
報告「文化活動グループの実践」 

いのち輝く瞬間を仲間とともに 
―肢体不自由の青年たちの人形劇活動 

南寿樹 
１９９１年、私は愛知県立港養護学校（肢体不

自由校）の中学部２年の担任だった。 
「４０日間の夏休み、１日も外に出なかった」

「何か楽しいことないかな」との生徒の言葉に突

き動かされるようにして始めた人形劇活動―。 
今、当時の私の想定をはるかに超え、卒業後、日

本だけでなく、海外公演まで実現し、現在は東北

や熊本の復興支援公演活動にも取り組んでいる。   
またこの人形劇活動は横にも広がり、後輩の人

形劇団や地域活動の人形劇団が３つ結成され、余

暇活動に取り組んでいる。（１劇団は職業自立をめ

ざすプロ劇団になった）。その経過、人形劇活動の

特性、余暇活動の意義などを記してみたい。 
１ 思春期の仲間たちの本音 
（１）「受け身でおとなしい」のは障害特性？ 
新任３年目で担任した中学部２年生は 5 名（男

子 2 名女子 3 名）。そのうちの 3 名が進行性筋ジ

ストロフィー症（筋力が衰えていく難病）という

こともあり、受け身でおとなしい子ばかりであっ

た。休み時間も、次の授業の準備をして教科書を

読んでいる。「トイレに行こうか」と声をかけなけ

れば、自分からは動かず、言い出せない。 
（これは、肢体不自由障害の特性なのか）、 
教師の指示を聞きすぎる、いわゆる良い子の生徒

たちを見て、そう感じていた。 
（２）「夏休みの 40 日間、家から出なかった」 
ところが、一見おとなしく受け身的な生活態度

の奥に、実は隠された要求があることを知った。 
5 月の連休後の学級活動で、交通安全ポスター

の共同制作をしていた。自然におしゃべりが始ま

る。「私、スカート買ってもらっちゃった。いいで

しょ」「どんな？」「赤いチェックのやつ」「どこで

買ったの？」「○○デパート」「いいなあ、私なんか

お母さんが仕事だったからどこもいかなかった」

「ぼくも」… 
いつもとは別人のようによくしゃべる生徒たち。

おそらく、ポスターづくりという共通の活動を媒

介にしてみんなの気持ちがつながっているとの雰

囲気が、心を解放させているのだろう。 
「ゴールデンウィークなのにどこも行かなかっ

たのかい？」と聞いたところ、浩美が「うん。夏休

みだって、４０日間一歩も外に出なかったよ」と

言う。 
夏休みの 40 日間をずっと家の中で過ごす…私に

は耐えられない。思いもよらなかった生活だ。た

だ、話を聞くとその状況に決して満足しているわ

けではなかった。 
裕美は補装具をつけ、クラッチ杖を使用して歩

行する。「本当は買い物にも行きたいけれど、準備

に時間がかかり『早くしなさい』とお母さんに言

われると腹が立って、『もういいわ、お母さんだけ

で行ってきて』と意地を張っちゃう」と言う。 
身体障害があるが故の困難が、あきらめとなり、

「家の中にいた方が楽でいい」と自己防衛的に、

自分に言い聞かせるようになったようだ。 
（３）「人形劇をやってみないか？」 
和恵がぽつりと言う。 

「あーあ、何か楽しいことないかな」 
私は、この言葉を、私に対する問いかけのように

感じた。 
（今の生活はつまらない。何か手応えのある楽し

いことがしたい。けれど、それが何かは分からな

い。先生なんとかして）とでも言うように。 
和恵が言う。「先生は、何が楽しいの？」 
私は、「うん、あえて言うなら人形劇かな」と言

った。大学でサークル活動としてやって来た私は、

この連休にも、同僚の教師 2 名とその家族で隣の

県にできたばかりの作業所の開所式で人形劇を上

演したのだった（『あそび座』と称した）。そして、

その夜、国民休暇村に泊まり、翌日に遊園地で遊

んで帰ってきたことも話した。  
すると勇樹が「いいなあ、ぼくもどこか泊まり



に行きたい」と言い、和恵が「私も遊園地へ行きた

い」と続く。 
そこで「じゃあ、同じように、みんなで人形劇を

して、ホテルに泊まり、次の日に遊園地で遊んで、

おいしいもの食べて帰ってくるというのはどう？」

と提案してみた。すると口々に言う。「そんなこと、

校長先生に怒られる」「そんな夢みたいなこと言っ

て」「南先生はすぐに冗談を言う」。 
しかし、「夢みたいなこと」と言いつつ、本音は

（実現したらいいな）との思いがあるようだ。 
 そこで「お泊まりとか遊園地とかは別にして、

人形劇を始めてみないか？」と提案した。私が学

生時代から、なかまと作品を作り、演じ、観客に伝

わって喜んでもらった時のあの喜びと感動を、こ

の生徒たちにも伝えたい、と思ったのだ。 
そう提案する私の中に、１つの実践的なよりど

ころがあった。３年前の世界人形劇フェスティバ

ル（ウニマ１５回大会ＩＮ名古屋）で知ったフラ

ンスでの実践だ。美術家のリオンス女史は、病院

内で両手のない子に口にくわえて操作する人形を

使っての療育に取り組んでいた。 
（手がない子でも人形劇はできる。肢体不自由で

あっても、工夫すればなんとかなるかもしれない） 
「えー？」みんなは不安そうな顔。すかさず優

等生の直美が「でも、かー君（和也）はどうする

の？ 人形持てる？」と聞いてきた。和也は進行

性筋ジストロフィー症で、一番病気が進んでおり、

座位も自力ではとれないほどである。みんなに動

揺が走る。 
「とりあえず先生が手を添えて一緒に演じるこ

とにして、とにかくやってみよう」と強引に説得

し、学級活動としての人形劇を始めることにした。 
２ 保護者の熱い思い 
（１）「先生には次があっても、うちの子にはない」 
 学級活動で取り組んだ人形劇は、ブラックライ

トシアターであった。蛍光塗料を塗った人形に特

殊な光（ブラックライト）を当てると、そこだけが

強く光り、演じ手の姿を消す。この形式は、観客か

らの視線を、全部人形が引き受けてくれるので、

生徒がプレッシャーを感じず、自信のない生徒た

ちでも大きな声を出すことができる。 
作品は「カンタのおふろだいすき」（絵本をモチ

ーフとしたオリジナル作品）という題名で、お風

呂の中から生徒たちが考えたいろいろな生物が出

てきて、主人公のカンタと遊ぶというメルヘン。 
せっかくの人形劇、中学部のクリスマス会でも

発表することにした。⒓月になり本番が近づくと

週 2 時間（学活と道徳）の練習では足りなくて、

生徒たちは家でも練習するようになった。 
2 学期末の学級懇談会の折、由美子のお母さん

が言う。「近頃、人が変わったように明るくなった

のですが、学校で何かあったんですか？ 聞いて

も教えてくれないんですよ」。「そうそう、うちも

なんか嬉しそうにしています」と直美のお母さん。

有樹のお母さんが言う。「うちの子は、夜中にぶつ

ぶつと独り言を言っているので、病気になったの

かと心配しましたが、『ないしょ』と言って、笑っ

てごまかすんですよ」。 
生徒たちは思春期特有の「共通の秘密をもつ仲

間意識」を大事にしており、精神的にも親離れを

しようとしていることが分かった。  
そこで、人形劇のことを説明した。由美子のお

母さんは「ぜひ、私たちも観たいんですけど」と言

う。「うちも観てみたいです」と直美のお母さん。 
私は言う。「中学部のクリスマス会は生徒たちだ

けでやらせたいです。お母さんたちが来ると、他

のクラスの子も嫌がると思うので」。 
すると和也の母親が「学校がだめなら、学校の

外でやれないですか？」と言う。私は躊躇した。

「学校の外で何か事故でもあったらどうするんだ」

と管理職から咎められた同僚のことが浮かんだか

らだ。そこで、「また今度考えましょう」と言って

話題を打ち切った。 
ところが、学級懇談が終わり、廊下に出たとこ

ろで、由美子と和也のお母さんに呼び止められた。

「先生、さっきの話なんですけど」と由美子のお



母さんが静かに切り出し、和也のお母さんが続い

て言う。 
「先生には今度があっても、うちの子たちには、

次はないかもしれないんですよ」。 
ショックだった。（たしかに筋ジストロフィー症

の生徒は、卒業を待たずに亡くなっていくケース

も多い）。 
（私は、受け持った子の人生をトータルにとら

えて教育することが大事と言っているのに、今、

逃げているのではないか） 
わたしは言葉を失った｡そして家に帰って床に

ついても、なかなか眠ることができなかった。 
（２）三重県父母集会での初公演 
 そんな折、三重県の教員仲間から、人形劇公演

の依頼電話があった。もともと教員３人からなる

「あそび座」への依頼であった。私は言ってみた。

「今、学級で人形劇に取り組んでいるけど、その

公演でもいい？」。すると、「観客は、三重県の障害

のある子どもたちだから、生徒が演じる方がかえ

って刺激になるので、そっちの方がいい」と快諾

してくれた。早速、保護者に連絡するとともに、同

僚の教員にボランティアを依頼して、練習を我が

家で行うことにした。 
これが生徒たちにとっては、仲間と過ごす学校

外での初めての余暇活動。学生ボランティアも集

まり、おしゃべりに夢中ではしゃぐ生徒たち。そ

のため、練習はほとんどできず、ただのお好み焼

きパーティになってしまった。ただ、お父さんた

ちも加わってくれたため、配車の打ち合せなどの

段取りをしてくれ、当日を迎えた。 
初公演。 

「シャボン玉よ、大きな風船になれ」、主人公のカ

ンタが魔法の棒を振るとジャンボ風船が３つ出て

くる。その風船には「お」「わ」「り」と文字がつい

ている。 
カンタが「音楽が流れている間、風船で遊びまし

ょう」と言い、観客席に風船が放たれる。会場は大

盛り上がり――練習不足にもかかわらず初公演は、

盛会だった。 
公演後、生徒たちは控え室に案内される。テー

ブルいっぱいにお菓子と飲み物が並ぶ。世話人の

方から、「役者の皆さん、どうぞこちらへ。今日は

どうもありがとうございました」と言われ、戸惑

っている。無理もない。これまで接待を受けるど

ころか、「ありがとう」とお礼を言われたこともな

い。その生徒たちが「役者さん」と呼ばれているの

だった。なかなかお菓子に手を出せない生徒たち

に私は、「遠慮することないよ。いただかない方が

失礼になるよ」と声をかける。 
私の横で和也のお母さんが言う。「先生、この子

たちすごいですね。先生には無理を言ってしまい

ましたが、今日は、ほんと良かったです」。 
（３）人形劇団フレッシュの旗揚げ 
 初公演の打ち上げ会は、中華料理屋。この日、三

重県まで行けなかった父母も集まった。そして「い

つか南は沖縄から、北は北海道まで全国公演ツア

ーに出かけよう」と盛り上がり、人形劇団フレッ

シュとして旗揚げすることになった（「フレッシュ」

は、当時発行していた学級通信「フレッシュ」から

とった）。 
この日を境に、「長い夏休み、家から出なかった」

生徒たちの狭い世界が一気に広がることになった。 
 幸い、次年度も自分が担任として持ち上がった。   
初めのうちは名古屋市内の公演が多かったが、そ

のうち県外に出かけることも増えてきた。 
土曜日に人形劇公演をし、旅館に泊まり、翌日

に遊園地に行っておいしいものを食べて帰ってく

るという夢は、結成から半年後には実現した。泊

を伴い、行動を共にすることの意味は大きく、あ

たかも、１つの大きな家族のようになっていった。 
（４）表現の主体者になっていない 
順調に見えた公演活動。 
だが、ある研究会で実践報告をしたときのこと。 
「和也君は、先生に手を添えられており、自分

の意思で人形を操作していない。文字通りの表現

の主体者になっていないのではないか」という指



摘がされた。的を射た指摘で、私は何も反論でき

なかった。それは、当初、直美から言われていたこ

とでもあった。 
そこで考えついたのは、糸操りの人形。車いす

のテーブルの上に鳥居のような装置を取り付け、

１０センチほどの発泡スチロール製の人形を吊り

下げ、人形の手足の先につながっている糸を、和

也の両手の指先にはめたリングに結びつけるもの

だ。これだと、和也のほんの少しの力で動かすこ

とができる。「先生見て，歩くよ」と言って器用に

操作する和也の顔は笑っていた。しかし、人形の

工夫もここまでが限界であり、人形劇にはつなが

らなかった。 
３ 社会に出ることで、広がる支援者の輪 
（１）「３センチしか動かないと見るのではなく」 
私は、世界人形劇フェスティバルで知り合いに

なった人形制作者おばらしげる氏（アトリエ羅道）

を訪ねて相談した。おばら氏はＮＨＫの人形番組

を担当していた人で、東京から名古屋に活動拠点

を移していた。そのおばら氏に人形劇団フレッシ

ュの活動と糸操りの取り組みを伝え、「表現の主体

者として演じさせたい」という思いを話した。お

ばら氏は「わたしも仲間に入れてほしい」と賛同

してくれた。 
そして、生徒一人ひとりの障害にあわせた人形

を作ってくれた。指先が３センチしか動かない和

也には「３センチしか動かせないと見るのではな

く、３センチ動くと見て、それを活かそう」と言

う。その和也には、３センチを活かして、少しの力

で体全体が動き、口を開けるからくりの亀の人形

を作る。またクラッチ杖を使用している浩美には、

クラッチ杖の取っ手を握ると、口が開き、羽が動

く鳥の人形。歩行が不安定な和恵と勇樹には、ど

んなに体が傾いても、人形はバランスをとって安

定するキツネとタヌキの人形｡ 
プロ人形制作者おばら氏との出会いは、人形劇

の質を飛躍的に高めた。 
（２）公演旅行は全国へ、そして海外まで 

世界人形劇フェスティバルを機に、そのおばら

氏をはじめ、プロの人形劇関係者と教員仲間を中

心に「人形劇とセラピー協会」が結成された。 
「人間性を取り戻し、元気にするセラピーとして

人形劇の可能性を考えてみよう」というのがスロ

ーガン。やがて人形劇団フレッシュは、そこでの、

実践モデルの役割を担うことにもなった。つまり、

「障害のある仲間が人形劇活動に取り組むことで、

どう変わるか？」を実証することになったのだ。

会長は人形劇団むすび座（プロ）の座長丹下進氏。

「人形にはイマジネーションにはたらきかけるワ

クワクするような力がある」と教えてくれたり、

むすび座の練習場を貸してくれたりして、親しく

接してくれた。このむすび座をはじめ、愛知県で

活躍する人形劇団の団員さんたちは、親切に人形

劇のノウハウを教えてくれた。そして、保険会社

が、この協会のスポンサーとして金銭面の援助を

してくれた。そのおかげで、南から沖縄、岡山、京

都、和歌山、奈良、滋賀、奈良、静岡、長野、神奈

川、東京、北海道と全国を縦断するように公演旅

行が実現した。旗揚げの時に「いつか、南は沖縄か

ら北は北海道まで全国に出かけよう」と語った夢

が実現した。それにとどまらず、２０００年には、

マダムリオンス氏の推薦で、フランスでの国際人

形劇フェスティバルに招待され、海を渡った。夢

の実現の背景には「支援者が支援者を呼んででき

た大きなネットワーク」があった。 
４人形劇の魅力 
 これほど世界を広げ、多くの人とのつながりが

できたのは、なぜなのだろうか。それは、障害のあ

る仲間たちが生き生きと演じる姿が共感を生んだ

からにちがいない。そうだとしたら、仲間を元気

にする人形劇自体が持つ魅力とはなんだろうか。 
（１）うそっこ（虚構）の世界で心を解放する 
第１作目の「カンタのおふろだいすき」の脚本

づくりのときだった。 
私「ねえ、お風呂の中からどんな生きものが出

てきたらおもしろい？」と投げかける。「タコはど



う？」と浩美。「いいんじゃない。でももっと意外

性のあるものは？」と続けて訊く。勇樹「じゃあ象

は？」。直美「えー？入んないよ」。私「大丈夫。人

形劇は何でもありだから。観客が驚くようなもの

でちょうどいいよ」…。 
人形劇の作品づくりは、現実にはありえない想

像の世界で、心を自由に解放することができる。

また人形は「モノであるが生き物のよう。そして

生き物のようであるがモノ」。それが言葉を発する

というだけで虚構の世界に入り込める。正解など

ないからこそ、思いを自由に飛ばすことができる。 
（２）表現の主体者になる楽しさ 
 和也が言う。「先生、カメでしゃべったろか？」。

カメの人形に取り付けられたひもを引きなが声を

出す。「ぼ く は か め の た ま ちゃ 

ん で す」。カメの人形は口をゆっくり開閉しな

がら全身を揺らす。「いいねえ」と言うと、和也は

にっこりと笑った。 
自分は身体障害があり、実際には歩くことがで

きないが、人形を使えば、歩くことどころか空を

飛ぶことだって表現できる。人形を表現の主体者

として操作するとき、その人形になりきることで

身体的なハンディキャップからも解放される。 
（３）「けこみ」の中の安心感と連帯感 
 スタンバイした公演直前。仲間が「あー、緊張す

る」と言う。それに合わせてボランティアの真子

先生が「ちょっと見て」と黒ガムテープを髭にし

ておどけてみせる。 
「ちょっと、やめてよ」、みんなが笑いをこらえる。

「しー、お客さんに聞こえちゃう」。声を潜めつつ

自分たちだけのコミュニケーションを楽しむ。   
人形劇には、「けこみ」という観客とは区切られ 

た演じ手だけの空間がある。これまで作品づくり

で共に苦労してきた仲間との空間。そこにあるの

は何とも言えない安心感と連帯感。かくれんぼで、

同じところに集まってしまった時の感覚に似た楽

しさである。 
（４）共感的他者による励まし 

 人形劇の世界には、競争原理がない。言ってみ

れば、「ウサギの演技が、タヌキの演技よりも２倍

良かった」などという比較がない。演じ手が努力

したことが全部積み重なって評価される。その努

力が、人形劇作品全体の出来栄えに反映する。だ

からこそ仲間たちは意欲をもつ。この時、観客の

拍手や笑い声だけでなく、仲間同士のちょっとし

た称賛の声も大きな励ましになる。 
そして、「自分が人の役に立っている」という「ま

んざらでもない自分」を感じる自己肯定感につな

がっていく 
５ 仲間たちの成長 
（１） 言葉づかいがやさしくなった 
 人形劇を始める前の学級懇談会で、由美子と和

恵のお母さんから言われた。 
「南先生が担任になってから、言葉づかいが荒く

なったのが気になります」「一応、女の子ですから

将来が不安で」。それから半年後、人形劇を始めた

後の１２月の懇談会で「その後、どうですか？」と

聞いてみた。 
「あら、そんなこともありましたかしらねえ」な

どと言う。すっかり改善されたとのこと。 
私は言葉の指導をしたわけではない。人形劇の

練習で、和恵が「ばかやろう」などと言ったとき、

直美が、「和ちゃん、今のは言いすぎだって」とた

しなめていた。 
信頼関係ができ、気持ちが通い合う言葉を使う

ようになったのかもしれない。あるいは、欲求不

満でイライラしていたのが、人形劇という充実し

た活動で解消されて来たのかもしれない。 
（２）強い自負心と責任感をもつ 
 由美子が原因不明の発熱で夏休みに入院した。

２か月先の１０月９日には、公演予定が入ってい

た。９月になっても退院できず、１０月３日の運

動会も欠席した。公演を中止するか否かの判断を

迫られる１０月７日に退院し、みんなは安心した。 
公演当日、会場で駆け寄る仲間たちに由美子は

開口一番、「だって私がいないと困るでしょ」と言



って笑い、「心配掛けてごめんね」とうつむいた。 
寄り添っていた母が言う。「この子、主治医に泣

いて『退院したい』と訴えたんです。でも、主治医

も熱が下がらないと許可できないと聞き入れてく

れなかったんです。ところが、この子、なんと根性

で熱を下げたんです」。 
（３）自分を押し出せる力 
 直美は、中学１年生の時、知能テストで、「満月

とタイヤはどんなところが似ていますか？」を言

葉で説明できず、泣いた。また、勇樹も、生徒会役

員選挙の演説会で、言葉に詰まり、目にいっぱい

涙をためていた。その二人も含め、全員が、半年も

すると、マイクがなくても会場いっぱいに響く声

でせりふを言えるようになった。 
和也は、同じマンションの小学生とエレベータ

ーで一緒になったとき、「今度の土曜日、公民館で

人形劇やるから見に来て」と声をかけたそうだ。

それまでは人に話しかけたこともない和也が、で

ある。お母さんは言う。「いかにも、年長者の貫録

で驚きました」と。 
６ 本物の「生きがいづくり」を 
 「余暇活動は、余った暇を利用しての活動では

ない。仲間とともに人生を楽しむ文化としての生

きがいにつながる活動である」 
これは私も長く関わってきた全国障害者問題研究

会の「青年学級・余暇・文化活動」の分科会で確認

してきたことである。 
改めて、余暇活動の質を考えてみたい。一般的

には趣味の時間として一人で過ごすケースが多い。 
しかしこの余暇活動を集団で行うことで、人と

の連帯感そして感動が生まれ、それが生きる意欲

につながる。 
さらにその活動が自分（自分たち）だけの楽し

みに終わるだけでなく、他の人の喜びを生むとな

れば、自己肯定感を高めることにつながっていく。 
それは私の場合でも同じだ。提案した人形劇で、

生徒たちが「自分には障害があるから駄目だ」と

いうあきらめにも似た気持ちから脱皮し、乗り越

え、仲間とともに人に喜んでもらうことで、いの

ちを輝かせている。 
その姿は「生まれてきて良かった」と言っている

かのようだ。（一緒に活動してきてよかった）そば

で見ていること自体が私の喜びであり、生きがい

でもある。 
公演後、保護者とがっちりと握手するとき、「私

（南）が生徒・仲間を誇りに思う気持ちは、保護者

がわが子を誇りに思う気持ちと重なっている」と

実感する。 
人形劇団フレッシュは、１６年９月の連休に東

北復興支援公演ツアーを行い、次の大分熊本復興

支援公演ツアーを計画している。私たちにとって、

余暇活動は、多くの「いのちを充実させる営み」な

のである。 

 

 


