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人生の達人セミナー

演題 「松浦とわたし」

講師 岡 部 耕 大 先生

日時 平成２２年１０月１８日（月）

１３：３０～１４：５０

場所 長崎県立松浦高等学校

皆さん、こんにちは。私は、今紹介されたように、松浦の生まれです。昭和２０年４月８日に星鹿に生ま

。 、 、 、 。れました 今は 御厨までも車ですぐに行くことができますが 当時は 歩いて峠を越えて行っていました

森があり、怖くて、本当に大変でした。何もない時代で、食べるものと言っても限られていました。おやつ

も、煮干しや芋ばかり･･･。でも、そのおかげで顎が強くなりました。

幼稚園の頃の写真が残っていますが、きかん気の強い顔をして、カメラをにらんでいます。みんな「この

ままではすまさんぞ 」というような顔をしています。。

、 、 。 、 、父の仕事の関係で 小学校５年生の時 志佐に来ました 当時は 色々なところに炭坑がたくさんあって

志佐は、たいへん賑わっていました。ただ、エネルギー政策の転換で、石炭から石油へということになり、

炭坑が次々と閉山になっていきました。松浦の駅で、中学時代は、ずいぶん松浦を離れる友達を見送ったも

のです。悲しい別ればかり。松浦の駅を見るたび思い出します。みんな北海道へ行ったり、いろいろな所へ

行ったりして、多くの友人と別れ別れになりました。今年が６５歳。松浦で中学校の同窓会に行ったんです

が、半分くらいがどこへ行ったかわからないような状況です。

炭坑が盛んな頃には、松浦だけでも、映画館が３つか４つありました。何もない時代で、娯楽と言えば映

画でしたから、私は、一生懸命映画ばっかり観て、映画の世界に憧れていました。

橋本忍という優れたシナリオライターがいます。その人は、テレビで『私は貝になりたい』という名作を

発表しました。フランキー堺が主演で。そのテレビを観た時に、私はシナリオライターという仕事があるこ

とを初めて知ったわけです。シナリオによって人を感動させるということができるということを初めて知り

ました。なんとなく、ものを書くということに興味を持ち始めたのです。

中学２年生の国語の授業の時、短編小説をシナリオにするというふうな授業がありました。その時の国語

。 、 、「 、の先生は池田貴美子先生とおっしゃいました 今でも松浦にいらっしゃいますが その先生が あなたは

とてもすばらしい才能を持っているわ と言って 私の作品に三重マルと花丸をくれて みんなの前で こ。」 、 、 「

。」 。 、 、 、 。の人はすばらしい と言ってくれたのです それで 私は よし 映画の世界へ行こうと決めたわけです

あの時ほめられていなければ、また別の人生があったかもしれません。あのほめられたことが、私の生涯を

決めたと言っても過言ではないなと思います。

私が中学３年生の頃、まだ松浦高校はなくて、高校へ行くには、平戸の猶興館高校へ行くか伊万里高校へ

行くか、どちらかに決めなければならないということでした。友達とも 「どっちに行こうか 」と話して、 。

いた時、私がその当時好きだった人が伊万里高校へ行くという情報が入ったものですから、自分も伊万里高

校にしたのです。

その人は、今でも好きです。この前、同窓会にもいらっしゃいました。その時 「私はあなたが好きだっ、

たんですよ 」と言ったところ 「私も好きだったんですよ 」と言われました（笑 。すべては遅しですね。。 、 。 ）

だけど、そういうことがあっていいんじゃないでしょうか。

、 、 。 、伊万里の高校に行ったので 私は伊万里で映画ばかり観て 楽しかったですね 汽車通学の高校３年間は

私の黄金時代でした。

。 、私の生涯の師匠になる岡本喜八という東宝の映画監督がいます その人の映画を高２の時に伊万里で観て
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シナリオライターと映画監督とが２つがひとつになってやることができるのだと知って、岡本喜八にファン

レターを書いたんです。

私のふるさとは、今こういう状態で人口が半分にもなった。そんな現状を映画に撮ってみたいけれど、ど

うしたらいいでしょうかというようなことを書きました。

そうしたら、返事が返ってきました。岡本喜八がくれた手紙は、今でもとってあります 「映画はテレビ。

に食われて斜陽だ。２年に１回くらい東大卒の人を採るくらいで、とても入る余地がない。とにかく東京に

出て来るな 」というような手紙でした。。

父親も、できればこちらで学校の先生かお坊さんをやれと言っていました。でも、その時には、父親の言

うことも誰のいうことも耳に入りませんでした。

とにかく東京に行こうと思って、伊万里高校の卒業式の翌日、私は、松浦駅から汽車に乗りました。明日

『帰去来』という舞台を松浦で上演しますが、その話は、松浦駅での父との別れとか、ふるさとへの思いな

ども重ねて書きました 『帰去来』は、よくできた芝居です。汽車の中から見た佐賀平野の赤とんぼの飛ぶ。

風景は、今でも胸に焼き付いています 『帰去来』は、登場人物の青春と自分の青春時代と重ねて書いたよ。

うなところがあります。

東京では、すぐに岡本喜八を訪ねたのですが、最初はびっくりしたような顔で私をみていました 「とに。

かく上がりなさい 」ということで、上がらしてもらいました。ちょうど、白黒のテレビで巨人阪神戦をや。

っていて、岡本喜八は私に「どうした、顔が青いな 」と言ってくれましたが、それは緊張しているから顔。

が青かったのですが、その時にも 「無理だよ 」というふうなことでした。それでもしょっちゅうあきら、 。

めずに岡本喜八の家を訪ねては、ご飯をごちそうになったりして、助監督の使いっ走りをしながらやってい

たわけです。だけど、やっぱり映画の世界には入れないんだという思いも強かったですね。だから、新宿で

酒ばっかり飲んでいました。

そんな時、ガールフレンドが 「あんた、そんなことばかりしていちゃダメでしょ。芝居観に行きましょ、

う 」と誘ってくれたんです。六本木の俳優座劇場で、東野英次郎主役の『髭のはえた制服』というのを観。

たわけです。

映画の世界から見ると演劇は簡単だな、これならすぐにでも俺にもできると思ったわけです。演劇がどん

なに奥が深いかというのを知るのは、そのあと２０年、３０年先になるわけですが。

演劇に行こうと思って、岡本喜八に相談しましたところ 「そりゃ、行った方がいい 」と言って、新宿、 。

の劇団を紹介してくれました。それで、その劇団に行ったわけですが、主宰して本を書いて演出する方が東

北の方だったんです。岩手県の渋谷村、石川啄木が出た村の出身の方で、私とは合わないんです。言葉のリ

ズムにしても、テンポにしても、やっぱり九州弁と東北弁のテンポは違いますし、土と海というか、その違

いも大きかったような気がします。

ちょうど学生運動が一番盛んな頃で、まともに大学に行っているような人は軽蔑されているような時代で

したから、何かしなきゃいけないと思って、２５才の時、私は劇団を作ったんです。劇団「空間演技」と言

って、小劇団では、今、日本では一番古いと言われています。しばらくは、前衛的な難解なものをやってい

たんですが、やると赤字が出る、赤字が出ると肉体労働をやる、そしてまた芝居をやる･･･。今はもうみん

な偉くなりましたけれど、 風間杜夫とか、大竹まこととか、キタロウといった人たちと一緒にやっていた

んです。

ある正月、皆故郷に帰るんですが、帰らない人、帰れない人だけが宿舎に残って日本酒を飲んでいると、

その当時の私から見るとおじいちゃん、東北出身の人が 「俺は田舎に帰ればすごいんだぞ。俺の兄貴は村、

一番の金持ちで、すごい屋敷があって、帰ればみんな歓待してくれるんだけど、面倒くさいから帰らないん

だよ 」という話をしたわけです。。

その話が切なくて、とにかく切なかったですね。だけど、その人のその一言で気付かされたんです 「お。

まえもふるさとを捨てているんじゃないか 」ということに気付かされて、ふっと振り返ったわけです。。

そこに見えたのは、松浦でした。



- 3 -

松浦の星鹿には、私のことを溺愛してくれたおばあさんがいました。私が小さい頃から、いつも昔話をし

てくれていました。東京に出てくる時に、母と２人で挨拶に行くと、おばあさんは百円札をいっぱい束ねて

輪ゴムでとめたのを餞別にくれたんです。それを大切にもらって帰ったんですが、帰る途中に 「おばあち、

ゃんが、まだ見送っているから振り返ったらどう？」と母が言ったんですね。でも、私はなぜか振り返るの

が嫌で、そのまま来たんです。なんであの時振り返らなかったのかと、今でも私は後悔しています。若さと

は、そうしたものなんですね。照れくさいし。一番苦労しているときでしたから、おばあさんの葬式にも帰

れず、悔しい思いをしました。

そこで気付かされて書いたのが 『倭人伝』という話です 『魏志倭人伝』からとった『倭人伝』です。、 。

漁師と炭坑の人たちとの闘いの話を松浦弁で書いたんです。すると、これが、うけましてね、俳優座劇場で

やったんですけれども、とにかく「おもしろい」と、お客さんがあふれるほど来てくれたんです。噂が噂を

呼んで、いろんな方が観に来て。それで、違う劇団からも依頼があって新作を書いたんです。そしたら、そ

れで岸田戯曲賞という、演劇界の芥川賞と言われる賞をいただきまして、それから、驚くように仕事の依頼

が殺到し、おかげさまで、今日まで好きなものを書いて、好きなことをやっていることができたような気が

します。

いつも、ふるさとを思いながら、ふるさとをテーマに本をかいたんですが、６０才になった頃、大病を患

って、入院しました。そして、病院から劇場へ行くという生活をしたわけです。病院の夜は長いんです。９

時には消灯。天井を見ながら、このあと何やりゃいいんだと、いろいろ考えたわけです。

伊万里に帰って、同級生たちと飲んでいるときに、友人に「俺たち６０過ぎて何をすりゃいいんだ 」と。

いうふうなことを言ったところ 「そりゃ、ボランティアだろ 」というふうなことを言ってくれた。ボラ、 。

ンティアと言っても、私は、どこかに行って植木を切るとかそういうことはできない。そんな時、長崎県か

ら、長崎の高校生に経験談を話してほしい、子ども達がその土地に誇りを持つようなことを話してほしいと

いう依頼があった。もちろん喜んで引き受け、いろいろな所に行きました。

それと同時に、青島小中学校の校長先生から「青島でしゃべってください 」という依頼がありました。。

それで、私は 「それではつまらない、行って１時間か２時間話しただけで別れるのは、いかにも寂しい。、

民話を舞台にしてミュージカルをやりましょうよ 」というふうなことを提案しました。。

青島には子どもの頃からよく遊びに行っていましたから、青島の人たちも顔見知りが多かった。御厨から

フェリーに乗って青島に行くときには、心躍るものがありました。嬉しかったです。話はトントン拍子に進

んで、１年かかって 「河童の河太郎」という青島の民話を舞台にしたわけです。もう保護者の方も一緒に、

なって、東京ではちょっとお目にかかれないような素晴らしいものができあがったわけです。

演劇の良さは、素人という人たちの方が、大スターがやっている芝居なんかよりも心打つものがあるわけ

なんですね。それが演劇のすばらしさです。私が想像する以上のすばらしいものができあがりました。その

とき中学３年生だった人たちが、松浦高校の今３年生ということで、時の流れの速さに私もびっくりしてい

ます。

青島で心躍るものができあがって、終わって私がちょっと寂しそうにしていたのでしょう。松浦市の教育

長さんが 「松浦市全部でやりませんか 」とおっしゃってくださいました。今年は鷹島に行って、文永・、 。

弘安の役の両方を戦った対馬小太郎の話を書いて、今、生徒達が一生懸命に稽古している最中です。今回は

足を伸ばすことができず寂しいのですが、この前読売新聞の方が取材の電話で、大変いいものができている

ということを伝えてくれましたので、期待で胸がいっぱいです。１２月５日には、ゆめホールでやりますの

で、時間があったら観に来てください。

それやこれやで、ふるさととのつながりができた中で、一昨年 『長崎の鐘』という本を書きました。、

永井隆博士の『長崎の鐘』をご存じですか。如己堂というものが長崎にあります。永井博士が３畳１間で

生活をして、そこから原野を見ながら平和運動をやるわけです。自分も被爆して、奥さんを亡くして、それ

でも頑張って、一生懸命平和活動をやった人の話を書いたんです。

これも本当は、県北出身の私が書くものではないがと思っていたのです。正直言うと、長崎市出身の作家

たちが書くテーマではないかと思っていたんですが、誰も書かないものですから、私が書きました。
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私の父親が島根県出身で、松浦の星鹿に来て役場勤めをしていて、私の母と出会って結婚し、私が生まれ

ています。永井さんも島根の人です 『長崎の鐘』を書いて、ちょっとほっとしたんです。ひとつたどりつ。

いたなと。星鹿で５つか６つの時にラジオから流れる『長崎の鐘』をよく耳にしていたものが、６３才の年

まで耳にこびりついていたものを書くことができたというのは、私にとっては、たいへん嬉しかったです。

その永井博士が、恩師から励ましの書をいただいて、それを飾って、一生

懸命平和活動をやるんですが、それが 「無一物即無盡蔵 。何もないところ、 」

には、無尽蔵に素晴らしいものがいっぱいあるという意味です。青春時代、

あなたたちの時代もそうでしょう、無尽蔵にすばらしいものを、これから

の人生にいっぱい持っていると思います。

※本校にいただいた岡部先生の書

、 。 、 「 」。 、「 」。人間は ４つの季節に例えることができるらしいですね 今 あなたたちは 青春 それから 朱夏

それから「白秋 。そして最後が「玄冬 、きびしい冬。」 」

私は、もう厳しい冬に入ったんです。ずっと机に座ったり、若い頃の肉体労働のつけが今来て、もう腰痛

。 、 、 。が激しくて あなたたちの時代には これからどう生きるか そのことばかり考えていればいいわけですが

私のきびしい冬になると、どう死ぬか、死と向かい合って生きるということになりました。

本当に過ぎると早い。子どもの頃に、おじいちゃんから 「おまえも、すぐ俺くらいになるんだから 」、 。

と言われ、そんなことはないと反発したが、星鹿のあのおじいちゃんの言ったことは確かでしたね。

ただ、自分たちの人生を本当に全うするということが、一番何よりだと思います。あなたたちも別れて、

それぞれの人生に入っていくんでしょうが、同級生の名前や顔、先生たちの名前や顔をよく覚えておくこと

です。２０代、３０代で、同級会で会うことはないでしょうし、朱夏を迎え、恋愛をしたり結婚をしたり、

みんなそれぞれ自分たちの人生でやっていくということになるんでしょうけれども。

明日の『帰去来』の劇の中で 「親とふるさとは変えられない 」というセリフが出てきます。東京で出、 。

世して偉くなった人たちとも会いますけども、あまり自分のふるさとを語りたがらない人は、私は軽蔑しま

すね。大嫌いです。たまにそういう人がいますけれども。自分の生まれたところを誇れないような人は、何

をやってもダメです。どんなに偉くなっても、私は認めない。そう思います。

あなたたちも、１回はそれぞれ別れていくんだろうけれど、それぞれがそれぞれの人生で主役なんです。

それぞれ自分を全うするように生きてもらえれば、私が今日来たかいがあるかなと思っています。

《質疑応答》
（１ 「演劇を始めたきっかけを教えてください。どこで劇を学んだのですか 」） 。

→始めたきっかけは、さっき映画から演劇に行ったということを話しました。

どこで学んだかというと、自分で書いて、演出をしながら学んだわけです。私は、作品全体を良くし

たい。作品全体をよくするためには俳優さんたちやスタッフが良くならなければならないということで

。 、 。 、 、す だから 俳優さんにもスタッフにも厳しい ただ さきほどの池田貴美子先生から教わったように

怒るだけではダメで、やっぱりほめるということも大切なことだと思います。

今年は『長崎の鐘』もおかげさまで評判が良くて、新宿の紀伊國屋ホールで再演することができま

したし 『風の墓』という昭和３７年の私の高校時代のことを書いた、この松浦を舞台にしたものの評、

判も良く 『帰去来』に取り組んで、そして皆さんにも会えた。伊万里でも松浦でも同級会があった。今、

年は本当に充実しています。今年は、いいきっかけを作っていただいて感謝しています。
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（２ 「一つの作品を仕上げるのにどのくらい時間がかかりますか。手順を教えてください 」） 。

→生まれたとき、記憶の中にこびりついていたもの、その中から出てくるわけですから、やっぱりたい

へんな年月を経ているということはある。ものを書くということは、いつ、どこで、何を見て育ったか

で決まると思うんです。

私は松浦の星鹿で生まれ、松浦の志佐で人口がどんどん減っていくのを見て育った。松浦でしか書け

ないものを与えてくれたと、私は松浦を誇りに思います。できればこれからも松浦のものを書きたい。

（３ 「劇を作るときどういうことを考えて作っているのですか。アイデアはどこから浮かんできますか 」） 。

→アイデアは、その人のセンスですね。本来持って生まれたセンスみたいなものから、アイデアとして

生まれてくる。たとえば松浦の方言でものを書く場合でも、私が書く言葉と、他の作家が書く言葉とで

は全く違う方言が誕生すると思います。松浦のことを書くにしても、他の人が書くと、また違ったもの

が書けるんじゃないかと思います。

（４ 「観客を引きつけるための演出の工夫を教えてください 」） 。

→まず、チームワークです。全体が一つになって動いているということ。観客は、バラバラなのか全体

。 、がいいものをやろうとしているのか簡単に見抜きますね どんなに有名な役者さんが舞台に出てきても

お客さんがわーっとなるのは３分間くらい。あとは、ほかの役者さんや話の内容がつまらないと、全く

つまらない。私は、どちらかというとスターと呼ばれる人たちと仕事するよりも、そうじゃない人たち

とチームワークを大切にしてやっていく方が好きです。その方が観客をひきつけられると思います。

（５ 「劇で使用する道具を教えてください 」） 。

→いろいろありますが、発注したり、専門家に頼んだり、自分たちで作ったりします。その時、その時

で違います。

（６ 「今までいくつくらいの劇を作りましたか 」） 。

→もう１００本近いですね。２５才で劇団を作ったと言いましたが、他の作家にものを頼むとどうして

も金銭が発生するわけです。作家料とか、演出料とか。それをなくすにはどうすればいいかというと、

。 、 。 。私が書いて演出するしかない そうすると 年に最低２本は書かないといけない 追い詰められていく

それが私にはよかった。他に２本くらい頼まれ仕事で書いていました。僕らが書き始めた頃は、原稿用

紙に鉛筆で書いていました。私の原稿は、たいてい松浦市の図書館に預けてありますので、怠けないで

書いたものを、興味があったらそこに行って見てください。

（７ 「芝居では冒頭の部分と最後の部分とではどちらを重視しますか。それはどうしてですか 」） 。

→芝居では、冒頭の場面と最後の場面は両方大事にします。予め本を書き始めたときには、最後の台詞

はもう頭に浮かんでいますね。その最後の台詞にたどりつくためにどうしていくかというふうなことに

なるんですね。最初も最後も途中もすべて大切です。明日やる『帰去来』は１シーン、１シーン、すべ

ていいです。

（８ 「一つの芝居を見た観客の心に何を残したいとお考えですか。言葉ですか、情景ですか、それとも別）

のものですか 」。

→あまり演出がしゃしゃり出るような芝居は、基本的にはダメだと思います。俳優さんが自分で言って

いると思わせるくらいに自然なものを作るために演出家というのはいます。

１人１人が重要な台詞を言うわけです。それで最後にたとえば 『精霊流し』を見た人は、松浦に行、

って、精霊流しをみてみたいというふうなことになるんです。

『精霊流し』はいろいろな劇団がいろいろなところで毎年やってくれます。精霊流しを見てみたいと

思って松浦まで来る人もいるわけです。母が健在だった時、熱心な女優さんが母の所に松浦を案内して

。「 」 。 、くださいとやって来た 精霊流しの世界を見たい と そういう世界は私が作った私の松浦であって

現実の松浦とはちょっと違うものです。その女優さんは、まんまと私の策に乗っているわけです。こう

いう世界が実際にあると思って来ているわけですね。
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今夜から私のチームが松浦に来ますが、明後日の朝、天気が良ければ星鹿の城山展望台に連れて行き

たいと思っています。あそこから見る風景は最高だと思います 「永遠が見える風景があるから、そこ。

に連れて行ってやる 」とチームの人たちには約束しています。。

（９ 「演劇における『観客の役割（働き 』とはどのようなものですか 」） ） 。

→観客は、例えば２時間という貴重な時間を割いて、自分の時間を預けて観に来てくれる。それに応え

なければいけない。観客は、その時間は、自分の中に失ったもの、日常の生活の中で欠落していくもの

をもう一回呼び起こして欲しいと思って劇場にいらっしゃいます。その人たちと一緒になって、もう一

回これを思い出すことができればと思って一生懸命やっていますけれども。今はもう、東京のお客さん

も田舎のお客さんも変わりはしません。むしろ地方の方が、一生懸命観てくれます。

（１０ 「劇を作っている時に行き詰まったら、どのようにして解決していますか 」） 。

→もう行き詰まったら行き詰まったままやるしかないですね。そこから逃げたらダメです。行き詰まっ

たのを受けて立つ。あなたたちも、たぶん色々なところで行き詰まることがあるだろうが、そこから逃

げるとダメ。逃げ癖をつけたら、人間はもうダメです。行き詰まっても、そこで行き詰まったまま闘う

･･･そういうことだと思います。

人間には、誰にでも３つのチャンスが必ず訪れるらしいですね。３つのチャンスということは、逆に

言うと３０か４０か５０かのピンチも来ると思う。そのチャンスを「絶対にここだ 」と思って生かし。

ていくとも大切だと思います 「チャンスに後ろ髪はない 」ということわざもあります。あとから捕。 。

まえることはできないんです。何かの時に、これがチャンスなんだと思うようなことがあったら、そこ

を見逃さないことですね。それは、うるさいようですが、先生たちとか仲間とかが「おまえ今がチャン

スだぞ 」というような所を聞き逃さないようにした方がいい。。

（１１ 「劇作家をしていてよかったと思うのはどんな時ですか 」） 。

→こうやって、ずっとふるさととつながっていることができるわけです。私には、松浦にはもう家もな

い、墓もないが。

また、仕事をしていて一番おもしろいと思ったことは何ですか 」「 。

→人が喜ぶ顔を見られたときが一番嬉しい。チームが「やってよかった 」という瞬間、俳優たちが、。

抱き合って肩をたたき合って泣いている。それを遠くから見るのもまた気持ちいいものです。そういう

瞬間は、本当にやっていてよかったなと思います。

（１２ 「演劇に対する昔の視点と現在の視点の違いはありますか 」） 。

→私は、人間には４つの季節があると言いました。１０代には１０代のテーマ、２０代には２０代のテ

ーマ、３０代には３０代のテーマ、４０代には４０代のテーマ･･･と、その年によって、テーマは色々

と変わっていくんです。あなたたちも、結婚したり（してもしなくてもいいんですが 、子育てしたり）

（これもしてもしなくてもいいんですが 、テーマが次々と変わっていく。その時のテーマテーマにぶ）

つかっていくことだと思います。

私は、来年は岡本太郎をやろうと思っています。太陽の塔を作った岡本太郎という人です。私が住ん

でいる家の前の山の上に、岡本太郎の美術館があります。

今年の夏は暑かったのでクーラーをつけて寝て、朝４時頃に起きてクーラーを切って窓を開けて自然

の風の中で寝るようにしていたんですが、その窓が美術館の方に向いていたんですね。ある日、窓の外

を見ていると、真っ暗な部屋にうずくまっている人がいるんですよ。その人は、確かに 「俺のことを、

やってくれよ」とはっきり言ったんです。私が寝ぼけていたのかも知れませんが･･･。その日からあわ

てて岡本太郎を調べ始めたんです。

今年は、壺井栄の『二十四の瞳』を書こうと思っています。来年は、岡本太郎を書きたい。
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（１３ 「演劇をとおして学んだことを教えてください 」） 。

→人間はすばらしいということ。あきらめない人間はすばらしい。

また、演劇をとおして私たちにこれは大事だという言葉や行動があったら教えてください。

→すべてのことは大事だと思っている。言葉や行動は見て学んだ方がいいと思う。今日私のしゃべって

いることでも、つまらんことばかりと思うか、あの一言はよかったと思うか、そこが分かれ目です。

（１４ 「登場人物の名前はどのように決めているのですか 」） 。

→登場人物は、私の同級生や親戚の名前は大体皆出てきますね。あと電話帳を見て調べる。同じような

人がいっぱい出てきます。登場人物は、だいたい名前で決まります。いい名前だったら良さそうに思え

ます。

（１５ 「どうしたら俳優になれますか 」） 。

→どうしなくてもなれます。俳優は免許はいらないんです 「今日から私は俳優です」と言えば俳優な。

んです。誰でもなれるけれども、優れた俳優には誰でもなれないでしょう。いっぱいいますよ。毎年、

春になると、２０万人から３０万人が俳優を目指して全国から集まってくるわけですから。ただ生き残

るかどうか、売れる売れないかは、こればっかりはわからない。いつ何があるかわからない。

本田博太郎という人は、帝劇に群衆の１人で出ていたが、平幹二郎という人が倒れて明日からどうし

ようという時に、彼は平幹二郎の台詞と動きを全部覚えていたために代役に大抜擢され、あっという間

に売れっ子になった。それは、何が偉いかというと、本田が相手の台詞も全部覚えて、自分のものにし

ていたこと。彼は、チャンスを生かしたケースだと思う。

（１６ 「台詞はどのくらい覚えなければいけないのですか 」） 。

→台詞は長くても全部覚えないといけない。役者さんは不思議にみんな覚える。

（ ）「 。 、 。」１７ ベテランの俳優さんと接するときはどんな対応をするのですか また どんな時に怒るのですか

→今となっては、私よりベテランはもういないんです。ただ、ベテランの俳優さんを怒るのは、知った

、 、かぶりをして若い人に演技指導をしたりする 若い人もベテランの言うことを聞かないといけないので

突然違うことをして大失敗したりする。そんな時は、それは演出の仕事だから余計なことをするなと言

って怒ります。

（１８ 「役者さんが急病で倒れたときの代役はどうなっているのですか 」） 。

→演出家は、どこかで決めているもの。ライブですから、何が起こるかわからない。

（１９ 「これまで接した役者さんで一番オーラを感じた役者さんは誰ですか 」） 。

→オーラーかどうかは知らないが、昔、助監督の使いっ走りをしていた頃、カルピスの宣伝で私がスタ

ジオの隅でカルピスを作っていた。その時にプーンと香水のいい匂いがして、ぱっと見たら南田洋子さ

んが立っていて、若い時の南田さんですから、すごくきれいです。それで「がんばってね」とおっしゃ

ったんです。あれは嬉しかったですね。今でも覚えています。南田さんにはオーラというか、すごいも

のを感じましたね。だけど、女優さんになる人はみんな、オーラーを持っています。

また、ポール牧さんの４０周年記念パーティに呼ばれて行った時、現役の頃の若乃花、貴乃花と、親

方、金田投手が来ていました。同じ席でした。あの人たちのもつオーラーにはびっくりしましたね。す

ごいものです。写真を撮っておけばよかった。

（２０ 「よく通る声の出し方（発声方法）を教えてください 」） 。

→人間の一番とおる声というのは、寝ているときの呼吸、腹式呼吸が最高。それをやっていれば声はよく

なる。鍛えればなんでも良くなる。鍛えずにいい声を出そうとしてもダメです。
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そろそろ時間ですね。

昨日の夜、校長先生と少しお話しする機会がありまして、共通して

いたのは 「私たちの仕事は、もうこれでいいということはない。これ、

でもかこれでもかと一生懸命にやらなければならなきゃダメだ 」とい。

うことです。私と校長先生とは、共通するところが多かったですね。

素晴らしい校長先生です。

今日は、みんなじっと聞いてくれて、いいですね。あなたたちが大

人になる頃は、もしかしたら道州制が敷かれて、伊万里から平戸あた

。「 」 。 、 。りまで州になるのかもしれませんね 松浦州 だといい そういうときこそ あなたたちの出番でしょう

ふるさとから生まれた人たちが、どういう形ででも、自分のふるさとに誇りを持って、どこに行っても胸を

張っていけるような人になってくれたら嬉しいなと思います。

他に何か質問はありませんか。

（２１ 「演劇をやっていくうえで信念を持っていますか 」） 。

→信念は 「信頼」でしょうね。信頼関係を築くことが何よりじゃ、

ないですか。人を信じること。どんなにだまされても人を信じる

ということだと私は思います。

（２２ 「明日の『帰去来』のコマーシャルを 」） 。

→「帰りなん、いざ。田園将に蕪れんなんとす 」というふうな詩からとったんです。ふるさとが荒れ。

ようとしているのになぜ帰らないのか･･･と。少年と少女の初恋がずっと進行していくんですが、戦争

で引き裂かれて、最後は２人ほたるとなって出会うという話なんですが。私の入魂の一作です。私の中

でも、これはすばらしいと思います。

私の息子とのやりとりや息子とのイメージとダブったりしている。私自身の松浦を離れるときの思い

とか、ふるさとへの思いとか、ダブルイメージで書きました。演出も、見事に削いで削いでやっていま

す。

青春時代というのは、いいですよね。あなたは、たぶんあなたたちの青春時代が一番いいと思う。私たち

は、私たちの青春時代が一番よかったし。まだ私の若い頃は、女の人と連れだって町を歩けるような時代で

はなかった。遠くから見ているくらいのことで。それはそれでもよかったような気もしますが。

「近頃の若い者は･･･ 」と嘆くけれど、一緒なんじゃないかな。ローマ時代から「近頃の若い者は」と。

いう台詞はあったんです。あなたたちが大人になった頃はどうなっているのかね。

松浦市内の小中学校をミュージカルでまわっていますが、俳優になりたいという人が出てきたりしていま

す。できれば、ものを書いてみたいという人が出てくればといいなと思います。誰か作家をやってみようと

いう人はいませんか。

最後に言いたいのは 「親とふるさとは変えられない 「親とふ、 。」、

るさとに誇りに思わない人はダメ 」ということです。。

地元に高校ができて本当にうらやましいです。ただ、強がりでは

ないが、伊万里高校にいったおかげで、私は佐賀に行けば佐賀人と

言いますし、長崎に行けば長崎人と言います。長崎の人たちも、松

浦を長崎とは思っていない 「県北の人 「北松の人」という言い方。 」

をする。そういう人たちと闘うのが、私は好きです。

とりとめのない話でしたかね。

また、お会いできる日を楽しみにしています。※生徒代表お礼の言葉

（了）
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