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1.はじめに 

 

本学において保育資格取得の為の「総合

表現」が取り入れられたのは 2006 年のこと

である。 

当時のシラバスの授業目標は以下の通り。 

表現Ⅰ、表現Ⅱで学んだことを土台にして

①表現への態度を育てる。②表現する内容

の質を高める。③表現の技術を高めること

を踏まえて「演じて遊ぶこと」について学

習する中で、他の領域の繋がりや心の中の

表現など表現活動の本質を考えていきた

い。 

授業の中で音楽表現・身体表現・造形表

現の 3 分野の総合が分かりやすい形で表わ

せる「劇」を制作し、ベテルホールにおい

て幼稚園児の前で上演する。 

以来、歴代教員によってこの授業が行わ

れてきた。ちなみに当時の担当教員は 4 人

であった。 

 

2.総合表現でクリスマス・ページェントを

する意義 

 

6 年前にこの授業を引き継いだ筆者は、

上記 3 表現を統合したものとして「クリス

マス・ページェント」に取り組んだ。その

理由として、おそらく明治以降のキリスト

教伝道開始以来、このクリスマス・ページ

ェントはミッションスクールと言われるキ 

リスト教主義学校や教会・教会学校そして

幼稚園や保育園で演じられてきた。筆者も

60 年位前に聖劇と言われたページェント

に出演している。 

本学園は 125 年に及ぶキリスト教主義学

校でかつてパルナソスホールでも上演され、

臨時バスが出るほど、当時は市内の方々や

信者らが楽しみにしておられたと聞いてい

る。また、日ノ本高校のクリスマス・ペー

ジェントも大変有名で戦中の 1944 年 1 年

だけ休止されたが翌 1945 年に再開し、現在

も脈々とその伝統を守り上演されている。 

日ノ本学園 100 年誌「光の学び舎」短大

の宗教活動（p87）によると 

これらの宗教的な行事や活動は、本学の

建学の精神であるキリスト教主義に基づく

人間形成をめざし、様々に取り組まれてき

た。その目標とされるところは、神との出

会いを通して真の自己を発見し、他者との

共存の大切さを知るということにあると言

ってよい。 

と記されている。 

以上のことから総合表現でページェント

を演じることは意義深いと考えたからであ

る。三省堂新国語辞典によると「表現とは

ものの様子や自分の考え気持ちなどを、こ
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とば・絵画・彫刻・音楽・からだの動きな

ど他人が感じとれるかたちにして見せるこ

と」とある。 

保育者を目指す学生が、演技力、表現力、

歌唱力を磨き、表現する喜びを子どもたち

に伝えることができるよう留意しながら実

践的な授業を行ってきた。 

 

現代のシラバスは以下のとおりである。 

①「表現Ⅰ･Ⅱ」で学んだことを土台にして

表現する態度を育て、表現の技術を高める

ことができる。②自分が「演じる」ことで

表現活動の本質を理解する。③1・2を網羅

した上で子どもへの指導法を修得する。 

 

3.総合表現におけるクリスマス・ページェ

ントとは－pageant－ 

 

ページェントとは何か。筆者はページェ

ントとは、野外劇・宗教劇の移動舞台で、

昔、文字の読めない人に対して劇によって

その出来事を周知させるためであると聞い

ていたが、今一度、明確にするため調べて

みた。 

・ページェントとはパジェント「ページを

開く」とう意味の言葉から来ており、歴史

的な出来事の場面を本のページをめくるよ

うに次々と表現し、作っていくという意味

である。 

・13世紀頃イギリスから始まった。場面や

人物等を、絵や人形で表した舞台や山車に

より次々と場面を変えて演じる見せ物。 

・特にクリスマス聖誕劇のことを言う。こ

れは新約聖書の福音書に記された、イエ

ス・キリストの誕生にまつわる様々なエピ

ソードを象徴的な形式の劇にまとめたもの

で、今でもキリスト教系の幼稚園や学校な

どで行われている。[1] 

・アングロ・ノルマンの「アダムの劇」（12

世紀）のト書きから再構成しうる舞台配置

や、スイスの「ルツェルン受難劇」（1583）

フランスでは「ヴァランシェンヌ受難劇」

（1547年の舞台図）イギリス「聖メリアセ

リの劇」（1504）が今に伝わっている。[2] 

 

・ちなみに日本における最初のページェン

トの記録を次に記載する。 

「降誕祭のおよそ二十日前、司祭は、二.

三名のキリシタンに対して降誕祭の夜、諸

人が主（なるデウス）において楽しめる何

らかの演劇を行うように言い、何をなすべ

きか決めていなかったが、司祭はそれを彼

らに一任した。彼らは降誕祭の夜になると

聖書により知った事柄に関する多くの劇を

披露した。」（1554年のペドロ・デ・アルカ

ゾヴァ修道士の書簡より）[3] 

 

1560年の府内での降誕祭で、教会堂は「当

地において可能な限り装飾を施し、馬小屋

を設けた」とあることでも、ヨーロッパで

の慣習をパードレが話していたことも推察

しえます。何故なら、この馬小屋で類推さ

れるのは、クレシュという降誕風景の人形

です。クレシュとはフランス語で馬槽のこ

とですが、マリヤ、イエス、ヨセフに、羊

飼いらや博士たちの人形も含めて、そうよ

ぶのですが、16世紀頃から家庭でも飾るよ

うになります。府内では劇のためですが、

他の祝日の時にも「万事よく整って、演出

も上手であったので、劇でなく実景のよう

に」思われたとあります。 

 

1563年の降誕祭の時には（府内）、第一

のミサまで劇があり立派な絵とよい衣服を

用いたとあり、1570年 10月のイルマン・
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ミゲル・バズの書簡でも、志岐の降誕祭で、

聖い馬小屋のわらの貧しい様をまねて、音

楽は霊魂の嘆息と信心の涙の他ではなかっ

たといっています。 

 

 更に 1568年の大村での降誕祭では、すべ

ての人に見せるために多くの桟敷を設けて、

2000人以上の人があつまったと報じていま

す。キリシタンでない人々も、僧侶の意向

を無視して、高価で華美な着物をきて、皆

で踊って、楽器を演奏したりしています。

[4] 

 

 この度、日本にキリスト教が伝えられた

当時のクリスマスの様子について知ること

ができたのは、隠れキリシタンについての

研究の端に加えられている筆者として、大

変有意義であった。 

 

4.クリスマスについて－Christmas－ 

 

ここで改めてクリスマスについて記して

みる。クリスマスは「キリストのミサ」と

いう古英語に由来しイエス・キリストの誕

生を祝う祭日のことである。ご存知のよう

に聖書では「イエス・キリストの誕生の次

第は次のようであった」（聖書マタイ 1：18）

と書き始められている。 

 

a.受胎告知 

乙女マリアのもとに天使ガブリエルが表

れ、予言通り（聖書イザヤ 7：14）まもな

く男児が生まれると告げる、いわゆる受胎

告知である。信仰深いマリアでもひどく驚

いたに違いない。しかしマリアは神のみ告

げを受け入れ「お言葉どおり、この身にな

りますように」と告白する。 

 

b.住民登録と皇帝アウグストゥス（紀元前

27～紀元後 14年） 

「そのころ、皇帝アウグストゥスから全領

土の住民に登録せよとの勅令が出た。これ

はキリニウスがシリア州の総督であったと

きに行われた最初の住民登録であった。

人々は皆、登録するためにおのおの自分の

町へ旅立った」（聖書ルカ 2：1～3） 

皇帝アウグストゥスは、本名オクタウィ

アヌス 紀元前 31年にローマを統一、元老

院よりアウグストゥス「尊厳者」の称号を

与えられた。ちなみに全世界とはローマの

全領土のことである。[5] 

人々は徴税のための住民登録（全世界で

初の人口調査）で自分の本籍地に行かなけ

ればならなかった。夫ヨセフはダビデ王の

末裔なので身重の妻マリアと本籍地ベツレ

ヘムへ旅立ったのである。 

ここでイエスの父となる「夫ヨセフ」に

ついて述べる。「ヨセフは正しい人であった」

とある。（聖書マタイ 1:18-19）時代的にも、

マリアの懐妊には葛藤し困惑したであろう

が、そのヨセフもマリアと共に御子キリス

トを育てるために選ばれたのである。前述

通りダビデ王の子孫であり、イエスが 30歳

まで共に生活したとされる。 
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c.ベツレヘムとベツレヘムの星 

ベツレヘムは首都エルサレムから南へ 10

キロ位のパレスチナ地方の町で、当時はロ

ーマ帝国の一部であった。ダビデ王の出身

地として知られ、やがてこの地からメシア

（救い主）が誕生すると伝えられてきた。

現在、イエス降誕の地には聖降誕教会が建

っている。 

 

「ベツレヘムの星」に関して 

イエス・キリストが誕生したころ、上空に

異様な星がかかり、東の国から 3 人の博士

を導いた。（聖書マタイ 2:1～） 

この星を調べたのは 1603 年天文学者ジ

ョン・ケプラーがその年の 12 月 17 日魚座

あたりで土星と木星が近づくのを観察し、

ほとんど同じ接近が、紀元前 7 年にも起き

たと計算した。 

又、79年後イギリスの天文学者エドマン

ド・ハリーが彗星を発見、かれもこの星は

紀元前 12年に出現したと計算、そこでこれ

が博士らが導かれたベツレヘムの星ではな 

いかと考えられた。筆者もキリスト誕生の

頃、ハレー彗星が出現したのではないかと

聞いたことがある。さらに、土星はイスラ

エルの守護星であることから博士らが見た

のは「暁の土星」ではないかともいわれる。 

もっと最近になって 3 人の天文学者（王

立グリニッジ天文台ディヴィッド・クラー

ク、マラード宇宙科学研究所ジョン・パー

キンソン、ニューカスル大学リチャード・

スティーヴンソン）が、ベツレヘムの星は

新星、つまり超新星の爆発で紀元前 5 年に

中国漢代の天文学者が 70 日以上にわたっ

て観察したものと同じだという。[6] 

いずれにしても、どれも推論である。 

 

 

 

d.イエス・キリストの誕生 

さてベツレヘムに辿り着いたものの町は

住民登録の人で溢れかえっていた。「宿には

彼らの泊まる場所がなかったからである。

（聖書ルカ 2：7）」そしてベツレヘムの馬

小屋でマリアは、御子イエスを生み、飼い

葉桶に寝かせた。当時の馬小屋は洞穴を利

用していたそうで、今日でもところどころ

にあるそうだが、とにかくこの場面はペー

ジェントの中でも大変感動的で多くの宗教

画に描かれている。特に御子イエスを抱い

たマリアは（絵画、彫刻、モザイクなど）、

キリスト教の歴史の早い時代から聖画の大

切な題材であった。その数は万単位で数え

られ、世界中の教会や美術館で見ることが

できる。 

 

e.御子の誕生にかけつけた羊飼い 

イスラエルでは古くから羊や山羊を飼育

して生活していた。羊飼いは羊の群れを引

きつれて草原を捜し、夕方には囲いに連れ

帰るか、またはそのまま野宿をしていた。

夜中には獣から羊を守った。つまり「昼夜、

羊の番をしていた」のである。正に夜を徹
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して羊の番をしていた彼らに、誰よりも早

く天使が救い主誕生の知らせを告げたので

ある。「こわがることはありません・・・」

で始まるみ告げは「いと高き所では神に栄

光があるように 地の上ではみ心にかなう

人に平和があるように」（聖書ルカ 2:14）

という有名な聖句が語られる。羊飼いが野

宿をしていた真っ暗な夜、天軍（天使たち）

の神を賛美する美しい歌声が響き渡る・・・

ページェントにおいても前述同様胸に迫る

感動の場面である。やがて羊飼いはイエス

誕生の地ベツレヘムへ急ぎ、マリアとヨセ

フのもとで、飼い葉桶に寝かされている幼

な子を探しあて誕生を祝うのである。 

 

f.3人の博士と公現日－Epiphany－ 

イエスが誕生されたとき、占星術の学者

たちが東の方からエルサレムに来て言った。

「ユダヤ人の王としてお生まれになった方

はどこにおられますか。わたしたちは東方

でその星を見たので拝みに来たのです。」

（聖書マタイ 2:1～2） 

彼らは遠い東の国で天体観測をしていた

が不思議な大きさの星を見て、救い主誕生

の知らせとしてやってきたとされている。

東の国は具体的にどこなのか定かではない

が、バビロニアまたはペルシャのあたりの

占星術の専門家、学者と思われる。古代オ

リエントの占星術はバビロニアに始まりそ

こからペルシャやエジプトに伝えられた。

[7] 

ベツレヘムに訪れた占星術の学者の性格

な人数は分からないが、誕生祝いとして、

黄金・乳香・没薬という宝物を捧げたこと

から、3人とされている。6世紀頃にはこの

3 人に、ガスパール、メルキオール、バル

タザールという名前もつけられているし、

もう一人遅れてきたアルタバンという博士

も登場している。 

ところで、ドイツのケルン大聖堂に博士

たちの遺骨を納めているという棺がある。

[8]また、ローマのプリスキルラ共同墓地に

は「三賢人の礼賛」という三世紀前半のフ

レスコが現存[9]、さらにフランス、オータ

ン大聖堂柱頭に 12世紀初頭のレリーフ「東

方の三博士への告知」がある。[10] 

（ページェントでは「占星術の学者」「三

賢人」ではなく 1954 年改訳の新約聖書の

「博士」を使っている。）博士については、

他にマギ、三賢人、三王という呼びかたが

ある。 

さて 3 人の博士がイエスを拝みに来たの

は 1 月 6 日とされ、いわゆる公現日（イエ

スがユダヤ人以外の前に「現れ」王として

認められたからと言われる、現代ギリシャ

正教はこの日にクリスマスを祝い始める。）

[11]  

 

 

 
東方三博士への告知 

東方三博士（マギ）の礼拝 
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以上がクリスマス・ページェントの登場

人物、マリア・ヨセフ・天使・羊飼い・博

士である。 

 

5.ページェントのシナリオ 

 

後記のシナリオは、筆者が昔からキリス

ト教主義の幼稚園で使っていたものに、子

どもの発したことば等から加筆し、自然に

今の型になっている。園の時代のナレーシ

ョンは子供に分かりやすい言葉であったが、

現在、学生には聖書を朗読させている。 

 

聖歌隊の讃美歌 

聖歌隊は幼児音楽Ⅱの受講生がメンバー

である。たくさんあるクリスマス讃美歌の

中から筆者が旋律の持つ美しさと、劇の背

景を考慮して選曲したものである。 

不十分だが現在使っているページェント

のシナリオと写真を最後に掲載している。 

 

6.ページェント実施に当たって 

 

①ページェントをするにあたって、内容の

連続性に配慮し出演者が自ら参加すること

によって芸術の働きに関心を持つ。 

②伝統文化として継承することの価値を見

出し、思考し、表現する能力を伸ばす。 

③自分の価値観とページェントのもつ人間

の価値観を比較して、生涯の生き方を考え

る機会にしたい。 

④聖書の物語を演じることによって「キリ

スト教」について考える機会にしたい。 

 

聖歌隊について 

①それぞれの場面で表現したいイメージを

もって歌うこと。 

②歌詞の意味や背景を理解して旋律、強弱

などに着目し、場面にふさわしい表現を工

夫する。 

 

7.学生の取り組みについて 

 

取り組みについて 1年目は担当が筆者 1

人であった為、ピアノ伴奏をしながら讃美

歌を歌い、台詞を教えながら立ち稽古を練

習し、別室では小道具を作り指導するとい

う大変な授業であったが、二年目からは二

人体制となり、三年目からは幼児音楽の授

業とジョイントするようになり、このため

年々ページェントも定着してきたように思

える。 

 しかし、毎年授業開始から数回は、ペー

ジェントをする意味がよく理解できないよ

うであったが、回を重ねるにつれて自分た

ちがやるのだという自覚が見られるように

なった。そこで中盤に学生自身この劇に取

り組む目標と書かせた所、二回生として力

いっぱいやりたい、よい思い出にしたいな

ど意欲的かつ建設的な意見が寄せられたこ

とは、筆者にとっても大きな励ましとなっ

た。 

目標は概ね、三年間を通して次の通りで

ある。 

 

学生のページェントにのぞむ目標 

・このページェントを通して二年間のよい思い出

を作りたい。 

・劇は皆で作り上げるものだから全員の気持ちを

一つにしてよい物を作り上げたい。 

・みんなの力を合わせ頑張ってページェントを成

功させたい。 

・人に流されないように、つられないようにして

よい劇にしたい。 

・欠席すると皆に迷惑をかけるのでできるだけ休

まずに出席する。 
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・風邪をひかないよう体調管理する。 

・セリフを早く覚え、はっきり言う。 

・感情をこめて話す。 

・舞台での動きに気をつける。 

・2パートに分かれて讃美歌の美しいハーモニーを

歌いあげる。 

・ソロやデュエットにも取組む。 

 

・聖歌隊が歌いやすいように心を込めて伴奏する。 

・ホールを包む温かい音色に心がける。 

・横の流れを意識する、なめらかに弾く。 

 

・劇の動きの邪魔にならないようにする。 

・すみやかに小道具の出し入れを行う。 

・場面場面で出す道具を把握してスムーズに出す。 

 

8.授業終了後のアンケート 

 

クリスマス当日は教職員や保護者、一回

生の見守る中、緊張の中にも厳かにぺージ

ェントが行われた。はじめは双方とも不安

であったが、一年一年、回を重ねる毎に表

現力も上達していった。 

 

アンケートの質問は次の通り 

 

(1)クリスマス・ページェントの役割につい

て 

①あなたはどの役を担当しましたか。 

②担当した役割に対して、どう取り組み

ましたか。  

③役割を担当してどのようなことを学び

ましたか。 

 

(2)クリスマス・ページェント全般について 

 ①全般を通して良かった点は何ですか。 

 ②次年度に向けて反省点、改善点は何か。 

 

（1）担当したもの 

・演じる・ナレ―ション・聖歌隊・オルガン演奏・

小道具 

（2）どう取り組んだか 

・早口にならないように、はっきりゆっくり話す。 

・声の大きさ強さに気をつけた。 

・自然にセリフを言うように気をつけた。 

・動作が難しいが堂々と演じたい。 

・立位置（背を向けないなど）に気をつけた。 

・衣装をつけているので歩き方が難しかった。 

・讃美歌は他の曲と違い、重音が多いので何度も

練習した。 

・指揮者のテンポに合わせるように気をつけた。 

・周りの声を聴き、歌う。周りの人と合わせる。 

・どうしたら上手にきれいに歌えるか話し合った。 

・大きな声できれいにうたえるように気をつけた。 

・美しいハーモニーで観客を魅了したい。 

・どんな気持ちで博士が星を見ておののいたか。 

・こみ上げてくる喜びは、どんな感じなのか。理

解しようと取り組んだ。 

・博士の登場の意味を理解し、台詞も練習した。 

・クリスマスの内容を理解したうえで役に入る。 

・早く台詞を覚えて足を引っ張らないようにする。 

・ホール全員に聞こえるように自分の納得いく演

技がしたい。 

・ことば一つ一つに気持ちを込める。 

・役になりきる。 

・待っている間は静かに待機する。 

・笑わずふざけないで演技する。 

・演技を支える。美しい歌声をめざす。 

・場面に合うように歌う。 

・歌声で主役になれるように、ステキな歌声を届

けたい。 

・聞いている人の心に響くように歌う。 

 

(3)どのようなことを学んだか 

・友達と協力することを学んだ。 

・責任感を持てた。協調性を学んだ。 
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・心をひとつにして合わせることの大切さを学ん

だ。 

・アルトは表に出ないが、アルトもソプラノもあ

るから美しく、1 つの曲になることを知った。 

・声の出し方、歌い方を学んだ。 

・一人が欠けても劇にならないので責任感を学ん

だ。 

・どの役も大切であることを知った。 

・自分の役になりきることを学んだ。 

・ストーリーを把握する大切さを知った。 

・長いセリフを覚えるコツを自分なりに発見した。 

・演技力がいる。 

・セリフが聞き取りやすいように、間をしっかり

とること。 

・キリスト教につい知らないことを知れた。 

・キリストがどのように誕生したかを、歴史を通

じて学んだ。 

 

(2)ページェント全盤について 

①良かった点は 

・一人一人の役で、しっかりとクリスマスの意味

を伝えることができた。 

・今回経験したことは、大変勉強になった。今後

この経験を活かしたい。 

・それぞれのグループで集まり、改善していく点

や良かった点もついて話しえあえたこと。 

・与えられた役割をしっかり果たせてよかった。 

・皆がしっかり配役の気持ちになりきっていた。 

・クラス全員で一つものを完成させることはなか

なかないので、このようなキリスト教学校なら

ではの劇を皆ですることができ、とてもよい経

験となった。 

・キリスト教の行事に参加し得たものは、今まで

知らなかったページェントを知ることができた。 

・一人一人が一生懸命している中、自分も頑張ろ

うと思えた。     

 

 

9.課題と展望 

 

6年間を終えて今思うことは、今後もキ

リスト教主義学校として、クリスマス・ペ

ージェントを行うことができたことに感謝

している。更に長い歴史と伝統に支えられ

た本学が、今年も総合表現という授業を通

し、しっかりとキリスト教誕生の意味をと

らえ、演じ続けてほしいと願っている。 

何より学生が卒業し保育の現場についた

とき、この授業で学んだことを駆使し、し

っかりと子どもたちに指導できるようにな

ってほしい。 

授業の導入については後期授業開始から

12月のクリスマスに本番を迎えるため、キ

リスト誕生の意味が分からない学生に対し

て丁寧に導入したか、また、配役を決める

プロセスで学生が満足したか等が今後の課

題である。期日が決まった中でも、焦らず

ゆとりをもって取り組みたい。 

次に、衣装や小道具の充実を計り、今後

は地域の方々や幼稚園、保育園、保護者の

方々を招待し、百周年記念館のチャペルか

らベテルホールに変わったように、いつか

市内のホールで演じてみたいと願っている。 

最後に、保育者として 45年余り、本学で

6年間の活動報告ができたことは感謝であ

る。 

 

10．謝辞 
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