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下鴨車窓『漂着(ialsnd)』 (2015 年／京都・香港・東京ほか)

◯設立の経緯 (募集要項から抜粋)

京都を拠点に演劇活動をする下鴨車窓はこのたび、新ユニット
"fullsize"(ふるさいず)の設立を目指すことにいたしました。
下鴨車窓は従来より、固定メンバーを持たず作品ごとに出演者を募
って舞台作品を創作してきました。さまざまな経歴や創作の作法を持
った表現者(俳優)が一同に会して創作する現場は、未知の化学反応を
発見するような刺激に満ちています。一方で近年ではオーディション
を行うと(今のところは)九州から東北までさまざまな地域から応募を
いただきます。特に『漂着(island)』(2015 年上演)や『旅行者』(2016 年上演予定)では半分以上が東京に
在住する方からの応募でした。このように全国にわたって様々な出会いが生まれることを喜ぶ一方で、地元
京都の、特に 20 代の俳優との出会いが少なくなっていることを主宰の田辺は気にかけていました。下鴨車
窓は京都を拠点に活動することを方針の一つとして持っています。しかしこのままでは京都の若い俳優との
距離は遠ざかるばかりで何か新たな取り組みが必要ではないかと考えていました。また一度きりのオーディ
ションでは 20 代という経験の浅い俳優の見込みを推し量るには限界があります。そこで下鴨車窓の中に、
若手に特化した固定メンバーによるチームを作ろうと思い至ったところです。同じメンバーと向かい合い続
けていく場所になればと思います。
新ユニット"fullsize"は基本としてはいわゆる劇団と同じイメージを持っていただいて構いません。ですの
で、すでに他の劇団に所属されている方の参加はしていただけません(そういう方で田辺作品に興味がある
方は今後も行われます下鴨車窓のオーディションをご検討ください)。固定メンバーとの継続的な創作によ
って、すでに『渇いた蜃気楼』という作品で昨年から全国を巡演しているユニット"OFT" (おふと)のように、
レパートリー作品をもって京都のみならず全国を巡演していきたいと考えています。
◯運営のカタチ
<メンバー(劇団員)について>
・ fullsize の所属となる
プロデュース形式

・ 他劇団との所属の掛け持ちは不可

による創作と公演

・ 外部公演への出演には劇団の承諾が必
要
・ 団費など劇団運営についての金銭負担
はない
・ チケットノルマなど創作や公演につい

OFT（大沢めぐみ、

下鴨車窓

ての金銭の負担はない
・ 俳優もスタッフワークを受け持つ

藤原大介、高杉征

<団体として>

司）との創作と公演
fullsize での

・主宰者は田辺剛

創作と公演

・創作と公演の主催は下鴨車窓
・田辺の脚本と演出による舞台作品を創作
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○スケジュール
［方針］常に舞台表現を考え、また研鑽すること
集団に埋没するのではなく自立した表現者として活動すること
週一回の定例稽古、年一回の定期公演、年一回の各メンバーの自主企画(短編作品の演出など)

2016 年
通年 定例稽古／週一回二時間
01 月 50hours ワークショップへの参加／中旬から／受講料:一般=15,000 円、fullsize メンバー=無料
02 月 50hours ワークショプ成果発表会／21(土)と 22(日)
※fullsize のメンバーは制作や小道具などスタッフワークも担うこと
03 月 各自での活動／9 月末までの期間中に以下の中から二つに取り組む
A. 外部出演

B. 自主企画

C. 下鴨車窓#13『渇いた蜃気楼』の演出助手(公演日=5/5-8@福岡、9-10@小倉、12-15@東京)
4 月上旬から稽古、謝金なし、ツアー公演の移動宿泊費は下鴨車窓が負担

Ｄ. アトリエ劇研シニア劇団への出演(公演日程=5/25-29@京都・アトリエ劇研)
2 月初旬から稽古、毎週水曜 14 時から 16 時、ほか日中に自主練習あり、薄謝あり

Ｅ. 下鴨車窓#14『旅行者』の演出助手(公演日程=8/5-8@伊丹、18-21@東京)
6 月下旬から稽古、謝金なし、ツアー公演の移動宿泊費は下鴨車窓が負担

10 月 第一回公演の稽古開始
12 月 第一回公演

2017 年
通年 定例稽古／週一回二時間
01 月 各自での活動／3 月末までの期間中に以下のいずれかに取り組む
A. 外部出演

B. 自主企画

C. 下鴨車窓#15『凍った蜃気楼(仮題)』の演出助手(公演日程=3 月上旬@京都、三重)
1 月下旬から稽古、謝金なし、ツアー公演の移動宿泊費は下鴨車窓が負担

※定例稽古以外に予定がない時期は、定例稽古のリーダー(プログラム立案と進行)を務める
※2017 年 4 月以降のスケジュールについては、2016 年秋に検討する
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○金銭の負担について
・

団費など劇団の運営にかかる負担はない

・

チケットノルマなど創作や公演についての負担はない(公演の収支が赤字になってもメンバーに負担は
求められない)

・

稽古場に通う交通費は自己負担する

・

定例稽古で使う資料や台本のコピーは自己負担する

○退団について
<メンバーの都合によるとき>
・

主宰に申し出ることで退団できる

・

劇団の公演など、退団を希望する本人が関わる企画の準備が始まる”前”の申し出が望ましい
(退団時期についてはあらかじめ相談されるのが望ましい)

・

退団を希望する本人が関わる企画がすでに始まって以降に退団する場合、主宰は退団にともなう損害に
ついて退団者に賠償を請求する(チラシの差し替えにともなう印刷費、代役の出演に関わる経費、代わ
りのスタッフワークを手配する経費など)

<劇団の都合によるとき>
・

以下の場合に主宰は該当するメンバーと面談のうえ退団させることがある
○定例稽古への欠席が続くなど、表現活動への意欲が感じられない時
○長期間(3 年以上)活動をしていてもその成果が見られないとき
○他のメンバーとの協調性に欠け、団体の運営に支障があるとき
○刑法に違反するなどの犯罪行為を行ったとき

○田辺剛のプロフィール
劇作家、演出家。1975 年生まれ。福岡県福岡市出身。現在は京都市に在住し、創作活動を続けている。
また自身の創作の一方で、劇場「スペース・イサン」(京都市東山区)の劇場プロデューサーも務める。
京都大学在学中に演劇を始める。学生時代の活動は 1995 年に旗揚げから参加した劇団「京都・古典・劇
場」で主に演出を担当した。ギリシャ悲劇から三島由紀夫まで東西の古典戯曲を手がける。大学卒業後は、
劇団「t3heater」(1999 年結成)を経て 2004 年からは作品ごとにメンバーを募る創作ユニット「下鴨車窓」
を中心に活動を行う。
2005 年に『その赤い点は血だ』で第 11 回劇作家協会新人戯曲賞を受賞。2006 年秋より文化庁新進芸術
家海外留学制度で韓国・ソウル市に一年間滞在し、劇作家として研修する。2007 年に『旅行者』で第 14 回
OMS 戯曲賞佳作を受賞。
2000 年から 2014 年まで京都の小劇場「アトリエ劇研」(京都市左京区)の劇場スタッフを務め、特に 2008
年には同劇場のディレクターに就任して劇場の運営責任者となった。2014 年 8 月末に任期満了にて同ディ
レクターを退任するとともに同劇場も退職した。そして 2014 年 10 月からは「スペース・イサン」(京都市
東山区)のプロデューサーに就任して、新たに劇場運営を始める。
現在、劇作家・演出家としての創作と劇場プロデューサーとしての活動を並行して行っている。
［「下鴨車窓」での舞台創作］
<2015 年>
#13『渇いた蜃気楼』9.17-22@スペース・イサン(京都)、9.26-27@本行寺(岡山)
#12『漂着(island)』6.12-15@京都芸術センター、6.25-27@水泊劇場(香港)、6.29@自家劇場(マカオ)
7.4-5@八尾プリズムホール(大阪)、8.22-23@三重県文化会館、8.26-30@こまばアゴラ劇場(東京)
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<2013 年>
#11『建築家 M』5.9-13@アトリエ劇研(京都)、5.22+23@大博多ホール(福岡)
5.30+31@アステールプラザ(広島)
#10『煙の塔』1.31-2.5@アトリエ劇研
<2012 年>
#09『小町風伝』1.20-22@アイホール(兵庫)
<2011 年>
#08『人魚』8.3+4@アステールプラザ(広島)、7.30-8.1@ぽんプラザホール(福岡)、7.22-24@アイホール(兵庫)
#07『王様』1.29+30@アステールプラザ(広島)、2010.12.16-23@アトリエ劇研
<2009 年>
#06『人魚』12.9-14@アトリエ劇研
#05『書庫』3.7+8@七ツ寺共同スタジオ(名古屋)、2.28-3.2@こまばアゴラ劇場(東京)
2008.11.7-11@アトリエ劇研
<2008 年>
#04『農夫』6.25-29@アトリエ劇研
#03『旅行者』3.20-23@精華小劇場(大阪)
<2006 年>
#02『旅行者』3.16-21@京都芸術センター
<2004 年>
#01『その赤い点は血だ』12.17-19@アトリエ劇研
［外部からの委託や招聘による創作(一部)］
・リーディングナウ 2014『マッチ売りの少女たち』／演出
2014 年 8 月@宮崎県立芸術劇場

主催=(公財)宮崎県立芸術劇場

・マレビトの会『HIROSHIMA-HAPCHEON』／演出助手
2010 年 10 月@京都・京都芸術センター、2010 年 11 月@東京・自由学園明日館講堂
2011 年 10 月@ソウル・アルコ芸術劇場(スタジオダラク)
主催=マレビトの会(京都)、フェスティバル/トーキョー、SPAF(ソウル)
・マレビトの会『PARK CITY』(作・演出=松田正隆)／ドラマトゥルク
2009 年 08 月@山口・山口情報芸術センター、2009 年 10 月@滋賀・びわ湖ホール
主催=財団法人山口市文化振興財団、財団法人びわ湖ホール、マレビトの会ほか
・演劇引力廣島第 6 回プロデュース公演『マザーヒステリカ』／演出
2009 年 2 月@広島・アステールプラザ

主催=財団法人広島市文化財団、アステールプラザ

・『DICTEE』(構成・演出=松田正隆)／ドラマトゥルク
2008 年 9 月@京都造形芸術大学 STUDIO21

主催=京都造形芸術大学舞台芸術研究センター

・日英現代戯曲交流プロジェクト ドラマ・リーディング
『いつか、すべて消えてなくなる』／演出
2008 年 2 月@兵庫・AI HALL

主催=伊丹市、財団法人伊丹市文化振興財団

・京の演劇活性化プログラム・合同創作劇
「ちっちゃな太鼓の涙と」／脚本
2006 年 1 月@京都府立文化芸術会館

主催=京都府、財団法人京都文化財団ほか

・企画「まちかど芸術」／企画ディレクター、脚本、演出
2005 年 10 月@京都橘大学とその周辺地域

主催=京都橘大学文化政策研究センター
4

fullsize 参加説明会資料

・大阪現代演劇祭「今日、このハコ」／脚本と演出
2004 年 10 月@芸術創造館

主催=大阪市、財団法人大阪都市協会／◎

・フリースクール「みらいの会」における演劇創作／企画、脚本と演出
1999 年 9 月～@京都、全国地域、韓国
［主な戯曲］
『ある辺境にて』(第 4 回近松賞最終候補)
『旅行者』(第 14 回 OMS 戯曲賞佳作受賞)
『その赤い点は血だ』(第 11 回劇作家協会新人戯曲賞受賞)
［著作］
日本劇作家協会編集「優秀新人戯曲集 2006」プロンズ新社、2005 年。
日本劇作家協会編集「優秀新人戯曲集 2003」プロンズ新社、2002 年。
日本劇作家協会編集「優秀新人戯曲集 2001」プロンズ新社、2000 年。
［舞台作品のフェスティバル等への参加］
'11 年 01 月

HIROSHIMA 演劇祭 2011 冬のお好みシアターフェスティバル／『王様』(脚本・演出)

'09 年 02 月

こまば冬のサミット 2009／『書庫』(脚本・演出)

'08 年 06 月

アトリエ劇研演劇祭／『農夫』(脚本・演出)

'08 年 03 月

精華演劇祭／『旅行者』(脚本・演出)

'06 年 03 月

京都芸術センターセレクション／『旅行者』(脚本・演出)

'04 年 10 月

大阪現代演劇祭／脚本と演出
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