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Speech Voice/Body Actions/Face/etc 
Last November, I got a piece of 
paper from my boss. 

Last Novemberまで発声したら、左
胸の内ポケットから Feedback Form
を「さっ」と取り出し左斜め上に差し

上げる。 
Guess what it is? 
Promotion? 
Or termination? 
 

会場に向けて問いかけ。 
• Promotion はうれしい気持
ちで発声する。 

• 右手で「出て行け」の仕草を

しながら Terminationは暗
い声。 

Mr. Azuma’s strengths 
Effective team building and 
customer focus. 
 

左手の聴衆に向けて、おもむろに

Feedback formを読み上げる。 
 
二つの Strengthsは弾む声で。読み
上げたら得意そうに会場を見渡して

サムアップ！やったぜ！という感じ。 
Mr. Azuma’s weakness. 
Setting priority. 
 

ス テ ー ジ 右 に 移 動 し な が ら

Feedback formを開いて、不安そう
な 声 で 「  Mr. Azuma’s 
weakness.」。発声したら不安そうな
表情で客席を一瞥する。ためて

「Setting Priority」がっかりし
た気持ちになる。がっかりした声と表

情。 
 

Madam toastmaster. 
Ladies and gentlemen. 
And all of my friends, who 
have the same weakness. 
 

気分を変える。にこやかに Madam,,,
だんだんクレッシェンド。最後の All 
of my friendsは会場全体を巻き込
む感じで。Who have the same は、
そ の 中 で も 私 と 同 じ よ う に

Priority Settingの苦手な人たち
だけにフォーカスをズームし、

weakness はそのせりふをクローズ
する感じ。 
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This is my annual feedback form 
from my boss. He always encourages 
me to improve priority setting. 

カメラのフォーカスを、再び全体にア

ンズームし、紙の説明。「いつもあり

がたいんですよ。」という気持ちにな

って聴衆と視線を保ったままステー

ジ右に移動する。言い終わったらいっ

たん立ち止まる。 
Thinking back, I still remember my 
mother had also and always 
encouraged me when I was growing 
up. 
 

母親からの教えの回想シーン。ちょっ

と上を見る。When I was growing up
は左手で子供が竹の子のように成長

していく様を描写する。 

“Ki-chan!” ちょっと母親の声。ステージ左にいる

子供のころの自分を母の視点で見て

いる。 
 
 

「きーちゃんって俺のことだよ」って

感じで自分を人差し指で指す。絶対に

笑いを取る。 
“Never put off until tomorrow what 
you can do today.” 

再び母の視点。母の声。 

 ちょっとためる。 
But I was a bad boy and I told 
myself this. 

イタズラ好きな Bad Boy の声を出し
ながら、ステージ左に移動。 

“Never do today what you can do 
tomorrow.” 

Bad Boyの声で。笑いを絶対に取る。 

 笑いが来たら、笑いが収まるのを待ち

ながらステージ右手に移動。聴衆と視

線ははずさない。 
Yes, I was a hard-core 
anti-priority man. 

hard-core anti-priorityな声。
マッチョな太い声。Priorityは Rの
音に巻き舌音を入れる。 
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But a hard-core anti-priority man 
never gets a super pay-raise and 
a super promotion. 
 

すぐに自分を客観化し、 hard-core 
anti-priority といっている自分
をステージに右手に置き去りにして、

「あぁいっているけど、そんなやつに

は昇給も昇進もないのよ。」といわん

ばかりの態度でステージ左手に移動。 
 ちょっと間。 
Reluctantly, I open a guide book. 
 

右手を向きながら、心からがっかりし

た気持ちで Reluctantlyを発声し、
Guide Bookを両手で開くしぐさをす
る。 

• “Welcome to the priority 
setting self training!” 

 
• “You need to improve the 

skill because you have 
difficulty in saying NO, and 
accepting everything.” 

Welcome でいったんきる。To the
と続ける。ディズニーランドの場内ア

ナウンスの声のイメージ。 
右斜めに体を向ける。まだ本を両手で

開いている。（本は持っていない。し

ぐさだけ） 
ここから本の記述が、私をおちょくっ

ているようなイメージの声を出す。 
 「やだね、あたっているよ。この本。」

というびっくりした感じでウンウン

と頷きながら聴衆のほうを見る。笑い

を取る。 
• “You are a perfectionist who 

needs to do everything 
right.” 

本を開いたまま、正面に体を向ける。 
 

 
 

「またあたっているよ。この本。」と

今度は苦々しい顔でウンウンと頷き

ながら聴衆のほうを見る。顔の表情で

笑いを取る。 
• “You are an action-junkie, 

always on the move.” 
体を左斜めに向けてちょっと動きな

がら読む。本は両手で開いたまま。 
 「またあたっているよ。いやな本だ

ね。」と最高に苦々しい顔で聴衆のほ

うを見る。この顔の表情で笑いを取

る。 
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Yep. The book is right. 
 

きっぱりと Yep!を発声。開き直って
The book is right. 

But am I the only one? Look at any 
newspaper this morning.  
 
A lot of smart people are doing a 
lot of stupid things. Like wars. 
Countries are fighting with other 
countries. For what? 
Is this our priority as human 
beings? 
 

さらに開き直る。「悪いのは俺だけ

か？」 
 
ここからどんどん開き直り、人間の愚

かな行為に話をシフトしていく。多少

怒りをこめて。 
 
ステージ左へ移動。 

Think about the global warming. 
 
I’ve seen a film about the 
Columbian glacier, and I saw what 
has been happening year by year; 
melting and receding. 

「みんな！ちょっと考えてみよう

よ。」と Global Warming を取り上
げる。 
危機感をかもし出す声と表情、しぐさ

でステージ中央にもどる。 

In 1980. 
1985. 
1989. 
1993. 
1996. 
1999. 
2001. 
All gone, ladies and gentlemen!  
 

おでこに両手をあて、氷河が後退する

様を描写。 
だんだん加速していく。 
 
 
 
 
 
All goneはすごく泣きそうな声。 

Hey, I’m not talking about my hair. 
I am talking about the global 
warming. 
 

「みんな、何笑ってるんだ？」という

声で。笑いをとる。 
 
 
笑いが収まるのをやや待つ。 
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But the question is this. 
 
What are our real priorities, 
ladies and gentlemen! 
 
Many of us need to improve our 
priority-finding skills, right. 

断固たる感じで。 
 
問題点の根源に光を当てるイメージ。 
 
 
両手を広げて Many of us を描写。
両手を上にあげて Improve のしぐ
さ。両手を顔の前に持ってきて、双眼

鏡の描写で Priority Findingを描
写。 

 興奮を落ち着かせながら、ステージ左

へ移動。移動したら、一呼吸して停止

して聴衆を見る。 
This January, I visited Taiwan 
with my mother. She lived far away 
and hadn’t seen her for three 
years. 

聴衆を見ながらステージ右手に移動。

Taiwanをはっきり長めに発音。親不
孝息子のニュアンスを描写。 

In the evening we arrived Taipei, 
we met Sherry, a fantastic friend 
of mine. And she invited us to an 
welcome dinner. 
 

ここから台湾に到着して楽しい雰囲

気を描写。楽しい台北の夜の雰囲気に

わくわくしている気持ちで。 

We enjoyed lots of delicious 
steamed dumplings with other nice 
friends. 
 

楽しい仲間とおいしいシューマイを

たらふく食べたというイメージ。 

After the dinner, Sherry proposed 
a photo session, and we quickly 
formed two lines; short people and 
tall people. 
 

たのしいディナーの余韻を残しなが

ら、その思い出を写真に残すときの楽

しい気持ちを再現しながら。Photo 
Session はカメラを構えるまねをし
ながら発声。急いで２列を作る様をち

ょっとこっけいに。 
And my mother was there and I was 
here. 

母と自分の立ち居地が聞き手にはっ

きりわかるように。 
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“OK, you guys. Stand like this, and 
say “Cheese.” 
 

カメラマンのシェリーさんの楽しい

音頭。面白いポーズ。台北のあの夜の

写真セッションを思い出しながら。 
“Cheese.” 
 

シェリーさんリクエストする思いも

よらないポーズに一所懸命答える自

分の描写。不器用に。シェリーさんと

対称的な野太い声。笑いをとる。 
 ちょっと待つ。 
She was an excellent leader. She 
asked us to make many funny poses 
for her. 
 

自分の描写からその場全体の描写に

視点を切り替える。シェリーさんがい

かにすばらしく楽しくその場を仕切

ったかを描写する。 
And suddenly, she looked at me and 
demanded this. 

Suddenlyの直後に間。会場が「しん」
となった静寂の底を感じてから次に

進む。何を言い出すんだろうという不

安感の描写。 
“Azuma-san, put your arms around 
your mother.” 
 

シェリーさんらしい明るい声で。 

 「え、そんな事いわれても無理だよ。

やめてよ。」という表情がだんだん出

てくる。 
I hesitated because I had never 
given my mom a hug since I’ve grown 
up. Because it was,,it was simple 
because it was not in my culture. 
I have, I. 
 

言い訳。必死で言い訳。文化のせいに

して切り抜けようとする。あわてる様

で笑いを取る。 

“Azuma-san, don’t be shy! Put your 
arms around your mom.” 
 

そんな私にお構いなしに、そんな私を

見透かしたように、追い討ちをかける

明るいシェリーさんの描写。 
 困ったなぁという顔をする。 
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I awkwardly extended my arms to my 
mother and put my arms around her. 
 

両手の平を見つめながら、まぁ仕方な

いかという感じでシェリーさんの要

求に応え、左斜め前にいる母の体に手

を回す。 
照れくさくて仕方がなく、「はぁはぁ」

と呼吸が荒くなる。 
A moment of silence. あせった声。 
 間（１，２，３，４，５）母の体のぬ

くもりにだんだんと気づいた瞬間を

思い出す。 
Mom was warm! 
 

「お袋ってこんなにあったかかった

んだ」そのぬくもりにびっくりする。 
 しかし、すぐ頭の中にいろいろなこと

を思い出す。目を閉じる。回想。１，

２，３，４，５と数えながら、邪険に

した親不孝な数々の出来事。本当に親

不孝だったと情けなくなる。両手を胸

の前で組む。祈りの、許しを請うかの

ようなポーズ。 
Deep in my heart, I apologized to 
her for not having seen her for a 
long time. 

申し訳ない気持ちで。 
 
 
半歩前に出る。 

Deep in my heart, I came to 
realized what my real priority 
was. 

目を開ける。自分の優先順位ってなん

だったかを思い知らされたあの台北

の夜の気持ちを思い出す。 
半歩前に。 

Deep in my heart, I realized the 
most important things in life are 
not always visible. 

さらに、仕事と自分のことばかりフォ

ーカスしてきた自分の人生の陰に母

がいたこと。本当に大事なことを忘れ

ていたという強い反省の気持ちを、喉

から絞りだす。 
 天を見上げて深く息を吸い込む。そし

て胸の前で組んだ手をほどきながら

一気に吸い込んだ息を吐き出す。自分

の間違いに気がついた描写。情けない
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600 words 

笑顔。 
This hard-core anti-priority man 
just surrendered. 
 
 
 

親指で自分の胸をつつきながら発声。

Just の前で右足を左足にくっつけ床
をドンと言わせて気をつけのポーズ

をとる。その後、Just Surrendered
と発声。 

 立ち居地はステージ中央のまま。後方

に３歩下がる。いったん立ち止まる。 
Friends, our lives are journeys, 
and you might be carrying a lot of 
things on your shoulders. You’d be 
calling them priorities. 
 

同じ旅を歩む友へのメッセージを送

る気持ち。 

Now, put them down on the floor and 
let’s take a look at each of them. 
 
 

「さぁ、抱えている荷物をいったんお

ろそうよ。」その後、床におろした荷

物を一つ一つ見直す描写をステージ

上で右に左に移動しながら行う。 
ステージ中央に戻る。 

Before you continue your journeys, 
please ask yourselves this 
question. 
 

ステージ前方に足を進めながら、聴衆

に語りかける。聴衆から視線をそらさ

ない。 

What are your real priorities? 
 

くっきりと明確に発声する。 
発声し終わっても聴衆への視線を保

ったまま１，２と数え、右手で無言で

「Contest Chair」のポーズをとる。 


