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応用外国語学科の活動を紹介することを目指す 



O Romeo, Romeo!  

wherefore*1 art thou Romeo?  

1 

 元智大学で年一回開催される応用外国語学科の演劇公演はいつも注目を浴びて

います。一年間にわたる準備をもって全編英語で演じ、華やかな衣装や舞台セッ

ト、小道具を学生達自身でデザイン・作製し、校長先生をはじめ、他学科の先生

方を招待するほど大掛かりな公演は鑑賞に値します。 

 ２０１９年演劇公演は十分な成果を得ました。それでは、どうやってこの素晴

らしい公演を成功させたのか、一緒に覗いてみましょう。 

ｰ おお、ロミオ、ロミオ、 

 どうして、 

 あなたはロミオなの？  

劉唐成 
・俳優、演出家、講師 
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Profile 

劉唐成／東海大学外国語学科学士 

台北芸術大学劇場芸術創作大学院修士   

イギリスローズ・ブルフォード大学 

演劇芸術大学院修士  

て、演技指導など教えることもしていま

す。劉先生はその中に、人生の楽しみを

見いだしました。 

 そして、稽古の初期段階に、学生達の

パフォーマンスはどう思うかも聞きまし

た。「今のところ演技の上達が速いかに

ついては何とも言えません。しかし、自

分の休憩時間を犠牲にしてまで真面目に

練習している皆の姿を見ると、演劇本番

が本当に楽しみです。」と言いました。 

 去年と同様に今年の演劇指導も劉唐成

先生が担当しました。劉先生は東海大学

外国語学科を卒業し、台北芸術大学で劇

場芸術創作大学院に進学しました。その

後、英国に渡り、演劇芸術修士を取得

し、帰国しました。今大学で演劇の指導

教師としての仕事のかたわら、演劇業界

と芸能事務所からの案件も引き受けてい

ます。 

 先生にそのような生活はストレスがあ

るかと聞いてみると、「辛くても、楽し

いです。」と苦笑しながら答えました。

台湾の俳優業は、俳優としての収入だけ

で生活を支えられない人が多いです。だ

からこそ、舞台に出演するだけではなく 



 今回の演目は《ロミオとジュリエッ

ト》にしました。「シェイクスピアの作

品はいつもメロドラマのようにワンパ

ターンでつまらないと言われています。

しかし、選んだ理由は、一般大衆のその

ような認識を変えるためでした。」 

 そう語るのは指導教師の劉先生です。

なぜかと言うと、学生達は台本の読み合 

なぜ 

《ロミオとジュリエット》

を選びましたか。  

わせで、この作品に対する認識も変えて

欲しいからです。 

 劉先生は「演技力を高めるために、役

者はその役柄になりきることが大切で

す。」と語りました。例えば、ジュリ 

エットのお母さんの立場なら、二人の相

惚れを見ると、どう感じますか。 
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そして、なぜみんなが二人の結婚に反対

しましたか。役の立場になって考えて見

たら、役作りがし易くなります。 

 ほかにも、その時代背景や社会環境を

理解してみなければ、なぜロミオとジュ

リエットの愛が周囲から反対されたのか 

を理解できないです。ですから、劉先生

はみんなに連れて、物語の時代背景を詳

しく分析してくださいました。「ロミオ

とジュリエットはロマンティックな愛の

文学で、当時から現在に至るまでずっと 

変わらぬ愛です。物語には少し若者の愛

に対する無鉄砲な行為や暴力が体現され

ています。このような人間性があるから

こそ、この作品がもっとロマンティック

になった理由です。」 

 昔と比べて、恋愛対象が短期間で変わ

る現代において 、人はそんな変わらない

愛がほしいでしょう。劉先生はこの作品

を通じて、学生達に自由恋愛と自主性の

大切さを見直させたかったのでしょう。 



成功のかげ 
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 毎年演劇公演の準備期間は一年です。演劇の専門家

を招いて、学生は指導を仰ぎます。今年は特別に武術

指導家を招いて、武術的な動作を指導していただきま

した。特に剣術の部分は攻撃、防御、剣の握り方や振

り方などです。公演を必ず成功させるために、演技に

工夫を凝らしました。  

 普段の授業が終わった後で、学生同士が互いに台詞

を練習するのが常に見られます。台詞を覚える前に、

先生は物語の人物の考えと育った環境を教えて、役に

対する時代背景による影響を説明してくださいまし 
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た。何故なら、そういった事を理解して

からでないと、その役の行動に実は理由

があることが分からないからです。そん

な細かいことは観客の私達は全く分かり

ません。しかし、役を忠実に演じたけれ

ば、これは絶対に必要な準備です。  

 役柄によって、先生がそれぞれの学生

に異なる立ち姿や声のトーン、表情など

を教えてくださいました。例えば、お爺

さんの役を演じるとき、どう立てば姿は 

迫力がありますか。舞台で台詞がない

時、どうすれば、手持ち無沙汰に見えな

いでしょうか。このような細部にこだわ

りました。 

 今回は古典演劇でしたが、現代演劇の

要素もありました。舞台でのロミオは原

作の良さをそのまま伝えるのに加えて、

ギターを弾きながら歌ったりする出演も

ありました。学生達の創造力で、古典演

劇がさらに面白くなりました。 



演技力以外の追求 

ままならぬ状況で 

チャレンジする  
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 素晴らしい公演にするには、いい小道

具も必要不可欠です。演者の衣装は学生

達が自分で洋服屋へ行って借りてきまし

た。時代背景や身分によって、色や柄な

どデザインが違います。そして、剣や小

道具、舞台セット等は自分達で作成しま

した。 

 舞台セットは舞台後方の壁全体が覆え

るぐらい大きなカンバスを基に、アクリ

ル絵具で一筆ずつ塗りました。セットを

作るのに非常に時間がかかりました。 

 最後のメークは、学生の話によると、

演劇の化粧方法は普段のと違うので、誰

もできませんでした。ですから、他学科

の学生に協力してもらうほかありません

でした。  

 演者の話によると、一番難しいところ

は台詞を覚えることです。１００ページ

近い大量の古英語の台本を短期間に覚え

る必要があります。それに、自分の台詞

をちゃんと覚えるだけではなく、相手の

台詞を読む必要もあります。そうしなけ

れば、自然な演技で、いきいきした演技

ができません。劇の練習以外にも、学生

達は自分の授業を取っているので、台詞

を覚える時間が限られていて非常に大変

でした。 

 演劇公演は、演技以外にもしなければ

ならない仕事があります。例えば、どう

やって観客を集めるか、観客の案内、経

費が足りない場合にどうするか、舞台小 

道具の製作、会場内動線の設計などで

す。色々なことに気をつけなければなり

ませんでした。  

演者の心構え 

 演者にもインタビューしました。準備

期間中、クラスメートと協力しなければ

ならないので、「演出の問題で友達の間

がうまくいかなくなりますか。それと

も、監督として色々と注文をつけること

で、クラスメートにしつこい人だと思わ

れますか。」と監督役の学生に質問しま

した。「いえ。皆はもう大人ですから、

すべきことを自分で分かります。みんな

ストレスがあるので、彼らに怒ることな

んかしません。そして逆に、みんなは私

の気持ちを察して、できるだけ迷惑をか 

 準備期間に、学生達が一番学んだこと

は仲間との調和維持、時間管理だと言い

ました。やはり授業と演劇公演は両立す

るのは簡単ではありません。大学二年は

授業が多いのでプレッシャーが大きい時

期ですが、演劇公演は応用外国語学科の

伝統で、注目を集めるイベントなので、

絶対に失敗しないように、努力を重ねま

した。今回の演劇公演を通じて、学生達

は成長したはずだと信じています。 

演劇から自分が体験し、 

いろいろ学び、修練を積む 

けません。」とはっきり答えました。話

しを聞けば聞くほど、応用外国語学科の

学生達は仲が良く、演劇を成功させるた

めにしっかりと協力し合ったようです。 
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集団から個人へ  

 遠い昔において、何をするにも社会に

縛られました。ロミオとジュリエットの

恋は自然に社会的地位や家族により縛ら

れて、結婚することは二人だけの問題で

はありませんでした。しかし、昔は集団

を重んじますが、現代は個人意識を尊重

するようになりました。ですから、家族

間の争い、家柄の不釣り合いなどによる

悲劇は少なくなりました。 

 現代の愛は自由であり、この愛の自由

は人生における選択の自由、例えば、職

業、個人的な夢、付き合いたい人などを

表しています。 現代は昔と比較して、

我々の生活の様々な部分で自由があり、

政治でさえ民間人が積極的に参加するこ

とができます。ロミオとジュリエットの 

Good night, good night!  

Parting is such sweet sorrow. 

- おやすみ、おやすみ。 

 別れがあまりに甘い悲しみだから、 

世界を見てから、今の世界を見て、我々

自身が当たり前の事として見ている現代

社会に感謝することを学ぶべきだと思い

ます。 

終わりに 

 「大学期間は四年しかないので、授業

でちゃんと勉強した方がいいのではない

でしょうか。どうしてあんなイベントで

時間と労力を費やして、時間を無駄にす

るのでしょうか。」 

 そう考える人も多分います。でも、大

学生活で勉強するのはもちろん大切です

が、大学のような小さい社会のなかで、

人との調和と繋がりを学ぶ事も社会に出

る前の課題です。   
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 最後に、指導の先生方や二年生の学生

達のおかげで、今回は素晴らしい公演に

なりました。皆さんお疲れ様でした。次

回はどんな演劇公演が見られるのでしょ

うか。今から楽しみです。  
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哲学は逆境を慰める甘美なミルクだが、  

悲劇は成長を促す不思議な「縁起」。  

ビデオ 


