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Ⅰ　はじめに

　本学の学生が「岐女大わくわく劇場」と称
してミュージカルを上演して，今年で9回目
となる。これまでは本学家政学部生活科学専
攻にて制作・上演されてきたが，今年度から
文化創造学部初等教育学専攻の学生も参加し
て制作・上演した。本ミュージカルのねらい
は，保育者及び教員となる学生が，講義等に
おいて修得してきた専門知識や技能，表現力
を自らの手で具現化することである。作品選
び，脚本・衣裳・道具づくり，演出まで，指
導教官の助言を得ながら，自分たちで行って
いる。この過程で学生は子どもの発達段階を
考慮したセリフを入れて脚本を作成したり，
子どもを惹きつける表現（演出）方法を考え
たりすることとなる。これまでの研究におい
ても，ミュージカル等の演劇作品は，楽曲選
択，歌唱，舞台装置製作，身体表現等，保育・
教育を学んでいる学生の総合的な表現力を養
成するものとして取り上げられている（古市，
1999　他）。

　そこで本報告では，ミュージカル上演まで
の過程と終了後の学生へのアンケート結果か
ら，本専攻におけるミュージカル上演活動の
意義を整理し，次年度の教育活動の充足に繋
ぐことを目的とする。

Ⅱ　専攻の目指す教育者像とミュージカ
ルの取り組み

　本専攻では，保育者・教員養成プログラム
として独自の「EGG（Enjoy Global Growing 

up）プラン」を構想している。これからの保
育者や教員に必要な能力及び資質を育成する
ために，1年次より「理論と実践とを往還」
させながら4年間を学修するものである。
　ミュージカル上演に取り組むことは，上演
対象者を幼児とした時，次の学修が想定でき
る。
①幼児の言語獲得の理解や表現力の発達
等，理論面からの学修の上に立って，
幼児の成長発達に資する内容のものを
提供していくという理論面からの学習

②公共の施設で鑑賞する場合の幼児の実
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態（共感度や場における行為・行動の
実態）をこれまでの現場実習体験から
想定する実践面の学修

③脚本から上演に至るまでの舞台づくり
と演技の実践学修

④施設に人を招聘するための諸準備や手
配など社会通念を踏まえた実践学修

　まさしく，理論と実践とを往還させながら
の保育者・教育者に向かう大掛かりな学修で
ある。
　この取り組みの目標としては，上記のこと
を体験しながら，学生の個々が自身の中の実
践力を高めていくことである。学生の行動目
標として「子ども発達専修という一つの学習
集団が一丸となって全行程を完遂していくこ
と，そのための自分の役割を理解し，他に寄
与出来る活動をめざすこと」とした。
　指導者側の願いとして，特に以下のことを
据えて取り組むことにした。
　保育も教育も人を育てていく上で最も
必要とすることは感動体験を味わわせて
いくことである。感動体験を経験したも
のでなくてはその教育実践は不可能であ
る。行き詰まって泣く悲しさも，やり遂
げた喜びも，保育者・教育者には必要不
可欠な過程である，ということを実感で
きるために取り組ませる。

Ⅲ　作品概要と上演までの過程

1　「ミュージカル上演」の概要
　今年度上演した作品の概要は以下の通りで
ある。
（1）作品：「三匹のこぶた」（15分）
（2） 出演者：初等教育学専攻において，保

育者・教員を目指して学んでいる2年
生27名。

（3） ストーリー：多くの子どもが知ってい

る絵本の内容をもとにしつつ，子ども
の想像を膨らませたり，作品に入り込
めるようなセリフを入れたりして，結
末をオリジナルのものとした。

（4） キャラクター：こぶた，おおかみ，母
ぶた，さる，うさぎ，とり，ナレーター。
（※「母ぶた」以降は本作品オリジナル）

（5） 舞台裏担当：ピアノ演奏，音響，照明，
大道具装備。

（6） 制作から上演までの期間：平成25年2

月～8月の6ヶ月間。

2　上演までの主な学修
（1）作品選び・脚本作りの段階での学び
　作品選びにおいて大切なことは，「作品を
通して幼児に何を伝えたいか」ということを
忘れないことである。さらに，幼児が知って
いる，もしくは分かりやすい作品を選ぶこと
である。これをもとに学生が候補作品を複数
挙げて話し合いを行い，決定した。
　脚本作りでは，もとのストーリーに沿って
幼児が内容を理解しやすいよう，また内容に
引き込まれるような流れやセリフを考えるこ
とを大切にしながら行った。
　脚本作りが初めてであったため，最初に脚
本の構成の指導を受け，絵本に忠実に脚色化
した。しかしこの段階では，幼児が理解する
には一文が長い，動きをイメージできずにセ
リフを書いている等，改善点が多くあった。
そこで指導教官より，「幼児に伝えたいこと」
は何か，伝わりやすい言葉とはどのようなこ
とか，セリフが持つ意味は何か，どのような
場面か等について学び，作り直した。これに
より，短くしたり繰り返したりしてわかりや
すくすることやそこにリズム感を含めること
ができた。その後，舞台上の配置を図示化し，
脚本を完成してそれをもとに練習を行った。
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（2）衣裳・道具づくりからの学修
　衣裳は古着を活用し，道具は段ボール，牛
乳パック，ティッシュ箱等を集めて作成した。
　舞台の大きさ，観客席からの見え方等を考
えながら作成したが，具体的なイメージを持
つことができないところもあり，修正を重ね
た。この試行錯誤の中で，意志疎通がうまく
できないときもあったが，一人一人が自分の
担当箇所を責任を持ってやりきったことで，
達成感を味わうことにもなった。部門内での
意思疎通や他部門との協力の大切さ，限られ
た時間の中で効率よく作業を行うことを学ぶ
ことができた。
（3）練習中の学修
　演劇経験がある学生はわずかであったた
め，役になりきること，観客に伝わるように
表現することとは何か，を毎回確認しながら
行った。また，外部の演劇経験者から5回指
導を受けた。
　当初は声や動きが小さく，恥ずかしさを拭
いきれていなかった。しかし，練習を重ねる
中で徐々に恥ずかしさを捨て，大きく表現で
きるようになる学生が増えてきた。表現力は
頭で思い描いていても，実際にやってみると
難しかったりできなかったりするもので，そ
の差を埋めることは簡単にはできない。映像
で確認したり指導者から助言をもらったり

と，客観的に自分の表現力を分析し，それを
より良くするための方法を考えて繰り返し
行った。これにより，一人一人の表現力が高
まり，自己分析力も身につけることができた。
　また，全員で練習をすることによって，自
分の時間が減ること，一つのものを作るため
に他者と心を合わせることの難しさを感じ，
それらに耐えること，改善（解決）するため
の努力について学ぶことができた。
（4）上演当日
　上演当日の午前は通しリハーサルを行い，
最終確認を行って本番に臨んだ。
　本番前は会場いっぱいに来場した観客を前
に緊張した様子であったが，舞台に出て演じ
るとこれまでの練習成果を発揮するように，
大きな声，大きな動き，豊かな表情で演じる
ことができた。
　子どもにとってなじみのある話であったこ
ともあるが，わかりやすいセリフ，なりきっ
て演じている大きな動き等によって子どもを
惹きつけることができたといえる。これが表
われていた場面として，最後の場面を取り上
げる。
　最後は三匹のこぶたとその仲間達がおおか
みを追い払うために大きな声を出すことに
し，会場にも呼びかけて一緒に大きな声を出
してもらうという流れにしていた。実際は，

図2　上演の様子

図1　衣装づくりの様子
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呼びかける前に一緒に大きな声を出してくれ
て，まさしく話に入り込んでいたといえる。
これは我々にとって予想外の嬉しい出来事で
あり，学生にとっても一生懸命準備や練習を
してきてよかったと感じられた一場面であっ
たともいえる。

Ⅳ　学生へのアンケート，聞きとり

1　アンケート
　アンケートは上演後，27名全員に対して
行った。
　このアンケート調査では今回のミュージカ
ルを通して，どのような力が身に付いたかを
問うこととした。その視点として「21世紀
型スキル」に着目した。
　「21世紀型スキル」とは，The Partnership 

for 21st Century Skillsのことであり，ACT21S

（Assessing and Teaching 21st Century Skills）で
検討されているスキルである。21世紀の国
際社会に必要な能力のことであり，ACT21S

が考えるその能力は次のようなものである。
　3つのコアスキル①学習とイノベーション
スキル，②情報・メディア・テクノロジース
キル，③生活とキャリアスキルがあり，それ

ぞれ表1のような詳細なスキルが定義づけら
れている。
　この21世紀型スキルは今後の社会に必要

表1　3つのコアスキル

①学習とイノ
ベーション
スキル

批判的思考と問題解決
コミュニケーションと協働（協調）
創造とイノベーション

②情報・メディ
ア・テクノロ
ジースキル

情報リテラシースキル
メディアリテラシースキル
ICTリテラシースキル

③生活とキャ
リアスキル

柔軟性と適応性
進取と自己方向づけスキル
社会 /文化横断的スキル
生産性 /アカウンタビリティスキル
リーダシップと責任スキル

（国立教育政策研究所「社会の変化に対応する資質や能力
を育成する教育課程編成の基本原理」より）

表2　質問項目

1
物事に対して効果的に理由付けをすることが
できますか。

2
物事に対して自分で判断や決定をすることが
できますか。

3
生じた問題または生じそうな問題を解決する
ことができますか。

4
他人と明確に意思疎通を図ることができます
か。

5
ある物事に対して他人と協働したり協議した
りすることができますか。

6 創造的に物事を考えることができますか。
7 他者と創造的に活動をすることができますか。

8
新しいアイデアから新たな価値を創造し，社
会的な変化をもたらすこと（イノベーション）
ができますか。

9
情報にアクセスし，その情報の価値を評価す
ることができますか。

10
必要な情報を活用したり管理したりすること
ができますか。

11
メディア（情報技術が社会経済的文脈に埋め
込まれたときに見せるある種のあり様。）を
分析することができる。

12
メディアのプロダクト（製品）を創ることが
できる

13
テクノロジーを効果的に活用することができ
る

14
物事や考え方などが変化することに適応する
ことができる。

15
物事や考え方などを柔軟に捉えることができ
る。

16 自分の目標と時間を管理することができる。
17 独立して活動することができる。
18 自己方向をつけることができる。
19 他者と効果的に関わることができる。

20
多様なチームで効果的に活動することができ
る。

21 プロジェクトを管理することができる。
22 プロジェクトなどの結果を出すことができる。
23 他者をガイドしリードすることができる。
24 他者に対して責任を持つことができる。
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なスキルである。これまで必要とされてきた
スキルは，個人が科学的な知識を正確に把握
することや与えられた問題を効率よく解くこ
とが中心であった。しかし21世紀に必要な
スキルは，学習者が互いに理解を深め合いあ
るゴールを達成するにつれ，新しいゴールを
見出し，新しい課題を自ら設定し，それを解
きながら前進していく創造的で協働的なプロ
セスを引き起こすスキルである。
　この21世紀型スキルは本ミュージカルと
も関係性は深い。ミュージカルとは，創造的
なものであり，一人では創り上げることがで
きないものである。かつ，仲間とともに協働
して一つの作品を完成させるものであり，ど
れだけ練習を重ねても一定のゴールはなく，
新たなゴールを順次設定し取り組むことがで
きるものである。
　そこで，本ミュージカルを通して21世紀
型スキルが身に付いたのか，身に付いたので
あれば特にどのスキルが身に付いたのかを調

査した。調査したアンケート項目は表2のと
おりである。
　調査項目は全24項目であり，全ての項目
に対して「4：大変よくできる，3：まあまあ
よくできる，2：あまりできない，1：全くで
きない」の4段階尺度で尋ねた。項目を表2

に示す。
　上記24項目をミュージカル前とその後に
おいて調査を実施した。
　結果は次のようになった（表3・図3）。
　どの項目においてもミュージカル後におい
て平均値が高くなっている。特に変化の大き
かった項目は，「ある物事に対して他人と協
働したり協議したりすることができますか。」
と「自分の目標と時間を管理することができ
る。」，「他者に対して責任を持つことができ
る。」の3項目であった。特に「ある物事に
対して他人と協働したり協議したりすること
ができますか。」は，ミュージカル前の平均
値が2.7であったのに対し，ミュージカル後

表3　アンケート結果

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

前 2.3 2.6 2.6 2.6 2.7 2.5 2.7 2.4 2.2 2.4 2.2 1.9 1.9 2.6 2.5 2.3 2.7 2.6 2.6 2.8 2.2 2.3 2.2 2.5

後 2.6 3.1 2.9 3.2 3.4 3.0 3.2 2.7 2.5 2.8 2.4 2.2 2.3 2.8 3.1 3.0 3.3 3.0 3.1 3.1 2.5 2.6 2.7 3.1

図3　アンケート結果
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には3.4の平均値まで向上している。ミュー
ジカルという特性，つまり仲間とともに創り
上げていくことが必要である物事であること
が大きく作用しているものと考えられる。
　このようにこれからの社会に必要な21世
紀型スキル，特に人と関わる保育士・教育者
という職に就く学生が身に付けるべきスキル
であると考えられ，本ミュージカルを通して
そのスキルを身に付けることができたと言え
る。

2　聞き取り
　ミュージカルの上演が終わった後に，振り
返りとして参加者に聞き取り調査を行った。
この聞き取りではミュージカルを行うことで
自分にどのような力が身に付いたか，また今
年度のミュージカルへの取り組みに対しての
成果と課題を尋ねた。
　身に付いた力として，「人前で表現するこ
とで，直後の保育実習での絵本の読み聞かせ
等に活かせた。」や「対象者である子どもの
ことを考えて，どのような言葉遣いがよいか，
どのくらいの声の大きさで話すとよいかなど
を考えて話すことができた。」とのことを挙
げていた。これは，コミュニケーションの力
であるといえる。また，「自分がやりたいこ
とだけじゃなく周りを見て協調することを考
えて行動できた。」と言う学生もおり，これは，
まさに協働する力である。
　さらには多くの学生が答えたことに「仲間
との意見交流をすること。」がある。自分の
意見を言うことの大切さを学んだり，他の学
生の意見を聴くことを大切にしたりというこ
とを努力してできた，との回答が多くあった。
これは，まさに明確に意思疎通をする力を身
に付けたと言え，これもまたコミュニケー
ション能力を身に付けたこととなる。
　本ミュージカルを通して，学生は21世紀

型スキルにおいて特にコミュニケーション能
力と協働する力を身につけることができたと
言える。

Ⅴ　成果と課題

　今回のミュージカル上演における目標は，
「子ども発達専修という一つの学習集団が一
丸となって全行程を完遂していくこと，その
ための自分の役割を理解し，他に寄与出来る
活動をめざすこと」であった。これまでに述
べてきた上演までの過程における学修とアン
ケート調査及び聞き取りをもとに成果と来年
度に向けた課題を述べる。
　成果としては，①他者と協働する力，②コ
ミュニケーション能力，③表現力，それぞれ
を身に付け，高めることができたことである
（既述）。
　課題としては，次のことについて反省し，
次年度への方策を具体化していく。
　①企画力・計画力・遂行力の点から課題を
多く残していること。脚本選択から上演まで
の取り組みの過程が，活動の経験の無さから
想起出来ないがために，場当たり的な活動に
なったことである。必要以上の時間を練習に
費やしたり，計画的にスタッフを動員出来な
かったりしたことは，練習過程での緊張感，
活動への充足感を削ぐことに繋がってしまっ
た。このことを再度振り返らせて，取り組み
の充足感や実践力をつける活動にすることを
次年度の目標としていきたい。
　②中心目標として，「集団でものごとを完
遂していく姿勢づくり」を据えたが，取り組
みへの個人差が大きく現れ，集団一丸となっ
て高まっていくことに至らなかった。
　これに対する課題は，集団活動へ自分をど
のように投入していくか，その意識の違いに
差が大きいことを改善していくことであっ
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た。リーダーは，このことを自覚し，全員集
合呼びかけて活動を展開してきたが，それぞ
れのスタッフ・キャストに応じた活動内容を
適切に指示することができなかった。活動時
のそれぞれの活動意欲度を関知することはで
きていたであろうが，その対応策にまで力が
及ばなかったのである。
　自分個人の都合を優先させて練習時に集合
できないということに対して，会合を開いて
互いの言い分，取り組みへの意識を交流し
合って結束を固めていくなど，個々の温度差
を縮める取り組みも体験させなくてはならな
いことである。
　また，参加意欲は，強制意識で縛ることで
はなく，仲間たちの自分へ注がれる期待感や
深い理解を自覚化させることにあることも活
動を通して学ばせたいことである。成功への
お互いの強い願い，それは熱気ある練習を展
開する中で培われていくものであることを学
び取らせたい。
　「ミュージカル上演」の取り組みを専攻教

員全員の課題として，精神的にも，実践的に
も実力のある学生の育成に繋げていくことを
課題としていく。
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