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オンライン懇親会のご案内 

学術大会 1 日目の 10 月 22 日（土曜日）の最後に，Zoom を用いたオンライン懇親会の開催を予定して

おります．劇団しましま＊の皆さんと共に，プレイバックシアター＊の手法を用いて，参加者同士が日本作業

科学研究会第 25 回学術大会 in 長野に参加した経験を語り合い共有する場をもうけます．みなさん，ふる

ってご参加ください(^^♪ 

 

開催概要 

◼ 日時：2022年 10月 22日（土） 18:00～ 

◼ 参加費：無料（お飲み物，お食事は各自でご用意ください） 

 

参加方法 

◼ 日本作業科学研究会第 25回学術大会 in長野 参加登録時に，懇親会の事前参加申し込みが必要に

なります． 

◼ 懇親会では，Zoomの breakout room 機能を利用する予定です．Zoomの会場を複数の小部屋に分割

し，少人数での交流も計画しています． 

◼ 途中参加，途中退室も可能ですので，お時間の許す限り，お気軽にご参加ください． 

プレイバックシアターの主な手法：ストーリー 

 

観客から自分の経験（ストーリー）を語る

人（テラー）を募り，司会（コンダクター）

がインタビュー 

 

コンダクターが「見てみましょう」と言った 

後，アクターが即興で，ストーリーの場面 

を演じます．音楽も演奏されます． 

吉川ひろみ：作業とストーリー（https://hiromiosotpb.jimdofree.com/プレイバックシアター/劇団しましま）より引用 

Ｑ．どんな効果があるの 
Ａ．テラーはアクターの演技を見ながら涙したり，笑ったり自分の経験を振り返ることができます． 

観客は，他人の経験を自分のことのように感じることができます．お互いを尊重し合い， 
経験から学び合う機会になります． 

 

プレイバックシアターは，観客が語るストーリーを

アクターがその場で演じる即興劇です． 

「しましま」は，2014 年に県立広島大学 の教職員 に よって 
 設立されたプレイバックシアター劇団です． 
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Online Reception Information 
 

An online reception using Zoom will be held at the end of the first day of the Annual 

Conference, October 22 (Saturday). Together with members of the Shima Shima Theater 

Company*, we will use Playback Theater* method to provide a forum for participants to 

discuss and share their experiences of attending the Annual Conference. We look forward to your 

participation! (^^♪ 

 

Outline of the event 

◼ Date and time：October 22, 2022 (Saturday)  18:00～ 

◼ Participation fee：Free (please bring your own beverages and food) 

 

How to participate 

◼ Advance registration for the reception is required at the time of registration for the 25th 

Annual Conference of the Japanese Society for the Study of Occupation. 

◼ The reception will utilize Zoom's breakout room feature; we plan to divide the Zoom venue 

into several smaller rooms for small-group interaction. 

◼ You can join or leave during the session, so please feel free to attend as much as your time 

allows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Playback Theater Techniques: Story 

 

Tellers are invited from the audience to share 
their experiences (stories), and the moderator 
(conductor) interviews the teller. 

After the conductor says, "Let's see," the 
actors improvise and perform scenes 
from the story. Music is also played. 

Adapted from Hiromi Yoshikawa: Occupation and Story（https://hiromiosotpb.jimdofree.com） 

Ｑ． What are the effects? 
Ａ．  Tellers can cry, laugh, and reflect on their own experiences as they watch the actors 

perform.Audience members can feel others' experiences as if they were their own. It is 
an opportunity for mutual respect and learning from each other's experiences. 

 

Playback theater is an improvisational theater in 

which actors perform a story told by the audience on 

the spot. 

“Shima Shima” is a playback theater company founded in 2014 

 by faculty members of Prefectural University of Hiroshima. 
 


