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ご挨拶
　自分の声が小さくなっていると感じます。
年齢のせいもあるでしょうが、やっぱりマスクか
な。大声で喋ったり、馬鹿笑いしたり、思いっきり
くしゃみをしたりすることがなくなりました。自分
だけじゃありません。家族も、同僚も、授業で出会
う俳優志望の学生たちですら声が出なくなっていま
す。
　そういえば、『本読み会』も今年は2回しか

やっていない。戯曲の方から「おおい、さいきん、
読まれていませんよ！」と声が聞こえてきそうで
す。
戯曲を声に出して読むことだけが取り柄の『本読
み会』が、これではいけない。来年は心を入れ替え
て戯曲を読もうと、心機一転手帳を新しくしまし
た。ここ10年ほどずっとNOLTYのビジネス手帳

だったのですが、初めて「ほぼ日手帳」なるものを
買ってみました。ページの下のほうに、毎日ちょっ
とした文章が載せてあります。

お茶飲みに行こうかとか、
一杯飲もうやとかよく言うけど、

あれは、「会話」をたのしみに行くんだよね。
きっと、ほとんどのみんなが、
「会話」が好きなのだ。
人間の本能を語るときには
「会話欲」というものを

勘定にいれてもいいんじゃないかと思うなぁ
（糸井重里『今日のダーリン』より）

戯曲を読んだり、劇場に行ったりするのは、「対
話」が好きだからでしょうか。もっと突き詰めれ
ば、バチバチするような台詞たちを聞くのが好きな
のかも。そうなると、やっぱり戯曲を声に出すのも
好きということになりますね。
　声は自分の化身です。声を出すことは、自分を
外に出すこと。そして戯曲を声に出すことは、外に
出た自分が他者と混ざり合うことです。混ざり合っ
て、思いもよらぬ色になるのを「へえぇ」と我なが
ら感心している。それが『本読み会』の魅力なのか
もしれません。
今年も『本読み会』をご愛顧いただきありがとう
ございました。来年は対面にオンラインに、もっと
お会いしましょう。

（松山立）
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2020/2021年『本読み会』年表
日時（人数） イベント名 作家・作品

2020年
1/18（8人） 特別企画『オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集合』①　 

第84回　アイスキュロス
アイスキュロス 
『コエーポロイ』

2/15（11人） 特別企画『オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集合』② 
第84.5回　こっそりサルトル

J・P・サルトル 
『蠅』

3/7（12人） 特別企画『オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集合』③ 
第85回　ユージン・オニール

ユージン・オニール 
『喪服の似合うエレクトラ』三部
作より、第一部『帰郷』

4/18（19人） お試し！オンライン『本読み会／チェーホフ』 A・P・チェーホフ『桜の園』
5/16（18人） 『本読み会』online；1（岸田國士） 岸田國士『動員挿話』
6/13（14人） 『本読み会』online；2（テネシー・ウィリアムズ） テネシー・ウィリアムズ 

『風変わりなロマンス』
7/25（17人） 『本読み会』online；3（ハロルド・ピンター） ハロルド・ピンター『部屋』
9/19～27 
（206人）

『戯曲を読む会 Onlineフェスティバル2020』

9/21（23人） 『本読み会』online；4（ウージェーヌ・イヨネスコ） ウージェーヌ・イヨネスコ 
『禿の女歌手』

10/6（22人） 『本読み会』online；5（清水邦夫） 清水邦夫『朝に死す』
12/27 
（11人）

『本読み会』online；6（“密”な『本読み会』&『忘本会』） シェイクスピア『マクベス』 
ジャン・ジュネ『女中たち』 
安部公房『友達』 
三島由紀夫『三原色』

2021年
1/29（15人） 『本読み会』online；７（追悼・別役実） 別役実『にしむくさむらい』
3/7（23人） 『本読み会』特別チャリティー企画「谷賢一さんと読む！

『福島三部作』」
谷賢一『福島三部作』より、第二
部『1986年：メビウスの輪』

7/3（17人） 『本読み会』online；8（安部公房） 安部公房『友達』
12/4 特別企画『オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集合』④ 

第86回　アリストパネス
アリストパネス『女の平和』

1



 

大した人気もないけれど誰に疎まれることもな
い、地味で無害な『本読み会』ですので、まさ
か活動を自粛しなければならないような事態に
陥るとは想像もできませんでした。

2020年最初の『本読み会』に向けて、「今年は

オリンピックもあるし、戯曲とつなげて何か面
白いことはできないか」と企画したのが、特別
企画『オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集
合』です。ギリシャ古典劇や、それに影響を受
けた後世の名作戯曲・全11作品を年間通して読

んでいこうという大型企画だったのですが、1月

にアイスキュロス『供養する女たち（コエーポ
ロイ）』、2月にサルトル『蠅』、3月にユージ

ン・オニール『喪服の似合うエレクトラ（第一
部『帰郷』）』を読んだところで、新型コロナ
ウィルスの感染拡大によりイベント中止を余儀
なくされました。本家オリンピックだって1年延

期の末の無観客開催だったのですから、これは
もうどうしようもない。今この文章を書いてい
るのが2021年12月ですが、開催レポートなど読

み返してみると、対面でガヤガヤ声を出して戯
曲を読んでいたなんて、もう遠い昔の出来事の
ようです。
そんな朧気な記憶の中でも、不思議と作品の印
象は忘れないもの。上記三作についても、それ
ぞれ劇中のいくつかの場面が、（あたかも目の
前で起きた出来事のように）思い出されます。
特に私の印象に残ったのは、ユージン・オニー
ル『喪服の似合うエレクトラ』でしょうか。古

代ギリシャ劇でも取り上げられた神話的エピ
ソード・オレステイア三部作を現代劇として再
生したこの作品。その真価は、古代には神に翻
弄される存在であった人間を、葛藤を抱える主
体的存在として描いた部分にあるのではと感じ
ます。呪われた家族の憎悪の眼差し、情と業の
深さよ･･･！恐怖で背筋が寒くなるやうな戯曲で
した。
さて、はるか古代のギリシャの地で、人々は演
劇を神に捧げたと言います。そんな中、神に捧
げられる合唱隊（コロス）の演舞の中から、テ
スピスと呼ばれる一人の男が進み出て、登場人
物の言葉を語り出した。これがどうやらこの世
界に“俳優”と呼ばれる存在が誕生した瞬間だそ

うなのですが、それはもしかしたら、人が神の
面前で主体と葛藤を語り出した瞬間でもあった
のかもしれません。
まだまだコロナに翻弄される私たちではありま
すが、この12月、とうとう対面での『本読み

会』が復活します。読むのは、アリストパネス
『女の平和』。2020年4月に開催されるはずだっ

た「オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集
合」第4弾の、実に1年8ヶ月越しの復活開催で

す。まだ予定は組めていませんが、ラインナッ
プの残りの作品もどこかで扱っていきたい。こ
のままコロナに翻弄されたまま黙っている訳に
はいきません。テスピスよろしく、コロナとい
う名の神の前で、声を響かせていこうと思いま
す！

（大野）
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特集① 
特別企画「オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集合」
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①第84回『本読み会』【2020.1.18開催】 
アイスキュロス『供養する女たち（コエーポロイ）』 
 
②第84.5回 こっそり『本読み会』【2020.2.15開催】 
サルトル『蠅』 
 
③第85回『本読み会』【2020.3.7開催】 
ユージン・オニール『喪服の似合うエレクトラ』三部作より、第一部『帰郷』 
 
④祝！対面開催復活！第86回『本読み会』【2021.12.4開催予定】 
アリストパネス『女の平和』 
 
⑤第86回『本読み会』【開催未定】 
鄭義信『たとえば野に咲く花のように』 
 
⑥第86.5回こっそり『本読み会』【開催未定】 
ラシーヌ『アンドロマック』 
 
⑦第87回『本読み会』【開催未定】 
ソフォクレス『アンティゴネー』 
 
⑧第88回『本読み会』【開催未定】 
ジャン・アヌイ『アンチゴーヌ』 
 
⑨第88.5回こっそり『本読み会』【開催未定】 
井上ひさし『日の裏姫物語』 
 
⑩第89回『本読み会』【開催未定】 
ジャン・ジロドゥ『トロイ戦争は起こらない』 
 
⑪第90回『本読み会』【開催未定】 
エウリピデス『トロイアの女たち』

これが、幻となった作品ラインナップだ・・・！！



 

　レギュラーの『本読み会』online;、いつのま
にやら8回も開催しておりました。もともとガラ
パゴス的な活動に片寄りがちな『本読み会』で
すから、オンラインという開かれた地平へこぎ
出すのには、やや腰が引けておりました。「オ
ンラインかあ…」という気持ちがないといえば
嘘になりますが、コロナくらいのことで戯曲が
読めなくなるのはもっと困ります。
　しかし、今や会議も授業もオンラインがあた
りまえで、逆に対面となると「えっ、なんか大
事なことでも決めるの？」という雰囲気になり
ます。直接会うことに、まだそれなりの価値を
認めていることの現れでしょうか。
本読みをしていると、文字だったはずの戯曲

が「立ち上がってくる」と感じる瞬間がありま
す。立体化するといってもいいかな。その快感
がクセになって、こうして『本読み会』を続け
ているといっても過言ではありません。しか
し、立ち上がってきたり立体化したりというの
は、たしかに言葉で説明しづらい感覚です。
「とにかく、読みゃあわかるんですよ！」で押
し通してきたきらいがありますね。
ところが、オンライン活動の中で、「あれ、

もしかして立体化ってこういうことかな」と思
うことが増えました。
　まず、場所の問題。ズームでみなさんの顔が
ずらっと並ぶと、そこに上下関係や心理・身体
的な距離感はなくなります。上座や下座、誰が
近くにいる、誰が遠くで座って見ているという
ことがない。オンラインはとても公平に人と出
会うことのできる場所です。一方で、戯曲のよ
うに人間関係を極限まで突き詰めて表現する文
学形式の場合、これが仇になることもありま
す。とりわけ、古典作品のようにメインとサブ
がはっきり分かれている戯曲はオンラインと相
性が悪いですね。逆に市井の人々の群像劇など
は向いているのかもしれません。

　それと関連して、声の問題。これは台詞を喋
るときにも、相手の台詞を聞くときにも立ちは
だかります。スクリーン上には距離や空間がな
いため、誰に向かって、何を対象に発語するの
かがあいまいになります。聞くときは全部ス
ピーカーを通して音が届くため、これもおしな
べて均一な音になる。オンラインとお付き合い
するときは、「公平」と「均一」をどうやって
ドラマへ結び付けていくかが難しいところで
す。
　近い将来技術が発展すれば、このような問題
は解決されることでしょう。スクリーン上でつ
ながるのではなく、それぞれがVRヘッドセット
を装着して仮想空間に集まればよろしい。別々
の現実世界同士をつなごうとするから空間があ
いまいになるのであって、まず同じ場所へアク
セスしてもらう。そこにはロの字に並べた机が
あって、それぞれのアバターが席についていま
す。目を落とせば、そこにはテキストが表示さ
れており、文字を追うことも相手の顔を見るこ
ともできます。そうして仮想空間でそれぞれの
場所が決まったならば、マイクとイヤホンの発
展によって声の立体感も解決するはずです。
　そんなら、そこらへんの公民館に集まった方
が早いんじゃ…現実はいつも技術を超えてお
る。これが難しいところですね。
　そんなことを考えながら、気づけば8回のオ
ンライン開催。ズームの設定や顔出し、背景の
変更、カメラ、イヤホン、マイクなどの技術を
駆使し、だんだん『本読み会』online;の形がで
き上がってきました。私たちよりも参加者の方
がいろんな使い方を見せてくれるので、みんな
で本読みを作っているようです。あたらしい出
会いも増えましたし、逆に対面への渇望が湧き
上がることもあります。戯曲はいつも、わたし
たちを遠いところへ連れて行ってくれますね。

（松山）
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特集②　『本読み会』online；シリーズ
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2020年9月には、コラボイベント「戯曲を読む会
onlineフェスティバル2020」を開催しました！

フェスティバル開催期間：2020.9.12（土）～9.28（日） 
 
■セレモニー 
【開会式！】・・・9.19 
【閉会式！】・・・9.27 
【オンライン打ち上げ！】・・・9.27 
 
■戯曲を読む会 
【戯曲を読む集い】・・・9.12、9.21、9.22 
　9.12 番外編：野田秀樹『贋作・桜の森の満開の下』 
　9.21 定例会：創作/つかこうへい/ゲーテ 
　9.22 番外編：野田秀樹『贋作・桜の森の満開の下』 
【古典戯曲を読む会＠東京】・・・9.20 
　長谷川伸『瞼の母』 
【『本読み会』】・・・9.21 
　イヨネスコ『禿の女歌手』 
【いずも戯曲読書会】・・・9.23、9.25 
　9.23 女優の近代①　松井須磨子の『復活』 
　9.25 女優の近代②　伊沢蘭奢の『マダムＸ』 
【古典戯曲を読む会＠名古屋】・・・9.24、9.27 
　9.24 イプセン『幽霊』 
　9.27 芥川龍之介『二人小町』『藪の中』 
【戯曲組】・・・9.26 
　ピランデッロ『ヘンリー四世』



 

2021年3月。東日本大震災から10年を数える
このとき、『本読み会』はずっとあたためて
きた企画をみなさんに届けることができまし
た。劇作家・演出家の谷賢一さんをお招き
し、戯曲『福島三部作』を読むという試みで
す。この企画には、いつもの「集まって、戯
曲を声に出して読む」以上の意味がありまし
た。 
『福島三部作』（第１部『1961年：夜に昇る
太陽』、第２部『1986年：メビウスの輪』、
第３部『2011年：語られたがる言葉たち』）
は、原発事故をめぐる政治、経済、外交、歴
史、メディア、執念、愛憎、そして何よりも家
族のドラマを、三世代にわたってギュギュっ
と描いた非常に強度の高い作品です。

2019年に谷さん主宰の劇団DULL-COLORED 

POPによって一挙上演され、演劇界のみならず
強く問題意識を投げかけました。その後、三
部作は第64回岸田國士戯曲賞を、第2部『メビ
ウスの輪』はさらに第23回鶴屋南北戯曲賞を
受賞し、2021年2月にはTPAM（国際舞台芸術
ミーティングin横浜）で再演されました。
会の詳しい内容は、『本読み会』ホーム

ページのレポートを読んでいただくとして…

会の最中、谷さんは台詞を聞きながらずっと
パソコンをカチカチ打っていました。本人も
言っていましたが、タイピングがやたら速
い。なにを書いてるのか気になって横目でチ
ラチラ見てみると、『福島三部作』の原稿と
照らし合わせてちょっとずつ直している。本

当にほんのちょっとずつ。「え、いま直す
の？」と驚いたものです。 
もしかして、この作家は今も作品を更新し

ようとしていて、この作品は今も人の声を取
り込んで大きくなろうとしているのだろう
か…終わってしばらく考えていると、「声」
というのがひとつのキーワードとして浮かび
上がってきます。
冒頭のご挨拶にも声のことを書きました。

声。すぐれた演劇作品が例外なくそうである
ように、『福島三部作』は放たれることのな
かった声を、演劇を通じて誰かに届けるため
のドラマなのではないでしょうか。ドキュメ
ンタリーとは異なる手法で、当事者が声にで
きなかった想いを台詞として書く。言い換え
れば、想いに演劇の形を与える。劇作家・演
出家の仕事というのはこういうところにある
のかと、今更ながら唸っております。
ところでこの企画、いつ明けるのか皆目見

当のつかない緊急事態宣言の中、難しい舵取
りを迫られました。対面開催を強行すること
で不安になる参加者もいるでしょう。クラス
ターでも出れば、『本読み会』だけでなく他
の戯曲を読む会にも悪いイメージが降りかか
る。そもそも、こんな状況の中でどこが場所
を貸してくれるのかと、ギリギリまで頭を悩
ませておったのです。しかし、頭のどこかで
はずっと「戯曲を読むなら、集まって、声を
出して」という原則が揺らぐことはありませ
んでした。特にこの戯曲の場合、そこに人が
集わなければ意味がない。 
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特集③　『本読み会』特別チャリティー企画 
「谷賢一さんと読む！『福島三部作』」 



 

　あまり余計な心配をせず、シンプルに考えてい
ると不思議と道が開けてくるものです。会場と
なった明治屋ホールは、仕事の中でたまたま出
会った華やかな多目的ホール。文化活動団体を
探していた先方にとっても、この企画はどんぴ
しゃり。担当の方もコロナ禍でどう安全に企画
を進行するか、打合せ段階から共に知恵を出し
てくださいました。 
　さらに、当日来られない方のためのオンライ
ン配信を敢行。もちろん『本読み会』にとって
は初めての試みです。ここでかつての同僚だっ
た映像作家の川本直人くんが彗星のごとく現れ
て力を貸してくれました。ちなみに川本くん、
ベルリン国際映画祭に2度ノミネートされた凄腕
の映像作家で、故郷の瀬戸田で毎年「瀬戸田映
画祭」を開催するディレクターでもあります。彼
自身が演劇に携わっていたこともあり、本読み
をいかに立体的に伝えるかにこだわって配信す
ることができました。 
　いろいろな縁が必然のように連なって、あの
日の会は開かれていたのです。「集まって、戯曲
を声に出して読む」と簡単に言ってきたけれ
ど、そこにはこんなにたくさんのことが含まれ
ていたことに気づかされます。それと同時に、
10年前のカタストロフィーにはもっとずっと多
くの偶然が、そして必然が折り重なっていたの
ではないかと、今でも背筋が寒くなる思いで
す。 
　末尾になりましたが、この企画はチャリ
ティーイベントとして開催し、予想を遥かに上
回るカンパをお寄せいただきました。イベント
の必要経費を除き、全て福島へ寄付させていた
だきました。この紙面を借りて、あらためてお
礼申し上げます。また、対面やオンラインでお
越しくださった参加者のみなさま、明治屋ホー
ルのみなさま、配信の川本くん、ゴーチ・ブラ
ザーズのみなさま、そして谷賢一さん。どうも
ありがとうございました。

（松山）

—Reader’s 2020/2021—　—Reader’s 2020/2021—



 

QRコードか
らチェックし

てみてね！

『本読み会』HP 
イベント特集ページ

イベント 
アーカイブ配信 
（Youtube）

イベント 
レポート

特集①　特別企画「オリンピックイヤーだよ！ギリシャ劇集合」
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特集②　『本読み会』online；シリーズ

特集③　「谷賢一さんと読む！『福島三部作』」 

「戯曲を読む会ネットワーク」 
公式サイト

『本読み会』HP 
「古代ギリシャ劇について」

『本読み会』HP 
これまでの活動



編集後記 
　前回リーダーズを作ったのが2019年末のこ
と。あれから2年ぶりのリーダーズは、“コロナ
特集号”とでも言えるような内容になりました。 

　手探りで始めた『本読み会』online；シリーズ
でしたが、現場に出向かなくていい手軽さや自
由度の高さが当初想定していなかったメリット
となって、対面では扱いづらかった短編戯曲を
扱うシリーズとして定着していきました。海外
からご参加くださる方もいたりして、バカみた
いな感想ですが、すごい時代だなと思います。 
　2019年の全国大会が発展するかたちで、『戯
曲を読む会 Onlineフェスティバル2020』も開催
できました。各地で細々と営まれてきた戯曲を
読む会をつなぐのに、オンラインは強力なツー

ルです。2019年大会では80人のお客様がご来場
くださいましたが、2020年のフェスティバルに
は、延べ206人の方がZoomにアクセスしてくださ
いました。特別チャリティー企画「谷賢一さん
と読む！『福島三部作』」でも、多くの方がオ
ンライン配信をご覧くださいました。 

　オンラインにはオンラインの、対面には対面
のメリットとデメリットがあります。できるこ
とできないことには差がありますが、戯曲の言
葉を依り代に人が集まって声を出す時の楽しさ
に変わりはありません。2021年末、なんとか対
面開催復活の流れとなりましたが、今後もいろ
んなツールを利用しながら、新しい戯曲に触れ
ていきたいと思っています。

（大野）
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