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「いちまいばなし」入門 

はじめに 

「いちまいばなし入門」を手に取っていただきありがとうございます。

「いちまいばなし」は、一枚の紙に絵を描きながら、参加者に「何

が？どうした？どうなった？」と物語の展開を問いかけていき、その

場で即興のストーリーをつくるパフォーマンス活動です。２０１１年

に始まったこの活動で、私はこれまで２５００人以上の人々と、４０

０話あまりの物語を作ってきました。その中で、自分でも「いちまい

ばなし」をやってみたい、もしくは実際にやってみたという人も徐々

に現れ始めたこともあり、そんな酔狂な人たちのために、入門書とも

いうべきものを作ってみる事にしました。「いちまいばなし」はどこ

でも誰でも実施できるように、構成物や必要な環境はできるだけ容易

な条件にしてありますが、いざやってみるとなかなか難しく奥が深い

もので、私自身も３年ほど行って、ようやくものになってきたかなと

いうのが正直な感覚です。この入門書は、この活動を続ける中で見え

てきた、セオリーやテクニックを余すところなくみなさんに公開し、

「いちまいばなし」の魅力を多くの方に知ってもらうためのものです。

一読してもらい、「これなら自分でもできるのでは？」という気持ち

になっていただければ幸いです。 
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「いちまいばなし」心得 

わかりあえない事をわかりあう 

「いちまいばなし」に参加してみると、参加者それぞれが全く違う事

を考えていて、お互いを分かり合う事が容易ではないという事を痛感

させられます。私たちが生きている世の中もおよそそのような状況で

あり、互いに理解しあう事はもちろん理想ですが、現実はなかなかそ

う簡単ではありません。 

しかし、世の中は分かりあえることを前提とする言葉であふれていま

す。これは、個人を中心とした多様な生き方が可能になり、宗教、国

家や地域の共同体といった、自分と同じ物語を持たない者＝他者が増

えたことで、他者と分かり合いたいという欲求が高まっているからだ

と考えられます。ですが、分かり合うことの困難さを見ずに、簡単に

分かり合えると思いこんでしまう事は、非常に危うい事です。また逆

に、分かり合えないからしょうがないと最初から開きなおり、考えの

異なる者をできるだけ遠ざけ、場合によっては排斥するような態度も

ありますが、これも他者への不安をいたずらに助長するだけで、良い

行いとは言えないでしょう。 

多くのことを個人で済ませられるようになった現代ですが、それでも

どうやら我々は他者と関わることを抜きに生きてはいけないようです。

では、他者と「分かり合いたい」という希望と、「分かり合えない」

絶望の狭間で、どんな態度が必要なのか。「いちまいばなし」を通し

て私が伝えたいのは、分かり合えないという現状を確認した上で、ど

のような可能性が考えられるのかを想像するということです。 
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物語を作る中で邂逅する、簡単には理解できない他者のアイデアやイ

メージに対して、それぞれの参加者が今この時にどのように向き合え

るのか。波風立てずにその場の雰囲気に合わせるのか、もしくは他人

の意向を否定しても自分の理想を貫くのか、はたまた荒唐無稽な妄想

を投げかけて問題を提起するのか。その正解のない問答にそれぞれが

トライアルしてゆく事で「いちまいばなし」が紡がれて行きます。そ

んな過程を経て完成した物語を見てみると、他者との感覚のズレや認

識の祖語、または勘違いや当ての外れた気遣い、つまりは「分かり合

えない」ことがその不可解な魅力の源泉になっていることに気付かさ

れます。他者と断絶しているからこそ、創造の輝きが生まれるという

可能性を「いちまいばなし」は示しているのです。 

「分かり合いたい」という根源的な欲求は誰しもが持っていますが、

そんな事が可能なのかまだ私には分かりません。ただ、「分かりあう

事」を盲目的に希求するよりも、「分かり合えないこと」を受け入れ

たうえで戯れ、楽しむ方が、その理想に近づけるのではと考えていま

す。「分かり合えない」断絶を前提に、「分かり合える」かもしれない

という希望を志向すること。それが「いちまいばなし」の根本にあり、

他の類似活動と区別する特徴になっています。 
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１章「いちまいばなし」を作る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実演の様子：２０１１年 
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０：準備するもの 

・ペン（１色）【必須】 

参加者全員が認識できる濃さや太さの線が書ける物。 

 

・大きめの紙、ホワイトボード【必須】 

あまり小さいとよくありません。A3サイズ以上は必要です。また、そ

れらを支えるイーゼルなどがあればより良いでしょう。 

 

・拍子木 

物語の始まりや終わりを分かりやすくするためにあるとよいです。 

 

・録音機 

記録物として残し、後に物語の文字起こしをするために必要です。反

省と検証から腕が磨かれます。 

 

・マイク、スピーカー、アンプなど 

賑やかな場所や、広い場所で行うときに必要です。 
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１：参加者を募る 

司会以外に最低３人の参加者が必要です。最大参加人数は２０人くら

いが限界だと思います。また、場に観客がいるよりは全員が参加者と

なる方が望ましいでしょう。 

 

【口上】 

「即興で物語を作るパフォーマンスを行います。参加者に物語の続き

を何がどうしたどうなったと順番に聞いてゆくので、それに答えても

らうと内容を絵に描いて、その場で物語を作ってゆきます。」 

 

 

参加したいと思う心 

参加する人は無理には誘わないでください。全く興味がない人から面

白い物語を紡ぎだすテクニックは残念ながらまだ私も習得できていま

せん。そのかわり、少しでも興味がある人は取りこぼさないよう、ど

んどん巻き込んでいきましょう。 

 

他人を入れる 

参加者を募るときは、それぞれにとっての他人を必ずメンバーに入れ

て下さい。これは司会側のサクラでも構いません。見知った人のみで

行うと、緊張感が薄れて内輪ネタにはしり、物語が小さくなってしま

う事が多々あるので、家族や友達のみで行うときは注意してください。

「こんな事言って大丈夫かな？」「これって理解してもらえるかな？」

という気持ちが生まれることが重要です。 
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２：練習 

流れを理解してもらうために練習を行います。少人数を１周して短い

物語を作ります。練習に参加する人３～4人を指名し、回答の順番を

確認して、オチ担当を指名します。練習のお題は司会者が出します。

お題は山や川などの簡単な物が良いです。現地にちなんだ物だとより

良いでしょう。（ここは「山元町」だから「山」、近くに海があるから

「海」等）「◯◯から始まる練習のお話、始まり始まり〜」などと拍

子木を打って話を始め、１周で短い物語を作ります。オチがついたら

「めでたし、めでたし〜」といって締めます。 

 

【口上】 

「なかなか口で言っていても分からないと思うので、まずは練習をし

てみましょう。少人数で短い物語を作ります。１，２，３，４、この

4人で作って、この方がオチでお願いしますね。練習のお題は・・

○○なので、○で行きましょうか。物語の続きを聞いてゆくので、ど

んどん答えていって下さい。それでは練習の「いちまいばなし」はじ

まり、はじまり～。」 

 

何を言っても良いという雰囲気を作る 

お話だからなんでもありという事を伝えます。練習の話がすでにおか

しな話であれば、「いい感じですね、こんな風に次は本番行きましょ

う。」と、何の変哲も無い流れであれば、「だいぶ普通の話になっちゃ

いましたね。お話なのでなんでもありですよ。頭を柔らかくして次は

本番行きましょう。」などと伝えてください。 
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参加者の性質を見抜く。 

練習の中で、どんな素質を持った参加者なのかが垣間見え、そのこと

が本番に役立ちます。柔軟な発想を持った人は難しい展開の時に頼り

になり、あまりに言葉数の多い人は本番では物語を自分のものにして

しまわないように、発言を少しセーブさせる見切りがあった方が良い

でしょう。また、シャイなお子さんがいた場合は、本番の最初は簡単

な質問を回してあげるような配慮をする事もできるでしょう。 
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３：導入 

練習が終わると次は本番です。まずは参加者を何周して物語を作るか

を伝えます。２０回程度のやりとりが丁度良いと思うので、３人＝６

周 ４人＝５周 ７人＝３周 １０人程度＝２周 １５人以上＝１周

という形で決め、オチ担当も指名してください。その後、全体の流れ

を説明して、物語の始まり（お題）を決めます。お題は誰が決めても

良く、具体物から抽象的な概念までなんでも構いません。（「無」から

始まる時さえあります。）口上は以下のような形になります。 

 

【口上】 

「では次は本番です。本番は◯人なので◯周してもう少し長めに物語

を作っていきます。◯さんまたオチをよろしくお願いします。流れと

してはまずみなさんからお題＝物語の始まりを募集します。そこから

話を始めて◯周してお話ができたら、私が話をまとめるので、最後に

タイトル、お話の名前を決めて締めという事にします。では、まずお

題を募集します。何始まりがいいですかね？」 

 

「食べ物、建物、風景、におい、気持ち、絵にならないものでも大丈

夫です。（お題が決まったら）じゃあ◯から物語を作っていきましょ

う。」 
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４：ルール説明 

物語をより面白くするため（つまらなくなるリスクを避けるため）の

３つのルールがあるので、それらを以下のように説明します。 

 

ⅰ：みんなの知っていることを言う 

１つ目のルールは物語を矮小化させる原因である内輪ノリを防ぐため

にあります。作る物語がここで終わるのではなく、後に読む誰かがい

ることをイメージしてもらうとよいでしょう。 

 

【口上】 

「さて、今から物語作りを行っていきますが、その前に３つのルール

があります。物語をより面白くするための物なのでよく聞いてくださ

い。１つ目は『みんなの知っているものを言う』という事です。毎回

私はこの物語を記録して、またいろんな人に届けて行きます。なので、

分からないものが出てくると面白くありません。ゲームやアニメのキ

ャラクター、自分の知り合いは出さないでください。子供からおじい

ちゃんおばあちゃん、外国人まで分かるものをお願いします。」 
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ⅱ：順番を守る 

２つ目のルールは参加者の相談を禁じ、孤立させるためにあります。

できるだけそれぞれが自分の力で答えるように促してください。ただ

し、非常に幼い子供、非常にシャイな子供がどうしても回答に窮した

場合はこの限りではありません。 

 

【口上】 

「２つ目は『順番を守る』という事です。たまに人の順番なのに横か

らちゃちゃを入れてくる人がいますがこれはやめてください。」 
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ⅲ：場に沈黙が起こっても、温かい気持ちで見守る 

場に訪れる沈黙や気まずさが、緊張感を増幅させ参加者の思考を業に

近づけます。ただ、この時間があまり長く存在してしまうと、参加者

が萎縮することになるので、非常にバランスを取るのに技術が必要で

す。できるだけ良い形で沈黙を場に存在させるための心構えをしても

らえるように、このルールがあります。沈黙が起きても気楽でいてく

ださいねと伝えるために、少し笑わせるような口上になっています。 

 

【口上】 

「３つ目、これが一番重要です。たまに『シーン』となる時がありま

す。いわゆる沈黙の時間というやつですね。これはしょうがないんで

す。難しい事を聞いていきますからね。でもこの時間は何か考えてい

る、悩んでいるとても大切な時間です。だから少し待ってあげる。あ

んまり黙っている人の方を見ない。なんかスマホとかを見て目線をそ

らす。これを覚えておいてください。」 

 

【口上】 

「３つの約束、『みんなが知っていることを言う』『順番を守る』『シ

ーンとなっても温かい気持ちで見守る』これの３つを守れば面白い話

ができると思います。では、◯◯から始まる本番の『いちまいばなし』

始まり始まり〜（拍子木を鳴らす。）」 

 

 



 15  

 

５：本番  

ここから物語を作っていきます。（詳しい問答法は第２章で述べます。）

物語にオチが付いたら、「めでたし、めでたし～」と言って拍子木を

鳴らして閉めます。 
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６：まとめ 

ⅰ：振り返り 

オチがついたら、描かれた絵を手掛かりに思い出しながら物語をまと

めます。この手掛かりのために絵を描いている部分もあります。ここ

をすらすらまとめることができると、エンターテイメント性が向上し、

野外での公演に耐えうるコンテンツに近づきます。 

 

ⅱ：タイトル命名 

完成した物語のタイトルを参加者に決めてもらいます。一人で決めて

も、複数人で決めても構いません。なかなか案が出ない時は、「まず

このワードは入れたいというのはありますか？」と聞いて、出てきた

ワードやテーマから始めると良いでしょう。 

 

【口上】 

「では最後の大仕事、この物語の名前＝タイトルを決めましょう。こ

んなタイトルが良いっていうもの、何かありますか？」 
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ⅲ：総括 

「いちまいばなし」が何のために行われているかを伝え、実演を終え

ます。参加者の興味が高い場合は、ここで後述の類型（第４章）など

について紹介しても良いでしょう。 

 

【口上】 

「こんな風に毎回『いちまいばなし』の物語は面白いものになって行

きますが、それは参加した皆さんが全く別々のことを考えていて、さ

らに作っていく中でお互いのことが全然分かり合えなかったというこ

とが大きく影響しています。一つのモノをみんなで作るという時には、

なんとなくみんなが一致団結、心を一つにしなければならないと言わ

れがちですが、私はこの活動をしていてそうはあまり思いません。な

ぜなら、みんなバラバラで互いに分かり合えないことの方が普通の状

態だと思うからです。なので、そのバラバラのままで、どんな可能性

があるのかを考えて、今日のように悩んで想像してゆくと、こんな風

に一人では思いつかないような世界が見えてくるのかなと思います。

分かり合えないことが魅力になるということを知っていただいたとこ

ろで、お開きにしたいと思います。今日はご参加ありがとうございま

した。めでたし、めでたし～」（拍子木を鳴らす。） 

 

 

 

 



 18  

 

２章「いちまいばなし」問答法 
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１：基本の情景をつくる 

まずは、核となる情景を作って行きます。誰（主体）がどこ（場）で

何をしている（行為と対象）。という状況が、「いちまいばなし」の基

本の情景となります。 

 

主体： 

「誰（何が）がいますか？」 

物語の主人公や、登場人物を聞く。 

＊誰が？と聞くと回答が人間に限定されてしまうことがあるため注意。 

 

場： 

「これはどこ〜ですか？」 

場所を聞く。 

 

行為： 

「何をしているんですか？」 

主体などが行っている行為を聞く。 

 

対象： 

「何に（行為）してるんですか？」 

行為や働きかけの対象を聞く。 

食べる→何を？  

行く→どこへ？  

あげる→誰に？ 
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１＠：転換 

第１段階の状況で妙な展開がすでにできていると、第２段階への移行

がスムーズに行えますが、「お父さんが、家で、カレーを食べている」

等、なんの変哲も無い話ができつつある時はその後の展開がしやすく

なるように、「すると」というマジックワードを使って物語の転換を

促します。このことによって、物語に変調が生まれ、話が広がるきっ

かけとなります。 

 

転換： 

「すると、どんなことが起こったんですか？」 

「すると？」にイントネーションを置くと良い。 
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２：情景の具体化 

基本の情景の詳細を具体化し、その理由付けや原因を聞いて行きます。

物語の妙な部分、不思議な部分にフォーカスを当て、情景の解像度を

上げて行きます。 

 

具体化： 

「どんな◯◯なんですか？」 

主体、行為、場所、反応などが具体的にどのようなものだったかとい

う詳細を聞く。 

 

反応： 

「◯◯はどうした？」 

行為や働きかけによる主体や対象の反応を聞く。 

 

理由： 

「どうして◯◯したんですか？」 

「どうしてこうなってしまったんですか？」 

主体などが行った行為の理由、もしくは現在の状態の原因を聞く。 

 

方法： 

「どうやって◯◯したらいいんでしょう？」 

行為などが遂行されるための方法を聞く。 
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３：丸投げ 

展開を丸投げして物語を広げて行きます。最も回答の自由度が高い問

いかけなので、後半はこの展開を繋げて物語を広げて行き、オチまで

持ってゆくと良いでしょう。 

 

展開： 

「〜と、どうなった？」 

話の続きを丸ごと問いかける。 
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３＠：上級テクニック 

より高度に場を扱うためのテクニック。 

 

視点の転換： 

「一方こちらはどうなってますか？」 

物語の軸が分岐していった場合にもう一方の状況を聞く。 

 

選択： 

「◯◯か××がどっちなんでしょう？」 

「これはこのままでいいの？」 

「これは美味しかった？」 

回答に窮してしまうような参加者がいた場合、問いかけを是非で答え

られるよう簡易化する。 

 

ツッコミ： 

物語の不可解な内容などに対して、皮肉や驚きを表し笑いを誘う。ま

た、ツッコむことで想像力が広がることもある。 

 

主体の目的、解決すべき問題の明確化： 

よいタイミングで理由について問いかけ、主体の目的や意思をはっき

りさせること、（どうしてこんなことをしているのか、何がしたいの

か等）物語の中で解決すべき問題をあらわにすること（病気を治した

い、店にお客さんがこない等）ができれば、参加者がどのような方向

で物語を進めるべきかのヒントとなり、展開がしやすくなる。 
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４：その他 

a：絵の描き方 

画面に描く絵は上手くなくても問題ありません。ここで描く絵は自分

が後で振り返る時（ｐ１６第１章 ６－ⅰ）、何が出てきたかを確認す

るための物語の設計図程度に考えてください。むしろ、絵から情景や

登場人物のキャラクターが伝わりすぎると、参加者の想像力がそちら

に引っ張られていまい、好ましくありません。登場人物の表情などは

書かずにのっぺらぼうにしておくくらいが良いでしょう。また、絵の

クオリティを参加者から突っ込まれた時は、「皆さんの想像力をより

豊かにするために、ワザとこう書いてます」などと言って、笑いを誘

ってください。 

そうは言っても絵に自信が無いという方には、「森進一方式」という

書き方があります。これは、絵を描く時にモチーフの名前を言いなが

ら描く方法です。◯を描きながら、「お饅頭です」といえばそれはお

饅頭になるし、「お月様です」といえばそれは月になります。ここで

描く絵は、モチーフそのものに見えるかというよりも、描かれたもの

が何であるかがその場の人に伝われば良いので、これでも問題はあり

ません。 

＊「森進一方式」の名前の由来は、モノマネが上手くない人がモチー

フになる人の名前を言いながらマネをするところから来ています。く

ぐもった声で「こんばんは、森進一です。」といえば、誰でも何のマ

ネをしているか一発でわかるようになります。（ただ、その分モノマ

ネをしている意味は無くなりますが・・） 
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（参考）佐藤の絵 タイトルも画面に書き込むとよいでしょう。 
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b：お題が概念である場合の流れ 

お題は「主体」か「場」であることが多いですが、お題が概念的な物

だった場合も、以下のように、多少強引に第一段階の流れにもってい

けば問題ありません。 

 

「人生」 

→主体：誰の人生だったのか 

 

「旅」 

→ 主体：誰の旅だったのか 

or 場：どこから始まる旅なのか？ 

or対象：どこへ向かう旅なのか？ 

 

「悲しい気持ち」 

→ 主体：誰の気持ちだったのか  

or 場：どこにあった気持ちなのか？ 
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c：決め口上 

流れの中でよく使う、笑いの起こるフレーズです。 

 

a:ファースト沈黙 

最初のお題を決めるときに、なかなか案が出ず、沈黙が起きた場合。 

 

【口上】 

「・・・・これがファースト沈黙ですね、なかなかここでスッと出る

ことはないですね。ここに子供さんがいると、みんなそっちの方をち

らっとみたりして、プレッシャーをかけることも多いですが・・今日

は大人ばかりなので、頑張りましょう。」 

 

b:しわ寄せ 

物語が進む中で参加者が答えあぐねて沈黙が起きた場合。 

 

【口上】 

「皆さんのしわよせが、一気に彼（彼女）に来てますね。」 

「みんなでそれぞれの首を絞めあってるという状況ですね。」 

 

c:最終沈黙 

タイトルを決める時に、沈黙が起きた場合 

 

【口上】 

「・・・これが最終沈黙ですね。みなさんの譲り合いの気持ちが溢れ

まくってますね・・・」 
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d：ワンクッション 

子供の参加者などが、どうしても返答ができずに沈黙が長く続いてし

まい、場全体の集中力が低下しそうな場合は、次の人に一旦順番を回

し答えてもらい、そのあとで再度回答してもらう。安易にこれをやり

すぎると参加者の逃げ道を作ってしまうので、注意が必要。 

 

e：相槌と繰り返し 

問いかけに対する参加者の返答にきちんと反応し、「あなたの意見を

受容しましたよ」と伝えることがとても重要です。「なるほど」「はい

はい」「ああ〜」などの相槌や、単純に発語内容を繰り返すことも効

果的です。また、この時に臨場感を上げるために効果音などを入れ込

んでも良いでしょう。 

 

「何がいましたか？」 

「ゾウがいた。」 

「なるほど、ゾウがいた。」 

 

「これどうやってここまで行けばいいんですか？」 

「穴を掘って・・」 

「名案ですね。ザクザクと穴を掘ってゆくと。」 

 

「これはこの後どうなっちゃうんですか？」 

「みんなでパーティーする。」 

「いい感じですね。みんなでワイワイ、パーティーが始まる。」 
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f：笑いが物語を導く 

物語を作る時に参加者は基本的に相談などができずに暗中模索で物語

の面白さを探ってゆく状態にありますが、会場に起こる笑い声が「今

この物語の何が面白いのか」を表す手掛かりとなり、参加者が物語の

方向性などを想像する良いきっかけとなります。司会者は、会場で起

きる笑いについて常に敏感であってください。 

 

g：泥舟感 

物語を作っているときは、みんなで泥船に乗っているような感覚があ

るとよいでしょう。誰もが必死で漕いでいないと沈んでしまうような

危機感や緊張感が集中力を生み、それがふとしたことに笑うことがで

きるきっかけにもなります。仲間内やあまりにも大人数で行ってしま

うとこの緊張感がなくなり、大型船に乗っているような感覚になって、

自分一人くらい適当に参加していても大丈夫だろうという気持ちが生

まれてしまいます。司会も船頭としては頼りないくらいがちょうどよ

いでしょう。 

 

ｈ：安定と不安定を繰り返す 

「いちまいばなし」の物語は安定（調和、コスモス）と不安定（混沌、

カオス）を繰り返しながら展開してゆきます。自然にこの展開が繰り

返されるのが望ましいですが、どちらかの展開が長く続き過ぎること

もよくあります。その場合は、ｐ２０の「すると？」を用いて、流れ

の転換を促すと、よりスムーズに物語を進められるでしょう。 
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i：責任と無責任の狭間 

司会は、物語を面白くしなければという責任感にとらわれてしまうと

うまくいきません。物語はどうやっても面白くなるし、面白くさせな

ければならない責任はむしろ参加者にあるのだという、開き直った無

責任感も必要です。本書に書いてあるような手練手管を講じてつまら

なくなるリスクを排除することは必要ですが、こちらが万全を期した

上で、さあ面白い話を作って下さいと参加者に丸投げしましょう。物

語に困難な展開が起こっても、それを解決するのは参加者の役割です。

自分で悩まず、どのようにうまく参加者に責任を擦り付けてゆくかを

考えましょう。 

 

j：全てを受け入れる 

ｐ１２１章４のルールに反していないものであれば、参加者から何が

発せられても動じずにいましょう。リアクションとして驚くのは良い

ですが、戸惑ったりするのはよくありません。下ネタ、残酷描写、宗

教、政治、何でもありなところが面白さに繋がります。ただ、特定の

誰かを傷つけたり、貶めることは好ましくないので、「みんなが知っ

ていることを言う」というルールをうまく盾にしてそのような流れは

回避してください。 
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k：どこまでコントロールするのか 

筆者のように実演を続けてゆくと、本書に記されたテクニックのよう

なセオリーが出来上がり、物語をある程度コントロールできるような

気持ちになります。しかし同時にそれは、参加者の発想の可能性を限

定してしまうのではないかというジレンマを感じることにもなるかも

しれません。筆者自身もこのことに葛藤がありましたが、心配せずと

も参加者の想像力は、この程度で狭まってしまうものではありません。

どんなに策を講じても、毎回「いちまいばなし」の想像力は、イメー

ジのさらに上を行ってくれます。司会は流れを管理することに万全を

尽くしつつ、どんな展開になろうとも対処できる柔軟な身構えを持っ

てください。 

 

l：実施する場について 

「いちまいばなし」を作るには、参加者の集中力が非常に重要です。

その集中力を生むためには、場にいる全員が参加者であることが望ま

しく、参加する人のほかに何十人も観客のいるステージのような場で

行うのは困難を伴います。同じく集中力を削ぐ、お酒や食べ物などが

ある場も好ましくありません。また、野外で通行人などを参加者に行

うときは、集中力が切れるのが室内よりも早いので、実演のテンポを

上げ、笑いが起こる分量を多めにして、エンターテイメントとしての

面白さを重視するとよいでしょう。 
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m：全てが面白いと感じる場を作る 

「いちまいばなし」に登場するモノやコトそれ自体は別段面白い物で

はありません。誰もが面白いと感じる物は世の中にそれほど無いはず

なのに、なぜ毎回面白い物語ができてしまうのか。それは、私たちの

中に全てのモノやコトを面白く感じられる心があるからだと私は思っ

ています。そのような心を現場の参加者に持ってもらえるかどうかが、

この活動では非常に重要で、司会として面白い言葉や物語そのものを

作ろうとするのではなく、何が出てきても笑ってしまうような場を作

ってゆく事を心がけて下さい。 

 

n：業に近づけるか 

人の持っている欲や業、性（さが）といったものにどれだけ近づける

かが、物語の面白さに大きく関わってきます。「人前で恥をかかない

ように面白くしなきゃ」「上手い事を言いたいな」という羞恥心や自

己顕示欲もそうですし、「小さい子がいるから美しい、正しい話にし

なきゃ」というある種の配慮も、裏を返せばそうあってほしいという

その人自身の欲望の現れだったりします。そんな参加者の欲を通して

言葉が出てきたとき、物語の魅力は増して行きます。そのためには参

加者を孤立させ、本性が出てくるような状況に追い詰めてゆく事が重

要です。 
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すきまコラム１ 

 

「いちまいばなし」と「アートプロジェクト」 

「いちまいばなし」を始めたきっかけには、佐藤が行っている「アー

トプロジェクト」という、社会参与型の芸術活動の経験がベースにあ

ります。この活動は、場やそこに介在する共同体と密接に関係しなが

ら展開されるため、全くアートプロジェクトに縁がない人に対して、

現場を介さずに魅力を伝えることが非常に困難でした。その伝播の壁

に突き当たったとき、活動を写真や映像などでそのまま伝えるのでは

なく、同様の状況を擬似的に体験する事で共有できないかということ

から「いちまいばなし」が生まれました。この即興物語作りには、ま

だ見えない地点へ参加者がそれぞれの考える「面白さ」を手掛かりに

暗中模索で向かっていく点や、完成作品そのもの（絵や物語）ではな

く、製作の過程とそこに参加することが最大の魅力であるという点、

そして参加者がそれぞれの思惑や利害によって関わることで成立して

いる点等が「アートプロジェクト」の構造と類似していると考えてい

ます。ほとんど場所を選ばず、最低参加者３人で１５分から実施でき

るこの活動をまず体験してすることで、現在日本各地で行われている

「アートプロジェクト」に人が関わる楽しさと困難さの表裏一体の関

係を体験することができるようになっています。 
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３章：実践編 

ここからは、実際の流れをもとに問答を解説してゆきます。 

◆司会の問いかけ：◇参加者の返答：＊現場の状況 と表記します。 
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＜完成した物語＞ 

「真秋の夜の夢」  

２０１５年８月９日 新潟県十日町市にて 

 

あるところに米作りをしているおじいさんがいました。 

田んぼの石ころをとるために、 

近所のおばあさんと作業をしていると恋が芽生え、 

おじいさんは長い手紙を書いて、おばあさんを月見に誘いました。 

おばあさんはお団子をつくりましたが、 

その日は天気が悪かったので、おじいさんの頭で月見をしました。 

今度は、おばあさんがおじいさんを紅葉デートに誘いました。 

おじいさんは喜び、田んぼをがんばっていると、 

どんどん体が鍛えられていき、モテるようになりました。 

若い娘に興味を持つようになったおじいさんを見て、 

おばあさんも化粧をするようになり、きれいになり、 

モテるようになりました。 

すると村ができ、 

田んぼがなくなるほど人が増えてしまいましたとさ。 
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お題：米作り（行為） 

◆「あるところで米作りが行われていたらしいですけれども、 

どこで米作りが行われていたのですか？」： 場 

◇「たんぼ。」 

◆「誰がやっていたのですか？」：主体 

◇「ひっこしてきたおじいさん。」 

 

米作りという「行為」から始まった話なので、まずは「場」と「主体」

を揃えてみるが、展開が特殊なものにはならなかった。強いて言えば

「引っ越してきた」という部分が少し広がりを持ちそうなワードなの

で、心に留めておく。 

 

◆「このまちに新しくやってきたおじいさんが米作り。 

米作りにはいろいろな段階がありますが、 

今はどういう段階？」 ：具体化 

◇「田植え。」 

◆「田植えはどんな感じ？」：具体化 

◇「石ばっかりで苦労している。」 

 

「行為」を具体化してゆく。発語された単語はできるだけ広がりを持

って受け止め、その可能性の中から具体化することで、一見何でもな

い単語から広がりを持った展開を生み出せることがある。「海」→

「海のどこなのか？」→「深海」、「雨」→「どんな雨？」→「豪

雨」、などと続けば状況の特殊性が増して展開しやすくなる。「具体

化」の質問であっても、ふわっとした抽象的な回答でかわされてしま

うことも多いので、今回のように連続して聞くなどして、文字通り

「具体的」なワードを引き出すことが重要になる。 
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◆「なるほど、田んぼに石がごろごろしている。 

田植えできる段階じゃないと、どうする？」： 方法 

◇「人を呼んできて一緒に。」 

◆「誰をよんできたらいい？」：対象 

◇「近所の人。」 

◆「ひっこしたばっかりで知り合いがるんですかね？」：選択 

◇「できました。」 

 

「石がゴロゴロしている」という困難な状況が出てきたので、どのよ

うにそれを解決すべきか聞いてみると、「人を呼ぶ」という「方法」

が出てきたので、その「対象」を聞いてみる。「近所の人」との答え

に、「引っ越してきた」という状況との食い違いを感じたので、その

部分を膨らませるように切り返した。司会はこのような状況の違和感

に常に敏感であるべきで、その違和感にそって質問をしてゆくとよい。 

 

◆「誰ですか？」：具体化 

◇「となりのおばあさん。」 

◆「手が早いですね！もう女の人を捕まえて～  

このあとどうなるの？」：ツッコミ 展開 

◇「とりあえずみんなで石を掘りおこして一カ所にまとめる。」 

 

対象を具体化する段階で「おばあさん」が出てきた。恋愛の状況は展

開を加速させるきっかけとなる事が多いため、主体の「おじいさん」

と恋愛関係の発展を匂わせるようなツッコミを一つ入れておく。 

 

 

◆「石をとりのぞいてどうする？」：展開 
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◇「稲を植える。」 

◆「すると、どんなことがおこる？」：転換 展開 

◇「植えているうちにおばあさんと仲良くなる。」 

◆「仲良くなって二人はどうなる？」：展開 

◇「おじいさんからおばあさんに手紙を書く。」 

 

思惑通り、話の筋が２人の関係に傾倒していったので、ここからはそ

の筋をメインに「展開」の質問を主にしながら続けてゆく。 

 

◆「ラブレターですかね？おばあさんに何を伝える？」：具体化 

◇「まずは拝啓からはじまって、 

いつもお手伝いありがとうなどとぐだぐだ書いて、 

３枚目くらいから体どうですか？と心配しつつ、５枚目から～」 

◆「これ自分の経験はいってます？」 ：ツッコミ 

◇「５枚目に実はおばあさんあなたが気になるんだ、 

今度月見でもしませんか？と。」 

 

＊ラブレターの内容の具体化については、かなり面白い答えが得られ

たが、一人の人物が話しすぎの印象があったので、ツッコミによって

その流れを緩和した。物語を誰にもコントロールさせない（司会も含

め）事が「いちまいばなし」の面白さにつながる。 

 

◆「お月見デートだ！そんな手紙をもらって、 

おばあさんどうする？」 ：反応 

◇「だんごをつくる。」 

◆「月見団子をこしらえて、どうする？」：展開 

＊順番が来た小さい男の子が悩んでいる 
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◆「この恋の駆け引きが彼にどう伝わっているんですかね？」 

：ツッコミ 

 

恋愛の話に大人はかなり盛り上がるが、子供にとっては感情移入がし

にくく、このように沈黙が起きてしまう事が多々ある。ここではその

差異を「ツッコミ」によって際立たせる事によって笑いに変え、場を

和ませている。子供は特に質問に対して最後まで真剣に向き合ってし

まう事が多いので、このように場をほぐして「まあいっか」という気

分を作る事も必要。 

 

◆「腕組みシンキングタイムですね。 

ワンクッション置きましょうか。順番チェンジで次の方。」 

◇「おばあさんの家に訪ねる。」 

 

このまま沈黙が続くと良い流れを止めてしまいそうなので、次の人に

回答権を渡す。このあたりの采配は非常に難しく、悩んだ末に面白い

事が出てくる事もあれば、場が硬直して重い雰囲気になる原因にもな

る。臨機応変な判断が必要。 

 

◆「おじいさんがおばあさんの家に行くと？」：展開 

◇（男の子）「その日は曇り空だった！」 

＊会場 男の子の答えに感心する 

 

ここで回答権を男の子に戻す。悩んだかいがあってか面白い答えが出

てきた。会場からも関心の声が漏れる。このように会場の反応が大き

かった時は、次の司会の一声も大きく応え、「この流れ面白い！」と

いう事を全体に伝えるとよい。 
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◆「あらちょっと、お月見にはあんまりよくない。 

どうしましょう？」：展開 

◇「とりあえず、おじいさんの頭でお月見をする。」 

＊会場笑い 

◆「このお月見大丈夫？おばあさんの反応は？」：反応 

◇「大丈夫です！おばあさんは心が照らされる。」 

 

このあたりで参加者のイメージもかなりほぐれ、物語の流れも明確に

なってきたので、「展開」の丸投げ連続で転がして行く。 

 

◆「おじいさんのハゲ頭に照らされて、 

おばあちゃんはどうなっちゃうの？」：展開 

◇「おじいさんに好印象を持ったから、 

今度はおばあさんから紅葉デートに誘う。」 

◆「おじいさんはどうする？」：展開 反応 

◇「誘われてうれしくなって、田んぼの世話をがんばる。」 

◆「田んぼをがんばるとどうなる？」:展開 

◇「すごい体に･･･」 

◆「おじいさんの体が鍛えられてムキムキに！ 

どうなっちゃう？」:展開 

◇「おばあさんを捨てて、若い娘にはしる。」 

◆「モテはじめて、若い娘に興味がでてきちゃった。 

大丈夫なんですか？おばあさん。」:反応 視点の転換 

◇「おばあさんはおめかししだす。」 

◆「おばあさんが化粧をしてどうなる？」:展開 

◇「若返る。」 
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この辺りで、おじいさんとおばあさんが別方向に行動してゆく予兆が

あったので、おじいさんの方ばかりに展開が集中しないよう、「視点

の転換」を行う。 

 

◆「歳を感じさせなくなるほどおばあさんの容姿が美しくなって、 

どうなっちゃう？」：展開 

＊先ほどの男の子にまわる。沈黙 

◆「男と女っていう感じの流れできて、 

それを彼に託すという鬼畜な流れですね～」：ツッコミ 

＊男の子沈黙 

◆「一回クッションで、男としての先輩に聞きましょう。」 

＊彼のお父さんにまわる 

◇「おばあさんもモテはじめる。」 

◆「おばあちゃんもモテちゃって、どうなっちゃう？」：展開 

＊再び男の子へもどる。男の子沈黙。 

◆「おじいちゃんモテモテ おばあちゃんモテモテ、 

さあどうなっちゃう？」：展開 

＊男の子沈黙 

◆「完全に男と女のラブゲームに巻き込まれ、 

彼大事故ですね～」：ツッコミ 

＊会場笑い 

◆「じゃあ、いったん次の方へ行って、オチがんばる？」 

＊男の子頷く？ 

 

先ほどと同じような沈黙が起こり、ツッコミや連続質問での追い込み、

順番の交代など、様々な手で男の子にアプローチをかけるが状況は変
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わらず。最終判断としては彼の回答力に賭け、オチを託す事にする。 

 

◆「両方がモテちゃってたまらない。どうなっちゃう？」：展開 

◇「新しい村ができる。」 

◆「新しい村ができて･･･最後どうなっちゃう？」：展開 

◇（男の子）「田んぼがなくなった！！」 

＊会場笑い 

◆「田んぼがなくなるほど家がたくさん建ってしまったと。 

農業より少子化対策をとったのですね。 

なるほど、めでたし、めでたし～」 

 

＜総括＞ 

最初の「主体」「場」「行為」「対象」の段階で、特筆するところがな

い展開だったので、「転換」の「すると」を入れても良かったが、「具

体化」の段階で石がゴロゴロしているという「困難な状況」が自然に

出てきたため、そこを起点にすることで物語が良い形で展開していっ

た。おばあさんが対象として現れ、おじいさんとの関係作りを「ツッ

コミ」で匂わせたところ、そこへ話が傾いて行き、後半の流れの筋が

決まっていった。恋愛をベースにした事で、子供の回答が難しくなる

デメリットもあったが、回答を後ろへパスしたことが功を奏し、その

子は自分の力で答えることができ、なおかつ面白い回答を出すことが

できた。 
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すきまコラム２ 

 

Rちゃんの沈黙 

「いちまいばなし」の沈黙に関するルールができたのは、ある子供ア

トリエで出会った R ちゃんという女の子がきっかけでした。彼女はと

てもシャイで、問いかけに対してなかなか答えが出てきませんでした。

当時は私自身もまだ活動に慣れていなかったので、うまく緊張をほぐ

したりする事ができず、ただ真っ向から「どうなったの？」と聞く事

しかできませんでした。長い沈黙が続き、最終的に首のうなずきで内

容を YES  NO の２択で決めてもらう事にし、なんとか乗り切る事がで

きました。結果的に完成した物語は、今でも人気のある面白い物にな

ったのですが、正直私はその状況に落ち込んでいました。 

その後アトリエでの活動を終えた時、R ちゃんのお母さんと会う機会

がありました。そこで彼女の様子を聞かれ、正直ちょっと辛い思いを

させてしまったかもしれないと伝えると、お母さんは意外そうな顔を

していました。お母さんがその日の事を聞いた時、R ちゃんはすごく

やりきった感があったようだったと言うのです。どうやら彼女の心中

では、こちらの予想していた物と全く違う反応が起こっていたようで、

その後彼女がお小遣いで私の作った絵本を買ってくれたことも知りま

した。R ちゃんはとても好意的に「いちまいばなし」の事を受け入れ

ていたようなのです。この事を知った時、あの沈黙が実はとても重要

な物だったのだという事に気付き、そのプレッシャーがあったからこ

そ、その体験が強く心に残ったのではないだろうかと思いました。そ

れから私は回避しがちだった沈黙の時間にできるだけ立ち向かい、参

加者を心地よくするのではなく、より追い込むように実施のスタンス

を変えてゆき、沈黙に関する３つ目のルールができたのでした。 
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４章：類型 

「いちまいばなし」で、典型的な流れたモチーフなどについて 
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１：流れの類型 

対立系 

戦いや競争が起こり、登場人物が対立状態になる中で物語が展開して

ゆくもの。 

ロードムービー系 

移動してゆく中で物語が展開してゆくもの。 

連鎖系 

捕食や贈与などの行為が連鎖することで物語が展開してゆくもの。 

恋愛系 

登場人物の恋愛や結婚が中心になって物語が展開してゆくもの。内面

を問いかけてゆくと盛り上がる。 

祭り系 

お祭りやイベントが中心になって物語が展開してゆくもの。 

オセロ系 

「でも」「しかし」などの逆説を用いた、内容の覆りが多い展開。 

神頼み系 

神様に何かしらの願いを託す展開だが、素直に願いがかなえられるこ

とは多くない。 

乗っ取り系 

物語の途中で、いつの間にか主人公が入れ替わっている展開。 
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天丼系 

何度も同じ行為などを繰り返す流れ。（お笑いの用語に由来） 

全滅系 

物語の途中で登場人物が全ていなくなったり、死に絶えてしまう展開。

何もいなくなったところから植物の芽が生えてくるという展開につな

がることが多い。 

サメのおにぎり系 

普段は出会わない複数のモチーフが合わさってできる、新たなイメー

ジのこと。（第１話を参照にして命名） 

Ku:nel系 

「食べる」という行為の後に「寝る」という行為が連なる展開。その

後の展開がしにくくなるので注意。（同名の雑誌より命名） 

クジラ５２系 

発話されたものの、物語と何の関係も持たずに存在してしまったモチ

ーフのこと。（１匹だけ音の波長が合わず、誰ともコミュニケーショ

ンが取れていないという孤独なクジラをもとに命名） 

自主回収系 

自分が発話したものの、他の誰もいじらなかったモチーフや展開を、

発話者自らが次の周回で展開させてゆくこと。 
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２：タイトルの類型 

タイトルで一言 

物語の中に入れきれなかったメッセージや、後付けの設定などをタイ

トルに入れこんでしまうもの。 

「クリがある」「バナナが欲しい」等 

タイトルオチ 

タイトルで物語のオチを言ってしまうもの。物語にオチをつけた直後

にタイトルを決めるので、こうなってしまうことも多い。 

「穴掘って出られなくなったクマ」など 

＆系（金子みすゞ系） 

「○○と××」のように、２つのモチーフを並べて命名されたタイト

ル。モチーフが３つ以上になると、「金子みすゞ系」になる。（「わた

しと小鳥と鈴と」から命名） 

「タヌキと人間」「モンスターとダイアモンド」など 
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３：オチの類型 

パーティーオチ 

込み入った状況や、収集のつかない状況の中で、終盤唐突にパーティ

ーや宴会、バーベキューなどが行われ、なんとなくまとまった物語に

みせるオチ。 

スクランブルエッグオチ 

パーティーオチとは逆に、終盤までまとまっていた展開をいきなりか

き混ぜて不可解な終わり方にしてしまうオチ。 

儀式オチ 

不可解な展開を、そういう儀式だったという理由付けをするオチ。 

タヌキオチ（キツネオチ） 

不可解な展開を、タヌキやキツネの仕業として理由付けをするオチ。 

食われオチ 

何かに食べられてオチが付くもの。 

アメリカオチ 

最後になぜかアメリカに着いてしまうオチ。（ハワイ含む）
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４：モチーフの類型 

a:場所： 

海、山、川、空、野原、宇宙などが典型。 

タワー： 

スカイツリーや東京タワーなど。話が安定していれば、観光など

で上に上ってゆく展開、不安定であれば、落下する展開になる。 

ピラミッド： 

なぜかよく出てくる。神秘的な展開になることが多い。 

温泉： 

パーティー落ちの要素に使われることや、つかることで傷がいえ

る展開などもある。また、ここからお酒につながることも多い。 

遊園地、動物園、水族館： 

楽しいことが起こる場としてよく使われる。場の内容を羅列して

ゆくと平易な展開になるので、「この動物園の一番の売りは？」な

どと、まず特色を聞いてゆくとよい。 

ここ（今いる場所）： 

参加者が発想を放棄している場合に多く、続く参加者も実際に目

に映る内容ばかり答え、展開が広がらない危険性があるため、「現

実のここはこんな感じですが、この物語のこの場所はどうです

か？」などと切り返し、物語であるという事を強調したが良い。 

b:登場人物など 

動物、人間、王族、神、宇宙人などが典型。 
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おばけ、幽霊： 

物語に不安定な変化を起こす者として現れることが多い。 

サメ： 

物語に不安定な変化を起こす者として現れることが多いが、逆に

そのイメージが強すぎるためか、救済や幇助を行う場合もある。 

クジラ： 

救済や幇助を行う事が多いが、主人公等を呑み込んでしまい物語

の障害となる事もある。その場合、潮吹きで脱出が図られること

が多いが、まれにお腹の中で物語が展開する事もある。 

c:登場するアイテムなど 

お酒： 

呑むことで通常ではない状態になるため、不安定な展開のきっか

けとなることが多い。 

地物： 

実施している場の名所や名物が登場することも多く、物語のキー

にもなりうるため、この場合はみんなが知っているものを言うル

ールの例外とする。 

乗り物： 

ロードムービー系の展開になる場合が多い。またその場合、主人

公が自ら運転することは少なく、別の生き物に乗ったり、流れの

ままに移動してゆくことが多く、行き先の見えない「いちまいば

なし」の構造に呼応しているように考えられる。 
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あとがき 

「いちまいばなし入門」を最後まで読んでいただき、ありがとう

ございます。どうですか？「これなら自分でもできるのでは？」

という気持ちは生まれているでしょうか？ここから先は、ただ実

践あるのみです。掲載したテクニックの中には、とにかくやって

みないと伝わらない事も多々あるでしょうから、実践の後に本書

を再読すれば、さらに理解が深まると思います。上達のために最

も重要な事は振り返りです。実践の際は必ず録音し、後でやりと

りを聞いてみましょう。問いかけや間は適切だったか、こちらの

働きかけで参加者の発想が阻害されていないか等を検証し、次に

活かしましょう。また、作った物語を文字に起こしておくとより

良いでしょう。たくさん物語が集まれば、新たな類型が発見でき

るかもしれません。お腹を抱えて笑ってしまうような面白い物語

やイメージは、あなたと他者の間に絶えず存在しています。それ

を引き上げる手法が「いちまいばなし」なのです。本書を手掛か

りに、あなたがまだ見ぬたくさんの物語と出会える事を切に願っ

ています。 

 

２０１５年１０月３１日 

佐藤悠 
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「いちまいばなし入門」 

初版  ２０１５年１１月８日 

著者  佐藤悠 

連絡先 c12o20h222you@yahoo.co.jp 

「いちまいばなし」を実践した際はぜひその音源や、完成した物

語を上記まで送って下さい。感想やアドバイスをお返しします。 

 

「いちまいばなし」は CC-BY-NC-SA ライセンスによって許諾され

ており、商業目的での無断実演を禁じています。ライセンスの内

容を知りたい方は以下のアドレスでご確認ください。また、実演

するときは、「いちまいばなし」という名称と、「佐藤悠が考案し

た」という事を必ず参加者に伝えてください。 

http://creativecommons.org/by-nc-sa/2.1/jp/ 

 

佐藤悠 YU SATO 
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