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ペルーにおける演劇的手法による教育の現状

山脇千賀子 (Chikako Yamawaki)

文教大学国際学部

「…無意識にではあるが、人間関係は演劇のかたちをとって構造化される。

空間の使い方、身体による表現方法、言葉の選び方、声のモジュール化、理

念と情熱の対立など、われわれが舞台で活用しているものは総てわれわれの

日常生活でいつも活用しているものなのだ。つまり、私たちは演劇なのだ！」

アウグスト・ボアール 2009年 3月 27日世界演劇デイのメッセージとして

(http://www.iti-worldwide.org/theatredaymessage.html)

1.はじめに

演劇的手法による教育とは、ドラマ／演劇と

いうフォーマットを活用して、そこに観客／演

じ手として参加する人々が何らかの学びを得る

ことを目指したものである。一般に演劇教育と

してイメージされるような「子どもたちが台本

を暗記し、教師の演出によって、観客をおいて講

堂などで作品を上演する活動ではない」（オーエ

ンズ&グリーン 2010: 12）。「子どもたちが、ド

ラマをすること自体に何らかの教育的価値を見

いだし、教師／リーダー／ファシリテーター／

進行役によって導かれる、過程中心のグループ

活動である。全体の中で、観客に観せる活動を

含む場合もあるが、最終目的ではない」（Ibid.）。

教育現場で活用される演劇的手法として代表

的なのはロールプレイだろう。ロールプレイで

あれば、言語学習や社会科などの授業でやった

ことがあるという人は少なくないかもしれな

い。その他にも心理劇やソシオドラマ、後述す

るフォーラムシアターなど多様なバリエーショ

ンが存在する。特に演劇的なトレーニングを受

けた人でなくとも、それぞれが自分の身体を特

定の状況設定のもとに置くことによって共同的

にドラマ／演劇を作り出すことができることに

注目した教育ということもできるだろう。

このような演劇的手法による教育（Drama in

Education）は、国民形成を目的とする近代学校

教育制度への問題意識が込められた新教育運動

や児童中心教育の流れをくみながら、20 世紀

初頭には欧米諸国でリテラシー教育やホーリス

ティック教育の手法として提唱されてきた。英

国では 1920年代には教育手法として認められ、

学校や地域コミュニティなどで実施されてきた

歴史があり、1980 年代には大学において演劇

分野の学部が設けられるとともに中等教育レベ

ルでの選択科目として「演劇科」が人気になっ
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た（オーエンズ&グリーン 2010: 23-4）。また、

1970 年代にはドラマ／演劇教育を参加型演劇

として発展させて英国以外の各国に積極的にア

プローチする動きがみられた（Ibid.）。

1960～70年代のラテンアメリカでも参加型演

劇が勃興する。その火付け役となったのがブラ

ジル人劇作家・演出家として世界的に著名なアウ

グスト・ボアール（Augusto Boal: 1931–2009）

だが、彼の代表的著作のひとつである『被抑圧者

の演劇 (Teatro del oprimido)』をスペイン語で

出版したのが 1974年だった（日本語訳は 1984

年出版）。ブラジル軍政下で弾圧を受けた被抑

圧者のための教育実践者であるパウロ・フレイ

レ同様、1971年に亡命を強いられアルゼンチン

やペルーなどで活動を続けた後、欧州へ拠点を

移し、1986 年にブラジルへ帰国した後もリオ

デジャネイロを拠点にした参加型演劇を活用し

た政治／社会活動を続け、同分野において世界

的に大きな影響力をもつカリスマ的存在だ。ボ

アールが発展させた市民教育のための半即興劇

とでもいうべきフォーラムシアターという手法

は、ラテンアメリカ各地のみならず、遠く離れ

たフィリピンやアフリカ諸国などの世界各地で

その流れが脈脈と存続している1。

日本では、学校行事の中で観客に観せるため

の演劇や部活動としての演劇部の活動などは盛

んであるが、上述のような演劇的手法による市

1フォーラムシアターの手法によって日本の養護教員が
日常的に抱える問題意識や仕事の流儀と向き合う作業を支
援する現場を社会学的に考察して、フォーラムシアターが
社会教育的実践として果たす機能を理論的に分析しようと
した論考として、（秋葉 2013）があることに見られるよう
に、日本でもフォーラムシアターの手法が活用されている
事例はある。なお、ラテンアメリカにおける現代演劇事情
については、早稲田大学演劇映像学連携研究拠点のホーム
ページにおいて、『被抑圧者の演劇』の日本語訳者である
里見実がボアール著作のみならずペルーやコロンビアの演
劇人の著作を日本語訳し、紹介している。上記拠点ホーム
ページ（2011–16 年）の Publicにおける「ラテンアメリカ
現代演劇論」項目から、著作日本語訳にアクセスできる（早
稲田大学演劇映像学連携研究拠点ホームページ）。

民教育活動が全くないわけではないが、一般に

認知されているとはいい難い（塩沢 2017: 207）。

また、通常の学校教育カリキュラムに統合され

た科目としてのドラマ／演劇教育は行われてお

らず、新学習指導要領による「アクティブ・ラー

ニング」奨励の掛け声のわりには、演劇的手法

による教育への注目が集まらない「不可解な」状

況にある。民主党政権となった 2010年 5月、学

校でのコミュニケーション教育の意義や推進・

普及方策を検討するため、演劇人である平田オ

リザを座長とする「コミュニケーション教育推

進会議」初会合が文部科学省下で開かれ、日本

でも学校教育現場で演劇的手法による教育が普

及することが期待されたが、さまざまな壁に阻

まれ、現在に至るまで期待は実現していないと

いってよいだろう（木村 2010）2。

他方、現在のラテンアメリカに目を向けると、

特にここ 10年ほどの学校内外における「アート

（音楽・美術・ダンス・演劇など）を通じた教育」

をめぐっては、これまでに見られなかったほど

の活況を呈しているようにみえる。ラテンアメ

リカ諸国では、それぞれの歴史的経緯によって

異なる文脈のもとで多様な「アートを通じた教

2ただし、近年の日本の高等教育現場では、初年次教育
やキャリア支援教育などの新しい課題が文部科学省によっ
ても推進されるようになり、自己理解・社会理解を深める
ための手法として演劇的手法による教育が注目されてきて、
テキストも出版されている（中野 2010、丹治 2011 など）。
同時に、医学・薬学系および社会福祉系の専門教育における
具体的な事例を想定した実技指導において、ロールプレイ
ング等を組み込んだ教育が求められるようになった（中根
2006）。2014 年度から複数の教員養成系大学の連携によっ
て行われた「演劇的手法による教員養成課程の学生並びに
現職教員のコミュニケーション能力育成プロジェクト」の
成果としては（川島編 2017）を参照されたい。同書は、演
劇的手法によるコミュニケーション教育が切り拓くであろ
う新しい教育の地平―「対話を通した深い学び」と「学び
を具体的な文脈の中で捉える」視点の交錯―について、現
代日本の教育を取り巻く状況に沿って理論形成しようとし
ている意欲的業績である。なお、日本で先駆的に小学校か
ら大学まで、どこの教室でも使えるドラマ技法を活用した
学びの体系化を進めてきた研究会の成果としては（渡部＋
獲得型教育研究会編 2014）を参照されたい。
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育」が公的教育機関や市民組織などによって行

われてきたが、昨今のイベロアメリカ諸国機構

（Organización de Estados Iberoamericanos para

la Educación, la Ciencia y la Cultura，以下OEI）

の同分野におけるイニシアチブには目覚しいも

のがある。

本稿では、このような OEI のイニシアチブ

がもたらしている「演劇的手法による教育」に

関わる分野のラテンアメリカ諸国における国際

的ムーブメントについて概況をまとめるととも

に、筆者が 2016年 8月にペルーにおいて行っ

た関係者へのインタビュー調査や資料収集に基

づいて、ペルーにおける演劇的手法による教育

をめぐる現状の一端を紹介したい。

若干結論の先取りをするなら、ペルーにおい

ては、この間にインターカルチュラリティを基

盤にして多様なバックグラウンドをもつ国民の

統合を進めるための教育プログラムが教育省お

よび文化省のリーダーシップによって積極的に

展開されており、国家組織と市民団体および教

育機関などが一丸となってアートを通じたシチ

ズンシップ教育・インターカルチュラル教育の

実践を奨励する動きが活発になっていることが

分かった。こうした状況は、これからのペルー

における社会変革の方向性のひとつを示してお

り、それがラテンアメリカ諸国のみならず欧米

諸国との相互作用のもとに進行しているグロー

バル時代のうねりを感じさせるものであること

を予告しておこう。

2.ラテンアメリカ諸国における国際的ムーブメ

ント

ラテンアメリカ諸国における文化政策は、特

に 21世紀に突入して以降、目覚ましい変化を

遂げている。伝統的なエリート階層出身ではな

い大衆階層出身の大統領の選出が相次ぎ、真の

意味での民主主義的ガバナンスを求める社会的

ムードが広くラテンアメリカ地域に行き渡り、

それまで社会的弱者の立場にたたされてきた多

くの人々が対等な市民として社会参加できるよ

う奨励する制度や法律の整備が相次いだ。興味

深いのは、そうした法的・制度的整備にあたっ

て、人権および社会的結束の基礎としての「文

化」を重視する方策を導入する方針がとられて

いることである。

同地域において画期的な文化政策として評価

されているブラジルの事例を簡単に紹介しよう。

2003年に発足した第一次ルーラ政権は、まさに

ブラジル史上初の労働者階層出身大統領の誕生

として注目を集めた。同政権の文化省大臣に任

命されたのが、60年代末から 70年代にトロピ

カリア・ムーブメントで一世を風靡した現役の

音楽家として著名なジルベルト・ジル（大臣就

任期間 2003–7年）だった。大臣就任直後から

“すべての人のための文化（Cultura para todos）”

と銘打ったセミナーを開催し、2004年から文化

省内のシチズンシップと文化的多様性局が管轄

となった文化政策プロジェクト Programa Arte,

Educação e Cidadania “Cultura Viva”（アート／

教育／シチズンシップ・プログラム: 生き生き

とした文化）を立ち上げた（Calabre & Rebello

Lima 2014）。“Cultura Viva”の骨子は、「全国に

存在する既存の文化創造拠点あるいは文化プロ

デュース拠点」としての “Pontos de Cultura”（文

化拠点）を文化省が認定して、それらを有機的

なネットワークで繋ぎ、「地域コミュニティに根

ざした文化活動をフリーソフトウェアやオープ

ンソースを活用して支援を行う」というもので

ある（原田 2007: 73,75）。国家と市民社会が協

働しながら、文化活動への市民参加を促進する

ことによってブラジル型民主主義が普及してい

くことを目指した試みといえるだろう（Ibid.）。
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「やや抽象的な表現であるため、理解しやすい

ように日本流におきかえて説明すると、人々が

習い事に通っているようなカルチャー・スクー

ルやグループ、お祭りの出し物を練習する稽古

場などに参加を呼びかけ、それらを全国規模で

水平的にネットワーク化し、インターネット上

の掲示板やリアルの会議などで情報共有を行っ

たり、各種のコンベンションやイベントなどを

行うというイメージである」（原田 2007: 76）。

2014年までに、ブラジル全土において 3,000～

4,500の文化拠点が文化省に認知された実績を

もつ（ブラジル文化省ホームページ）。

“Cultura Viva”プログラムは、その後、ラテ

ンアメリカ諸国においてモデル事業と位置づけ

られ、類似のプログラムが普及していく。2014

年には多国間協力のかたちで、Programa Iber-

Cultura Vivaが、参加 10カ国（アルゼンチン、

ブラジル、チリ、コスタリカ、エルサルバドル、

スペイン、メキシコ、パラグァイ、ペルー、ウ

ルグァイ）によって創設された。市民社会のイ

ニシアチブによって地域コミュニティをベース

にした人間開発を文化・教育・シチズンシップ

によって目指す文化政策を奨励することが目的

とされる。

このようにラテンアメリカ諸国間で類似した

文化政策が相互参照的に普及していきている背

景には、既に言及した OEI の影響力の増大傾

向がみられる。OEIが現在の名称となったのは

1985年のことであるが、その前身の発足は 1949

年の第 1回イベロアメリカ教育会議の開催に遡

ることができ、イベロアメリカ諸国の政府レベ

ルの国際機関として活動している。1991年から

は、OEI首脳会議や教育省大臣会議（のちに文

化省大臣も加わる）が定期的に開催されている。

OEIは域内における教育分野における共通の

達成目標として、Meta Educativa 2021を 2013

年に制定している。これは、UNESCOの「国際

文化間和解の 10年（2013–2022）」のフレーム

ワークにも対応しており、EUの動きとも連動

している。EUは 2008年を「異文化間対話年」

として、「人間の尊厳をもって対等な立場で共に

生きる」ために異文化間対話を促進すると同時

に、アクティブ・シチズンシップの促進と「参

加」の拡大が重要であることを強調してきた。

1993年のマーストリヒト条約から 20周年とな

る 2013年は EUシチズンシップ年と制定され、

EU市民であることの意味をめぐる議論は継続

されているが、EU内の人々が社会的に包摂さ

れることを目指す方向性は一貫している（山脇

2017: 46）。こうした異文化間対話と市民の社

会参加を促すアクティブ・シチズンシップを奨

励する国際的な動向は、UNESCOや OECDな

どの国際機関の表明する人間開発と文化の関係

性をめぐる議論が 1990年代後半から活発化し

たことと連動している。

この間、先進諸国を中心にして教育・学習に関

する考え方にはラディカルな変革がもたらされ

た。教育・学習が知識を身に付けることと捉え

られてきた啓蒙主義的考え方からの脱却が必要

であることが広く認識されるようになったのだ。

これは、パウロ・フレイレがかねてから主張して

きたことでもある。さらに、認知（cognition）＝

考えることと、感情（emotion）＝感じることは、

別次元のことと捉えられるべきではなく、連動

して作用するものであるという認識が広く受け

入れられてきた。そこで重要なアクターとなる

のがアートである。従来、アートといえば社会

的なコミュニケーション能力、表現力、表象能

力に関わるものとして、いわば知識の学習に付

随するものと捉えられてきたが、科学とアート

は手を取り合って発展するものと認識されるよ

うになったのだ（Jiménez 2014: 38）。つまり、
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アート教育は特殊専門領域なのではなく、教育と

いう営みの中心に置かれるべきもののひとつと

して捉えられるようになったといえるだろう3。

本稿のテーマである「演劇的手法による教育」

に関わる国際的な動向において、画期的だった

のは 2006年にリスボンで開催されたUNESCO

第 1 回アート教育世界会議の討議に基づいて

ロードマップが作成されたことであろう。これ

に準じて、2007年 OEI教育省大臣・文化省大

臣の協議においては、週 3時間以上小・中学校

でアート教育の時間を確保することと、アート

教育担当教員への正式な教員資格付与を 2015

年までに 30～70%、2020-21 年までには 60～

100%達成することを目標とすることが合意さ

れている（Jiménez 2014: 36）。

ラテンアメリカ諸国間において、アート教育

に関する情報共有が進んでいる背景には、イン

ターネットの普及が影響している。2011 年に

Web del Programa de Educación Artística, Cul-

tura y Ciudadanía (http://educacionartistica.org)

が開設されると、数ヶ月のうちにアート教育界

に欠かせないレフェレンスとして認められるよ

うになったという（OEI 2013: 22）。同サイトで

は、関連する法制・カリキュラム・イベントへ

の参加呼びかけ・実施報告書などのドキュメン

トが入手できる。他にも、Repositorio digital de

recursos Primera Infancia y Educación Artística

3こうした学習・教育に関する見解の変化の基盤には、ハ
ワード・ガードナーらが提唱してきた多重知能（Multiple
Intelligences: MI）理論の影響・普及が考えられる（ガード
ナー 2003）。MI理論では、従来学校教育で重視されてきた
言語的知能や論理的・数学的知能に加えて、空間的知能、身
体・運動的知能、音楽的知能、人間関係的知能、内省的知
能を認めて、それらの知能の重なりの集合体として人間を
理解しようとする。MI 理論を教育現場へ活用する実践の
中で、アート教育は戦略的な位置づけがされてきた。教育
現場で前提とされてきた受動的な学習者像を自律的学習者
像へと変化させる昨今のカリキュラム構想の根本的な改革
の流れとアート教育の評価は一体として進んできたといえ
るだろう。

および、Banco Iberoamericano de Experiencias

Significativas en Educación Artísticaといったサ

イトで情報共有が進んでいる。

もっとも、アート教育に関わる市民団体が地

理的な障壁を越えて情報交換することは、ずっ

と以前からされている。ただ、YouTubeなどの

動画配信サイトを通じて世界のあらゆる場所で

展開されているアートに関わる活動がインター

ネットで気軽に視聴できるようになったことが

与えている影響の大きさは計り知れないものが

ある。

また、こうしたアート教育の中でもドラマ／

演劇に重点を置いた公的な支援が開始されるよ

うになった契機としては、2012年OEI教育省大

臣および文化省大臣会議において、“El teatro y

la Educación”（演劇と教育）プロジェクトの提案

がされたことを挙げることができるだろう。同

プロジェクトでは、シチズンシップが完全かつ

包摂的に構築されるためには学校におけるアー

ト／文化の学習が非常に有力な戦略のひとつで

あり、社会的結束と対話の促進が叫ばれる時代

にあって子どもの全人的成長を促進する方法と

して決定的であるという認識が示されている。

ドラマ／演劇は、アート活動としても教育資源

としても包括的内容をもつものとして位置づけ

られている (OEI 2013: 7)。ドラマ／演劇には、

音楽・美術・ダンスなどの要素が総合されている

ことを考慮すれば当然のことともいえるだろう。

同プロジェクトでは、OEIの高等教育センター

（Centro de Altos Estudios: CAEU）において、

演劇的手法を活用した教育に興味をもつ教育関

係者やアーティストに対して青少年教育手法と

して演劇の基礎を身につけ教育の中に演劇を統

合することを奨励するオンラインの研修（200

時間以上の学習）が 2013年 10月から始まり、修

了者にはディプロマが授与される。この背景に
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は、多くのラテンアメリカ諸国においてドラマ

／演劇を学校教育の中にどのように位置づける

ことができるのか、という議論が進行中である

という実状がある（Jiménez 2014: 37）。従来、

学校の授業外において課外活動としての演劇活

動は奨励されてきたが、教科化されているわけ

ではないことが多かった。また、アート教育の

中でも音楽やダンスに関しては専門の教員がい

るのに、ドラマ／演劇に関しては学校教育シス

テム内での教員養成が行われてこなかった。こ

うした状況をうけて、2014年 9月にメキシコ

で開催された第 1回イベロアメリカ・子どもと

若者のための演劇フェスティバルでは、メキシ

コは教員養成コースとアート教育の専門課程の

組み合わせによって、ドラマ／演劇の教員養成

課程を実現することを表明している（Jiménez

2014: 39-40）。他のラテンアメリカ諸国でも同

様の方向性での教員養成が検討されている。

3. ペルーにおける政策面からの取り組みをめ

ぐって―市民社会との協働の始まり―

ペルーにおける文化政策に関しては、2011年

に文化省（Ministerio de Cultura）が創設され

たことは、画期的変化であった。それまでも、

物質的文化遺産の管理を主幹としてきた文化庁

（Instituto Nacional de Cultura）が存在したが、

文化省の創設によって、多様なソフト部門を含

んだ包括的な文化政策が展開できる体制が整備

されたといえるだろう。

包括的文化政策の代表例として、前節で言及し

た“Cultura Viva”プログラムのペルー版“Puntos

de Cultura: Inclusión y Ciudadanía desde el arte

y la cultura”を挙げることができる。2011 年

より文化省のパイロット・プロジェクトが始ま

り、インターネットによりダウンロードできる

2016年報告書によると全国で 225団体が文化

省に承認を受けている（Ministerio de Cultura

2016: 55）。インターカルチュラルなシチズン

シップと文化権の奨励が人々の社会的包摂、多

文化共存、エンパワーメントの進展のために重

要な前提となるという見解に基づき、文化省が

しかるべきイニシアチブを発揮して、市民団体の

自律性を尊重しながら、協働するプラットフォー

ムを形成していこうとしている。

上記報告書によると、過去には、国家側の同

分野における関心・コミットメントが圧倒的に

不足していただけでなく、市民の側でも国家組

織とつながることへの抵抗感があったことを率

直に認め、両者間での信頼関係が協働の基盤に

なるのだから、対話および情報の透明化が何よ

りもこと大事なことだとされている（Ministerio

de Cultura 2016: 28）。さらに、組織として市民

団体が発展するための条件として、財政および

ロジスティクス支援が不可欠であるため、関連

する法整備を進めており、文化省内の担当部局と

しては、文化財・文化産業局（Viceministerio de

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales）およ

びインターカルチュラリティ局（Viceministerio

de Interculturalidad）になっている（Ibid.: 24-5，

29）。

具体的な Puntos de Culturaの活動分野は多岐

にわたっているが、ドラマ／演劇は、ラテンアメ

リカ諸国では伝統的に人気のある音楽やダンス

をしのぐほどの数の団体が従事する活動分野と

なっている（Ministerio de Cultura 2016: 97）。

その中の代表例をひとつ紹介しよう。

2011年の Puntos de Culturaのパイロット・

プロジェクトのひとつとなったのは、リマ首都

圏ビジャ・エルサルバドル地区を拠点としてい

る演劇グループ Vichama Teatro である。同地

区は、1970年代から目立つようになったリマ市

郊外で地方からの移住者が占拠して形成したス
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ラム街の中でも、ベラスコ政権下では住民参加

型コミュニティのモデルケースとして世界的な

注目を浴びた「伝統」をもつコミュニティだ。

Vichamaの創設者兼監督セサル・エスクサ・ノレ

ロ（César Escuza Norero）は、多くの住民と同じ

ように地方からの移住者で、1983年にVichama

を立ち上げている。当初から同地区の住民参加

型コミュニティ開発に関わり、ドラマ／演劇を

通じた市民教育を展開してきている（Vichama

ホームページ）。

Vichamaは、子どもから若者までを対象にし

たアートに関わるワークショップやドラマ／演

劇に関係する教育関係者を対象にしたセミナー

を開催するだけでなく、文化イベントを劇場に

とどめずに公的スペースでも展開して、すべての

人に文化を広める活動を行っている。1998年か

らは、インターカルチュラル・スクールと銘打っ

て、カナダ・ケベック州を初めとしてフランス・

チリ・ブラジル・コロンビア・台湾・韓国などの演

劇関係者との協働ワークショップを行うなど、諸

外国との交流も積極的に行っている。2006年に

は「アートと社会変革のためのラテンアメリカ・

ネットワーク」(Red Latinoamericana de Arte y

Transformación Social)メンバーとなり、2009

年からは「コミュニティ・ベースの演劇ラテンア

メリカ・ネットワーク」(Red Latinoamericana de

Teatro en Comunidad)創設メンバーとなり、現

在に至っている。つまり、文化省によるお墨付

きに関わらず、ドラマ／演劇を通じた市民教育

に関わる団体は、国内外を問わず独自にネット

ワークを形成してきていたということでもある。

また、Puntos de Culturaの方針として、活動

地域がリマ首都圏に偏らずに全国に分布するよ

う配慮されており、2013年に実施された Puntos

de Cultura参加団体の第 1回全国大会はクスコ

において開催され、2016 年時点では参加団体

の 64%がリマ以外の地域に拠点を置いている

（Ministerio de Cultura 2016: 32,55）。こうした

動向は、2011 年よりいわゆる言語法（Ley de

Lenguas）が発効して、2013年には文化省イン

ターカルチュラリティ局に先住民言語課が創設

され、ペルーの先住民言語を文化的豊かさの源

泉である「文化財」として保持・回復・奨励し

ていこうとする国家の姿勢が明確にされた流れ

とも歩調を揃えている（Vásquez Medina 2014:

18-21）。

こうしたインターカルチュラリティを軸に据

えた政策が有効に機能するためには、教育省との

連携が不可欠であろう。教育省では、教育総合政

策局（Viceministerio de Gestión Pedagógico）の

下に、インターカルチュラル・バイリンガル・ルー

ラル教育課（Dirección General de Educación In-

tercultural, Bilingüe y Rural）が創設され、独自

のプログラムや教材開発などが行われている。

しかし、そもそもインターカルチュラリティと

は何か、厳密な議論が展開されないままに行政文

書などでマジックワードのように機能している

様子が伺える。2013年に教育省が発行したイン

ターカルチュラリティを学校で奨励するための

教材（Cartilla para Promover la Interculturalidad

en la escuela 2013）には、その混乱ぶりが現れて

おり興味深い（Ministerio de Educación 2013）。

この教材は 12巻からなる小冊子コレクション

になっており、各巻のテーマは以下のとおり

である。1)Achuar 2)Afroperuanos 3)Ashaninka

4)Aimaras 5)Quechua Chanca 6)Costa Norte

7)Quechua Inkawasi Kañaris 8)Shipibo 9)Chi-

nos 10)Japoneses 11)Italianos 12)Relaciones In-

ternacionales。1、3、4、5、7、8は、先住民の言

語による分類がされており、2、9、10、11は、

アフロ系、中国系、日系、イタリア系というマ

イノリティのエスニック・グループ分類であり、
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6は北部海岸地域という地理区分、12は国際関

係というテーマ分類になっている。

同上教材の 12巻の巻末では用語解説がされ

ており、インターカルチュラリティは以下のよ

うな説明がされている。「インターカルチュラリ

ティとは合理的多元論に立つ。合理性とは、も

のの考え方、論理的な世界観の構成のことであ

る。また、ひとつの支配的文化が他の諸文化に

対してヘゲモニーを形成してきた歴史を打ち破

ろうとするものであり、そうした方法によって

社会に存在するすべての集団間で敬意と正当性

が相互に認め合われる共存が日常生活において

構築されるようにするため、伝統的に社会的排

除を受けたアイデンティティを補強しようとす

るものである。つまり、私たちの社会において

異なる文化をもつ個人間での対話・理解・敬意を

達成する挑戦である」（Ministerio de Educación

2013 Vol.12: 11）。

同時に、多文化性（Multiculturalidad）と複言語

性（Plurilingue（引用文献での表記のママ））とい

う用語の説明もされているが、欧州評議会などに

よって議論が展開されてきた多言語主義 (Mul-

tilingualism)と複言語主義 (Plurilingualism)の

異同を踏まえていない解説になっていることを

考慮すると、ペルーに存在する文化の多様性を

認め、それを対等な価値をもつものとして尊重

することはよいことだ、というディスクールの

レベルで捉えたインターカルチュラリティとい

う用語が流布しているのが現状のようだ（山脇

2017: 43-46）。

そのため、インターカルチュラリティの奨励

をする教育というものが、具体的にどのような

ものを指すのか、現場では混乱したままに実践

されていくことが予想される。例えば、地域に

よっては、「マイノリティ」である先住民言語・

文化を学ぶことを主とする教育として捉えられ

るが、むしろひとつの文化に拘泥せずに複数文

化を横断したクリエーティブな学びを奨励する

教育として捉えるケースも出てくる。アートを

つうじたインターカルチュラルな市民教育の奨

励は、後者の方向性と結びついているが、前者

とも無関係ではない。

本稿 2節で言及したOEIで決議された教育目

標にしたがって、ペルーでも 2016年 6月から、

すべての公立校において週 2時間だった「アー

ト（Arte）」の授業時間を週 3時間に増やし、授

業名を「アートと文化 (Arte y Cultura)」に変更

することになった。それは、前述のようにイン

ターカルチュラリティとの関連を意識したアー

ト教育の実践を促進することを目指しているか

らだ。

このようなアート教育に対する教育省の積極

的な取り組みを示すプロジェクトの例として挙

げられるものに、Orquestandoプロジェクトが

ある。もともと著名な音楽家が 2008年に始め、

2012年からは教育省の正式な教育政策に課外活

動として組み込まれることになった。プロジェ

クトは合唱・吹奏楽・オーケストラの三部門か

ら成るもので、主に恵まれない子どもを対象に

して無料で音楽の訓練を授けることによって、

自己尊厳意識を高めて社会的能力開発につなげ

ることが目指されている (Orquestando ホーム

ページ)。

こうしたプロジェクトは、既存の教育メカニ

ズムの中では恵まれてこなかった人にいわゆる

ハイカルチャーに触れる機会を与えるという意

味では、社会的包摂を目指すシチズンシップ教

育と評価されるだろう。しかし、教育省がこの

ようなプロジェクトにお墨付きを与えることが、

逆に西洋音楽は学校などの公的スペースで認め

られる音楽、アンデス音楽は私的な集まりでし

か演奏されない音楽、というコロニアルな文化
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ヘゲモニーを強化する役割を果たすことになる

矛盾をはらむものともいえるだろう（Ricardo

Gálvezインタビュー）。

他方、インターカルチュラリティを通じたク

リエーティブな教育が学校教育の現場で実践さ

れているのは、いわゆるエリート校である。次

節で詳述するが、2016年現在、公立校において

はドラマ／演劇は科目として教えられていない

のに対し、一ヶ月の授業料が５万円以上の設定

になっているような私立校では、演劇的手法を

活用した教育の専門家による授業が展開されて

いる。

このような格差を埋めるために、教育省が

OEI と共催で行っている教員向けセミナー

（Programa de Artes Escénicas en la Escuela:

PASEE）では、演劇的手法を活用した教育を普

及させるための研修が行われている。インター

カルチュラルなシチズンシップ教育を進めるた

めに、ドラマ／演劇は平和的・倫理的・民主主

義的共存を達成するために最も有力な教育手法

と位置づけられるからだ。2016年 5月にリマ

で行われたセミナーでは 150名を越える就学前

教育から中等教育に関わる教員らが参加してい

るが、この数年、同セミナーはリマのみならず、

地方都市でも開催されて人気を博している。講

師を務めるのは、ペルー人だけではなく、OEI

加盟国の専門家も多数含まれており、こうした

セミナーが加盟諸国で実施されていることが反

映している。

ペルーでは、ドラマ／演劇分野の高等教育機

関としては、国立演劇高等教育機関（Escuela

Nacional Superior de Arte Dramático: ENSAD）

があり、演技（Actuación）、舞台芸術（ Diseño

Escenográfico）、ドラマ／演劇教育（Pedagogía

Teatral）の三コースに専門化しており、学校で

ドラマ／演劇を教えている教員は同機関におい

て教育および演技コースを修了している者が少

なくない。しかし、同分野において先進的取り

組みがされているスペイン語圏およびドラマ教

育が盛んな英語圏の教育機関でトレーニングを

受けた人材も活躍しており、本稿 2節で紹介し

たようにOEIによる同分野での人材開発におけ

る役割は益々大きくなることが予想される。

4.教育現場における実践をめぐって

前節で言及したように、演劇的手法を活用し

た教育が行われているか、ドラマ／演劇科目が

授業として設置されている学校教育現場は、高

所得者層の子どもが通うエリート校だが、地域

コミュニティを拠点にしてドラマ／演劇を通じ

た市民教育活動が活発に行われているのは、低

所得者層コミュニティである。皮肉なことに、

「先進的」教育は、社会階層の両極において実

現している。それは、両階層が、異なる文脈に

よって外国とむすびつく機会に恵まれているこ

とに依っているようにみえる。

筆者が授業参観することができたドラマ／演

劇を授業科目として開設している学校は、St.

Gorge’s Collegeという英国式教育を英語・スペ

イン語のバイリンガルで行っているリマにある

幼稚園から中等教育機関までを有する学校であ

る（現在の校舎があるミラフローレス地区にバ

イリンガル学校として存立するようになったの

は 1956年）。本稿 1節でも言及したように、英

国ではドラマ／演劇が授業科目となって久しい。

同校では校内で演劇フェスティバルが半年ごと

に開催されるだけでなく、リマ市内を拠点とす

る 5校の英国系教育機関が集まって毎年演劇コ

ンクールが行われている。ドラマ／演劇の授業

での使用言語は下の学年はスペイン語だが、学

年が上がると徐々に英語学習の効果もねらった

英語劇を言語科目担当教員と一緒に行っている
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という。

筆者は、Pre-Kinder(4歳児・5歳児)クラスに

始まり、日本の小学校 4・5年・中学 1年に相当

する学年までの授業を 2日にわたって見学した。

4・5歳児クラスでは、呼吸の仕方や声の出し方

を指人形や風船を使って楽しみながら実習でき

る工夫に満ちていた。小学校レベルからは、照

明と音響施設を備えた舞台がある教室において

行われる。小学校 5年生クラスでは、悲喜劇の

スクリプトをグループごとに創作して演じるこ

とが課せられ、中学 1年生レベルでは、照明や

音響効果を加えたオリジナルの創作劇を演じる

ことやグループで即興のボディワークをするこ

とが課せられていた。これらの授業は、身体を

使った表現力を向上させるだけでなく、自分を

知り、他者を理解することやグループワークの

大切さを学習し、想像力／創造力を発揮する絶

好の機会を提供していることがよく分かるもの

だった。

他方、地方において恵まれない環境にある子

どもを対象にしたアートを活用した教育に取り

組んでいる事例も紹介しよう。カハマルカを拠

点とする市民団体Warmayllu（ケチュア語で「子

どものコミュニティ」の意）である。同団体は

1999 年に創設者がカハマルカの農村部にある

学校でボランティアのアート教室を始めたこと

により、地域の学校で「アートと教育」に関心

を持つ人々のネットワークが徐々に形成され、

2002年にアソシエーションとして設立された。

フォード財団の財政支援を得て、「教育手法と

してのアート」プロジェクトを開始し、成果と

してパイロットケースのビデオ作成（インター

ネットで視聴可能）をすると同時に「教育とアー

トとインターカルチュラリティ」ネットワーク

（REDEAI）を結成した。その後も、オランダ

のBernard Van Leer財団やフォード財団の支援

を受け、カハマルカでの幼稚園・中等学校の創

設、地域を問わない初等教育レベルでのアート

を活用した教育のカリキュラム化の提案、アマ

ゾン地域における高等教育機関でのインターカ

ルチュラルなアート教育のプロジェクトを現地

の国立大学との協働で行うなど、同分野におい

て先端的な活動実績を残してきた（Warmayllu

のホームページ）。

インターカルチュラルな視点から演劇的手法

を活用する教材開発の事例が豊富に提示されて

いるWarmaylluの出版物では、アンデス地域に

おいて人々／民族の記憶を伝承する手段として、

歴史的な遺跡などのオープンスペースにおいて、

コミュニティメンバーが役者となり、時代を象

徴するような衣装によって演じられる民俗芸能

「インカ王の死」などに代表されるような文化実

践を再評価しながら、現在のペルーにおけるド

ラマ教育に活用できる資源のひとつとして位置

づけている（Warmayllu 2009: 198-200）。巻末

には、2009年現在のペルーにおけるドラマ／演

劇（Arte Dramático）に関連する諸団体リスト

が掲載されているが、ダンス、劇団、影絵劇団、

パントマイム、人形劇団、パフォーマンス劇団、

サーカス団、クラウン、関連するフェスティバ

ル・団体などの多岐にわたる同分野の現状が可

視化されている4（Warmayllu 2009: 253-255）。

このような地方の比較的恵まれない教育環境

の子どもと「最先端」の教育が受けられるリマ

の子どもが、インターカルチュラルな交流をイ

ンカ道において行う Qhapaq ñan 2012-13プロ

ジェクトが、文化省インターカルチュラル局主

4ペルーの劇団の中でも社会状況へのクリティカルな意
識に基づいた息の長いユニークな活動によって比類なき位
置を占めている劇団 Yuyachkani（1971 年結成、ケチュア
語で「私たちは思い出す」「私たちは考える」の意）に関し
ては、日本語でも紹介されているので参照されたい（細谷
2004;後藤 2009）。
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催で行われた。筆者は、その様子をデザイン部

門指導者の一人として参加した Ricardo Gálvez

氏の体験談としてきくことができた（Ricardo

Gálvezインタビュー）。それは、現在のペルー

におけるドラマを活用した教育手法によるイン

ターカルチュラルなシチズンシップ教育の達成

と課題を示している興味深い事例と思われる。

以下、その様子を簡単に紹介しよう。

同プロジェクトは、全国各地から選ばれた 16

～17歳の青少年 26人が、現在まで残るアンデ

ス地域のインカ道を 4日間にわたって歩き、実

際にインカ道を継承しているコミュニティを訪

ねて文化遺産としての価値を再評価して、「共

に生きる (Convivencia)」経験をもとにして、最

終的には 1時間のドラマにして上演することで

締めくくるというインターカルチュラルなシチ

ズンシップ教育の企画だった。

4日間のインカ道を実際に歩く経験を共有し

て、異なるバックグラウンドを乗り越えて友情を

深めたかにみえた青少年たちの間に亀裂が走っ

たのは、最終的なドラマのシナリオを考えるた

めの話し合いの場だったという。上演前日の午

後から夜にかけて３～４時間にもおよぶ話し合

いが決裂したので、上演は無理だとリーダー格

の学生が指導者のところに相談に現れた。話し

合いは Ricardo Gálvez 氏らの成人の指導者を

除いた青少年だけで行われていたのだ。話し合

いが決裂した原因は、話し合いの主導権をリマ

出身者やエリート教育を受けている私立校生が

「自然に」占有してしまうことに対する地方出身

者のフラストレーションだった。つまり、ドラ

マ／演劇教育に代表されるようなクリエーティ

ブな活動を学校などで経験したことのある言語

表現能力の高いメンバーが、話し合いの主導権

を握ってしまったのである。しかし、本来、ア

ンデス地域の文化遺産に対する高い意識を持っ

ているはずの地方出身者の考え方が話し合いの

場で十分に尊重されないままに練り上げられる

ドラマのシナリオに対して、地方出身者が同意

しない事態になったのだ。

何度も放棄されようとした話し合いの末、最

終的には、このようなメンバーの間に起きた問題

をシナリオ化して、インターカルチュラルな学び

がいかに困難なのかを表現するドラマにして上

演することができた。メンバー間でのインター

カルチュラルな学びのプロセスをドラマに表現

することによって、メンバー間での決裂を修復で

きたのだ。その過程を指導者としての Ricardo

Gálvez 氏は基本的に見守る方針を貫いたのだ

が、上演された成果を観て大きな感動を覚え、

演劇的手法による教育の成果に確信をもつ契機

になったという。

このような体験をもとに、青少年達が大きな

達成感に包まれて自己尊厳感を高めたことは言

うまでもないだろう。しかも、インターカルチュ

ラルなシチズンシップとは机上の理論なのでは

なく、自分たちが生きている現場で向かい合う

課題であることが実感される絶好の機会となっ

ただろう。それは、ドラマ／演劇という形式を

提供することによって、現実の異文化間コンフ

リクトを多様な視座から認識しなおすことがで

きたからこそ、達成されたものなのではないか、

と Ricardo Gálvez氏は分析している。

5. おわりに

最後に、高等教育機関において演劇的手法を

活用した教育が行われている現場について紹介

しよう。本稿 3節で言及したように、ドラマ／

演劇教育を専門的に学ぶ国立演劇高等教育機関

はあるが、それ以外の学問分野で今もっとも演

劇的手法を活用した教育が行われているのは、

前出の Ricardo Gálvez氏によれば、氏も講師を
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務めた経験のあるペルー・カトリック大学のよ

うな名門大学における企業経営幹部陣や総合政

策の専門家を養成する経営学部や総合政策学部

（Facultad de Gestión）だという。そうした意味

では、演劇的手法を活用した教育は、個人レベ

ルでのインターカルチュラルな学びを促進する

ことによって、課題解決能力を高める趣旨で活

用されている。

このような傾向は、いわば演劇的手法を活用

した教育の「脱政治化」もしくは「再政治化」

と評価できるかもしれない。本稿 1節で言及し

たように、ラテンアメリカにおける演劇的手法

を活用した教育の 1960～70年代における普及

は、被抑圧者の側に立って社会変革を促進しよ

うとするムーブメントの中にあってこそ機能し

たものであろう。そのような社会変革と個人レ

ベルでの人間開発を連動させる仕掛けとしての

ドラマ／演劇へのまなざしは、21世紀のラテン

アメリカにおいても脈々と受け継がれている。

他方、そのような社会への批判的働きかけを抑

制しつつ、むしろ今ある社会体制への個々人の

順応を促進するための手法としてドラマ／演劇

に注目する勢力が台頭しつつあるようにも見え

る。現状としては、こうした異なるベクトルの

間に演劇的手法を活用した教育が位置づけられ

ているのだろう。

ここまでの展望を踏まえると、ペルーの多様

なバックグラウンドをもつ国民統合を進めるた

めに、教育省や文化省がアートを通じたインター

カルチュラルなシチズンシップ教育を奨励して

いる現状は、ラテンアメリカ諸国や欧米諸国の

動向と連動しながら 21世紀の新しいガバナン

スのあり方を示唆するもののように思われる。

他方、文化活動は国家の政策によってのみ道筋

が規定されるわけではなく、それぞれの文化が

もつ固有のダイナミズムがどのような展開をみ

せることになるのか、誰にも予想がつかないと

ころにこそアートの面白さがあるともいえるだ

ろう。そうした意味でも、今後の演劇的手法を

活用した教育の展開からは目が離せないことは

確かだ。
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