長崎を舞台にショートショート塾
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通じてたくさんの方に読書の楽しさを伝えて
いくことを目標に動いてまいりました。来年
度はさらに多くの方に、創作や読書の楽しさ
を伝えられるよう活動を続けていきたいと思
っています。

■ 塾の目的 ■
塾長

長野 大生

私たち「長崎を舞台にショートショート
塾」では、子どもたちの読解力向上を目的に

■ 塾長コメント ■

活動をスタートしました。

まずは、この疫病禍における難しい状況の

経済協力開発機構が実施した学習到達度調

中、私たちの活動を支えてくださった伝習所

査〈PISA〉の調査結果によると、日本人の読

事務局のみなさま、並びに文化振興課のみな

解力が著しく低下。

さま、本当にありがとうございました。初め
ての塾活動ということで至らない点も多くご
ざいましたが、何とか成果物であるショート
ショート集『道に落ちていたカステラ』を完
成させることができました。
ショートショートを活用してまちづくり活
動をと思い立ったきっかけが、ある本で取り
上げられていた「ショートショート発想法」
との出逢い（詳細は後述「塾の研究・活動内
容」に記載）。今でこそショートショートを
活用したまちづくりの道筋がぼんやりと見え
てきましたが、当初は「おもしろそう！」と
いう好奇心の方が強かったように思います。
「創作が楽しい」「長崎のこんなところは知
らなかった」という塾生さんの声や、みるみ
るうちに広がっていくアイデア。この光景が、

（PISA 調査結果より）

長崎のいろんな場所で見られたらいいのに。
この楽しさを、長崎で暮らすたくさんの人た

もちろん他国の成長や発展に伴う部分もあ

ちに届けられたらいいのに。塾生のみなさん

るため一概に「下がっている」とは言えない

と活動を続けていく中で、そんなことをよく

かもしれません。しかし、インターネットや

考えるようになりました。

電子機器の急速な普及に伴い、情報を簡単に

本年度は塾生のみなさんに創作の楽しさを
伝えること、そして、ショートショート集を

手に入れられるようになった現代で、読書の
機会は着実に減少傾向にあります。
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本塾でのワークショップを行う際に活用し

一作、こちらでも紹介させてください。

ている「ショートショート発想法」では、自
由な発想をもとに創作することの楽しさを味

▼道に落ちていたカステラ・続

わうことができ、実際に完成したショートシ

僕は尾曲がり猫。長崎に生まれて十数年。

ョートを読み合うことで読書へのハードルも

豊かな自然に囲まれたこの街で、潮風を感じ

下がります。あっと驚く結末に辿り着くまで

ながら海辺を散歩するのが毎朝の日課。漁港

の道のりも短く、感想の共有までスムーズに

に行けばおじちゃんがとれたての魚を分けて

進められるためコミュニケーションも円滑に。

くれる。長崎の人はみんな優しい。坂だらけ

まずはその手軽さを知っていただくことから

できついけれど、休みやすみ上った坂の上か

スタートしました。

らの見晴らしは最高。夜景だって世界で三本
指に入るぐらい美しい。

■ 塾の研究・活動内容 ■

ああ、ステキな町に生まれたなあ。有名な

はじめは「物語を書いたことがない」「頭

食べ物だってたくさん。ちゃんぽんに皿うど

がカタいからうまく想像できるか不安」とい

ん、トルコライスにカステラに…。だけどそ

う声も多かったことから、塾生向けのワーク

んな長崎のおいしいものを僕は今まで一度も

ショップに注力しました。

食べたことがない。一生に一度は食べてみた

秋口に差し掛かる頃には、「長崎といえ
ば？」のアイデアを探すためにフィールドワ

い。特にあの黄色いカステラ、おいしそうだ
なあ。

ークも実施。まちあるきをすることで、これ

ある晴れた日に、いつもと違う道を散歩し

まで知らなかった長崎の一面を見つけたり、

てみた。石畳の坂を上っていくと右手におみ

塾生同士の交流も見られました。

やげ屋が並んでいる。行き交う観光客の合間

その後、塾活動のメインテーマである文庫

を縫って前へ進むと、あの有名なカステラ屋

本の製作に着手しました。約 2 ヶ月間の執筆

が見える。近づいてみると店先に試食用のカ

期間中は、各自で物語を書くことはもちろん、

ステラが置いてあった。

グループワークで共作をするなど創作の幅も
広がったように思います。

あの、ずっと食べたいと思っていたカステ
ラ。これはチャンスだと思い、人の目を盗ん
で一切れくわえて全速力で駆け抜ける。人通

■ 塾活動の成果 ■

りの少ないグラバー園の入り口近くまで走っ

活動期間の終盤まで時間をかけてしまいま

てきた。ようやく念願のカステラが食べられ

し た が 、 何 と か 44 作 /計 208P の 文 庫 本

る。道のわきに置いて、一口かじってみる。

『道に落ちていたカステラ』を完成させるこ

…なんだ、このじゃりじゃりしたやつは。

とができました。

石を食べているみたいではないか。なんの

本書は 150 部を印刷し、市立中学校や公

味もしないじゃりじゃりした物体の何がおい

民館を中心に配布。より多くの方が訪れる場

しいのか？人間の食べ物はやっぱり猫の口に

所に設置していただくことで、手に取ってい

は合わないのか。

ただく機会を増やせたらと考えています。

僕はカステラを置いて散歩を続けた。

－ 39 －

長崎を舞台にショートショート塾 活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 3 年
6 月 19 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）塾生顔合わせ、超ショートショート講座

7 月 17 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）ナガサキワード発掘、個人での創作

8 月 21 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）「取材」から見える物語の引き出し方講座

9 月 18 日(土)

石橋～浜の町～寺町界隈

定例）まちあるきで知るナガサキの意外な一面

10 月 23 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）中間報告会の共有、創作グループワーク

11 月 13 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）アイデア出しグループワーク、作品執筆

12 月 18 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）作品集の感想シェア、伝習所まつり準備

1 月 8 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）伝習所まつり企画、役割分担ほか

2 月 26 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）文庫本配布、塾生以外向けワークショップ

3 月 19 日(土)

コワーキングスペースミナト

定例）年間振り返り、次年度へ向けてのお話

令和 4 年
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●本塾におけるショートショートの定義

●塾活動で生まれたナガサキワードの広がり

ナガサキを舞台にしたアイデアと、それを

・ネコ→かぎしっぽ→幸せを掴む→

活かした印象的な結末のある物語

ブーケトス→花嫁→結婚式
・ランタン→中国→パンダ→笹→七夕→

●ワークショップの概要

願い→初詣→神社→きつね→うどん

ショートショート作家・田丸雅智氏が監修

・歴史→異国情緒→シーボルト→オランダ→

するワークシート「超ショートショート講座」

鎖国→中国→ランタン→皿うどん→ハトシ

による方法をベースとします。詳細について

・海→魚→さしみ→アジ→アラ

は、以下 QR コードをご参照ください。

・夜景→稲佐山→ロープウェイ→別れる→
ハートロック

など……！

●塾活動における目的意識の変化
当初は「子どもたちの読解力向上」を大き
田丸雅智氏の公式サイトより

なテーマとして挙げていましたが、塾生のみ
なさんと活動を続けていく中で「ショートシ

●ワークショップのメリット

ョートや創作活動は、多世代で楽しめるもの

ショートショートをはじめとする物語の執
筆経験がない方や、文章を書くことが苦手な

ではないか」という想いが次第に強くなって
いきました。

方でも物語を書けるようになります。

今はまだ塾内における小さなコミュニティ
となっていますが、この輪を少しずつ広げて

●ワークショップで実際に生まれた作品

いくことが、ひいては長崎のまちづくりに繋

ここでは、本塾のワークショップにおいて

がっていくのではないかと考えています。

実際に生まれた作品を紹介します。
●ショートショートの可能性
我が家の東京五輪

文章力や読解力といった「学び」における

待ちに待った東京オリンピック。お父さん

活用についての見解が深まった一方で、地域

もお母さんも、そして私もバスケットボール

芸術や観光といった分野で、ショートショー

が大好きなバスケ一家の我が家では、応援に

トの可能性を感じる部分がありました。本章

も熱が入った。観戦用に新調したこのテレビ

では、各分野におけるショートショートの可

は、私たちの熱を感じて音量が上がる優れも

能性について取り上げていきたいと思います。

の。残り 2 秒、点差は 1 点。このシュートが
決まれば日本の優勝が決まる。放たれたボー

▼ショートショート×朗読

ルはリングを射抜き、見事日本が頂点に！私

偶然にも、塾生の約 1/4 が演劇に携わって

たちの声援もピークに達した頃、チャイムが

いる、または携わっていた方々でした。まん

鳴る。訪ねてきたのは、隣の家に住む A さん。

延防止措置に伴い中止となってしまった伝習

次の瞬間、テレビは消えていた。

所まつりのステージ企画では、実際の塾活動
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で生まれたショートショートの朗読を準備す

本作を読んだ塾生のみなさんは、口を揃え

るなど、塾全体で文化的な掛け合わせへの可

て「絵本にしたい」と話されていました。次

能性を感じています。

年度の活動で形にできるよう、検討を進めて
いきたいと思っています。

▼ショートショート×絵本（紙芝居）
こちらも文化的な掛け合わせになりますが、

▼ショートショート×観光

物語を書ける段階にない（文字が書けない）

グラバー園、出島、眼鏡橋など、
「長崎とい

子どもたちがショートショートに触れる機会

えば」の観光地。その周辺の街並みに、目を

のひとつとして、絵本や紙芝居が挙げられま

留める機会がもっとあってもいいのかもしれ

す。実際に塾生の方が創作された作品の中で、

ません。本当の歴史を学べるまちあるきが「長

平和の大切さを伝えながらも子どもたちが読

崎さるく」だとしたら、創作ショートショー

んでいて楽しくなれるようなものも。該当の

トで都市伝説的に描かれた場所を巡るまちあ

作品の一節を、以下にて紹介させてください。

るきは、さながら「裏さるく」？
ショートショートは創作ゆえに“無限に広

ポコペンのパン屋

げる”ことができます。何をきっかけに「長

ポコポコポコ。

崎」に興味を持つのか。そういった観点から

ペンペンペン。

も、ショートショートでアプローチできるの

ポコペンポコペンポコペンパン♪

ではないかと考えます。

毎月一回 9 日に、
きまってポコペンのパン屋がやってきます。

●参加された塾生さんの統計

開店時間は 11 時すぎ、
きっかり 2 分に焼き上がります。
（中略）
ねぇねぇ知ってる？
むかしむかし、
このまちが焼けた、あの日のこと。
真夏のあの日。
8 月 9 日。
11 時すぎの、きっかり 2 分。
まちが炎につつまれた。
（中略）
ポコポコポコ。
ペンペンペン。
ポコペンポコペンポコペンパン♪
天まで届け。みんなの笑顔の大合奏。
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●塾生の感想

F さん
途中参加だと難しい部分がありました。ご時

A さん

世柄、オンラインが多かったですが、もう少

一人ではなかなかとっつきにくいショートシ

し機能を有効に使って、いろんな人と交流す

ョート執筆ですが、みんなでアイデアを出し

ることを可能にできればいいのにな、と思い

合って作るというやり方で楽しかったです。

ました。フィールドワークの機会が増えると
もっと嬉しいです。

B さん
同じ志を持った仲間ができて良かったです！

G さん

SNS を見てなかったら知らなかったので、活

思っていたより難しかったですが、面白くし

動したくても知らない人がたくさんいると思

ようとする過程の楽しさを知り、作者の意図

います。さらに認知度を高められたらいいと

を考えるようになったりと読み方が変わりま

思います。

した。新しい繋がりも生まれ、参加して良か
ったなあと思っています。本当にありがとう

C さん

ございました！

初めて参加した日は、話の書き方を聞いても
理解しにくかったですが、書いていくうちに

H さん

徐々に分かってきた感じでした。初めての方

文章を書くことが苦手で不安もあったけど、

には、もう少し例題数を提示した方がいいと

ワークショップを通じて文章を書くことの敷

思います。伝習所まつりが中止になってすご

居を下げてくれたことがありがたかった。み

く残念でしたが、来年こそはぜひ～！！

んなで 1 つの物語を創ることも楽しかった。

D さん

●今後の塾活動でやってみたいこと

自分の発想だけでは限界があるけど、仲間の

・写真をもとにショートショート

視点をお借りすることで想像以上に愉快な世

・日めくりショートショート

界を旅することができました。

・紙芝居ショートショート
・朗読ショートショート

E さん

・また本をつくりたい

想像していた以上に楽しい時間でした。メン

・豆本をつくりたい

バーにも恵まれ、完成した本には大満足でし

・ほかの塾とのコラボをしたい

た。限られた時間や条件の中で物語を考える

・長崎の劇団とコラボしたい

ことが、こんなにもおもしろいとは思ってい
ませんでした。もっと挑戦したいし、もっと
多くの方に体験してほしいと思っています。
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長崎を舞台にショートショート塾
塾長

長野

大生

1

森

恭佑

21

大淵

靖子

41

2

森

勇吉

22

片山

胡桃

42

3

平山

叶奈子

23

三原

凜奈

43

4

中岡

党予

24

尾崎

鈴

44

5

亀井

琴絵

25

45

6

金原

久美子

26

46

7

松崎

文香

27

47

8

荒木

真波

28

48

9

林

29

49

春代

10

中村

留律子

30

50

11

木村

加世子

31

51

12

定本

知也

32

52

13

中山

愛都実

33

53

14

齊藤

秀男

34

54

15

梅木

沙彩

35

55

16

柳原

沙紀

36

56

17

一ノ瀬

惠介

37

57

18

高比良

健

38

58

19

堀畑

潤羽

39

59

20

竹村

陽子

40

事務局員
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文化振興課

馬場

文也

