呟くようになってきてしまったというか、、

理に足並み揃えにいくのも違うもんなあ、、それは別々でいい。別々
のまま、手段としてのお金を、やりたいことのために一緒に使ったり

運営体制の話、特に、関わり合う人たちとの関係やその活動の役

使わなかったりするのがいいのでは。結局お金の話になってますが。

割の話をしているとき、
「これらはお金の話と繋がってると思うんだけ
れど、」と西尾さんがよく言うように、運営のことでムムッ？となるこ

お盆はしっかりしつつも軽いのがいい。
みんなもやってみたいことと

とには、お金が絡むことが多い。仕事観、労働観は人によって違う。

一緒にホイと差し出せるような感じの。あ、足元の土台、てイメージ

プロとはなにか、創作に対する姿勢、、表現と生活の関係、バランス。

でしたけど、手渡すときの道具、としてもいいかもですね。お盆。
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鈴木哲生

- グラフィック・デザイナー

西尾から、鳥公園の演出家をやめて劇作家業に専念してみようか

れも今年の議論を経て自覚したことだが、私はかなりリバタリアン的

たのだった。そこで私は五藤さんとともに、各プログラムごとにアサ

と思う、と初めて聞いたのは、2018年1月だったようだ。私は2013

で、西尾がそういう主張をしているとき、そういう戦略を取ることで

インされるのではなく、運営の仕事にもそれぞれの専門性をもって協

年から鳥公園の宣伝美術をほぼ全てやっていて、当時は『鳥公園の

競合と差別化したい、ということだと思って同調してしまう。今では

力する「お盆部」という部門に収まった。そのとき、私は公演があれ

アタマの中展２』
の宣伝美術の準備をしていた。その打ち合わせの中

それは誤解だったと理解していて、後者のためにまず鳥公園が、とい

ばD、お盆ではAやCをやるということか？ と思った。

でのことだったと思う。

うことだと分かっている。おそらく西尾には競合・差別化の観点はそ

たしか、俳優やスタッフとの会話や議論の中から脚本を作り、その
まま今度は演出家として上演まで付き合う、というやり方では、その

こまでないが、私にはそれが不要な見方だとは思わない（とくに増収問
題に絡んで議論する場合）。この辺は来年五藤真さんとも議論したい。

演劇の問題はチーム内にとどまって広がりを持たないのではないか、

でも2020年を終えて思うのは、私の専門性、私が鳥公園と仕事
をするときの特殊性は、ABCDというような切り分けとは違うレベル
に存在するのではないか、ということだ。運営についての打ち合わせ

という話だった。戯曲とはいきなり手渡されるよくわからんテキストで

私はグラフィック・デザイナーだけれど、グラフィック・デザイナー

でも、チラシについての打ち合わせでも、そこで結果的に私が引き請

あり、俳優や演出家がそれをどう自分の問題として身体に移していく

にもいろんな方向性の者がいる。本文組版や印刷データ管理のエ

ける仕事はさまざまだが、話している時の具合はいつも同じだ。何が

かが試される点に意味がある、鳥公園もそうしていきたい、と言って

ンジニアみたいな者（A）もいれば、デザインの力を社会問題や政治

なぜやりたいか知りたい、それを私は面白いと思う、つまらないと思

いた気がする。

スキャンダルの糾明に用いようとする者（B）、消費者行動を左右する

う、意味あると思う、ないと思う、やるとしたらこういう部分を受け

それまで私は、演劇だから書くこと、語ることに主眼があるのかと

ティップスの実践、それ自体の開発やマネタイズに励む者（C）、美大

持てると思う、その場合こういうやり方になると思う、客にはこう見

思っていたが、そこで初めて（西尾にとっては？）読むことが演劇の中心に

で学ぶ範疇を超えた戦略や批評は職能外と割り切って意匠制作だ

えると思う、そういう普通の話をしている。

あるのかも、と思った。『アタマの中展』は、俳優と演出家が既存戯

けに没頭する者（D）、いろいろである。

私の性格のずうずうしさ、長い付き合いからくる慣れ、西尾や演出

私は半分ぐらい（周りからは75%と見られているかも）D枠だと思う。つま

家たちが言っていることのうち自分の仕事に関する部分だけ分かれ

を見せる作品だったし、その形式が、普段の上演以上に鳥公園の関

り、どういうチラシであれば鳥公園の言ってることが表現できるのか

ばいいとはなぜか思えない心、そういうけじめのなさや自我まるだし

心にしっくりきているように見えた。

……とだけ真剣に考えてきた。
日本の美大出身という出自の宿命なの

性、それが私が鳥公園において持つ専門性のような気がする。その

2019年の『終わりにする、一人と一人が丘』を経て、2020年か

か、私はそういう素朴な仕事に、働いている実感を感じていた。し

専門性には名前がついていない、なぜならそれは専門家性ではない

ら三人の演出家を迎えたときは、西尾が書き、俳優と演出家が読

かし同時にまともな判断力のある成人として、それだけで意味あるの

からだ。必要なことでやれることはなんでもやるかわりに、打ち合わせ

む、
「読み」主体の集団になるのね！と思った。今まで創作者が特権

か……？ と居心地の悪さを感じてもいた。

曲の稽古を客前で披露する企画で、まさに「語り」ではなく「読み」

的に経験していた「読み」空間から、劇作家が切り離され、外部の

0

における私は、普通のおしゃべりな知り合い、話を聞きたがり、思っ
てることを言いたがる自我のやたら強い人、
としかいいようがない。そ

人々の目につく場所にも展開する、演劇というより「読み芸」の集団

鳥公園からは必要な制作物があればほぼ全ての仕事を請けてい

う書くと、サークルクラッシャー的存在になっていくのでは……？ と

に……！ と。しかしそう簡単な話でもなかったらしく、いろいろな

るので、その中では脚本を本にしたり、冊子やプログラムを作ったり、

危ぶまれるかもしれないが、その心配はしていない。なぜなら西尾が

時節の困難もあったりで、まあ私はすべては把握していないが2020

予算内で部数や構成を考えたりとAのような仕事もした。またある

私以上に普通に思ってることを言いまくる人だからだ。そういうふう

年は創作上の試行錯誤がなされた年だったようでした。

時にはこういうバナー作れば？ とか、このコピーで訴求力あるの？

に仕事ができるということは当然のことなはずだが、実際は稀有なこ

とかC的なアイデアを口走ったりもした。それらの仕事は慣れないな

とだと思う。

そんな中私が少し気になっていたのは、西尾が鳥公園をそう変え
ていきたいと語る時に、「私はそうしたい」と言っているのか、「舞台
芸術界がそう変わってほしい」と言っているのか、
という点である。こ
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りに、素直にまともに役立っている感じがした。まあ同世代のDTPや
広告の専門家に比べたら得意分野なわけではないのだが。
私がそういうことを考えていた時期に、鳥公園は2020年に突入し

2020年は正直デザインの実作業は少なかったが、そのことが少し
分かった年だった。
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