
京
みやこ

まなびミーティング⑤

「世にもおもしろい狂言 ～伝統文化を楽しもう～」

日 時 ： 平成２４年６月７日（木）午後６時 30 分～８時 30 分

場 所 ： 京都市総合教育センター（下京区河原町通仏光寺西入）

講 師 ： 茂山 千三郎 委員（大蔵流狂言師）

対 象 ： 京都市立小学校・総合支援学校教員，一般市民の方々

○ 大切な「想像力」と実体験

昨年度から狂言『柿山伏（かきやまぶし）』が小学

校の国語の教科書に載りました。私が小学生の時も載

っていましたが，いつの間にかなくなってしまうので

す。おそらく先生方としては，どう教えたらいいのか

わからないというのが本当のところなのではないで

しょうか。

私が小学校６年生の時，先生が授業で「茂山，狂言

をやっているなら読め。」と言うわけです。そこで，父

から稽古をつけてもらったとおり，教室の中で発表す

ると，必ずからかわれました。何とかして断りたかっ

たものですから，「先生，僕がやるにはお金がいりま

す。」と言いましたが(笑)，結局音読をさせられ，学校

ではあまり良い思い出なく狂言を勉強したわけです。

先生方の前で言うのは非常につらいのですが，狂言

を教科書で習うと「狂言っておもしろくない。」と伝わ

ってしまう心配があるのです。何とか「そうか，おも

しろいな。」と子どもたちに伝えていただく方法がない

かということを今日までずっと考えてきました。

狂言をしに幼稚園にも出向きます。広間に体育座り

をしている園児に狂言をみせる。演じている途中でも，

園児は近くに寄ってきて，「おっちゃん，何してるの？」

と声をかけてきたり，うろうろと動き回る子どもたち

の中ですることもあります。

ただ，驚かされることがあります。ご存知のとおり，

狂言の『柿山伏』には柿の木に登って柿を食べる仕草

があり，園児には「柿の木に登ったつもりで観てね。」

「柿の木があるつもりで観てね。」と前もって説明して

おきます。実際に狂言が始まり，１つ目の柿の実を取

って，「アムアムアム…」と柿の食べ方をすると，その

食べ方でまず笑う。２つ目の柿を取って「アムアムア

ム…」。また笑います。３つ目の柿に手をかけると，「お

っちゃん，もうそこに柿ないよ。」と言うのです(笑)。

１つ目に取った柿の場所を子どもたちは想像して覚え

ているのです。

それが狂言を観る一番大事な目，「想像力」だと思

います。ただ，年齢とともに想像力はどんどん低下し，

それに対して言葉の理解度は上がっていきます。言葉

の理解度が上がるのと想像力が低下することの交差

点というのがだいたい小学校６年

生です。６年生より前で観るのか

後で観るのかによって，子どもた

ちの狂言への初めての接し方とい

うのは大きく変わってしまいます。

通り道として教科書で狂言を勉強

し，音読だけで済ましてしまうと

「わからんやつやな。」，「おもしろくなかった。」とい

うイメージが潜在的に残ってしまいます。ところが，

小学校の低学年で何となく狂言を観て，『柿山伏』の

柿を食べる仕草を覚えていたり，『附子（ぶす）』とい

う狂言の「あおげ，あおげ。」「あおぐぞ，あおぐぞ。」

というせりふなどが頭に残っていたりすると，「何か

見たことあるな。」と，興味を持って入っていけるの

ではないでしょうか。

私は，狂言のおもしろさを伝えるには「読む」だけ

ではつらいと思います。実際に観る，演じることを何

とか子どもたちに体験してもらうことができないだろ

うかと考え，社会教育委員会議で相談させていただき，

今日の研修会を企画しました。まず先生方に狂言のお

もしろさを感じていただいて，今日は皆さんに「狂言

ができる先生」になって帰っていただくことが目標で

す。

京都市社会教育委員が学校や地域に出向き，ご専門の特別授業や実演などを行う「京
みやこ

まなびミーティング」。

第５回目は，狂言師の茂山 千三郎 委員がご担当。そのようすを，わたくしマナビィが取材してきました！

この様子は，京ま
なびネットの「動
画で学ぶ」コーナ
ーで映像を見るこ
とができます！

http://miyakomanabi.jp/movie/index.php?act=detail&id=1057
http://miyakomanabi.jp/movie/index.php?act=detail&id=1057
http://miyakomanabi.jp/movie/index.php?act=detail&id=1057


○ 声を出す・構える・歩く－基本のレクチャー

茂山家で使っている『柿山伏』の台本で，通常 17

～8 分かかるものを 5分で上演できるようにまとめた

ものを，この後，実演します。その中で何か感じ取っ

ていただいたものを，子どもたちに伝えていただけれ

ばと思います。

その前に少しレクチャーします。

子どもたちが狂言を観て，何をおもしろいと感じて

くれるか。そこから入らないといけません。まず，狂

言の代表的な演技を１つやってみようと思います。

【実演】狂言を代表する演技（笑い）

「ハーハーハーハー！」

（茂山委員の大きな声が会場に響きます。）

これが狂言なんです。声や体の構えが集約して「笑

う」という演技ができるのですね。狂言はもともと屋

外演劇で，役者は神社やお寺で参拝する人の足を止め

て集まってもらい，おひねりをもらって生活をしてい

たので，まず大きな声を腹式呼吸で出します。今の子

どもたちは声が小さくなっていると思いますが，どう

したら声が大きく出るのか。まずは大きな声の出し方

を伝授しようと思います。

【実演】「ハーーーーー」（普通の高さで）

次に「ハーーーーー」（低い声で）

イスの前のほうに軽くかけて，いっぱい息を吸って，

背筋を伸ばして，

「ハーーーーッ！」（低いところから徐々に高く）

出し切る直前の声が一番大きくなります。これは，

いっぱい吸った息を絞りだそうとして腹筋，横隔膜が

ぎゅっと締まる瞬間に声がバーンと出ます。舞台上で

は，この声でずっとやっています。腹筋はかなりきつ

いですが，この声をマスターすると，マイクなしに運

動場でも声が通り，全員が体育の先生になれます(笑)。

次に「構える」ことです。「構える」というと，難

しく思いますが，狂言で「立つ」というと決まった型

があるわけです。つま先を開いて，かかとは握り拳１

つ分くらいあける。手をそけい
・ ・ ・

部（太もものつけ根部分）

に置いて腰を落とす。腰を入れる。型を構えるわけで

す。いつもずっとこの型でおります。なぜ腰を落とし

ているのかというと，「ため」を作って

いるんです。例えば棒立ちの状態から

ポンと上へ飛び上がる場合は，膝を落

としてからでないと飛べません。日本

の芸能では，腰をあらかじめ落とすこ

とによって瞬時に動けるよう，「ため」

を作っているのです。

これは西洋の演劇芸術と正反対です。

例えば，バレエはつま先立ちをして，

上へ上へと意識しますが，東洋では地

面にめり込もうめり込もうとします。

西洋と東洋，何かにつけて正反対のところがあります。

日本人やアジアの人は農耕民族で，地面により近づこ

うとします。西洋の人は狩猟民族，騎馬民族で，上へ

上へ。オペラは天に向かって，神様に歌います。能や

狂言は大地の神様に，低い声で「ぶえーーー」と謡い

ます。

まず「腰を入れる」ことですが，単に腰を入れると，

腰が寝ている状態になります。こういう構えを京都弁

で言うと「ばばたれ腰」と言います。わかりますか？

（皆さん，はい。）稽古をしていてそういう腰になった

瞬間，「ばばたれ腰！」と怒られます。そうではなくて，

逆に腰をぐっと起こすのです。胸を張る。ひゅっと立

てるこの型が美しいのです。真正面からではわからな

くても，横から見ると明らかに違います。腰が寝てい

る状態だと何をしても大変不細工です。座る場合でも，

腰を立てると美しい。あぐらや横座り，どんな姿勢で

も腰を立てる。構えというものの中でも，腰がすごく

大事になってくるのです。

そして，歩く場合に腰が上下しないこと。腰を落と

してすり足で，腰と頭を一定にして歩いていく。歩く

ことを「運ぶ」と言います。それこそ足で腰を運んで

いく状態ですが，非常に難しいです。すり足を後ほど

ワークショップで伝授しようと思いますが，「歩くこ

と」「構えること」「声を出すこと」，この３つの要素が

狂言のほとんどを占めるのです。この３つを子どもに

伝えていくというところから始まるのではないかなと

思います。３つを意識しながら，『柿山伏』をまず観て

いただいて，ワークショップを進めていきたいと思い

ます。小道具として，本来は桶（かずらおけ，黒い漆

塗りの円筒型の桶）を使うのですが，学校でもやってい

ただけるようにパイプイスでやってしまいます。



○ まずは茂山委員の実演です！

（実演を終えて…）

型・構え，いろいろな所作，例えば「笑う」，「歩く」，

「座る」，「木に登る」などは，全て様式（スタイル）

なのです。「様式の反対は？」と子どもたちに聞くと，

「和式（⇔洋式）！」と返ってきますが…(笑)，私た

ち狂言師は型というもので芝居をしていきますが，反

対に今の世の中，テレビや映画は写実的なお芝居がほ

とんどです。狂言では，写実ではなく型から入って行

くというところが稽古をしていく中で非常に大事にな

ってきます。

○ 観る人を大切にするこころ－狂言の型

『柿山伏』の中で，柿につ
・

ぶて
・ ・

（石）を投げて落そ

うと物を投げる型が出てきます。普通のお芝居では，

いろいろな投げ方が考えられます。しかし，狂言で「物

を投げる」というと，型が１つに決まっているのです。

石を拾い，袖を持って「エイエイ，エイエイ，ヤット

ナ」という型です。

私が小学校４年生の時，この型を稽古してもらって，

いろいろな疑問が生まれ，悩みました。野球もソフト

ボールもしていたので，「ソフトボールのピッチャーの

ように遠心力を使って投げているんだ。」と子ども心に

解釈して，父の見本のあとに，もっと遠心力をつけて

投げようと，「エイエイ，ヤットナ！」と“どや顔”で

父を見ると，「手をとめろ！」と叱るのです。遠心力を

使って投げようとしている手を一旦とめろと言う。子

ども心に「何のために腕を回していたのか…。」と納得

がいきません(笑)。とめた右手と右足を一緒に出し，

また手をとめろと言う。これは，手の延長線に物が飛

んでいったということを観ている人たちにわかりやす

い型をしろということです。そのときの私は，どうし

てもこの型には納得がいかず，「そこまで届かないよ」

と思いました。右手と右足を同時に出す「ナンバ」の

動きをして「ヤットナ！」と投げても，「足元に落ちて

るって。」と思いながら，父に尋ねました。「なぜこん

な投げにくい型をするのですか。そこまで届かないと

思います。」すると父は「昔からやっているから。」と

問答無用なのです(笑)。

理由ではなく，決まった型をするのがルール。大人

になり，自分で型を考えた時，やはり，一生懸命投げ

る型で，これ以上の型を発見できないのです。投げた

手をピタッと止めることで，どこに飛んで行っている

のか，観ている皆さんに想像してもらうためには，こ

の型を超えるものはないのです。本当に石を投げるの

が良いのかもしれませんが，それは写実です。狂言は

「型」として作っていくものです。自分の気持ちを無

視してでも，観ている人を大切にする。これが狂言の

こころ，日本人のこころではないかと思います。

「泣く」という型で，こぼれ落ちる涙を手で受ける

型があります。皆さんには目を押さえているように見

えるかもしれませんが，手はおでこの前にあります。

実際に目を押さえると，口を押さえているように見え

ます。観客からどう見えているのかを大事にする芸能。

これは難しいところですが，日本人として非常に大事

で，茶道・華道もそうですが，人に見られる気持ちを

非常に大事にしているというところが，能や狂言の型

にはたくさん含まれていると思います。

狂言を理論で話すと難しくなっていくので，実際に

演じて，実際に声を出していただこうと思います。

○ 茂山委員による参加者へのお稽古です！

まず，大事なことはあいさつ。子どもたちにお稽古

をつけていただく時も，向かい合って，「よろしくお願

いします」とごあいさつしてほしいのです。

手はひざに置き，腰を立てます。

迫力満点の実演の様子も，京まなびネットの「動画で
学ぶ」コーナーで映像を見ることができます！

音読の練習です。

大きな声を出し続けるのはきつい！

http://miyakomanabi.jp/movie/index.php?act=detail&id=1057
http://miyakomanabi.jp/movie/index.php?act=detail&id=1057


○ 熱心なお稽古が行われました！

○ 観る楽しみ，やってみる楽しみ

たった１時間弱でここまで完成しました。本当は最

後まで完成させたいという思いでおります。狂言を演

じられる先生が増えて，いつかは京都市の先生全員が

『柿山伏』を演じられるようになるのが僕の夢です。

このようなワークショップを３・４回させていただい

たらできるようになるのではないでしょうか。紙で衣

裳を作って『柿山伏』を子どもたちに発表していただ

くような機会を夢見て，この研修会を提案させていた

だいた次第です。これで終わりにならないように，『柿

山伏』を完成させてほしいなと思います。

狂言『柿山伏』が，またいつの間にか教科書からな

くなっているということが起きないようにしたいと思

います。私は文化庁や京都府の派遣事業で小学校に出

向いて狂言を観ていただく機会もありますが，小学校

全部を回るわけにいきませんし，全国規模になるとで

きません。

観る楽しみと，やってみる楽しみ。たった５分，構

えて声を出すだけで，だーっと汗が出てくるのが狂言

です。全身運動で，子どもたちは本気でお稽古してく

れると思うので，全員で大きな声を出しながら授業し

ていただければと思います。

○ 日本人の感性－身近にある狂言

今日の研修で，狂言は体育会系のものだと感じ取っ

ていただけたのではないかと思います。650 年も前の

室町時代のことを，今の子どもたちが感じ取ることは

難しいことだとは思います。しかし，大きな声を出し，

体をいっぱい使って演じるものであることを子どもた

ちに感じ取ってもらえるだけでもうれしいです。

『柿山伏』では，最後，柿畑の主が山伏の祈りによ

って，山伏を背負うまでに説き伏せられます。あれは

本当の行力で山伏が祈り落としたのか，主がもう一回

山伏をなぶってやろうと祈り落とされたふりをしたの

か。どちらなのか答えはありません。観る人によって，

様々に感じ取っていただければいいですし，演じる側

も何か感じながらやっています。また，終わり方の「や

るまいぞ，やるまいぞ。」「ゆるされまじ，ゆるされま

じ。」について，アメリカの人たちは「彼は捕まったの？

逃げたの？」と聞きます。アメリカ人はイエス・ノー

の答えを導こうとしますが，日本人はそれを「どうな

んだろうな。」と楽しめます。「捕まったのかな。どう

かな。」そんなことはどうでもいい，どっちでもいいの

です。そんな非常に微妙な日本人の感性も大事にした

いと思います。

能・狂言のおもしろさ，日本らしい感性にまで到達

するのは難しいかもしれませんが，身近にあることを

感じ取っていただければと思います。今日はありがと

うございました。（拍手）

山伏になりきって，遠心力を使わずにつぶて（石）

を投げる型をやってみます。「エイエイ…」

参加者からは，「茂山先生に直接お稽古していた

だくなんて贅沢！感激しました。」「実際やってみ

て感じた楽しさを子どもたちにも伝えたいで

す。」という熱い感想を頂戴しました。

本物に触れること，日本の心に触れることの大切

さを学びました。

狂言の構えは，立っているだけでもとても体力

を使います。大きな声も出すので汗だくです！

「ヤットナー！！」石が飛んでいったように見え

たでしょうか。右手と右足が前に出ています。

通しで，柿の木に登るところまで練習しました。狂

言は観るだけでなく，実際に演じてみると楽しい！


