
平田オリザさんよりメッセージ 

この講座は、誰でも簡単に 12 分ほどの寸劇が作れ

るようになるという内容です。楽しみながら、演劇

を通じて、コミュニケーションやプレゼンのこつを

学んでください。 

 

 

 

   オリザさんと演劇をつくる 2017 

演劇づくりワークショップ 受講者募集！ 
 

 

 

 

 

 

 

1．平田オリザさんと演劇をつくる個人、団体を募集 

します。 
個人やグループや団体の想いを演劇で表現しませんか。オリザ

さんとそのアシスタントに直接指導を受けて 12 分ほどの寸劇

を作ります。できた寸劇は、その後個人や団体やグループのＰ

Ｒに使ってください。また演劇をつくることでコミュニケーシ

ョンの方法やプレゼンのコツを学びます。 
      

２．６つのグループで 10分～12分の劇を作ります。 
 

３．定員 42名です。（うち中高大学生は 12名程度）。 
定員になり次第締め切ります。 

団体の場合は 1グループ 7名で申込みください。 

７回の授業と講演会に参加できる方に限ります。 
 

４．受講料は７回分前納です。（講演会チケット代含む） 

大人 18,000円 大学生 9,500円 中学生・高校生 6000円  
 

 

 

 

 

募集要項 ≪日程・お申込みなど詳細は裏面をご覧ください≫ 

◇録画・録音・写真・ＨＰ、会報の掲載・取材等ご了承ください。 

◇事後、感想などご協力をお願いします。 

◇欠席の際は、わかった時点で下記連絡先に必ずご連絡ください。 

◇交通費はご負担ください。出演料などの支払いはありません。 

◇講演会当日は午前中にリハーサルをして、13時より発表です。 

 

 

 

 

 

 

 

共催 (公財)筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館 後援 筑紫野市教育委員会  

ふくおか教育を考える会は、こ

の福岡の地で 41 年、『どの子にも

ゆきとどいた教育を願って』お母さ

んを中心にずっと活動している会

です。  

オリザさんをお招 きして 2015

年公開 ワークショップと講演会 、

2016 年演劇づくりと講演会を行

いました。3 年目となる今年は筑

紫野市で開催 します。オリザさん

の指導のもと市民で演劇をつくり

ます。  

この演劇づくりと講演会を通 じ

て 、学 校 に表 現 教 育 を取 り入

れ、子 どもたちのコミュニケーショ

ン能力 を育む取 り組 みを広 めた

いと思っています。  

 

平田オリザ 演劇発表＆講演会  

日  時／2017 年 9 月 24 日（日 ）１３：００～１６：３０  

場  所／筑紫野市文化会館大ホール  
福岡県筑紫野市上古賀 1－5－1 ＴＥＬ／092‐925‐4321 

主  催／ふくおか教育を考える会協議会  
〒810-0012 福岡市中央区白金 2-9-13-103   

TEL／FAX 092－406-4125  e-mail／ f-kyoiku@helen.ocn.ne.jp 2016 年 平田オリザ講演会ＤＶＤ 

あります！お問い合わせください 

昨年のワークショップの様子 
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演劇づくりワークショップの日程 会場はすべて筑紫野市文化会館です。 
◇事前に『演劇入門』を読んで、「場所－背景－問題」のアイデアを考えてくる。 

月日 曜 回 内容／時間 ※（オリザさんによる）以外はアシスタントによる指導。 

7／16 日 

１ (オリザさんによる)       １０時 00 分～１６時３０分 
＜午前＞講義＋ワークショップ    

◇各自のアイデア出し。 

グループで課題をテーマ決定（グループ分け）  

団体ごとにグループを作る場合は、グループごとでテーマを決める。  

参加者をすべてミックスする場合は、テーマごとにグループを分ける。  

  

＜午後＞講義 登場人物の決定  

◇プロットを考える。 

【宿題】プロットを考える ＊プロットはメールで提出して添削を受ける。 

7／23 日 ２ プロット作り          １３時～１６時 

8／11 金･休 ３ 稽古・台本作り         １３時～１６時 

8／13 日 ４ (オリザさんによる)通し稽古。講評１３時～１６時 

8／20 日 ５ (オリザさんによる)通し稽古。講評１３時～１６時 

9／18 月･休 ６ 稽古                  １３時～１６時 

9／23 土･休 ７ 稽古・仕込み           １３時～１６時 

9／24 日 
☆ リハーサル      ９時３０分～１１時３０分 

☆ 発表と講演会       １３時～１６時３０分 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                  

 

 

演劇づくりワークショップ 受講申込書 

お名前 団体・グループ名 

住所  

 

メールアドレス 

 

連絡がつく電話番号 

 

応募しようと思った理由 

受講申込みをされた方には、こちらから連絡いたします。 

≪アシスタント≫ 

村上差斗志

さんは、劇

団「14＋」所

属俳優。 

他団体への

出演、プロデ

ュース作品

への出演 

も多数。2016 年には「大野城

円演劇祭」をプロデュース。舞

台の他に、映画、テレビ・ラジ

オドラマ、CM、ナレーション、

イベントなどでも活躍中。 

 

メールまたはファックスでお申し込みください。６月７日(水)より振込み順にて、受け付けます。  
先着順定員になり次第、申し込みを締め切ります。  このままファックスしてください。 

E-mail: f‐kyoiku@helen.ocn.ne.jp FAX: 092-406-4125 

書籍あります 

申し込み受付が終了した時点

で、ふくおか教育を考える会協

議会および、筑紫野市文化会館

のホームページでお知らせし

ます。 



平田オリザさんよりメッセージ 

この講座は、誰でも簡単に 1２ 分ほどの寸劇が作れ

るようになるという内容です。楽しみながら、演劇

を通じて、コミュニケーションやプレゼンのこつを

学んでください。 

 

 

 

「オリザさんと演劇をつくる」2017 

      演劇づくりワークショップ 見学者募集！ 

 

 

 

 

 

 

１．平田オリザさんと１２分ほどの演劇(寸劇)をつ

くります。その演劇作りを見学しませんか。 
オリザさんとオリザさんが推薦するアシスタントに直接指導

を受けて、６本の寸劇を作ります。その演劇作りを見学する人

を募集します。 

 

２．演劇のつくり方、ワークショップ、コミュニケ 

―ションやプレゼンのこつを学びます。  

 

３．定員は１日２０名。(全７回) 
定員になり次第締め切ります。 

オリザさん３回、オリザさんが推薦するアシスタント４回。 

 

４．参加費は前納です。 
  １回につき 1,000円。参加希望日を選んで、裏面の申し込み 

欄に必要事項を記入の上、事前にお申し込みください。 

24日の講演会チケットも一緒に購入してください。 
                    

 

 

  

≪日程などの詳細は裏面をご覧ください≫ 

◇講演会の前売りチケットを購入してください。 

◇録画・録音・写真撮影などは原則禁止です。 

◇事後、感想などご協力おねがいします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催 (公財)筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館 後援 筑紫野市教育委員会 

ふくおか教育を考える会は、こ

の福岡の地で４１年 、『どの子に

もゆきとどいた教育 を願 って』お

母さんを中心にずっと活動してい

る会です。  

オリザさんをお招きして 2015

年公開ワークショップと講演会、

2016 年演劇づくりと講 演会 を

行いました。3 年目となる今年は

筑紫野市 で開催 します。オリザ

さんの指導のもと市民で演劇を

つくります。  

この演劇づくりと講演会を通じ

て 、学 校 に表 現 教 育 を取 り入

れ、子どもたちのコミュニケーショ

ン能力を育む取 り組みを広めた

いと思っています。  

 

2016 年 平田オリザ講演会ＤＶＤ 

あります！お問い合わせください 

昨年のワークショップの様子 

  

平田オリザ 演劇発表＆講演会  

日  時／2017 年 9 月 24 日（日 ）１３：００～１６：３０  

場  所／筑紫野市文化会館大ホール  
福岡県筑紫野市上古賀 1－5－1 ＴＥＬ／092‐925‐4321 

主  催／ふくおか教育を考える会協議会  
〒810-0012 福岡市中央区白金 2-9-13-103   

TEL／FAX 092－406-4125  e-mail／ f-kyoiku@helen.ocn.ne.jp 
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演劇づくりワークショップの日程  会場はすべて筑紫野市文化会館です。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                  

演劇づくりワークショップ 見学者申込書 お申し込み確認後、後日こちらからご連絡いたします。 

お名前 

 

参加希望日に〇を

つけてください。 

★オリザさんの指導 

日時 開催時間 

住所  

 

 

メールアドレス 

 

ファックス番号 

 

連絡がつく電話番号 

 

講演会チケット購入チェックしてください 

□一般     □中学生から 18 歳以下 

 第 1 回 7／16★ 10：00 ～ 16：30 

 第 2 回 7／23 13：00 ～ 16：00 

 第３回 8／11 13：00 ～ 16：00 

 第４回 8／13★ 13：00 ～ 16：00 

 第５回 8／20★ 13：00 ～ 16：00 

 第６回 9／18 13：00 ～ 16：00 

 第７回 9／23 13：00 ～ 16：00 

 発表 9／24★ 13：00 ～ 16：30 

合計   回 

 

     円 

参加回数×1,000 円＋講演会チケット代金

をご入金ください。（チケット代金・一般

1,500 円・中学生から 18 歳以下 1,000 円）

定員 1 日 20 名程度 

 

月日 曜 回 内容／時間 ※（オリザさんによる）以外はアシスタントによる指導。 

7／16 日 

１ (オリザさんによる)     １０時００分～１６時３０分 
＜午前＞講義＋ワークショップ    

◇各自のアイデア出し。 

グループで課題をテーマ決定（グループ分け）  

＜午後＞講義 登場人物の決定  

◇プロットを考える。 

7／23 日 ２ プロット作り          １３時～１６時 

8／11 金･休 ３ 稽古・台本作り         １３時～１６時 

8／13 日 ４ (オリザさんによる)通し稽古。講評１３時～１６時 

8／20 日 ５ (オリザさんによる)通し稽古。講評１３時～１６時 

9／18 月･休 ６ 稽古                  １３時～１６時 

9／23 土･休 ７ 稽古・仕込み           １３時～１６時 

9／24 日 
☆ リハーサル      ９時３０分～１１時３０分 

☆ 発表と講演会       １３時～１６時３０分 

≪アシスタント≫ 

村上差斗志

さんは、劇

団「14＋」所

属俳優。 

他団体への

出演、プロデ

ュース作品

への出演 

も多数。2016 年には「大野城

円演劇祭」をプロデュース。舞

台の他に、映画、テレビ・ラジ

オドラマ、CM、ナレーション、

イベントなどでも活躍中。 

メールまたはファックスでお申し込みください。６月７日(水)より振込み順にて、受け付けます。  

先着順 定員になり次第、申し込みを締め切ります。  このままファックスしてください。 

E-mail: f‐kyoiku@helen.ocn.ne.jp FAX: 092-406-4125 

申し込み受付が終了した時点

で、ふくおか教育を考える会協

議会および、筑紫野市文化会館

のホームページでお知らせし

ます。 

書籍あります 


