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劇作、演出はがっつか

つくりかた研究所は、

スタッフとして入った

ダンスや仮面の活動と

劇作家、趣向というユ

こんなのがあるよって

ダンスをつくってい

主に演劇やダンスなど

なんか面白そうと思っ

ないといけないけど、

お休み中です、修士論

ので、
「すごい、これ

研究所の活動はあまり

ドラマターグというの

文提出の１週間前です。 やりたい！」っていう

ニットを主宰している。 確さんに言われて、面

る。それ以外にもなに

パフォーミングアーツ

た。映画や演劇の「括

繋がってはいないです、 言葉遊びが好き。人間

白そうって思って。確

かつくりたい。
「アト

の記録撮影や、

り」に違和感があって、

レウス家の建て方」を

印刷物の作成など、技

括りを取っ払う場所と

塩田 将也
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今思うと、何かを受け 「アトレウス家の建て

学生の頃に演劇をやっ

大学の学部の時に長島

ポリアモリーを研究し

アートとか全般的に狭

最初、スタッフとして

べつに自分がアートて

ることに憧れがあって。 方」を読んで、そうい

ていまして、働き出し

さんの授業を受けてい

ています。

いところでやってるか

一緒にやりませんか？

きなことをやっている

う演劇のつくりかたが

たらゆっくり演劇をや

ました。長島さんの考

ら、もっと開いていっ

と言われたので。

わけではなくて、

気になった。

る時間はないなと思い

え方というのが独特

たら良いんじゃないか

大学で中野さんの授業

まして、さてどうしよ

じゃないですか。面白

と。

を受けて。

うと、微妙に演劇に未

い、それを知りたいと

世の中に存在している

募集 HP に、めっちゃ

練があって、そのへん

思った。

はお勉強していればい

のがあった訳ではな

何度か研究所の中で

の名前を「自転車」に

さんのやっていること

いらしいというので、

い。公募で集まったメ

ワークショップはやり

したり、普段くっつか

が好きだった。こんな

読んで、そういう演劇

術的な部分をカバーす

思ってきた感じです。

ドラマターグに興味を

ンバー達が、上手く活

ましたが、個人的には

ないものをくっつけた

面白い人となんかでき

のつくりかたが気に

るスタッフしてます。

演劇をやりたいけど、

持った。
「青年団」の

動できるようにケアを

深く今の自身の仕事と

り。最近一緒にやって

るなら何でもやるって。 なった。

そればかりでは食べて

劇場はヤダみたいなこ

ドラマターグをしてい

する立場だと思ってい

関わっているとは感じ

る衣装家や音響の人か

いけないので、日雇い

とってあると思う。僕

る野村政之さんにお話

た。全然そんなことな

ていない。ダンスをつ

ら影響され、来年くら

労働などしてます。最

はパフォーマンスを

を聞いたら、長島確と

いって、かなり序盤で

くっている。それ以外

いからは言葉を疑いな

近は福祉施設とかでも

やって、美術の文脈に

いう人がいると。調べ

分かって。自分はここ

にもなにかつくりたい。 がら書こうと思ってい

働いたりしてます。

依っていったことが

域があるから成り立っ

たら「つくりかた研究

で何をしたらいいのか、

あるけど、必ず何かを

ているのに、やられて

所」というのをやると

という違和感がありま

やるのに何かに属さな

いる地域のことを無視

知って、応募したら取

した。

きゃいけないのか、何

してるものが良いのか。

る。

り敢えず面談はしてく

にも属さないで何かや

れるというので、話を

ることはできないのか、

聞けるだけでもいいか

そんな風に思っていま

なと思って応募しまし

した。

「めっちゃやりたい」

長 島 さ ん が「 T h e

劇場外のパフォーマン

アートプロジェクト、

創設者から電話をもら

あとは、アトレウスの

みたいなことは今もな

W o r l d 」というダ

スをやるものと思っ

アートマネジメントを

い、興味あったので、

学校に参加していて、

いけど、
「つくりかた

ンスとリサーチのプロ

て。劇場の中での舞台

教授からすすめられる。 やりますと。以前、確

その時に須藤さんの印

研究所」には、すごい

ジェクトを大橋可也さ

と客席の関係。小劇場

さんのアトレウスゼミ

象がすごく強くて、
「あ、

興味があります。

んらとやっていて、大

ですし詰めになり、な

という研究会に参加し

須藤さんもいるんだ面

橋さんと一緒にやって

んでこんな辛いことし

ていた。そのゼミでは

白そう」と思った。

いるひとなら面白い人

てるのかという疑問。

「構造」について考え

だ ろ う と。 最 初 の ス

劇場外だと自分はどん

テートメントとかは面

なことができるのか。

白くなさそうと思って

戯曲の可能性。

研究所への応募の動機

研究所への応募の動機

た。

実験をやっている人た

地域を読み取ってつな

確さんの話だと、研究

ち、それを見るのが好

ぐことを。

員とベテランで一緒に

フラの人がいることか

なるじゃないですか、

衝撃的な体験だったの

きで、募集の HP を見

開く場になればいいは

何かをつくりあげると

ら。 メ ン バ ー が 気 に

明日明後日、次の一週

で。最初野外演劇をや

たとき、この人たちは

ずなのに、単独で存在

き、研究員とベテラン

なった。

間にすることが分かっ

るという話だったので、 実験が好きそうと感じ

してしまっている。
「つ

がなにかのつくりかた

ている。そういう状態

アトレウスに繋がる何

取った。実際に入って

くりかた」というか、

を考えるんだけど、間

から半歩足を踏み出し

かを考えることができ

みて、本当みんな実験 「開き方」を考えたい。 をつなぐ人が必要だと

るものだった。
「構造」

ておきたいと考えまし

たらと思って。

好き。あと、好きなこ

若い人だけでいいの

への関心と、
「構造」

た。世の中の仕事とい

としかできない、好き

か？って疑問もある。

うのはあまりにもルー

なことには本当に力を

いまだに答えはでてな

う言葉にアップデート

チンワークだと日々感

発揮するなぁという感

いけど。

しゃべってみたら面白

したことに関心があっ

じることがあります。

じ。

い人でしたけど。

た。
劇作家としての応募。

街になにかをつくると

漠然として応募した。

古代ギリシャ語、募集

いう最初のコンセプト

研究所でやりたいこと

要項にあった料理。

に関心があった。

は特にないですね。研

ひっかかればいいなと

究室は作ったけれど手

思って応募。

を付けられていなくて、

研究所への応募の動機

研究所への応募の動機

を「つくりかた」とい

い ま し た。 確 さ ん は

究室、エスノドラマ研

りかたの共有、事務局

務局＝報告会の司会＝

とになっています。実

究室、テレビ研究室、

際の作業は、人に「い

うごきかた研究室に参

いんじゃない？」と言

加。つなぎかたの研究

う仕事。

会を企画。アーカイブ

環境音楽研究室

拠点リサーチ

うごきかた研究室

何か仕事したかった。

トイレってすごくプラ

わっているかという

アートプロジェクトと

面接のときに、
「アト

実 際 は、 研 究 員 と ス

で劇をやってるもの

レウス家の建て方」を

タッフの境目はほとん

だった。どうやってい

渡されてそれを読んで、

どなかったように思う。

るんだろう？

これは面白い！とさら

この４月に入ってから

知らないことは、知り

に関心を持つ。

は、スタッフという括
りはなくなったように
感じる。

さばきかた研究室、事

うごきかた研究室

務局＝報告会の司会＝

エスノドラマ研究室、

団地研究室、
「植物と

エスノドラマ研究室の

土地の記憶研究室、事

寺山修司研究室

演劇を考える」
、エス

代表？

務局、ちゃちゃいれ係

ノドラマ研究室、客者

はあるのかな？

何か仕事したかった。

代表というの

研究室、
「だれかのみ

る。

《エスノドラマ研究室》 《エスノドラマ研究室》 《 エ ス ノ ド ラ マ 研 究

地域にどう還元するか。 最近のアートプロジェ

これから東京に住むこ

だから土地の記憶を選

クトとか演劇とかのお

とを見据えて、東京を

いちワークショップ参

民族誌を上演するとい

室》

加者として、特にそれ

う形で、普通の演劇の

民俗誌を演劇でやって

んだってわけではない

客さん、今までとは違

調査したかった。東京

以上ではないです。

つくりかたとは違う観

みたり、見てみたりす

けども。

う、一方通行ではない

は仮住まいの場所とい

《寺山修司研究室》

点から捉えられると

る こ と。 エ ス ノ グ ラ

タイムトラベラー、記

お客さんをどう表現す

う認識。いざとなった

「アートプロジェク

思って。

フィーには書けないこ

憶の門番を知るきっか

るか考えている。

ら帰るところがあるか

とがある。研究所には

けをつくりたいのかも

ら、東京は故郷にはな

自分にはできないこ

しれない。

らない場所だと思って

のにすごくいい。面白

とをできる人たちがい

幹事が苦手なのに、新

た。

いのは、いま観客のあ

て、それはとてもラッ

年会をやってみたり。

東京で住むって、めっ

キー。

ちゃちゃいれないと進

ちゃこわい、ギャンブ

しい観客論を考えよう

《ワークショップ》

まないというのも事実

ルみたいだと思ってた。

という動きがあったり

ワークショップをとお

かも。事務局の体制を

照しようと。

するけれど、そういっ

して、見ることだけで

つくりながらの、幹の

《つなぎかたの研究会》 んと立てろよとか思う

短歌論から読み始めた

た観点を江戸の人が既

なく、やることの可能

調整をしているつも

企画が立ち上がる、作

ことがある。でも、予

んですけど、そこがや

に持っていたんだとい

性に気付いた。

り。基本黒子でいたい。

うこと。

クショップのホスト役

旗を振ってみる。遅刻

の大変さを感じた。自

していることを反省。

団地で単に演劇をやる

分がフィールドワーク

本業がほかにあるから

た過程とか経緯を、覚

テレビに関して誰かと

読みたかったんです。

アートのことを人に説

えていこう、と最初か

何かを考えるために、

読めたので、もう関心

文化人類学、特殊な民

イベートな空間だけ

と、研究「室」という

地域について考えた時

明する時にどう説明し

ら思っていた。

つくった。

はあまりないです。

族を調べていると思っ

ど、駅のホームや公園

と部屋、ハコのイメー

に、固有名詞的なある

たらいいのか判らない

アートプロジェクトっ

目 的 を 立 て な い で、 《事務局》

ていたけど、なにか新

などパブリックなス

ジがあって、初年度の

地域との関係があるわ

ので、簡単に説明でき

て、過程が全部、本番

テーマを決めないで、

個別具体的に考えてい

しく組み合わさってで

ペースに設置されたり、

流動性が損なわれて

けですけど、そうじゃ

るような本や方法を知

の「ハッピー」に吸収 「何かになるんじゃな

る問題というものがあ

きたもの、現代民族っ

と思ったら家にあった

しまうのではという懸

なくて23区って大きく

ト」って、言葉だけで 《客者評判記》

りたい。

されているように見え

いか」だけだと誰かと

るけれど、あまりそう

ているんだな。

り、面白い空間。その

念があった。研究室を

バーンと出して［…］

ふわふわしているとい

観客が何なのか考える

最初は判りやすい解説

る。そうじゃないこと

一緒に考えるのって難

いう問題には関心がな

論文にすると取りこぼ

トイレという環境と、

アーカイブにおけるタ

見たいという動機が

う印象があるんですけ

動画をつくろうと思っ

を、つくりかた研究所

しいな、
って思いました。 い。具体的なアクショ

れてしまうもの、台詞

音の関係って、贅沢に

グとして捉えたい。成

あって作りました。

ど、現在行われている

たが、人に説明する前

などで考えている。

複数人ですすめていく

ンはこの研究所でやる

じゃないと表せないこ

考えることが出来ると

果物が入る箱として考 《進めていきたいこと、

に先ず自分が勉強した

世の中の組織は何かを

こ と、 人 と 一 緒 に つ

必然性はない。

とってある。文字には

思った。

える。人が入るもので

その方法はある？》

への違和感の根を探り

方がいいということに

排除することで上手く

くっていく時、自分は

具体的な何かに動き始

できないものを、表す

流水音ってすごいなっ

はなくて。そのほうが

事務局をやっている

たいと思い、歴史を参

なり、アートや文化の

まわっている。そこに

どういう風にそこにい

めてしまったら面白く

ことができる方法を考

て、いま思っていると

面白いと思うので。

と、
スケジュールをちゃ

入門書のブックガイド

なにか問題は感じるけ

て、
関わっていくのかっ

無 い。 研 究 所 と し て

えるって面白いと思っ

ころ。

をつくっている。

ど。既存のやり方って

て、ずっと気になって

は、何処にもむかない

た。

国広さんが音つくって

最終的な決定権は自分

すごい効率いい。

「アートプロジェクト」 り方が変わってきて新

いる。その場その場で

状態を維持したい。あ

私が楽しければいいの

くれたり、南さんが場

品ができる何かが生じ

定を立てずにやる抜け

はり面白いと思ってい

が持っていたい。でも、 でもそれとは違うやり

関わり方を変えている

るアーティストが舵を

と、実際に調査もして

所取りをしてくれたり、

る時、ばらばらにある

道も判っているつもり

ます。読書メモをつけ 《団地研究室》

やりたい人がやりたい

かたに、可能性とか意

けど、これからどうな

切っても、全体がその

いる深海さんが伝えた

人に関わってもらえて

もの、人やものがつな

で、その抜け道を通り

ています。

ことを勝手にやるとい

義があると思う。

るのかなって思います。 方向を向いてしまって

ワー

いものが伝わるよう

すごく嬉しい。助かっ

げられている、つなが

たい。研究所が「ちゃ

（僕は）演劇について

のは違うと思い始めて

でポリアモリーのミー

だけど、とはいえひど

う仕切りにしたい。自

は面白く無い。

に。

ている。

りが生まれてる。ドラ

んとすること」をどこ

過大な夢を持っている

いて、団地の中にはそ

ティングに行っていた

いと思う。

分は不勉強なので、と

アートプロジェクトと

《人生ゲームになるま

マトゥルクとかディレ

かで求めているなら、

んです。

れぞれの生活があるか

ときとは、全然違う経

にかく恥ずかしいこと

して面白いと思うの

で》

クターとかの職能を、

それとは違うもっと

ら、それに演劇を無理

験ができた。

をどんどんやっていく

は、東京都の事業とし

ポリアモリーを展示で

どうやったら方法とし 「ちゃんとしない」や

に持ってきても絶対な

《これからやりたいこ

ような役回りなんだと

て隙間のことを考える

どう置くか。はじめは

て抽出できるのか。こ

り方、行き当たりばっ

にか違うと思って、で

と》

思って、取り敢えず研

ことができるというこ

短い実演のつもりだっ

ういうふうにつないで

たりで、派手にやらず

はどうするというとこ

1.

究室を立ち上げた。

とだと思っているの

た。関係性が変わるこ

るんだ、おれもやって

に。

ろで止まっている。

がう「他者」をテーマ

で。私はそういうひと

とを活かして、原子記

みよってできるか検証 《つくりかたの共有》

《
「植物と演劇を考え

にワークショップを継

ちがうテーマ、ち

たちを見ていたら楽し

号みたいに遊んでいく

したい。いろんな分野

昨年、お互いに何も知

る」
》

続させたい。私も知ら

初年度は「スタッフ」

い。うだうだ考えるの

のは？→人生ゲーム

でつなぎかたに秀でた

らない時に、研究員た

演劇とか舞踏とかで、

ない「他者」について

という役職の人がいた

が好きなんですよ。考

《ポリアモリーでおも

人を呼んで、その人が

ちのつくりかたを共有

身体を植物として捉え

やってみたい。

けど、それもなんだか

えることができるのは、 しろいこと》

ふだん働いてる現場に

していこうと。他のつ

るとかそういうことに

2.

甘やかされているよう

ここぐらいしかない。

固定を目指さない。流

行って、どういう振る

くりかたを知ることが

興味があるんですよ。

伝えることができる。

に感じていた。

企業にはないでしょ

動的。ふつう、固定さ

舞い、言葉遣いをして

できるだけでなく、研

《
「だれかのみたゆめ」

他者の日常を理解する

う？

あいつのプレゼ

れたものを目指そうと

るのかというところか

究所の中に共通言語が

の制作》

のにゲームがどれくら

ンは下手だけどなんか

し て し ま う。 結 婚 と

ら学び取る、盗み取る

できたり、そこから面

ベテラン含め去年のだ

い使えるか。参与と他

味があるなあとか考え

か。大人になって知っ

ことをしたい。

白い脇道に逸れていけ

らだら感がなくなって

者理解の関係。

ている時間はない。声

た、ずっと友達とかな

るのではないかと思っ

きているとは感じる。

が大きくて説得力のあ

い、常に流動的という

て始めました。

いいとか悪いとかでは

るプレゼンが絶対いい

状態を実践しているの

のだから。

がポリアモリーの人た

予定を立てるのは大

ち。

事、本当にいま考えて

《事務局》

経理のことあまりわ

ビューをするまで、他

かっていません。佐藤

らない。何を目的とし

の研究員のこと、わか

くん頼みよ。

ているのか、一番根っ

らなかった。みんなそ

この部分、どこを目指
しているのか。チラシ

ないかも。

もっと他の研究員の素
性が知りたい。

わからないこと

わからないこと

テレビ研究室でインタ

ゲームでなにかを

ないのだと思うけれど。

いるのは予定のこと。

研究所があるのか分か

まだ企画だけれども

という企画をやってい

研究室》

何のためにつくりかた

どういう人が集まって

次のビジョンが持てる

結構わからないです

これからどうなってい

３年で終わるって聞い

いるのかが、
わからない。 ものでないとダメだと

ね。他の人が何をして

くんでしょう。一応来

てはいるんですけど、

いるのか。

年で終わるということ

今の形ができあがった

って。じゃあ研

になっているけど。全

ら、研究所はどうなっ

れ ぞ れ、 違 う 感 覚 で

究所ってどうんなんだ

部やりたいんですよ。

ていくのかな。

やっている。

ろう？

い う 意 見、 そ う な の
か？

先のビジョン

３年が終わって、みん

1つ1つの研究室の自治

がないのが研究所なん

なさよならってなるの

ができあがって、研究

のこととかを聞く時っ

だと思うけど。

は嫌だなと。

所ができあがったら、

て面白い。

先のビジョンってなん

気持ちとしてはわから

だ？

ないけど、わからない

この研究所はつくられ

こといっぱいあるな、
っ

たのか、どうなのか。

やサイトには書いてあ

全然わからない感覚

るけど、それは本当な
のか？っていうのがあ
る。

つくるプロじゃない私

あんまりひとに関心が

つぎは首狩り族のエス

仕切りが、僕はあまり

がなにかをすることも

ないよね、みんな。組

ノドラマやりたいけど、

気 に 食 わ な か っ た。

実験。つくろうとする

織として考えたら、も

フィリピンに行く予算

リーダーシップを取る

ことで何かを考えるこ

うちょっと相手に興

なら取ればいいし、参

とが大事。アーティス

味をもってくれたら

加者の自主性を活かす

トじゃなくても、その

色々進むんだけど。後

なら、
（活かしてると

機会は持っていいはず。 みんな表現が下手だよ

思わせるような）ワー

ね。みんなうまくなっ

クショップのような仕

いちばん自分がちゃん

大川原さんによく代弁

いって、物事は進むと

とやらなきゃと思って

してもらっています。

思うけど、研究所は決

ることは、つくりかた

でるかな。

めるところから決める

を研究するって、プロ

むずかしい。

から…いつ決るのか
な？（笑）と思ったり
もする。

もの申したいこと

もの申したいこと

ていうことはわかった。
（初年度の）確さんの

土地の記憶研究室

「客者評判記読書会」

評判記読書会、居場所

ろい。

《事務局》

研究室ではなく、

たゆめ」の制作
研究室などでの活動／

何故多くの研究室に関 《東京23区研究室》

ポリアモリーがおもし 《環境音楽研究室》

考えていること

研究室などでの活動／

考えていること

《客者評判記読書会》

言われて。

応募のバナーが、野外

たい。
参加している研究室など

参加している研究室など

わる仕事をしているこ

ものごとを考えはじめ 《テレビ研究室》

と好き。

自分にとって、すごく

業務もしています。
《つくりかたの思想史

あったから。楽しいこ

トプロジェクトって地

アトレウス家の演劇が

すけど。

し

もっている。地域アー

的にルーチンワークに

さばきかた研究室、事

究室、事務局への口出

らと思い応募しました。

サラリーで働くと基本

東京23区研究室、つく

エスノドラマ研究室

ぜ！って感じで書いて

先生と好きな劇団ナカ

つくりかたの思想史研

事務局では、広報に関

楽しいことしよう

関してとにかく疑問を

学校ですれ違った長島

追々手をつけていきま

つくりかたの思想史研

アートプロジェクトに

の関わり方をさぐれた

どうなるのかな。

それがあって、

なんかベテランの人と

3年とは知らなかった

もっと自由に色々やっ

まえに、ミーティング

ゆるいのは良いけれど

実際やってみて、最低

みんなの素性を知りた

かもっと来るのかと

…。1年と言ってたと

たらいいのになという。

が3日連続であったと

も、ゆるさのなかの秩

限のルールって必要だ

い。

思ったら、来ない。人

思う…。スケジュール

きがあって、
あれはびっ

序は

なって。これまでは、

どこに住んでるかとか、

のせいにしてるけど…。 問題。

くりした。

大切にしなければいけ

どういうことにルール

趣味とか、ぜんぜんわ

セスが残っていかない

もう少しちゃんとでき

やりすぎでしょ、
と
（笑） ない。基本て大事。基

が必要かもわからな

からない。

と意味がない。残して

る部分ちゃんとしたら、

稽古じゃないのに

本て言葉は

かった状態だけど、だ

わからないのも面白い

いけるように、残して

いろんなことがすぐな

つくることは、大変だ

嫌いだけれど。交通費

んだんわかってきた。

けど。知ってどうなる

いくようにしていかな

んじゃないかと。

けど楽しい。

の申請とか。最低限の ［…］みんなの交通費

のかわからないけど、

ちゃったら気持ち悪い

きゃと。
「だれかのみ

かこつけて、ぼんやり

自治ともかかわるけど、 ことをやってから、好

組みもあるのに、それ

けど。物事を進めると

たゆめ」は、はじめて

している部分があるん

どこまで自分がすすめ

きなことを。

も使わないで、ほった

きに、思っていること

のリリース、ある種の

じゃないかと。

て、どこまではみんな

守りをしておかないと、 ちりやりたいと思って

誰も聞こうとしない。

らかされているのか、

を言ってくれたら潤滑

成果だけど、成果だけ

の意見を聞いて、それ

攻められない。

たんだけど、そこまで

検索にひっかかる人も

縛り付けられているの

というか、当たり前す

で何かが語られるプロ

も手探り。新しい自分

責任感じたり、きちっ

いるけど、ふつうの大

かよく分からない気持

ぎるけど当たり前だよ

ジェクトではないから、

を発見しているところ

とやらないのもありな

学生も。そのアンバラ

ちの悪い状態だった。

ね。

そのときにプロセスを

はある。悩んでいると

んじゃないかと思えて

ンスさが良いのかな。

どう提示できるのか、

き、相談できる人がい

きた。

すごい責任を感じてま

るってのは大事。

いろんなことを決めて

創設者へ

創設者へ

す。
何のための企画なんで

年末ですごく忙しいと

美味しい中華屋さんを

普段の活動じゃないこ

どーすか？って聞きた

ドラマトゥルクってど

整髪料を買ってるお

元気ですか？

しょうか？

思うけど、休んでもら

教えてください。

とができて有り難い。

い。うちらうまくやれ

うやって食べていける

店、前に教えてもらっ

な。

いたい。お体にお気を

聞きたいことあったら

でも、ここでぬくぬく

ていますか？

んですか？

たけど忘れてしまった

つけて。

聞くもん。

とやりたいことをやっ

あっています？

ので聞きたいです。

ていていいのか。

いな。真面目すぎたり

のビジョンってあるの

研究者で居るのは簡

ふざけすぎたりしてな

か、そういう考え方が

単。確さんの野望はな

いかな。

あるのか。

これで
みた

みたい

どんなものにも次のビ

最近食べたもので美味

放任されているのは、

確さんは何のつくりか

て、
男の子なんですけど、 ジョンが必要だと話し

しかったものがどう美

やりやすい部分もある

たを研究したいんです

どんな名前つけますか

ていたように聞こえた

味しかったのか事細か

けど、たまに気にして

か？

ね？

けど、この研究所の次

に説明してほしいです。

欲しい♡

確さんに双子が生まれ

とか考えるのがちょっ

でも知ってできること

と…。今までは、きっ

もあるかも。

パス。

なんで私だったんだろ
う？

んだろう。何かをつく
る、人材を育ててどう
所長へ

所長へ

したいか。
仕切りとか、マネージ

感謝の気持ちでいっぱ

キャリア形成について

このままでまずかった

メントが上手なように

いです。所長ってすご

聞いてみたい。どうい

ら言って下さい。

みえるのですが、それ

く大事なポジション。

うふうにキャリアをつ

う違いますか？

はどうしたらそうなれ

もうだめだーってなり

くってきたのか。

ちが楽しいですか？

るのでしょうか？

そうなとき、
拾っていっ

ているものはあるので

てくれる。

しょうか。

同上。

大学の研究と、つくり

建築の話、もっといろ

かた研究所の研究はど

いろ聞きたいです。

特にないです。

どっ

今までに大きい怪我と

そのコーヒーはブラッ

直近で「ああこれはミ

相談しやすい感じなの

なにをつくりたいんで

あまりお話したことな

か病気とかしたことあ

クですか？→紅茶です

スった」ということは

で、そのままで♡相談

しょう？

いので、気になる人で

何がありましたか？

したことないですけど。 のつくりかたが見えた

るか聞きたいです。

つくりかた

すね〜。
お話しませんか。

ときに、その先に見え

優しさに救われていま

なんかやりたいことあ

小澤さんとピューロラ

ゆっくりでいいんです

ベテランとあんまり仲

もうちょっと巻き込め

もっと一緒にやりたい

私たちを見てどう思っ

何かやりたいことあり

りませんか？

ンドにいきたい。

けど、色々話していき

がよくない、みんもそ

たら良いんですけど、

ですね。まだ絡めてな

てるんだろう？

ますか？

たい。

うだし、ベテランもあ

何か一緒にしましょ

いけど。

としている若手研究員

話したいこといろいろ

んまり研究所に興味が

う！

をどう見てどう思うん

あります。

悶々

特にないです。

個々には、

主任研究員へ

主任研究員へ

す。

どうやって生活してい

何やってるのか知りた

ものをつくっていて、

エスドラのワーク

るのか、暮らし向きが

い。研究所ではたぶん

一番楽しいのはどんな

ショップとか遊びに来

気になる。子供いるの

そんなに何かやってな

時ですか？

て欲しい。

かとか、欲しいのかと

いと思う。外でなにか
やってるのか知りたい。

無い。なんで研究所に

だろう。自分が若いと

か、老後はどんなとこ

来たの？って聞きたい。

きと比べてどうなの

ろに住みたいのかとか。

僕はある、僕にはある

部分的にはあると思う

仲間って感じじゃない

ないんじゃない？仲間

ないと思う！

と思いますけど。

けど、ないと思う。

かも。仲間じゃなくて

意識がなにかわからな

てなんですかね。
「俺

必ずしも、必要でない

も、色んな物をつくっ

い。

達仲間だよな」みたい

と思う。

ていけそう。

な感じじゃなくて、一
人一人すってしてる感

仲間っ

あるんじゃないですか

ないと思います。それ

ね。

を感じたことがない、

仲間意識

仲間意識

か？

今はあるかも。

ある。

仲間意識はピンとこな

つくりかた研究所の一

集団が苦手だから、と

な人がいないので、

一歩引いた、ドライで

い。この質問で「仲間

員という認識は強く

てもいい。民族意識み

仲間意識を共有しあう

もないが湿っているわ

ですね」という人が居

なってきた。

たいなの感じる。

ことはしないから、

けではない距離感。

なさそう…

実際舞台上と客席の関

持たなきゃいけないと

やらなきゃいけないこ

事務処理をしなきゃと

に繋がるというモチ

とはある。

いう使命感はありま

使命感

使命感

じ。
ある。自発的に参加し

すれちがったら嬉しい。 最後のつなぎくらいに
はあると思うけど。

て感じ。
使命感とはちがうけ

ないと思う。

感があります。

なるけど、せっかくだ

いきたい。

このプロジェクトに関

ど、自分の好きなこと

やろうとしてるものが

なると、自分しかいな

ありすぎると狂ってい

からという感じではあ

わ り 出 し て か ら「 東

に人を巻き込んでいる

あるので、それができ

いから、そういうとき

京」というものを考え

から頑張る。

たらいいと思う。

は感じる。

た。オリンピックもあ

やるだけでなくて、還

るし。東京のことを考

元も。正しい還元の仕
方はないけど。

係を考えたいと思って

は思う。研究室の紹介

入ったけど、いつかは

の原稿を書いた時に、

す。しないと回らなく

使命みたいなものはな

るのか考えながら、活

やりたい。

確さんに「学生ノリが

なるかもという感じで

る感じになって嫌だけ

る。せっかく研究員だ

い。だけど、東京文化

動していきたい。それ

まだ踏み出せてない。

抜けない」って言われ

す。使命じゃないかそ

ど、ちょっとはあるべ

から。

発信プロジェクト室の

が使命感なのかはわか

て、ああそこはおっき

れはすいません。大き

きだと思う。

事業をやっている、と

らないけど。

いよな、難しいよなっ

い枠組みで言えばない

えられる機会になった

いうことに対して、記

て。そこは絶対に脱さ

です。

と思う。使命ではない

録したいという使命感

なきゃいけないとは思

けれど、東京というこ

はもっていないといけ

う。

とは意識しています。

嫌いな人とか似てそう。 あ ん の か な … 難 し い

くろうとしてこなかっ

正直な人たち。自分の

な。ぼんやりとはある

は違うけど。組織、チー

員」という認識は、違

たのが研究所でしょ

好きなことには体が動

と思う。

ムに関しての、違うも

う言葉に置き換えられ

う？

のを探そうとしている。 ない。いま。

いうものをつくるのを
「つくりかたの共有」

あえて、ないと言って

ゆるゆるっとした感じ

既存のものに、もの申

バラバラの研究室でも

あんまりないんじゃな

通の認識だと思ってる

おきます。ちょっと分

が好きなところとか。

すくらいはあるんじゃ

ちょっと考えてること

いかな。だからこそ、

ないかな。

かぶってたり、それぞ

研究室がぽんぽん出来
上がったのでは？

な、
優しくて、
好きです。 ことがないから。

かりません。

の目的にしていまし

れの話で面白いなと思

とには動けない。

た。開室日になにか話

うことは多いので、

応募することにもハー

つくってきたけど、そ

おもしろい人たち。

すとか、
「お化け教室」

共通の観点みたいなも

ドルがあったと思う。

れは研究所の実体を探

色はちがうんだけど、

とかも、そういった何

のはあるんじゃないか

その時点で、なにか共

す、共通しているもの

色の濃淡は似てる。あ

かをつくる手立てには

と。

通するものが、あると

を探るリサーチだった

とボーダーに立つのが

なっていて。

思う。

わけで。

うまい。
詳しくはサイボウズを

《寺山研（準備中）を

《大学での研究と、つ

２年目なので、まだ

３月に創設者に確認さ

ひとりでやっているの

くりかた研究所の研究

やってることや関心は

れたけど、わからない

る時に、それを担保し

はなぜ？》

の違い》

バラバラだけれども既

と答えて、

てるものとか、そとっ

しばらく一人で勝手に

2つをつないでいるの

存の形に疑問を持って

やってみたらできた。

やっています。

は、実験。実験という

いるから、つくりかた

自分が興味をもって話

意味では、一緒。ポリ

に惹かれたのでは。

したいことを一緒に話

たを考えたい？》

アモリーの人たちとい

いまだに指針というも

せる人って、今の環境

ダンスの現場に制作の

関わる人が気持ちよ

う の は、 自 分 の 体 を

のはないけど、指針が

だととても限られてい

補助として入って。ダ

く、それぞれのスタン

もって実験している意

ないながらに、つくり

るので、つくりかた研

詩っぽいことも書いて

ンサーが突き詰めよう

スでやってくれるよう

識がある。既存の恋愛

か た を 考 え て る。 ビ

究所は貴重な場。

いいんだと思ってやっ

としてることと、弁当

な状況をつくりたいで

ではない。それを体を

ジョンはないけど、ふ

て い た ら、 劇 作 家 に

買ったり、掃除したり

すね。

つかって開発してい

わふわした光が見え

なった。のら猫みたい。

…周りですることにあ

人が集まる時、大概な

る。既存のやりかたで

ているような。ロマン

まりにギャップを感じ

にかしらの目的を持っ

はなく、やり方から考

チック〜♪

えるという意味では共

《出版社から劇作家に 《今後やりたいことは？》
音姫の実用化。

《関心の在処は？》
何か核となるものがあ

くだらないことを言い

劇団って、旗挙げるん

合える友達、くだらな

だ？！

い友達（笑）

いんだ！

側で動いてるものに関

すごくリラックスでき

自分たちで全部やるっ

心 が あ る。 作 家 志 望

る雰囲気になってなん

てすごいと思った。

だったんだけど、ある

でもやっていい気持ち

現代詩の出版社に勤め

になる。かつ行動力も

ていた影響もあって、

あって。一人よりも多
少考えも整理されるし。

い、俺が面白いと思う

ないと思う。自分が共

からないな。でもみん

くけど、そうでないこ

転身》

…面白いものは面白

相手を知らないからわ

じ体験は事実としては

ために必要なものは？》

《面白いものとは？》

あると思います。そう

特別質問

特別質問

《面白いものをつくる

物事の共有、同

わかりません。

共通の認識

共通の認識

ないと思う。それをつ

くりかた研究所の研究

お金とってい

《エスノドラマの難し

ご参照ください。

《どのようなつくりか

から面白いだろみたい

いところ》

た。でも、ダンサーの

て集まると思うんです

なところはありますが

リサーチして、借り物

突き詰める行為は、そ

よ。でも、組織の維持

…僕にとっては判るも

として出しても面白く

ういう周りのことがあ

に注がれるエネルギー

のが面白い、判らなす

ない。人生ゲームでも

るから成立する。そこ

がウェイトを占めて、

過程が、辛くても楽し

ぎるものはちょっとし

それは同じ。

を忘れるからいける領

それが目的化していっ

くなきゃだめ。期限が

《どうしたら面白いも

域も勿論あるけど。そ

てしまうことがある。

ある中で「つくる」の

のがつくれるか？》

れを可能にさせる外縁

すると途中で「あれ、

は研究とちがう。そこ

が面白いと思う。

何やってたんだっけ？」

の状態にもっていくた

となる。それはなんだ

めに、本番の1週間前

んどい。"

本当に思ってないこと
書くと面白くない。

《アートマネジメント

なにか企画をやるって

使命は、ないなぁ…。

で、ここでなにができ

どうやらなさそう。
「つ

とくにない。

あるとしたらなくして

ている気持ちはあるの

る。タイプや問題意識

みんなこっそり友達っ

ないといったらウソに

てやっている、いまの

ないと思っている。

ある。でも幹事みたい

使命感なきゃって使命

ベーションはあります。 つくりかた研究所に、

みんなの嗅覚は似てい

あると思います。

仲 間 で す か、 仲 間？

でしょうか。

状況から問題を見出し

漠然としている。

ら。
。お元気かな？

なくはないんじゃない

自分の経験になる、次

漠然とはあるけれど、

あまりお会いしないか

とくになし

通。
《つくると研究》

よくない癖かもしれな

とは違う？》

ろうという疑問があり

とかすごいことになっ

いけど、後ろに作家を

そう聞かれた時に引っ

ます。

てる。
（笑）そこに自

探しはじめてしまう。

掛かるものがあるの

《研究員がお互いのこ

は、俺のやってること

とを知らないことに関

もアートだから、って

して》

思 う か ら、 か な。 外

るには》

確さんが選んだから、

側、周縁のことを扱う

日常をおもしろがれる

つくるのは面白いだろ

のも、技術という意味

かどうかに関係してき

うと、信頼している。

でアートだと。

そう…。

分をもっていくとか今
まで経験したことない。
《おもしろいものつく

