
○モノローグ 

 

 人形劇をしているストーリーテーラー。 

 愛らしい人形（アリス・ロリーナ）が二つ出てくる。 

 ※視覚情報は視聴者に届けられませんが、演者さんが演技しやすいように書いています 

 

《BGM 人形劇 オルゴール》STR 

 

ストーリーテーラー：「昔々あるところに、アリスという少女がいました。アリスは姉のロリー

ナと二人暮らし。貧しくても幸せな毎日を送っています。そんなある日、アリスが町に出かけて

いたときの事です。家に悪い人がやってきたのです」 

 

 アリス人形が去ると、悪い男の人形が現れる。 

 

悪い男：「（演技している、ちょっと棒読みチックに）ぐへへへへ」 

ロリーナ：「（演技している、ちょっと棒読みチックに）貴方はだあれ、どうしてここに？」 

悪い男：「（演技している、ちょっと棒読みチックに）それは国王さまに聞いてくれ」 

ストーリーテーラー：「悪い人はロリーナに、きらりと光る刃物を振りかざします」 

ロリーナ：「（演技している、ちょっと棒読みチックに）きゃー！」 

 

 鈍い音が響き、ロリーナ人形が倒れ、男の人形が去っていく。 

 

ストーリーテーラー：「なんということでしょう、ロリーナは悪い人に殺されてしまったのです。

そこへアリスが帰ってきます」 

アリス：「（演技している、ちょっと棒読みチックに）姉さん？ ……姉さん！ なにがあったの」 

 

 アリス人形が再び現れ、倒れたロリーナ人形にしがみつく。 

 

ストーリーテーラー：「ロリーナは喋りません。喋れません。残ったのは散らばる血流と、物言

わぬ唇。永遠に光を灯すことのない眼球」 

アリス：「（徐々に感情をつけていき最後は怒り）ああ、ああ、神様。どうしてこんなに酷いこと

を！！」 

ストーリーテーラー：「何故なのでしょうね、何故なのでしょうか。問いかけても、誰も答えて

くれませんでした」 

 

《BGM 人形劇 オルゴール》DOWN 



 

○序章 

 

 広くない墓地の中、棺の周りには喪服を着た人たちが集まっている。牧師が十字を切り、喋り

だす。 

 

牧師：「皆さん、今日ここに故人との告別を行うにあたり、命の源である神に信頼をもって祈り

ましょう。今はただ私達の手で葬られてゆくロリーナ・リデルが聖人らの集いに加えられますよ

うに」 

 

 牧師の言葉の中、ひそひそと話す男女の声。 

 

参列女：「まだ若かったのに、可哀想ね」 

参列男：「物取りだって言っていたが、あれはロリーナを狙った犯行じゃ」 

参列女：「っし！ 馬鹿、聞こえるでしょ」 

参列男：「っと、悪い」 

牧師：「別離の悲しみのうちにある私達ですが、キリストが約束された復活の希望に支えられる

ことでしょう。我らの主、イエス・キリストによって。アーメン」 

参列女：「アーメン」（ほかの人と合わせる） 

参列男：「アーメン」（ほかの人と合わせる） 

参列少女：「アーメン」（ほかの人と合わせる） 

 

 教会の鐘が鳴り、牧師がお辞儀をすると人々は解散しだす。雨が降り始めるので建物へ入って

いく人々。そんな中アリスは焦点の合わない瞳で茫然と棺を見つめていた。 

 

アリス：「（答えを求める風でもなく）姉さん、どうして死んでしまったの？ 姉さんのいない世

界で、私が生きていく理由なんてないのに」 

 

 雨が強くなるがアリスは動かない。 

  

アリス：「（力なく）もう、死んでしまいたい。私を愛してくれる人が一人もいない世界で、生き

ていたくなんてない。……誰も私を愛してくれないの。私は永遠に一人。――消えてしまいたい」 

 

 どこから来たのか、アリスのすぐ傍に少年が立っていた。 彼はピンク色の大きな瞳をニコリ

と微笑んでアリスに近づく。 

 



インディ：「その願い、ぼくが叶えてあげるよ。君の願いは、ぼくが叶えてあげる。（反応しない

アリスに首を傾げる）――どうしたの、アリス？ この世界から消えてしまいたいんでしよう？」 

 

 誰だか知らない相手だが、思ったことがぽろりと口から出るアリス。 

 

アリス：「ええ、消えたいわ」 

インディ：「（優しく）だったら、ぼくと一緒においでよ。夢の世界に行こう。ねぇ――アリス」 

アリス：「……あなたは、誰？」 

インディ：「覚えてないの？」 

 

 インディは少し寂しげな表情を見せるがアリスの感情は動かない。どこか心ここにあらずな

状態で平坦と謝罪を述べる。 

 

アリス：「ごめんなさい」 

インディ：「ううん、いいよ。君はぼくを知ってるから。ずっと前に出会ってるんだ」 

アリス：「（考えるが思い出せない）……ごめんなさい、覚えていないわ。悪いのだけれど、一人

にして――」 

インディ：「（優しく、しかし圧力をかけて）ダメだよ。（ふんわりと優しく）不思議の国だよ。

ほら、思い出して。小さな君が、ぼくを追いかけて迷い込んだ、あの場所を」 

アリス：「（困惑）小さな私？ 不思議の、国？」 

インディ：「ウサギを追いかけて迷い込んだでしょう？ あの世界に連れて行ってあげる。君が

望むことなら何でもしてあげる！ だって、ぼくは君が好きだから」 

アリス：「好きだなんて軽々しく口に出す人は信用しないわ」 

インディ：「嘘だよ。君は愛されたがってる。そして愛してくれる人を信じたがってる。……ね

ぇアリス、おいでよ、不思議の国に」 

 

 しつこい相手に少しの怒りを覚えるアリス。 

 

アリス：「どうして私を連れて行きたいの。あなたには私が必要だとでも言うの？」 

インディ：「うん、君が必要だよ。ぼくには君が必要。ぼくは君が好き。だから――来て」 

 

 手を差し伸べるインディ。アリスは困惑して戸惑う。 

 

アリス：『なんなのこの子、いきなり出てきて、訳の分からないことばかり……。（感情が沈んで

いく）でももう、どうでもいいと思っているのも嘘じゃない。私がどこで死んだって、誰も悲し

んではくれないのだから。……私を必要としてくれる人は、もういない。だったら』 



 インディを見やるアリス。 

 

アリス：「……分かったわ」 

 

 本当に嬉しそうに喜んでアリスの手をとる。 

 

インディ：「本当に？ 嬉しいな！ ありがとうアリス。大好きだよ。君が大好きなんだ！ じ

ゃあ、行こう」 

 

○モノローグ 

 

ストーリーテーラー：「アリスの言葉に喜んだ少年は持っていた懐中時計のネジを巻きます。す

ると徐々に黒い光が二人の体を包み込んでいきました。その闇はゆっくりと、けれども確実に

空と、周囲の色を塗り潰していきます。そうして二人の姿は、教会から掻き消えたのでした」  



○モノローグ 

 

ストーリーテーラー：「ここは深い深い森の中。アリスは一人、倒れています。辺りには凍りつ

き、時を止めた木々たち。おかしいですね、少年はアリスに不思議の国に連れて行ってあげると

言っていたはずなのに、どこにもあの鮮やかな赤は見えないのです」 

 

○タイトルコール 

 

アリス：「不思議の国のアリス ～第一章 黒兎～」 

 

○クラウンの森 

 

《BGM 不思議の国》STR 

 

 森の中で気を失っていたアリスが体を起こす。周囲は霧に包まれていて、身を突き刺すような

寒さに体が震える。息を吐くと白く染まった。目の前にある木々は凍っている。 

 

アリス：「っぅ……さむ、い？ ……ここは？」 

 

少し離れた崖にいたインディはアリスが起きたことに気づいて近づいてくる。 

 

インディ：「アリス、起きたんだね！ よかった、目覚めないから心配してたんだよ」 

アリス：「（ぼんやりとしながら）……貴方は、教会にいた」 

 

 ぼやける頭でインディを見ていると、彼の頭にウサギの耳がついているのに気づく。 

 

アリス：『おかしいわ、この子の頭にウサギの耳がついているように見える。――幻覚かしら？』 

インディ：「アリス、どうかした？ どこか痛い？」 

アリス：「ごめんなさい。まだ頭が混乱しているようなの。ここは？」 

インディ：「不思議の国だよ」 

 

 立ち上がるアリス。 

 

アリス：「え？ でも不思議の国はこんなに寒くなかったわ。花が沢山咲いていたし、陽気な歌

が聞こえて、みんな生に貪欲だった。（見渡しながら）こんな凍りついた世界じゃなかった」 

インディ：「うん、変わってしまったんだ、（憎らしく）スペードの王の所為で。（元に戻って）



ぼくの名前はインディ。幼かった君が追いかけた白兎だよ。（おとぼけて）今は黒兎だけど」 

アリス：「？ ウサギって、色が変わるものなの？」 

インディ：「ははは、どうだろう。ぼくが黒兎になったのは女王さまが死んじゃってからだから」 

アリス：「女王が、死んだ？」 

インディ：「うん、殺されちゃったんだ。スペードの王に。だから世界が変わった。赤く綺麗だ

った世界は、黒く死が渦巻く世界になった。今では誰もが殺し合う、そんな世界。ほら見てみて

よ、綺麗な赤なんてどこにもない。忌々しい黒ばっかり」 

 

 インディと一緒に崖の上に行き眼下を見ると凍りついた世界が見える。 

 

アリス：『ほんとうに、すべてが凍りついている。吐く息も白い……寒いわ』 

インディ：「ねぇアリス、アリスは誰かに必要とされたいんだよね？」 

アリス：「（迷いながら答える）……ええ、そうね」 

アリス：『誰かが私を必要としてくれるなら、私にも生きる価値が少しはあるって、そう思える

から』 

インディ：「（必死に）だったら、スペードの王を倒して、この世界を救ってほしいんだ。ぼくは

アリスを必要としてる。だから――」 

アリス「（冷たく）無理よ。（インディを見て）インディ、ごめんなさい、でも私はただの小娘な

の。どこにでもいる一人よ。自分の居場所が欲しくて、でも自分では何も行動しないような

人間なの。頼ってくれたことは嬉しいけど、他の人を探して」 

インディ：「そんな！ どうしてそんなことを言うの？ 昔の君なら絶対に力を貸してくれたの

に」 

アリス：「私は昔のアリスじゃないわ。もう好奇心なんてないの。誰かの為になんて言って動い

てあげられない。それに、これは必然だったのかも知れないわよ？ そうよ、変わることは決め

られていたの。そう思えば、悲しくないでしょ」 

 

 どこか自分に言い聞かせるように言うアリスにインディは眉をハの字にする。 

 

インディ：「お姉さんが殺された時も、そう思い込んで納得しちゃったの？」 

アリス：「！？ （悔しさを滲ませて）……だって、そう思うことしか、できないじゃないっ」 

アリス：『姉さんが死んだ理由が不幸な事故だなんて、納得できるわけがない。でもそうなるこ

とが運命で、どうしようもなかったって、そう思い込めば、辛くないわ』 

インディ：「（アリスの怒りを誘うように問いかける）お姉さんを殺したのがスペードの王でも？」 

アリス：「（呆然とインディを見つめる）…………いま、なんて言ったの？」 

インディ：「（アリスを見返して）アリスのお姉さんを殺したのはスペードの王だよ」 

アリス：「(困惑)な、ぜ？ （首を振るインディを問い詰めるように）どうしてスペードの王が姉



さんを殺すの！？」 

インディ：「さぁ、それはアラガントに聞いてみないと。ぼくには分かりっこないよ」 

アリス：『（混乱）何を言っているの、インディは。どうして姉さんを殺した相手が不思議の国に

いるだなんて言うの？ でも、もしその話が本当なら』 

アリス：「（憎しみを込めて）殺してやりたいっ！」 

インディ：「（笑顔で）本当！ じゃあアリス、ぼくと一緒にアラガントを殺そうよ。そうしてず

っと、ぼくと――！ 誰？」 

 

 ガサゴソと音がしたかと思うと、ピエロのような男が現れる。奇抜な赤髪をしており、顔には

ペイントが施され、手には少女のビスクドールを持っている。 

 

クラウン：「おんや？ こんなところに人が」 

アリス：『え、なに、変な人が出てきたわ。ピエロの格好に人形を持っている。……腹話術師？』 

クラウン：「（アリスの前まで来ると恭しく例をする）ボンジュール、レディー」 

アリス：「……え？ あ、ボ、ボンジュール……？」 

インディ：「（うっとうしそうに）っは、ピエロ、邪魔だからどっかに行ってよ」 

クラウン：「（遮るように）ああ！ このような所で素敵なレディーに会えるだなんて。ワタシは

幸せものです。ねえ、アン」 

 

 ピエロが問いかけると、彼の腕に抱かれているビスクドールが喋る。口は開いているが舌はな

く、どうやってしゃべっているのか不明。 

 

アン：「くすくす。ええ、わたくしたちは幸せですわね、クラウン」 

アリス：「人形が……喋った……？」 

アン：「あら、レディー。人形は喋りますわよ。当たり前のことですわ」 

クラウン：「そうそう、アンは喋るよね」 

アン：「ねー」※クラウンとかぶる 

クラウン：「ねー」※アンとかぶる 

インディ：「（イライラして）おいピエロ、無視しないでよ」 

クラウン：「ん？ あれま、ウサギくん。どうしたんだいそんな所に突っ立って、暇そうだね」 

インディ：「暇なもんか！ ぼくがアリスと喋ってたの！ それ以上アリスに近づかないでよ、

変態」 

 

 変態という言葉に衝撃を受けるクラウン。大げさな身振りで身をよじる。 

 

クラウン：「変態！ ああ、それは酷い！！ ワタシは変人ではありますが、変態では断じてな



いのですよ。（泣くのではなく声で言う）はあああ、しくしくしくしく」 

アン：「ああ、泣かないでクラウン。あなたはとても素敵なピエロよ。さあ、涙を拭いて」 

クラウン：「ぐすん、ありがとうアン。君は心優しいドールだね」 

 

 小芝居をしているアンとクラウンを追い払おうとするインディ。 

 

インディ：「涙なんて一滴も出てないじゃないか嘘つきピエロ！ 君たちのお喋りは耳障りだよ。

さっさとどこかに行って」 

クラウン：「（気持ちを切り替えて）いいえ、そうはまいりません。（力込めて）ん～、なぜなら！ 

レディーは、外から来られた客人だから、です！！ （ポーズを決めて）外から来た客人を案内

するのがワタシのお仕事っ。（アリスに近づき恭しく）さてレディー、レディーはアリスという

お名前なのですか？」 

アン：「まあクラウン、紳士なら淑女にみだりに名前を訊くべきではないわ。それに貴方はまだ

自己紹介もしていないのよ？」 

クラウン：「おんや、これは失敬……ワタシの名前はクラウン。見ての通り、ピエロです。（アリ

スの手を取り、甲に口付けをする）んーちゅ」 

アリス：「ひゃ！？」 

 

 吃驚して手を引っ込めようとした矢先、その手はインディに取られる。 

 

インディ：「汚い！ （この世の終わりのような表情で）アリスの手にキスするなんて！！ ア

リス、手を出して。今すぐ除菌するから！」 

 

 インディの黒いハンカチで手の甲を拭かれるアリス。 

 

アリス：「インディ、大丈夫だから。えっと、クラウンさん。私はアリス・リデルと言います」 

アン：「まあ、では次はわたくしね。（ニコリと愛らしく）レディー、わたくしはメアリー・アン

ですわ。アンと呼んでくださる？ よろしくしてくださいませ」 

アリス：「ええ、よろしく、アン」 

クラウン：「さぁ、自己紹介も済みましたね。ではさっそく不思議の国を案内しましょう！」 

 

 アリスを今にも連れて行きそうなクラウンにインディが声を上げる。 

 

インディ：「ちょっと勝手なことしないでよ！ アリスはぼくと行くんだから」 

アン：「まあウサギさん、クラウンの役割を奪うつもりですの？ それはいけませんわ」 

インディ：「関係ないよ。もうぼくは不思議の国の操り人形じゃない。好きにさせてもらうんだ」 



アン：「まったく、呆れた方ですわ。ルールに従わなければ命を落としかねないのですわよ？」 

インディ：「君たちが死のうが生きようがぼくには関係ないんだもん」 

アン：「（口元は笑っているけれど目元は笑っていない感じに）まぁ、酷い方ですわね」 

クラウン：「(ニコニコしながら)おやおや、話がはずんでいるみたいですね！ ではレディー、参

りましょう。この不思議の国を１から、１０と言わず１００以上までご説明しましょう」 

 

 アリスの手を引いて歩いていくクラウン。 

 

アリス：「え、あ、待って」 

インディ：「ちょっと、勝手に行かないでよ！」 

 

 連れられたアリスを追いかけて森へと入るインディ。 

  

《BGM 不思議の国》DOWN 

 

○クラウンの森 

 

 森の中を歩いているアリス、インディ、クラウン（Withアン）。  

 

アリス：「領土では、主が絶対？」 

クラウン：「はい。現在、不思議の国はいくつかの領土に分かれています。例えば帽子屋の領土、

チェシャ猫の領土、スペードの王の領土といった感じで」 

アン：「それぞれの領土では領主が絶対的存在となり、全権を持ちますわ。ただ一人、王たるア

ラガントは服従の対象になりませんけれど」 

アリス：「じゃあ、ここも誰かの領土なの？ 森だけど」 

 

 ウキウキと胸を張るクラウン。 

 

クラウン：「はい！ ここは、ワタシの領土なのです！！ なので、ウサギくんに出ていけと命

令することもできるのですよ」 

インディ：「アリスと引き離されるくらいなら、お前を殺してこの領土を奪ってやる」 

クラウン：「ああ！ なんて物騒なことでしょうか。（首を振る）野蛮です。（アリスに対して）

レディー、ウサギくんは元を正せばか弱い生物、野生の動物、森の畜生です。これからはワタシ

と一緒に行きませんか？」 

アン：「（とても嬉しそうに）まぁ、それがいいですわ！ レディー、わたくしたちと一緒に行き

ましょう？」 



インディ：「ふざけないでよ！ お前たち、本当に殺されたいの？ クロス・ボウよ」 

 

 インディが集中すると掌に黒い粒子が集まりだし、仕舞にはある武器の型を成す。アリスは何

もない空間から出てきた武器に目を瞬かせ、困惑する。 

 

アリス：「インディ、なにをしたの？ どこからそれを取り出したの？」 

インディ：「え、クロス・ボウ？ 武器は願えば出てくるんだよ。大丈夫、アリスには当てない

から」 

 

 クラウンに向けて構えるインディ。アリスは普段手にすることのない武器に少しの恐怖を抱

く。 

 

アリス：「そんなもの、危ないわ。捨てましょう？」 

インディ：「あはは、アリスは怖がりだね。ほら、この部分から矢が飛び出すんだよ。見ててね

ー」 

 

 インディがクロス・ボウを構え直した次の瞬間、トス、と軽い音が聞こえた。 

 

トランプ兵：「（クロス・ボウで心臓を射抜かれる）っぐ、あ」 

 

遠くで、クロス・ボウで撃たれた誰かが倒れる。手を三度ほど叩いて賞賛するクラウン。 

 

クラウン：「おお、お見事、命中です。あれはトランプ兵でしょうか、私たちを覗き見するとは

まったく、王の品位を疑いますね」 

アン：「クラウン、きちんと死んでいるか見ておきませんこと？」 

クラウン：「それもそうだね。レディー、少しだけお待ちくださいね。（※鼻歌を歌いながら死体

を見に行く。ここは追って指示を出させていただきます）」 

 

クラウンが森に入っていく中、アリスは茫然とインディを見ている。いま目の前で起きた一連

の行為が信じられない。 

 

アリス：「（いきなり人殺しを見せられて混乱）どうして……？」 

インディ：「うん？」 

アリス：「（インディを掴んで怒りながら強く言う）どうしてこんな事をしたの！？」 

インディ：「（怒りだしたアリスにオロオロする）え、ええっと、えと、アリス？」 

アリス：「どうして撃ったの！」 


