
 

 

転回社について 

 
熊本で継続的な活動を続け、⼩劇場演劇
から本格的なミュージカルまで、幅広く活動
する。芸術性及び実験性の⾼い作品を継
続して発信できる場として、2015 年に創設
した Studio in.K.で⽉ 1 回以上の公演を
⾏っている。多数の劇作家・演出家・俳優
が所属しており、2016 年の熊本若⼿演劇
⼈の観客投票によるコンテスト
「DENGEKI」において、出演した転回社の
2 チームがダブル優勝の快挙を成し遂げた。
Komatsuno Unit が 2015 年 7 ⽉に上
演した第⼀回公演「Musical Kaguya 
Hime︖」は、リピーターが続出し連⽇満席
となる好評ぶりであった。2017 年 2 ⽉上演
のミュージカル最新作「Musical CAPPA!」
ではのべ 1600 名を動員。着実に熊本にフ
ァンを⽣んでいる。 

 

 

演劇ワークショップとは︖ 

◆	講師は芸術家(演出家・俳優)︕  
最前線で活動している劇作家や演出家、俳優が講師として授業のお⼿伝
いをします。あくまでも⼦どもたちの感性を尊重して、プロの⽬線からサポート
をいたします。 

◆	国語・社会・道徳など、さまざまな教科学習と連動︕ 
教材として使うものは、よく知られている童話や、⼦どもたちが授業で利⽤し
ている教科書とさまざまです。⽂章を読み解く読解⼒や、気持ちを推し量る
分析⼒、グループで協⼒する傾聴⼒など、ワークショップの授業での体験が
あらゆる分野に広がる⼒を育てます。 

◆	誰でも楽しく取り組める授業形式︕ 
⼈前に出るのが苦⼿だから演じるなんてできない。お芝居は難しそう。そう思
う⽅もいらっしゃるかもしれません。演劇ワークショップは、誰でも楽しめるプロ
グラムを⽤意しています。⾝体を動かすコミュニケーションゲーム、有名な作
品のワンシーンをグループで作ってみるなど、作品作りに⾄る過程を楽しむこ
とに重きを置いています。 

演劇ワークショップの流れ 

1) ヒアリング 
希望を伺って、申請を⾏います。（別紙「実施までの流れ」を参照してください） 

2) 実施決定 

3) 下⾒・事前打ち合わせ 
演劇ワークショップは 1 回につき 90 分(2 校時連続)で実施します。同⼀の対象
クラス・⽣徒に 3 回以上実施いたします。先⽣⽅に学校や児童⽣徒の状況をう
かがい、それぞれに合わせた授業スケジュールを計画します。 

4) 授業実施 
（例）熊本市⽴東町⼩学校の場合 

リーダー講師︓⻲井純太郎(劇作家・演出家) 
サポート講師︓⼩松野希海(俳優)、⽊内⾥美(俳優)、坂⼝佳乃⼦(俳優)、
岩永南都美(俳優) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

お問い合わせ 

転回社 
 

 
〒862-0950 

熊本市中央区⽔前寺 1-32-28-202 

 
office@tenkai.org 

 
TEL︓080-1770-8318 

FAX︓096-323-7267 

担当︓坂⼝ 佳乃⼦ 
 

教科・科⽬／総合的な学習の時間 
実施形式／体験型 
学年／⼩学 2 年⽣ 
実施期間／2016 年 11 ⽉(全 3 回) 

① 講師⾃⼰紹介 歌を歌ったり、ポーズをつけたり、児童⽣徒が親しみやすい
ようにお芝居形式で⾃⼰紹介をします。 

② ペア活動「バットとボール」 2 ⼈組のペアを作り、お互い⼀切喋らずに相⼿
と違うポーズをとります。「ナイフとフォーク」、「お箸と茶碗」、「マヨネーズとケチャ
ップ」など、⾝の回りにあるものを想像して表現する⼒や観察眼を鍛えます。 

講師コメント 

同じものを作ろうとしても、頭の中にあるイメージや体の使い⽅が違います。⼈と
違うということが何よりユニークで⾯⽩いということを、実際の体験から学びます。 

③ ペア活動「かまきり」 今度は 2 ⼈で協⼒して⼀つのものをつくりました。お題
は「かまきり」や「傘」など。その中でも⼩さな傘、⼤きな傘、真っ直ぐな傘、閉
じない傘、など個性に溢れたものがたくさん。その後は 3 ⼈組で「⾃転⾞」を作
ってみたり、5 ⼈組で「扇⾵機」を作ってみたり、次第に⼈数を増やして作品づ
くりに取り組みました。 

④ 写真でつくろう「桃太郎」 みんなが知っている昔話「桃太郎」を題材とし、グ
ループで選んだ⼀場⾯を作ります。相談中も⼦どもたちは全⾝を動かし、発
想を伝えようと試⾏錯誤している様⼦が⾒られました。各グループごとに発表
する際には、「なんの場⾯に⾒える︖」という問いかけにたくさん⼿が上がりま
す。 

⑤ 作品「てぶくろ」 いよいよ作品づくりです︕絵本「てぶくろ」は落ちていた⼿袋
の中にいろいろな動物が次々と⼊っていくお話です。同じ動物でも、グループに
よって「腹ペコ」うさぎ、「すばやい」うさぎなどと⾃⼰紹介の仕⽅や⾝振り⼿振
り、鳴き声などが異なり、⼦どもたちは仲間の発表を真剣な表情で⾒つめてい
ました。 

5) 振り返り 
先⽣⽅には授業の⽴合いと、講師陣との授業後の振り返りにご参加いただ
きます。 

先⽣⽅より寄せられたご感想 

ü 「正解や不正解が存在しないから、⼈の考えを認め合う姿勢が⾒られました」 

ü 「ふだんは周りの⽬を気にして萎縮してしまう⼦が伸び伸びと活動している姿が
⾒られて嬉しかったです」 

ü 「児童の新しい才能が垣間⾒えたようで、是⾮これからも継続してワークショッ
プを続けてもらいたいと思います」 

 



 

 

芸術鑑賞プログラム 

「やくもの冒険」 
○あらすじ 
むかしむかし、不思議な⼒を持つヒミコとカグヤのふたりによって、やまとこくの
バランスは平和に保たれていました。 
しかし、カグヤが⼤事な勾⽟をなくしてしまったことで、悲しみの感情があふれ
出し、国中が悲しみの気持ちで満ちあふれてしまいます。 
現代の⼩学⽣やくもは漢字が⼤好きで少し内気な⼥の⼦。今⽇も友達に
⾃分の気持ちを伝えられず、ひとりぼっち。 
そんな彼⼥はひょんなことから不思議な⼒に導かれて時間旅⾏へいざなわ
れます。 
「漢字を書いてポーズを決めたらたちまち変⾝︕」 
そこで出会った不思議な狐・コハクとともに、古代の⽇本を旅します。 
⽇本最古の歴史書「古事記」に基づいた物語や⼈物が登場します。 
遠い昔の⼈たちとの出会いを通して、やくもはどうなっていくのでしょうか︖ 
そして、⼈々の運命は――。 

○公演場所︓学校の体育館などフラットなスペース 

○公演時間︓約 60 分 

○料⾦︓５0 万円（⽬安） 

（観客規模・予算に応じてご相談ください。） 
※詳細内容等については、ご希望に沿ってご相談させていただきます。 
 
＊2017 年度実施校（児童数） 
広川町⽴中広川⼩学校 719 名 
熊本市⽴若葉⼩学校 390 名 
熊本市⽴⽩⼭⼩学校 585 名 
益城町⽴広安⼩学校 701 名 
熊本市⽴⽥底⼩学校 107 名 
広川町⽴上広川⼩学校 198 名 

○キャスト 
⼩松野希海 
熊本⼤学卒業後、「劇団四季」に⼊団。ライオンキング、⾚⽑
のアンなどに出演。⻑年の夢であった熊本でのミュージカル制作
のため「in.K. Musical Studio」を⽴ち上げ、代表として活動
中。ＫＫＴ熊本県⺠テレビ「てれビタ」の⽕曜⽇「乗りモノくまモ
ン」レギュラー出演。 
※他転回社に所属する俳優が 10 名程度出演します。 

 

○演奏 
岩切舞⼦ 
Komatsuno Unit のミュージカル公演ではメインピアニストを務
め、作曲・編曲も担当。現在、ＮＨＫ熊本児童合唱団、コー
ルからたち、コール・カタルパピアニスト。熊本県⽴松橋⻄⽀援
学校⾮常勤講師。九州⾳楽専⾨学院講師。 
※他転回社に所属する演奏者が出演します。 

○スタッフ 
演出︓⻲井純太郎 
熊本⼤学在学中に、「劇団第七インターチェンジ」を結成。近
年は⼩学校・中学校での演劇ワークショップの講師として、熊
本県を中⼼に年間百数⼗回を実施。 

脚本︓鴦⼭史歩 
「2015 くまもと⾼校⽣演劇祭」において多数の応募作品から
2 本が⼊賞。上演審査では演出・出演をつとめ、最優秀賞・
脚本賞を受賞。2016 年３⽉に演劇ユニット「おしどりスープ」
を結成

 



 

 

演劇ワークショップ実施校 

2014 年度 

○⽂部科学省 

児童⽣徒のコミュニケーション能⼒

の育成に資する芸術表現体験 

（⼩学校） 

熊本市⽴春⽇⼩学校 

合志市⽴⻄合志中央⼩学校 

苓北町⽴都呂々⼩学校 

（中学校） 

熊本市⽴江南中学校 

○⽂化庁 

芸術家の派遣事業 

熊本市⽴託⿇⻄⼩学校 

⼭⿅市⽴⼭⿅⼩学校 

○熊本演劇⼈協議会コミュニケーシ

ョン教育研究部会 ファシリテータ

ー研修事業 

熊本市⽴慶徳⼩学校 

熊本市⽴城⻄⼩学校 

○熊本県⽴劇場アウトリーチプロジ

ェクト 

（⼩学校） 

宇城市⽴⼩川⼩学校 

宇⼟市⽴網⽥⼩学校 

熊本市⽴松尾北⼩学校 

（中学校） 

熊本市⽴東野中学校 

 

2015 年度 

○⽂部科学省 

児童⽣徒のコミュニケーション能⼒

の育成に資する芸術表現体験 

（⼩学校） 

熊本市⽴春⽇⼩学校 

⼭⿅市⽴⼭⿅⼩学校 

広川町⽴上広川⼩学校 

（中学校） 

熊本市⽴江南中学校 

○⽂化庁 

芸術家の派遣事業 

熊本市⽴託⿇⻄⼩学校 

○熊本県⽴劇場アウトリーチプロジ

ェクト 

（⼩学校） 

和⽔町⽴菊⽔南⼩学校 

⼭⿅市⽴⽶⽥⼩学校 

⻑洲町⽴六栄⼩学校 

（中学校） 

熊本市⽴河内中学校 

 

2016 年度 

○⽂部科学省 

児童⽣徒のコミュニケーション能⼒

の育成に資する芸術表現体験 

（⼩学校） 

熊本市⽴春⽇⼩学校 

熊本市⽴東町⼩学校 

熊本市⽴出⽔⼩学校 

広川町⽴上広川⼩学校 

○⽂化庁 

芸術家の派遣事業 

（⼩学校） 

甲佐町⽴甲佐⼩学校 

甲佐町⽴⽩旗⼩学校 

甲佐町⽴⼄⼥⼩学校 

⻑洲町⽴六栄⼩学校 

（中学校） 

和⽔町⽴三加和中学校 

○熊本県⽴劇場アウトリーチプロジ

ェクト 

（⼩学校） 

宇城市⽴海東⼩学校 

2017 年度 

○⽂部科学省 

コミュニケーション能⼒向上事業 

（⼩学校） 

熊本市⽴春⽇⼩学校 

熊本市⽴東町⼩学校 

広川町⽴上広川⼩学校 

（中学校） 

熊本市⽴江南中学校 

○⽂化庁 

芸術家の派遣事業 

（⼩学校） 

熊本市⽴⽇吉東⼩学校 

○熊本県⽴劇場アウトリーチプロジ

ェクト 

（⼩学校） 

宇城市⽴⼩野部⽥⼩学校 

⽟名市⽴⽟⽔⼩学校 

 

芸術鑑賞プログラム実施校 

○「やくもの冒険」 

広川町⽴中広川⼩学校 

熊本市⽴若葉⼩学校 

熊本市⽴⽩⼭⼩学校 

益城町⽴広安⼩学校 

熊本市⽴⽥底⼩学校 

広川町⽴上広川⼩学校 

○「どんぐりと⼭猫」 

熊本市⽴銭塘⼩学校 


