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ロンドンと「芸術」 ～ミュージカルについて少し
図書館長

高橋由紀

もう何年も前のことになってしまった。私は２０代半ば過ぎの２年間を、英国ロンドンで大学院生と
して過ごした。ある国の首都に住むという経験はそのときが生まれて初めてだった（しかも、もう今後
ないかもしれない）
。国会議事堂や首相公邸が立ち並ぶ政治の中心地であり、金融街 City がある経済の
中心地である大英帝国の首都ロンドン！自慢にもならないけど、ロンドンを歩いていて、当時のメージ
ャー首相が公園を散歩している所に偶然出くわしたことがあるし（もちろん SP 付きでした）
、チャール
ズ皇太子をたまたま目の前で見たことだってある（むしろダイアナ妃に会いたかった）
。でも、その頃の
私には政治も経済も王室もまったくどうでもよかった。英国の首都ロンドンに住んでみて、私がもっと
も満喫したのは、何と言っても「芸術」だった。
ロンドンに渡る前の（さらに）若い頃の私は、あらゆる「芸術」が好きだった。バレエやオペラを劇
場に見に行ったこともあるし、ミュージカルや映画や絵画を見ることも好きだった。でも、日本では「芸

－1－
－1－

術」はいちいち高いから何回も行けない。ハイソなオペラやバレエは何万円もするし、ミュージカルも
１万円以上は覚悟しないといけない。しかも、チケットを取ることがそんなに簡単ではなかったりする
から、価格だけではなくハードルも高い。映画や美術館はわりと大衆的で２千円弱くらいだけれど。と
もかく、日本で芸術鑑賞ができるのは、お金と時間の余裕のある人限定である。
（若い頃の私は、お金は
なかったが、稼いだお金は生活費ではなく自分のために使えるという親元で暮らす独身娘ならではの特
権を享受していたし、時間もそのときは「ない、ない」といつも思っていたが、今、子供を持ってみる
と、その頃いかにあり余る自由時間があったかが身にしみるので、
「芸術」に触れるという多少の余裕が
あったということだ。
）
一方、ロンドンでの私は、貧乏留学生として暮らした。でも、ロンドンでは「芸術」は決してお高い
ものではないし、贅沢品でもないので、誰もが身近に気軽に触れることができた。たとえば、有名な大
英博物館やナショナル・ギャラリーなどは入場無料なので、ちょっと気が向いたときにさっと訪れて、
見たいものだけを見て帰ることだってできた。映画は数百円も出せば見られるし、ミュージカルやバレ
エやクラシック音楽のコンサート、オペラなども、学生料金が設定されていたり、当日チケットブース
に並べば、安い当日券が手に入ったりするので、日本よりずっとお手ごろな値段で見ることができた。
特にミュージカルは、ニューヨークのブロードウエイと並ぶ本場ウエストエンドで年中上演されている
から、当日ふらっと劇場に行っても案外簡単にチケットが取れることもあり、鑑賞のハードルは決して
高くない。私は、大学院の授業やレポートや修士論文の合間に無理やり時間を見つけては、美術館や映
画館を訪れたり、ミュージカルや演劇を見に行ったりした。
今回はミュージカルがテーマと言われたのに、ここまでミュージカルの本格的な話に入らないまま長
話をしてしまった。私は、
「芸術」の中でミュージカルが特に一番好きというわけではないので、すごく
たくさんミュージカルを見たといえるかどうかは分からないが、おそらくこれまでに人並み以上には見
ていると思う。私の中で特に印象に残っていて、お勧めしたいのは、あまりにもベタな定番で申し訳な
いが、やっぱり「レ・ミゼラブル」と「オペラ座の怪人」の２作品である。両方とも一度聞いたら忘れ
られないような名曲が盛りだくさんで、何と言っても音楽が良い。
「レ・ミゼラブル」だったら、スーザ
ン・ボイルも歌って有名になった「I Dreamed a Dream」が私の一番好きな曲である。娘コゼットの養
育費を稼ぐために髪を売り、歯を売り、体を売る貧困女性ファンティーヌが熱唱するこの悲しい歌は涙
なしには聴くことができない。好きな人に決して届かない思いを抱えるエポニーヌの「On My Own」
もせつなくて心に響くし、自由を求めて蜂起する民衆の歌「The People’s Song」は力強い。一片のパン
を盗んで１９年間も収監された元犯罪者が、罪をかばってくれた司教の慈悲に触れたことで改心し、そ
の後贖罪のため善行を重ね、最後は聖人として死んでいくという主人公ジャン・バルジャンの人生を軸
に、革命後のフランスで貧困と格差にあえぐ民衆の叫びや、マリウスとコゼットの恋愛などが絡み、ス
トーリー展開は重厚で骨太で見応えは十分である。ただ、全体的な雰囲気は陰鬱でもの悲しい。タイト
ル「Les Misérables」はフランス語で「悲惨な人たち」の意であり、ストーリー中で失意の中、息を引
き取っていく人物がとても多く、涙腺全開にして見なければならない感動作である。
一方の「オペラ座の怪人」も、怪人とクリスティーヌのデュエット「The Phantom of the Opera」
、
怪人の歌う美しいメロディで私が一番好きな曲「The Music of the Night」
、クリスティーヌと恋人ラウ
ルが奏でるうっとりするような愛のデュエット「All I Ask of You」など多数の名曲を輩出した名ミュー
ジカルである。音楽の良さは本当に際立っているが、それとともに、パリ・オペラ座を舞台にしたセッ
トの豪華さや衣装の絢爛さに目を奪われるのがこの作品の魅力だ。
ストーリーは、
冷静な見方をすれば、
主人公の歌姫クリスティーヌが、偏執的なストーカーで殺人鬼でもあるオペラ座の怪人に一方的に愛さ
れ、つきまとわれるなんとも怖い話なのであるが、この怪人をハンサムな俳優が演じたりすると、たち

－2－
－2－

まち、キモチワルイ話が哀切なラブストーリー的雰囲気に転化し、病気で顔が異形になった不幸な怪人
の深くせつない愛がクリスティーヌに届かないという結末がかわいそうに思えてきたりする。クリステ
ィーヌの怪人への気持ちは、愛なのか同情なのか哀れみなのか憧れなのか尊敬なのか恐怖なのか、何度
見ても本当のところなんだかよく分からない。でも、そんなことは置いといて、とても美しくて素敵な
のがこの作品である。
日々の生活と子育てに追われて自由な時間が決定的に少なくなった今、私の中で「芸術」鑑賞は、と
ても悲しいことに、優先順位が低いものになってしまった。自由な時間のある若い学生の皆さん、どう
か今、時間のあるうちに「芸術」に触れて感性を養ってください。

「オペラ座の怪人」鑑賞会 座談会
今回、５人の学生の皆さんにミュージカルの名作、レ・ミゼラブル、オペラ座の怪人、アニー、ウエストサイドスト
ーリー、についてミュージカルの映画の鑑賞とともに原作の小説などをあわせて読んでいただき、エッセイを書い
ていただくことになりました。
１月７日に「オペラ座の怪人 25 周年記念公演in ロンドン」のＤＶＤの鑑賞会を行い、鑑賞終了後、「オペラ座の怪
人」のエッセイを書いていただく西尾明美さん、「レ・ミゼラブル」のエッセイを書いていただく柴田修兵君、本館司書
の山形容子で座談会を行いました。
〈 オペラ座の怪人を鑑賞して 〉
山形

柴田君はこのＤＶＤを見るのは初めてですね。いかがでしたか。

柴田

とても面白かったです。物語が劇場を舞台にしていて、それを劇場で観客が見ているという映像で不思議
な感覚です。衣装も舞台のセットも豪華でした。スクリーンなどを使っていて臨場感を出していて、すごいで
す。ストーリーも面白かったです。

西尾

何回見ても感動します。俳優の歌がすばらしいです。曲もどれも名曲です。

山形

この DVD はミュージカル「オペラ座の怪人」の上演 25 周年記念として、ロンドンのロイヤルアルバートホー
ルで 2 日間だけ公演された舞台の映像です。2 日間だけのためにこれほど豪華な舞台装置を製作し、すば
らしい出演者が集まったとても贅沢な作品です。アンドリュー・ロイド・ウェーバーの作曲ですが、天才です
ね。この作品は初代クリスティーヌを演じた彼の当時の奥様のサラ・ブライトマンへの思いが込められてい
ます。このＤＶＤは公演の映像なので、ミュージカルの舞台の臨場感が味わえるため、今回の鑑賞に選びま
した。

山形

お二人は、どの登場人物に感情移入しましたか？

柴田

ラウルがかっこいいです。僕が助ける！というところが。

西尾

えーっ！ラウルなんだー。ふつう、ファントムに感情移入するでしょう？
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柴田
山形

ファントムは強引すぎるというか、僕はちょっとどうかと思います。
もし、現実にファントムのような人が現れるとしたらそうかもしれませんね。ストーカー的とも言えるかもし
れません。でも、舞台のお話ですから。
私は非常に神話的なストーリーだと思っています。ギリシャ神話や日本神話やメソポタミアの神話などに
は類似するストーリーがあります。一つは死と再生の神話です。ギリシャ神話では「ハーデスとペルセポー
ネ」や黄泉の国に妻を迎えに行く「オルフェウス」、日本神話の「イザナミとイザナギ」がこれにあたります。
もう一つは異婚譚といって神様または精霊が人間と結婚する話です。ギリシャ神話の「キューピッドとプシ
ケ」日本では「三輪神社の大物主大神の神婚伝説」などが有名です。この場合、「神様または精霊の姿を見
てはいけないという禁を破る」あるいは「真実の姿をみつけなければならない」という形が多いようです。
「美女と野獣」や「つる女房」などもこれに類するお話ですね。

〈 優れた作品はいろいろな気持ちを揺さぶる 〉
西尾

エッセイを書いていて、書きたいことがたくさんありました。そして、自分自身がその時々でこの物語に色々
な見方というか解釈をしているので、とてもエッセイを書くのが難しいです。

山形

舞台や映画だけでなく、小説や詩も、優れた作品は、奥が深くて、いろいろな気持ちを揺さぶるので、そ
の時々で色々な感動を与えてくれるのです。同じ本を読んでも、10 代の時に読むのと、30 代の時に読むの
と、老齢になった時に読むのでは違うものを感じるかもしれません。また、作者がその作品を作ったときの
状況や時代背景などを知ることができれば、違う感動があります。
悲しい時、うれしい時、その時々で様々な景色を見せてくれると思います。国語の試験のような「こういう
解釈が正解である」ということはないのですから、その時々の自分の感動に素直になって味わえばいいの
ではないでしょうか。いろいろな良い作品に出会って、いろいろな感動を体験できるとすばらしいですね。西
尾さんは具体的にはどんなシーンの解釈が難しいと感じましたか。

西尾

最後に、クリスティーヌがファントムと別れてラウルと地上に戻るシーンです。彼女はラウルを選びましたが、
彼女にとってはファントムも非常に大切な人であったと思いました。

山形

柴田君、「おい、おい、それはないだろう。クリスティーヌ、どっちかに決めろよ。」っていう表情ですね。

柴田

だって、指輪もファントムに返して、もうこれでさよなら、ばいばい、ってことだと思います。

山形

あはは。

西尾

えーっ、

〈 美声 〉
山形

舞台終了後のカーテンコールでサラ・ブライトマンが、歴代のファントムを演じた５人の俳優と歌うサプライ
ズがあります。西尾さんはその中でもジョンさん（John Owen-Jones）の声が好きでしたよね。
ジョンさんのＣＤとコルムさん（Colm Wilkinson)主演のオペラ座の怪人とマイケル・クロフォード、サラ・
ブライトマンの初代ロンドンキャストのオペラ座の怪人のCDを用意しました。お貸ししますので、お家で聞き
比べてください。
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西尾
山形

すごくうれしいです。コルムさんもだいぶお年なのにいい声で、若い頃の声を聞いてみたかったんです。
コルムさんは慈愛と哀愁に満ちた美しい声ですし、ジョンさんは星の光のような怖いような美声ですね。
私はアンソニーさん（Anthoy Warlow）の声がとても好きです。響きがきれいで厚みのある声です。昨年
の春に、この DVD で初めてアンソニーさんの声を聞いたのですが、あまりにもすてきな声なので、オペラ座
の怪人の曲以外もアンソニーさんが歌う色々な曲をインターネットで自宅で探し、オーストラリアからＣＤを
たくさん取り寄せました。「Music of the Night」や「This is the moment」、「Now」などのいくつかの曲は
毎日のように聞いていて、もう 200 回以上は聞きました。残念なことに、アンソニーさんが主演のオペラ座の
怪人のＣＤは出ていないのです。どうしてＣＤが出ていないのか、とても不思議です。でも、もし持っていても
人に貸しません。

西尾 あはは。
山形 私は子供のころからタレントや歌手を好きになったことがなく、ファンになるという感覚が分かりませんでした。
学校などで友達が盛り上がっているのを見て、とても奇妙に思っていましたが、アンソニーさんの声のおか
げで、そういう気持ちが分かった気がします。悲しい時も、怒った時もアンソニーさんの声を思い出すと幸せ
な気持ちがよみがえります。いつかオーストラリアで、アンソニーさんの生の歌声を聞きたいです。
西尾 わかります。
＊ ５人のファントムは、Colm Wilkinson、John Owen-Jones、Anthoy Warlow、Peter Jöback、と
この公演でファントムを演じた Ramin Karimloo です。
〈 図書館のくじ ・・・ ファントムとラウル 〉
山形

今日は、図書館のくじを当たりが出るまで引いてください。

柴田・西尾

やったー

柴田

いきなり当たりが出ました！16 番です！

山形

16 番は・・・ ハリーポッターのスネイプのクリアファイルです。もっといいものだと良かったですね・・・。

柴田

えっ？うれしいです。スネイプ、悪い人かと思ったら、最後、すごく良い人でかっこよかったじゃないですか。

西尾

確かにそうだけど、スネイプって・・・。

山形

ラウルにスネイプ・・・・柴田君は誠実で男気のある人のよさがわかる人ですね。

柴田

あっ、2 枚目も当たりです。今年はいいことあるかも。

山形

おめでとう。当たりくじの 17 番はポーチですね。

西尾

ずーっとくじを引いているんですが、私、ぜんぜん当たりません。

山形

どんどん引いていいですよ。

西尾

・・・・・・はずれくじ、22 本目になりました。

山形

ここで、今年のはずれの運を使いはたしていって下さい。

西尾

あっ、やっと当りが出ました。11 番です。

山形

おめでとう、万華鏡です。“The mirror”はファントム登場の曲でしたね。

西尾

2 本目の当たりくじは、はずれ 3 本の後で出ました。21 番です。

山形

はずれの運がだいぶ減ってきたみたいですね。21 番はミニバックです。おめでとう。
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〈 レ・ミゼラブル 〉
山形

柴田君は、冬休みに公開中の映画「レ・ミゼラブル」を観に行ったそうですね。

柴田

はい。すごく感動しました。本当にすばらしい話でした。歌も良かったです。

山形

舞台公演ではありませんが、図書館ではレ・ミゼラブルの25周年記念コンサート版を所蔵しています。レ・
ミゼラブルも名曲ぞろいの作品で、その中でも私は「Bring him home」という曲に泣いてしまいました。ジャ
ン・バルジャンがコゼットの恋人マリウスを、命がけで助ける場面で神に祈る歌です。
私も公開中の映画に行きたいと思っていますが、年末忙しくてまだ行っていません。哀しい話なのでお正
月早々に行く気持ちになれなくて。ラストシーンはある意味ではハッピーエンドなのかもしれませんが、「ジ
ャン・バルジャン、これから幸せになるのに死なないで。」と言ってしまいそうです。もう少ししたらぜひ観に
行きたいと思います。私はミュージカルが特に好きというわけではなく、どちらかというと疎い方ですが、素
晴らしい作品はストーリーと音楽のすばらしさ、そして演技とともに、歌い手の声の力が圧倒的な感動を生
み出すのを感じます。本日はありがとうございました。これで座談会を終了したいと思います。お二人のエッ
セイを楽しみにしていますね。

西尾・柴田

ありがとうございました。がんばって書きます。今日は、すばらしい作品が鑑賞できてよかったです。

オペラ座の怪人 25 周年記念公演 in ロンドン

レ・ミゼラブル 25 周年記念コンサート

2011 製作

2010 年 製作

製作 キャメロン・マッキントッシュ

製作 キャメロン・マッキントッシュ

作曲 アンドリュー・ロイド＝ウェバー

作

アラン・ブーブリル、
クロード＝ミシェル・シェーンベルク

発売元 ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント

発売元 ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント

￥1,500（税込） DVD 発売中

￥1,500（税込） DVD 発売中

＊掲載のＤＶＤは本館で所蔵しています。ジャケットの画像は発売元の許諾を得て掲載させていただいております。
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オペラ座の怪人の魅力

生活総合学科食物栄養学専攻 1 年生

西尾明美

私は「オペラ座の怪人」が好きです。劇団四季の公演や映画、ミュージカルなどを観てきまし
たが、私が見た中で最もすばらしい作品は、ロイヤル・アルバート・ホールでの 25 周年記念公
演です。私はこの公演をＤＶＤで愛知江南短期大学の図書館で鑑賞しました。キャストに始まり
衣装・音楽・舞台装置すべてが豪華で、スクリーンにコンピューターグラフィック映像などを使
って背景などにしているところには驚きました。オペラ座を忠実に再現しているのではなく、何
か新しいものを感じました。
この作品はミュージカルです。お芝居、歌、ダンスなどが一体となって、どれが欠けても成り
立ちません。一度観たら忘れられなくなるのが豪華な衣装を着た仮面舞踏会「マスカレード」の
シーンです。音楽はもちろんのこと、ダンスがとてもすばらしいです。
そして、何といっても役者の歌唱力と演技力は圧巻でした。クリスティーヌの高音で透き通る
ようなきれいな歌声やラウルの力強い真っ直ぐな声、怪人の怪しくも人を惹きつける魅力的な声
など本当に聞きほれてしまいます。
クリスティーヌ、ラウル、怪人の様々な感情が喜怒哀楽の言葉通り、歌によって表現されてい
きます。怪人のクリスティーヌに対する愛や心の葛藤、容姿に対する劣等感、生まれた環境など
の不運。ラウルの高貴さ、クリスティーヌに対する愛情、怪人への嫉妬心。クリスティーヌの揺
れ動く心など。
様々な解釈ができ、
何回見ても飽きることのない素晴らしい作品だと思いました。
ミュージカル「オペラ座の怪人」
： 1988 年トニー賞受賞作品
アンドリュー・ロイド＝ウェバー（脚本・作曲）
リチャード・スティルゴー（脚本）
、チャールズ・ハート（作詞）
本館所蔵 ： オペラ座の怪人

ガストン・ルルー著 角川文庫

歌で伝えてくれた感動

― レ・ミゼラブルを観て －

現代幼児学科長期履修１年生 柴田修兵

『レ・ミゼラブル』とは、
『みじめな人々』という意味で、フランスの小説家ビクトル・ユゴー
の作品です。彼は『レ・ミゼラブル』の執筆に 1845 年に取り掛かり、1861 年に完成しました。
この小説は、1815 年にジャン＝バルジャンが南フランスのディーニュの町を訪れるところから
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始まります。彼は姉の子供のために１つのパンを盗み、19 年間という長い刑期を終えたばかりで
した。
前科があるという理由だけで、宿屋や居酒屋では追っ払われ、彼には泊まる場所はおろか、食
べるものさえもありませんでした。そんな中バルジャンは、ミリエル司教の教会を訪ねました。
司教はバルジャンを温かく迎え入れ、食事と泊まる場所を与えましたが、バルジャンは司教が大
切にしていた銀の食器を盗んで逃げてしまいました。次の日、司教はバルジャンを捕まえた憲兵
に「この人は私の友人です。食器は彼にあげたものです。
」と告げ、バルジャンに「正しい人間に
なるためにお使いなさい」とささやいて、さらに銀の燭台を渡しました。バルジャンは司教の行
動と自分に対する慈悲の深さに、正しい道を進むことを決意するというのが、この物語のプロロ
ーグです。
冬休み中に、私は映画『レ・ミゼラブル』を見に映画館へ行きました。ミュージカル映画と事
前に聞いていましたが、本当に全編が歌とは思いませんでした。通常のミュージカル映画は、事
前に歌を録音しておいて、口パクで演技するそうですが、この映画ではすべての歌を実際に歌い
ながら生で収録しているそうです。正直なところ、最初の方は、真剣なシーンでも歌で会話をし
ている事に違和感がありました。私自身がミュージカルをあまり見ないからだと思います。でも
見ている内に慣れてきて、観客に登場人物の内面や感じた事・思っている事をセリフで直接伝え
るのはおかしい、役者の演技だけで伝えるのも難しい、歌や音楽で観客に伝えるという方法が一
番効果的なのではないか？と感じるようになりました。特にエポニーヌが自分の気持ちを歌うシ
ーンでは強く感じました。
貧しい生活を送るエポニーヌは、マリウスに片思いをしていました。しかし、マリウスはコゼ
ットに心を惹かれていきます。エポニーヌはマリウスの為に、彼の恋の手伝いもするのでした。
そんな中、政府に不信感を持っていたマリウスを始めとする学生たちは、革命を起こします。そ
して政府軍がマリウスに対し銃を発射しましたが、マリウスに弾は当たりませんでした。飛び出
してきたエポニーヌが盾となってマリウスを守ったからでした。エポニーヌは、自分の気持ちを
伝えた後、マリウスの腕の中で息を引き取りました。
映画を見る前に原作の小説を読んだ時には、それほど気にならなかったエポニーヌでしたが、
映画版では、彼女の一途さに感動してしまいました。こんな恋人が欲しいとさえ思いました。エ
ポニーヌが「マリウスの事が好き、でもマリウスには私はいらない」と歌うシーンは可哀想で、
切なかったのですが、最後の息を引き取るシーンの彼女は、幸せだったと思います。最愛の彼の
腕の中で死んでいくことが出来たのですから。
『レ・ミゼラブル』は、ジャン＝バルジャンやエポニーヌだけではなく、様々な『みじめな人々』
の物語から成り立っています。元の小説が長い作品の為、映画版では出番が削られている人物も
いますが、何回見ても新しい発見や感動があるという点は変わっていないと感じました。
ミュージカル「レ・ミゼラブル」 ： 1987 年トニー賞受賞作品
クロード・ミシェル・シェーンベルク（脚本・作曲）
アラン・ブーブリル（脚本）
、ハーバート・クレッツマー（作詞）
本館所蔵 ： レ・ミゼラブル ジュニア版世界の文学 ビクトル＝ユゴー著 金の星社
ああ無情

ポプラ社世界の名著

ビクトル＝ユゴー著 ポプラ社

レ・ミゼラブル 集英社版世界文学全集 ビクトル＝ユゴー著 集英社
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アニーはみんなの太陽
現代幼児学科長期履修 3 年生 三浦 江里加

「アニー」というタイトルは何回も聞いたことがあるけど、この作品を見るのは今回が初めてで
した。小さい子どもたちが元気に踊るシーンはとてもかわいくて見ている方も楽しくて、いつの
間にか映画の世界に引き込まれていきました。主人公のアニーはみんなの太陽のような存在で、
自分が辛いのを見せずにみんなを励ます姿、明るくふるまう姿にはとても元気をもらえ勇気づけ
られました。
印象的だったシーンは、ウォールバックさんがアニーを養子にしたいと告げた時に、自分の両
親が迎えに来てくれるかもしれないと断るシーンです。二人とも寂しげな表情で、とても切なか
ったです。
この映画は観ている人を幸せな気持ちにしてくれる素敵な映画だと思います。この映画をきっ
かけにミュージカルにも興味を持ったので、もっといろいろな作品と出逢いたいと思います。

明日を信じよう！

― アニーを観て ―
現代幼児学科長期履修 3 年生 鈴木健司

自分はなぜ今までこの映画を観なかったのか？この映画を観て、僕は今までこんな良い話を知
らずに生きてきたことを後悔しました。
有名なミュージカルなので、
「アニー」のタイトルは誰でも聞いたことがあると思いますが、名
前だけ知っていてまだ見ていない人も多いのではないでしょうか。自分自身もそうでした。ミュ
ージカルというので、あまり興味がなかったというのが本音です。けれども、
「Tomorrow」とい
う歌は小さい時に「トゥモロー、トゥモロー、トゥモロー、トゥモロー」と口ずさんだ記憶があ
り、今でもたまに歌ったりしているので、印象的だったのだと思います。
映画は、1930 年代の大不況下のニューヨークの孤児院でアニーがくらしている所から始まりま
した。アニーがくらしている孤児院の院長は子どもに対する愛がなく、子どもにちゃんとした食
べ物や衣服を買うためのお金や、子どもを夜中に働かせたお金で着飾って自分は怠惰な暮らしを
しています。過酷な生活の中、子供同士で辛い毎日を歌い、発散させ、少しでも楽しくしようと
しています。アニーは両親がきっと迎えに来てくれると信じています。アニーがどんな時も明日
を信じていると歌う曲が有名な「Tomorrow」です。
アニーや登場人物たちの気持ちが歌やダンスで表現されて、素直に僕の心に伝わってくるので
驚きました。歌やダンスがたくさん入っていて、歌詞もすてきです。僕は「よさこい」を踊って
いるので、ダンスや体の動きにもとても興味があり、映画を観ながら、きっとすごく練習したん
だろうなぁと感心して見ていました。
時にはコミカルで、見る人を飽きさせない映画でした。家族の温かみや、生活の中で当たり前
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のようになっている一つ一つのことに対するありがたみが十分に伝わりました。
アニーたちの気持ちになってハラハラドキドキする場面や、登場する大人たちの気持ちになっ
て納得する場面もありました。僕は希望を持って明日を信じ、今の自分や今の時代を変えてゆき
たいという気持ちになりました。子どもから大人まで楽しめる本当にすばらしい映画でした。ア
ニーは誰よりも強い子。でもたまに見せる弱さ。きっとパパとママは迎えに来る。たとえ違う形
でパパとママに出逢っても。
僕の感動は言葉で伝えきれないので、まだ見ていない人には、
「アニー」をぜひ観てもらいたい
と思いました。
アニーの名曲の数々
＊アニーが両親を夢見て孤児院の窓辺で歌う曲

： Maybe

＊真夜中に掃除をさせられる孤児たちが歌うリズミカルな曲

： It’s the hard-knock life

＊どんな時も希望を失わないで明日を信じるアニーの代表的な曲 ： Tomorrow
＊アニーと孤児たちがウォーバックの屋敷ですごすクリスマス

： A New Deal for Christmas

ミュージカル「アニー」 ： 1977 年トニー賞受賞作品
トーマス・ミーハン（脚本）チャールズ・ストラウス（作曲）マーティン・チャーニン（作詞）
本館所蔵 ： アニー

リアノー・フライシャー著 ハヤカワ文庫

アニー スペシャル・アニバーサリー・エディション
監督 ジョン・ヒューストン
製作 レイ・スターク
発売・販売元 (株)ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
￥1,480 (税込) ＤＶＤ発売中

＊ 掲載のＤＶＤは本館で所蔵しています。
ＤＶＤのジャケットの画像は発売元の許諾を得て
掲載させていただいております。

主人公マリアが教えてくれた“成長”ということ

―ウエストサイドストーリーより―
現代幼児学科長期履修３年生 北川由理

ウエストサイドストーリーはシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」を 1960 年代のニュ
ーヨークの移民街ウエストサイドを舞台に置きかえた作品です。
「ロミオとジュリエット」
での二
つの名門家庭の対立を、プエルトリコ系移民の若者の集団シャーク団とヨーロッパ系移民の若者
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の集団ジェッツ団との対立に置き換え、対立する若者集団間の憎悪そしてヨーロッパ系移民の雑
貨屋店員トニーとプエルトリコ系移民の娘マリアの激しい恋をバーンスタイン作曲のネオ・クラ
ッシック音楽に乗せた歌と踊りで表現しています。ソーシャル・ワーカーの主催でマンボを踊る
体育館のダンス・パーティーでの出会いやバルコニーのシーンに替わる非常階段での愛の告白シ
ーンなどが原作の息吹を伝えるミュージカルの傑作です。
この映画を見終わった後、マリアはとても強い女性だなという想いが込み上げてきた。かわい
らしいマリアの演技、ロマンチックな舞台。しかしそれ以上に私がひかれたのは、主人公マリア
がチノから拳銃を受け取り駆けつけたシャーク団やジェッツ団の面々に銃口を向け、「みんなが
トニー殺したのよ！みんな殺して私も死ぬわ！」と怒りに露わにしつつも、トニーが死んだ悔し
さと悲しさにただ涙するしかなかったという場面だ。一体なぜあんなことをしたのだろう？
マリアは映画のストーリーが進むにつれて強い女性になっていくという変化を見せる。
変化し、
成長していくマリアはとても魅力的だ。その成長の結果がみんなに自分の訴えを伝えるという行
動に表れたのではないかと思った。
マリアが取った行動は、過激に見えるけれど、実は他者を思いやった結果であった。普段私は
マリアとは違い、自分の意見を言えない。私もマリアを見習って強くなって、まずは少しでも自
分の意見が言えるように成長したいと思った。
ウエストサイドストーリーの名曲の数々
： Tonight

＊決闘の夜、アニタ、トニーとマリアのそれぞれの思いを歌う迫力のある四重奏
＊決闘前のジェット団が「クール、クール、クレイジーボーイ」と指を鳴らしながら踊る
＊マリアの兄を殺してしまったトニーが絶望の中でマリアと歌うデュエット

： Cool

： Somewhere

本館所蔵 ： ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア著 新潮文庫
： 1957 年トニー賞受賞作品
ミュージカル「ウエストサイドストーリー」
アーサー・ローレンツ脚本、レナード・バーンスタイン音楽、
スティーヴン・ソンドハイム歌詞

ウエスト・サイド物語
1961 年アカデミー賞 10 部門受賞作品
監 督 ・製 作

ロバート・ワイズ

発売元
20 世 紀 フォックス ホームエンターテイメント ジャパン
￥1,490 (税込) ＤＶＤ発売中

＊ 掲載のＤＶＤは本館で所蔵しています。
ＤＶＤのジャケットの画像は発売元の許諾を得て
掲載させていただいております。
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平成２４年度 貸出統計 冊数

コース・専攻

（4 月 1 日～11 月 30 日）

4月

5月

6月

7月

1

0

1

4

食物栄養学専攻 1 年

0

7

21

26

2

食物栄養学専攻 2 年

15

14

12

12

6

健康クッキングコース 2 年

1

2

1

ﾋｭｰﾏﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 2 年

0

6

5

5

現代幼児学科第１部

1年

1

27

34

19

現代幼児学科第１部

2年

22

116

22

10

40

現代幼児学科長期履修 1 年

8

9

20

13

現代幼児学科長期履修 2 年

34

32

35

現代幼児学科長期履修 3 年

3

12

合 計

85

225

学科
生活総合学科

住環境・インテリアコース 2 年

現代幼児学科

本館所蔵のミュージカル作品ＤＶＤリス ト

8月

9 月 10 月 11 月 合計

1

2

2

10

11

3

70

17

6

83

1

13

18
16

9

24 114

4

27

47 288

13

5

24

14 106

16

16

10

13

17 173

0

9

23

12

4

151

114

100

32

108

19

82

145 960

― Information ―

（タイトルのアイウエオ順）
1

アニー

2

ウエスト・サイドストーリー

3

王様と私

4

オズの魔法使い

5

オペラ座の怪人

6

キャッツ

7

サウンド・オブ・ミュージック

8

天使にラブソングを

9

ドリーム・ガールズ

10

ハイスクール・ミュージカル

11

ヘアスプレー

12

マイ・フェア・レディ

13

マンマ・ミーア

14

ラ・マンチャの男

15

レ・ミゼラブル

「映像資料」
ＤＶＤ、ＬＤなどの映像資料は図書館内での視
聴のみで貸出は行っておりません。
ミュージカル以外にも洋画、邦画の名作から新
作まで、多くの映画作品などがあります。講義の
空き時間などに友達と一緒に鑑賞することができ
ます。
また、
購入希望のリクエストは本だけではなく、
ＤＶＤも受け付けています。お勧めの映画などが
ありましたら、ぜひリクエストしてください。
「グループ学習室」
図書館内にグループ学習室を設けました。
話し合いをしながらゼミやクラスなどの友達とグ
ループ学習をする時などにご利用ください。

（編集後記） ビクトル＝ユゴーの人生と家族関係は、ジャンバルジャン、マリウス、ファントムの
3 人を合わせたような、ドラマティックで陰影に満ちたものでした。彼が生きた 1802 年から 1885 年
は、フランスの激動の時代であり、日本も幕末・明治の激動期でした。1867 年のパリ万国博覧会に日
本は初めて参加し、フランスをはじめヨーロッパではジャポニズムのブームがおこりました。ユゴー
の人生と彼が生きた時代に思いをはせ、私たちが生きる今を見つめたいと思います。
（山形）
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