
令和３年度文化芸術による子供育成総合事業－巡回公演事業－ 

ワークショップ実施計画書 

制作団体名 有限会社 ショーマンシップ 

公演団体名 劇団ショーマンシップ 

 

内容 

① 『インプロゲームを使ったアイスブレイク』・・・「心の解放」 

② 『出演俳優による、原作「泣いた赤おに」の一部を読み聞かせ』・・・作品の紹介と   

原作者・浜田廣介の紹介。 

③ 作ってみよう！舞台の小道具！赤おにが住んでいる家の景色の作成。 

木や花などを大きな紙に思い思いに貼り付けてもらう。 

貼り付けてもらった紙を本番の舞台セットとして使用。 

④  劇中歌「お祭り気分」のボディーパーカッションの指導。 

 

タイムスケジュール（標準） 

Ⅰ.《学校に赴いての実施》 

5分 15分 15分 10分 

アイスブレ

イク 

原作の一部の読み聞かせ 作ってみよう！舞

台の小道具！ 

ボディーパー

カッションの

稽古 

※ あくまで一例です。 

学校毎にタイムスケジュールを作成。（各学校に適したタイムスケジュールにて実施。） 

 

 

派遣者数 

3名（主指導：1名 補助者：2名） 

  



 

学校における事前指導 

ワークショップは、それぞれの学校の教育方針に即したものとするため、担当の先生と

ワークショッププランナーが協議の上、児童・生徒さんに適した内容を実践。 

また、参加意識を高める上でも、使用する合唱用のＣＤを事前に渡しておき、ワークシ

ョップ前までに児童・生徒さんに聴いてもらっておく。 



令和３年度文化芸術による子供育成総合事業－巡回公演事業－  

本公演実施計画書 

制作団体名 有限会社 ショーマンシップ 

公演団体名 劇団ショーマンシップ 

 

演目 

ないた赤おに 

 

派遣者数 

6名（キャスト：5名、スタッフ：1名） 

 

タイムスケジュール（標準） 

【午後公演 13：30開演の場合】 

10：00          11：30  12：30  13：30         14：30     15：30 

搬入・仕込 参加稽古 ス タ ン

バイ 

本番・カーテンコール 会場撤去 退館 

 

 

実施校への協力依頼人員 

0名 

（舞台上で背児童生徒さんが参加される場合は、4名～10名（児童生徒さん）） 

 



演目解説 

（あらすじ） 

山の崖に住む「赤おに」は、村の人たちと仲良くなりたいと思っていました。ところが、

人間たちは怖がって「赤おに」には近づいてきません。そこで「赤おに」は、 

『ココロノ ヤサシイ オニノウチデス。ドナタデモ オイデクダサイ。オイシイ オ

カシガ ゴザイマス。オチャモ ワカシテ ゴザイマス。』と立て札を立てました。それ

でも人間は「赤おに」がだましているのだと思い、近づいてきません。「赤おに」はとて

も悲しみその立て札を壊してしまいました。 

すると、ひょっこり友達の「青おに」が遊びにやってきました。そして人間たちと仲良く

なれる方法があるというのですが・・・。 

 

（みどころ） 

『日本のアンデルセン』『日本児童文学会の三種の神器』と呼ばれた浜田廣介の原作に忠

実な物語。 

原作の持つ言葉のリズムを活かし、オリジナルの歌とダンスにて演出。 

鬼の衣装や舞台装置など、視覚的な要素の芸術性が高い。 

 

児童生徒の公演への参加方法、公演に参加させるための工夫 

開催校の演劇に興味のある出演希望者 4～10名との共演。 

ワークショップ・当日リハーサルを経て、俳優と同じように衣装・メイク（こちらで準備）

をして、本番に出演。 

（出演シーン） 

1）赤おにの家に行くシーンで「村人役」として出演。 

2）「お祭り」シーンの舞台への出演。 

「お祭り」シーンの歌『お祭り気分』は全児童と役者が一体となり、唄・踊り・ボディー

パーカッションで共演。（ワークショップ・当日のオープニングアクトで指導） 

 

児童生徒とのふれあい 

〇公演終了後、座談会を実施。 

 出演者の司会進行により、希望者のみ、あるいは全児童生徒にて実施。 

 芝居の内容・演技・舞台セット等のことから、観ている人に夢や希望を与える仕事の

魅力について話すとともに、児童生徒さん自身が夢と希望を持って前に進んでいくこと

の大切さを伝えられるようにと考えております。 

〇一緒に歌とボディーパーカッションを行う。 

「お祭り」シーンの歌『お祭り気分』は全児童と役者が一体となり、唄・踊り・ボディー

パーカッションで共演。（ワークショップ・当日のオープニングアクトで指導） 

 

 



制作団体名 団体ID

公演団体名 K134

都道府県

政令指定都市

未定 長崎県 壱岐市立箱崎小学校 体育館

未定 長崎県 壱岐市立初山小学校 体育館

未定 長崎県 壱岐市立石田小学校 体育館

未定 鹿児島県 西之表市立上西小学校 体育館

未定 鹿児島県 西之表市立下西小学校 体育館

未定 鹿児島県 屋久島町立安房小学校 体育館

未定 鹿児島県 屋久島町立神山小学校 体育館

未定 熊本県 五木村立五木中学校 体育館

未定 長崎県 平戸市立田助小学校 体育館

未定 長崎県 松浦市立福島養源小学校 体育館

未定 福岡県 小郡市立立石小学校 体育館

未定 宮崎県 小林市立永久津小学校 体育館

未定 大分県 大分市立川添小学校 体育館

未定 大分県 大分市立稙田小学校 体育館

未定 大分県 佐伯市立木立小学校 体育館

未定 兵庫県 姫路市立上菅小学校 体育館

未定 兵庫県 洲本市立安乎小学校 体育館

未定 兵庫県 たつの市立半田小学校 体育館

会場

有限会社ショーマンシップ

［C区分］劇団ショーマンシップ

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業－巡回公演事業－

ワークショップ日程

開始時間

実施計画書

実施月日 曜日 実施校



制作団体名

公演団体名

都道府県

政令指定都市

2021/9/29 水 長崎県 壱岐市立箱崎小学校 体育館

2021/9/30 木 長崎県 壱岐市立初山小学校 体育館

2021/10/1 金 長崎県 壱岐市立石田小学校 体育館

2021/10/4 月 鹿児島県 西之表市立上西小学校 体育館

2021/10/5 火 鹿児島県 西之表市立下西小学校 体育館

2021/10/7 木 鹿児島県 屋久島町立安房小学校 体育館

2021/10/8 金 鹿児島県 屋久島町立神山小学校 体育館

2021/10/14 木 熊本県 五木村立五木中学校 体育館

2021/11/1 月 長崎県 平戸市立田助小学校 体育館

2021/11/2 火 長崎県 松浦市立福島養源小学校 体育館

2021/11/8 月 福岡県 小郡市立立石小学校 体育館

2021/11/9 火 宮崎県 小林市立永久津小学校 体育館

2021/11/15 月 大分県 大分市立川添小学校 体育館

2021/11/16 火 大分県 大分市立稙田小学校 体育館

2021/11/17 水 大分県 佐伯市立木立小学校 体育館

2021/12/7 火 兵庫県 姫路市立上菅小学校 体育館

2021/12/8 水 兵庫県 洲本市立安乎小学校 体育館

2021/12/9 木 兵庫県 たつの市立半田小学校 体育館

有限会社ショーマンシップ

［C区分］劇団ショーマンシップ

本公演日程

開始時間実施月日 曜日 実施校 会場
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