


内海　賢二
あすかの母方の祖父

外画 「荒野の七人」 「パピヨン」 （スティーブ ・ マックイーン）

アニメ 「ドラゴンボール」 （レッド総帥） / 「Dr. スランプ

アラレちゃん」 （のり巻せんべい） / 「北斗の拳」 （ラオウ）   

斎賀　みつき
直人 （あすかの兄 ・ 高校生）

アニメ 「イナズマイレブン GO」 （神童拓人） / 「地球へ…」

（ジョミー・マーキス・シン : 主役） / 「海月姫」 （鯉淵蔵之介）

はやみ　けい
静代 （あすかの母）

外画 「セサミストリート」 （スーザン） / 「ザ・イベント」（ソフィア） /

「ディープ・インパクト」アニメ 「クレヨンしんちゃん」（松坂タケ）

野村　道子
あすかの母方の祖母

アニメ 「サザエさん」 （磯野ワカメ） / 「ドラえもん」 （しずか

ちゃん） / 「みつばちマーヤの冒険」 （マーヤ） / 「さるとび

エッちゃん」 ( エッちゃん )

田原　アルノ
ナレーター

外画 「ペイ・フォワード」（シモネット先生）/「オーシャンズ 11」

（リヴィングストン） / アニメ 「ドラえもん」　（しずかのパパ） /

「ONE　PIECE」　（ベン・ベックマン、 マシラ）

甲斐田　裕子
星 なつき （静代の上司）

外画 「ゴシップガール」 （セリーナ : 主役） / 「アンフォゲッタ

ブル 完全記憶操作」 （キャリー・ウェルズ : 主役） アニメ

「機動戦士ガンダム UC」 （マリーダ・クルス） / 「ＴＩＧＥＲ＆

ＢＵＮＮＹ」 （アニエス ・ ジュベール）

甲斐田　裕子
星 なつき （静代の上司）

外画 「ゴシップガール」 （セリーナ : 主役） / 「アンフォゲッタ

ブル 完全記憶操作」 （キャリー・ウェルズ : 主役） アニメ

「機動戦士ガンダム UC」 （マリーダ・クルス） / 「ＴＩＧＥＲ＆

ＢＵＮＮＹ」 （アニエス ・ ジュベール）

最上　嗣生

青葉小学校長

アニメ 「爆丸バトルブローラーズ」 （シド・アー

カイル） / 「ダンボール戦機」 （オタイエロー）

外画 「キッド ・ ナップ」 （ナップ ： 主役） /

「モーターシティ」 （ダッチ）

日野　未歩

小林 大輔 / 女児Ｂ

アニメ 「イナズマイレブン」 （栗松鉄平） /

「たまごっち！」 （アカスぺっち） 外画 「ワン

ツリーヒル」 （ブルック） / 「ハリーポッター

と謎のプリンス」 （ニンファドーラ ・ トンクス）

鈴木　晴久

吉浦 茂 / 男児Ａ

アニメ 「黄昏乙女 × アムネジア」

稲川　英里

あすか

－横浜商業高等学校 （Ｙ校） 出身－

アニメ 「NHK リトルチャロ 東北編」 舞台

「ミュージカル アニー」（モリー）ゲーム「ジェ

ネレーションオブカオス６」 （PSP　マルレーネ）

中嶋 アキ

浜本 晶 / 男児Ｂ

外画 「ウォーキング ・ デッド」 （カール） /

「きみはペット」 （イ・ヨンウン） アニメ 「ダン

ボール戦機」 （中村レイナ）

平井　祥恵

金沢 順子 / 女児Ｃ

アニメ 「劇場版マクロスＦ～サヨナラノ

ツバサ～」 外画 「ホステル３」 （ニッキー） /

「オースティン＆アリー」　

小橋　知子

橋本先生 / 野村 真知子

アニメ「古代王者恐竜キング」 （竜野マルム）

外画 「華麗なる遺産」 （ユ・スンミ） / 「Ⅴ」

（リサ） / 「天使の誘惑」 （ヨンジェ）

荻野　晴朗

裕治 （あすかの父） / 順子の父

アニメ 「べるぜバブ」 （姫川竜也） / 「スケア

クロウマン」 （ミスターベスト） 外画 「新

ビバリーヒルズ青春白書」 （ライアン） /

「リゾーリ＆アイルズ」 （バリー・フロスト）

素晴らしい主人公と共に学びの旅をしませんか！

　人は、 皆、 この世に誕生すると、 まず、 第一に

お乳を飲ませ、 おむつを替え、 お風呂に入れ、 着替え

をさせる等の 「継続的で、 適切な世話」 が必要です。

この世話がないと命を落としてしまいます。 第二に、

「人」 としての成長を助けることが必要です。 主として、

親子関係を通して、 愛される経験を基礎とした躾や人

への信頼関係を築く力、 豊かな感性、 思考力等を

身に着けていけるよう、 育てられる必要があります。

　「ハッピーバースデー」 の主人公は母に 「生まなきゃ

よかった」 と言われ、 お兄ちゃんと差別され、 虐待

を受けて育ちます。 愛着形成を学び損ねてしまったので

す。しかし、苦しい経験を通して、お母さんも、主人公も、

親子関係の障害を乗り越えてゆく力を身に着けて

ゆきます。 ぜひ、 そのプロセスを見事な朗読劇を

通して一緒に学びの旅をしてみませんか。

朗読劇 「ハッピーバースデー」 20１2 横須賀公演実行委員長
神奈川県立保健福祉大学　前学長・顧問　山崎 美貴子

　四月、 汐入駅の満開の桜が散りはじめた夕暮れ

はとても美しく、 あゝ、 この横須賀で本当に公演が

出来るんだと嬉しさがこみあげて来ました。

　横須賀公演が本決りとなり実行委員の皆さまとの

会合での熱気は想像以上のものを感じました。

　「ハッピーバースデー」 を通して少しでも多くの方に、

いじめで傷つく子どもたちの哀しさを思いやっていた

だく事が出来たら…といつもその事を頭に置いて

出演者全員が演じています。

　２００７年から５年間変わらずにいたキャストを今回

はフレッシュな新人たちと一部交代しました。

　ピュアでナチュラルなあすかとその友人達はこの横須

賀公演が初演となります。 この公演をチャンスとして

前例にもれずプロとして躍進していく事間違いなしです。

　出演者全員にとって横須賀は思い出深い地となります。

本日は本当にありがとうございました。

朗読劇 「ハッピーバースデー」 プロデューサー　　　　　　　　　
有限会社オフィス・デュオ代表取締役社長　野村 道子

　朗読劇 「ハッピーバースデー」 チャリティ公演は、

毎年 11月の児童虐待防止推進月間に、 神奈川

県内で開催されてきました。 今回は横須賀の皆さま

に熱く迎えていただき、 出会いの縁を結ぶことができ

ました。 このご縁を機として、 共に子どもの育ちを守り、

支えていきたいと切に願っています。

　全国初の市民寄金である神奈川子ども未来ファンド

は、 子どもの育ちを応援しようという皆さまのお気持ち

を寄付という形でお預かりし、 子どもに関わる様々な

ＮＰＯへ助成金としてお届けしています。

　子どもを巡る痛ましい事件が続いています。 本公演

が子どもたちの心の居場所となれたら幸いです。

　ご来場の皆さま、 そして、 本公演開催に向けて、

ご支援ご協力くださった皆さまに、 心よりの感謝を

申し上げます。

認定 NPO 法人神奈川子ども未来ファンド理事長

青木　和雄

　家庭での虐待と教室でのいじめ―。 主人公の藤原

あすかが直面する問題は、 そのまま、 今を生きる

子どもたちが抱える問題ともいえます。 発刊以来、

本書への共感の手紙は途絶えることがありません。

心に降り積もった思いを、 子どもたちはあすかや直人

の叫びに乗せて吐き出しているのだと思います。

　いじめに耐えかね、 自らの命を断つ子どもたちが

続いています。 どれほどの苦痛と絶望だったのか。

その思いを想像するだけで胸が痛くなります。 寄り

添える大人であるために、 子どもたちの叫びに真摯

に耳を傾けていきたいものです。

　横須賀公演には、 子どもの幸せを願う多くの方々

の思いが込められています。 朗読劇もますます充実

したステージとなっています。 互いの存在を愛しく

感じられるひと時をお過ごしいただけるものと思います。

「ハッピーバースデー」 原作者　吉富 多美
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