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開講詳細  

開講キャンパス 開講時期  曜日  時限  開講学年  単位数  

渋谷  集中  スプリングセッション スプリングセッション カリキュラムにより異なります 2 

 

講義概要  

授業のテーマ 

『君たちはどう生きるか』（岩波文庫版）を精読し、舞台脚本にして、上演してみよう 

授業の内容  

今回取り上げる『君たちはどう生きるか』（岩波文庫版）は、80年以上も読まれ続けている普遍性に満ちた一種の道

徳的啓蒙書です。しかし今回の授業では、単なる「道徳書」としてではなく、仕掛けに満ちた「文学作品」として、多角

的に内容を探究します。するとそこには、日本文学の名作に匹敵する「魅力的な登場人物の造型」をはじめ、広範囲

の「文学」・「言語」・「風俗習慣」・「儀礼」など、日本文学科の皆さんが研究している分野が網羅されていることにも気

づきます。 

それらを踏まえ、作品が書かれた時期の日本文化の特徴を総合的かつ体系的に理解していくと、次世代にとって極

めて重要な「次代を照射する創造の指針」が浮かび上がります。 

皆さんは、その「指針」を熟考した上で、新たな演劇作品を創作するのがこの授業の内容です。主体的に「脚本を執

筆」し、それを「実際に上演する」のです。 

しかしこの「原作を読解して脚本化し、舞台上演する」という全国の大学でも極めて希少な授業は、受講する皆さんの

頑張りによって成り立ちます。 

頑張りとは、「本でできた大学」と称する國學院大學の図書館にある『みちのきち』（未知のことを既知に変える基地）

などで、積極的に参考文献を借りて予習することと、15回の授業の中で「精読・読解」と「脚本執筆」さらに「協同で練

習して上演する」までを一気に仕上げる気力を意味します。皆さんは、「未知のことを既知に変え、さらにそれを、熱い

血の通った演劇として社会に有効に発信する」という今回の授業で、普段は発揮する機会の少ないその貴重な実力

を、存分に発信してみてはいかがでしょうか。 

 

ではその授業の内容と授業進行の構成です。 

 1「文庫版の精読」 現代の諸問題に通底する作者の真のメッセージと仕掛けを解読します。 

 

 2「短編舞台脚本の執筆」 文学としての解読から得たヒントで、各自が脚本を執筆します。 

 

 3「秀作脚本の上演」 上演脚本 3作を投票で選出し、グループ練習の後、上演します。 

 

 4「合評会」 上演作品の優れた点を互いに認め合い、各自が今後の発信力の参考にします。 

 



到達目標  

【知識・理解】 

・執筆の意図と社会的背景が理解できる 

・長く読まれ続けている理由について論証できる 

【思考・判断】 

・文学的な「仕掛け」について多角的に考察できる 

・今日的な社会的課題として、その解決策等を、原作から判断できる 

【関心・意欲】 

・劇化することで、社会にあらたな問題提起をする意欲を持つ 

・仲間と協同して上演し、成功させる過程で、発信力と、コミュニケーション力に関心を持つ 

授業計画  

第 1 回  

精読して、社会背景と文学的仕掛けを分析する。  

①作者理解  

②時代背景と思想の理解  

③文学的仕掛けの分析  

④キャラクターの分析  

【準備学習  200 分】 

⇒岩波文庫版を精読してくる。 

疑問点を整理しておく。 

劇化に適したテーマを考案しておく。  

第 2 回  

文脈の深読みをする。 

①多角的な文脈理解を試みる 

②隠された作者の意図を読み取る 

③劇化に適した場面を抽出する   

【準備学習  10 分】   

⇒集中講義なので、次時の講義のため、問題点を整理しておく。  

第 3 回  

登場人物の行動と仮託された背景を分析する（討議あり） 

①「かつ子」の役割の分析  

②登場する「言語」・「風俗習慣」・「儀礼」から、社会構造と近代文化の諸相を知る    

【準備学習  10 分】   

⇒集中講義なので、次時の講義のため、問題点を整理しておく。    

第 4 回  

授業内テスト実施（既習内容に論拠する小論文） 

 

「脚本化」するための要点を整理する 

①忠実に劇化する場合の要点  

②原作に想を得て、自由に劇化する場合の要点  

③脚本執筆の基礎事項の要点    

【準備学習  10 分】   

⇒集中講義なので、次時の講義のため、問題点を整理しておく。  



第 5 回  

脚本執筆、その１  【400 字原稿用紙で約 15 枚から 20 枚程度の短編舞台脚本の制作】 

①脚本のテーマを定め、あらすじを作り、添削指導を受ける  

②実際に書き出し、途中で随時、添削指導を受ける  

【準備学習  200 分】   

⇒各自、脚本を執筆してくる   

第 6 回  

脚本執筆、その 2  【400 字原稿用紙で約 15 枚から 20 枚程度の短編舞台脚本の制作】 

①個人指導 (添削指導 )の実施  

②セリフの作り方について添削指導を受ける    

【準備学習  10 分】   

⇒原稿執筆の整理  

第 7 回  

脚本執筆、その 3 【400 字原稿用紙で約 15 枚から 20 枚程度の短編舞台脚本の制作】 

①執筆の継続    

【準備学習  10 分】   

⇒原稿執筆の整理    

第 8 回  

脚本執筆、その 4【400 字原稿用紙で約 15 枚から 20 枚程度の短編舞台脚本の制作】 

①執筆の添削指導  

②執筆の校正指導  

【準備学習  10 分】   

⇒原稿執筆の整理    

第 9 回  

脚本のプレゼン 

①書き上げてきた脚本の共有化（見える化）したうえで、各作品を読み合う  

②自作のプレゼン 

③上演する三作品を、投票により選出  

④グループ分け。演出・キャスト決め 

⑤舞台製作の基礎の講義  

⑥演技指導の基礎の講義  

【準備学習  300 分】   

⇒脚本の完成     

第 10 回  

三作品の舞台稽古を開始  その１ 

①各グループ別に演技稽古  

②演技指導の実施    

【準備学習  10 分】   

⇒舞台づくりの準備    



第 11 回  

三作品の舞台稽古  その 2 

①発声の指導  

②リアクション演技の指導  

③セリフ術の指導    

【準備学習  10 分】   

⇒舞台づくりの準備    

第 12 回  

三作品の舞台稽古  その 3 

①半立ち稽古の指導  

②各グループの抱える諸問題の洗い出しと、その解決に向けた指導    

【準備学習  10 分】   

⇒各グループで、諸問題の洗い出しの続行    

第 13 回  

通し稽古の実施  

①舞台づくり 

②音効・照明の簡易操作の指導    

【準備学習  10 分】   

⇒各グループで総練習    

第 14 回  

各グループの総練習    

【準備学習  10 分】   

⇒細部の準備    

第 15 回  

三グループの上演実施  

①終演後に合評会  

②講評  

【準備学習  10 分】   

⇒舞台のセッテング 

授業計画

の説明  

１５回の集中講義は、作品理解のための「討議」と「授業内テスト」として「小論文」があります。さ

らに個人で完成させる「舞台脚本」があり、それの「プレゼン」をする自己発信力が問われます。最

後には、グループで協同して稽古を積み重ね、教室の仮設舞台で「上演」します。いずれも「計

画」通り進まないほど難しいかと思いますが、皆さんの先輩はやり遂げてきました。一つのことに

向けて、仲間で力を合わせ、臨機応変に問題解決と処理をしていく過程にこそ、この授業の意図

がありますから、主体的に学んで欲しいと願います。  

※履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。  

授業時間外の学習方法  

大学の図書館において、関連本をよく読んで、備えてください。  

関連本とは『君たちはどう生きるか』に現れている「思想」「哲学」「教育」「文化史」等を指します。また脚本の

書き方や演技理論等の「演劇」に関する本や資料を読み込んで、学習してほしいと願います。  

 



受講に関するアドバイス 

1、遅刻と無断欠席は、一緒に稽古するグループに、時間的損失を与えます。無責任な欠席や  

 遅刻は厳に慎んでください。 

2. 各自の原稿は、電子化して共有化します。パソコン・スマホ等の機器を持参してください。  

 

成績評価の方法・基準  

評価方法  割合  評価基準  

授業時試験  70% 

①討議での積極的発言とその内容  

②小論文の内容  

③脚本の完成度  

④上演時の演技力  

平常点  30％ 
①遅刻と欠席がなく、積極的に授業に参加している  

②授業参加において積極さがある 

※すべての授業に出席することが原則であり、出席自体を加点の対象とすることはできません。  

 

注意事項  

岩波文庫『君たちはどう生きるか』を各自で用意して持参してください。漫画版は使

用しません。 

評価で「R」評価になるのは、最終日の第 15 回目の授業（上演）を欠席した場合と、

15 回の授業回数のうち、2/3 未満の出席の場合です 

※履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。  

 

教科書・参考文献等  

教科書  

岩波文庫『君たちはどう生きるか』（970 円＋税） 

参考文献  

書名  著者名  出版社  備考  

君たちはどう生きるか・特別授業  池上彰  NHK 出版  １００分 de 名著  

君たちはどう生きるか集中講義  浅羽通明  幻冬舎  幻冬舎新書  

 


