
1

2015 年度

相馬子どもオーケストラプロジェクトにおける

週末弦楽器教室に関する報告書

平成 27 年度文化庁
文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業 相馬市



1

目次

はじめに
週末弦楽器教室の関係者と東日本大震災
エル・システマジャパンとは
相馬における活動内容と参加者・指導者の概要
調査概要
菊川穣 × 苅宿俊文対談～これまでの活動とこれからの展望～
浅岡洋平 × 苅宿俊文対談～音楽教育の可能性～
フェローに関する研究報告
2015 年度　フェローインタビュー調査
2015 年度　指導者インタビュー調査
2015 年度　アンケート調査結果ー保護者ー
2015 年度　アンケート調査結果の考察ー保護者ー
2015 年度　アンケート調査結果ー子どもー
2015 年度　アンケート調査結果の考察ー子どもー
2015 年度　活動に関するアンケート結果・考察
おわりに

‥‥‥‥‥‥‥‥　2
‥‥‥‥‥‥‥‥　3
‥‥‥‥‥‥‥‥　3
‥‥‥‥‥‥‥‥　4
‥‥‥‥‥‥‥‥　5
‥‥‥‥‥‥‥‥　6
‥‥‥‥‥‥‥‥　9
‥‥‥‥‥‥‥‥　12
‥‥‥‥‥‥‥‥　14
‥‥‥‥‥‥‥‥　15
‥‥‥‥‥‥‥‥　16
‥‥‥‥‥‥‥‥　18
‥‥‥‥‥‥‥‥　19
‥‥‥‥‥‥‥‥　20
‥‥‥‥‥‥‥‥　21
‥‥‥‥‥‥‥‥　23



2

はじめに
子ども達が教えてくれたこと　３

　「週末弦楽器教室」の調査に参加して３年目、子どもたちから
教えられることは常に絶えることはない。
　４年目の「週末弦楽器教室」の活動は、安定した時期を迎え
ていると言える。その中で子どもたちが弦楽器を通して育って
いくこと、そこには音楽だけではなく、ほんとうの教え学びの
営みの中で常に見いだすことができる「自分との出会い」が生
成されていることがわかる。
　情報社会の中で、知識を得ることの効率は日々進歩していき、
それによって得られることも数多くあるかもしれないが、それ
と同じように失われようとしていることもある。その失われよ
うとしていることのひとつに、「時間をかけて育っていく」とい
うことがある。
　「週末弦楽器教室」は、週末というゆとりのある時間に、弦楽
器という感覚的で身体的なものを通して、他者と自分にとって
満足のいく演奏をする関係を常に持つということである。単に
演奏技術が上達するというだけではなく、演奏に納得できてい
く自分自身を通して見える他者との関わりや、他者とのつなが
りの中で自分が果たしうる役割の発見などを通して、そこでは、
自分をわかるためのいくつかの道筋が見えてくる。
　では、「週末弦楽器教室」で見えてくる、自分をわかるための
道筋とはどんなことだろうか。それは例えば、バイオリンを演
奏している音というのは、観客からみれば、CD から流れてく
るスピーカーの音とあまり大差のない音のように聞こえるわけ
だが、演奏している子どもたちの耳に聞こえるバイオリンの音
はもっと直截で肉薄したものである。舞台の上にいる子どもた
ちは、自分のバイオリンの音でいっぱいなはずなのに、他のバ
イオリンの音や他の楽器の音を聞き分け、そこに自分の音を紐
付けていく。それは身体感覚として、演奏に参加していこうと
しているのである。その繰り返しがオーケストラでの学びであ
る。
　そこには「聴く」ことの教育的な意味も込められている。自
分だけが勝手に演奏する、それがたとえ上手であったとしても、
それだけではオーケストラは成立しえず、自分が他者の音に重
ねるということ、それを互いが行い合うということ、それを前
提条件として成立しているのがオーケストラなのである。
　オーケストラに参加して、互いに聴くという行為がなぜ教育
的なのか。それは、聴くという行為に他者へのリスペクトが含
まれているからである。互いに敬意を持ち、合奏するという協
働的な行為に参加するということ、そのことが子どもたちにとっ
て、社会に参加するということのシミュレーションになってい
るのである。
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週末弦楽器教室の関係者と
東日本大震災

エル・システマジャパンとは
概要

　相馬子どもオーケストラプロジェクトの週末弦楽器教室は、
毎週末、様々な場所で継続して行われており、まもなく 4 年が
経過しようとしている。主に週末に開催する弦楽器教室として
開始された活動であったが、現在では週末のみならず、平日で
ある水曜日に自主練習日を設けるなど、活動は徐々に増加して
きている。活動場所は、主に相馬市内にある 6 ヶ所の施設を利
用している。最も頻繁に使用する活動場所は、相馬市総合福祉
センター、通称はまなす館（福島県相馬市小泉字高池 357）だ
が、相馬市民会館（相馬市中村字北町 51-1）や道の駅そうま（相
馬市日下石字金谷 77-1）、LVMH 子どもアート・メゾン（相馬
市中村二丁目 2-15）、相馬市防災備蓄倉庫（相馬市坪田字宮東
25 番）、アムウェイハウス相馬さとばたけ報徳センター（相馬
市馬場野字山越 89）の 5 ヶ所でも活動が行われている。
　相馬市民会館は、東日本大震災の際に、建屋が損壊し、使用
できなくなり、そのまま解体されたが、現在は新たに建てられ
利用されている。2014 年度には、新たに建てられた相馬市民
会館の記念行事で、週末弦楽器教室の子どもたちが演奏を披露
した。
　LVMH 子どもアート・メゾンは 2014 年にオープンした施設
で、東日本大震災により被災した子どもたちの心のケアなどの
活動拠点として建設され、子どもたちの情操教育や芸術活動を
支援している。
　相馬市防災備蓄倉庫は、毛布、水、米などを備蓄しているほか、
敷地内には殉職された消防団員の功績や、津波の被害を後世に
伝える碑文を記した顕彰碑が併設されている。この施設の会議
室と倉庫の一部を子どもオーケストラの練習活動、楽器の保管
場所として利用している。
　アムウェイハウス相馬さとばたけ報徳センターは、2014 年
11 月にオープンした施設で、放課後には子どもたちの学習や遊
び場として利用できるなど、地域の交流の場として利用されて
いる。
　週末弦楽器教室に通う子どもたちは、相馬市内にある小学校
全 10 校のうち、市内 8 つの小学校通学区域から活動に参加し
ている（桜丘、中村第一、中村第二、飯豊、大野、日立木、石
神第二）。

　家庭の事情にかかわりなく、希望するどんな子どもも楽器の
演奏や歌を歌うことを、グループで学んでいけるということ。
それは芸術を通して自己を表現し、仲間と一緒になって創造の
喜びを知ることである。そして、一人ひとりの子どもが、誇り
と自信を持って生き生きとすることで親が変わり、その周りの
人々も変わって、社会が変革されていくこと、こうしたエル・
システマの教育理念の実現こそが、東日本大震災によって厳し
い状況にさらされ、特に、福島第一原子力発電所事故による影
響を心身ともに受けている福島の子どもたちの尊厳を回復し、
夢と希望を与えることができるのではないかという思いから、
一般社団法人エル・システマジャパンは 2012 年 3 月 23 日に
設立された。
　この活動理念に則った活動が福島県相馬市で行われて、3 年
が経った。活動開始当初、エル・システマジャパンは、相馬市
立中村第一小学校器楽部へバイオリン専門家を派遣、及び楽器
の購入・修繕等の支援活動を行っていた。その後、市内の他小
学校における合唱部、金管バンド、バイオリン教室、鼓笛隊、
そして、音楽の授業等、様々な形において活動を展開していった。
2013 年 2 月には、エル・システマジャパンの支援が入ってい
る学校の子ども達 157 人が一同に会する「ジョイントコンサー
ト」が、多くの支援者の暖かい応援のもと初めて相馬市にて実
施された。同年 4 月からは、中学生になった弦楽器経験者も継
続して練習ができるようにと「週末弦楽器教室」が 30 人でス
タートした。同年 8 月からは希望するすべての子どもが参加で
きるよう市内全域に活動を広げ、現在では、未就学児や高校生
を含む 75 名（2016 年 1 月現在）の子どもたちが、週末弦楽
器教室のメンバーとして日々練習に励んでいる。
　2014 年度には、市立桜丘小学校合唱部をベースに中学生の
合唱部 OB・OG が加わった形でのコーラスの活動がはじまり、
2014 年 12 月には震災後再建された新市民会館にて、135 名
の「相馬子どもオーケストラ & コーラス」のデビュー公演を行
なった。
　さらに、2014 年 6 月からは岩手県上閉伊郡大槌町でも音楽
教育活動を始めた。大槌町では既存の学校クラブ活動への指導
者の派遣と希望者による週末弦楽器教室が行われている。ここ
で指導にあたる指導者はエル・システマジャパン立ち上げ初期
よりインターンとして活動に関わり、相馬市の週末弦楽器教室
のフェローとして活動に参加していた。2014 年 12 月にはク
リスマスコンサートを開催し、2015 年 1 月には大槌町の子ど
もたちが相馬へ訪問し、相馬の週末弦楽器教室と交流を深めた。
その後も複数回の演奏会を実施しており、その活動が注目され
ている。

写真
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設立経緯

相馬における活動内容と
週末弦楽器教室の概要

　南米ベネズエラ発祥のエル・システマ（El Sistema）は、英
語のまさに The System と同様のスペイン語で、音楽教育シス
テムを示す言葉である。この活動は無償で子どもたちに音楽の
基礎知識や楽器の演奏技術を教え、オーケストラの合奏や合唱
に参加する機会を与える音楽・オーケストラ教室である。ベネ
ズエラ国内におけるこの活動の運営はシモン・ボリバル音楽財
団によって行われている。エル・システマはオーケストラやコー
ラスの参加を通じて、子どもたちに集団行動を学ばせ、体系化
した音楽教育を行うことを使命とし、音楽を通して集団として
の協調性や社会性を育みコミュニティとの関わりを作ることを
目的としている。
　エル・システマは子どもたちに最大限の可能性を発揮させ、
成長に重要な価値観を身につける手助けをしている。この活動
を通して世界の第一線で活躍する優秀なアーティストを輩出し
ている。現在では、活動の使命や目的に世界が共感し、イギリ
スやアメリカ合衆国、日本を含め、50 カ国以上の国に導入され、
影響を与えている。（『エル・システマ　ベネズエラの音楽の奇
跡』、『エル・システマジャパンホームページ』参照）
　日本では東日本大震災によって厳しい状況にさらされた福島
の子どもたちが芸術を通して自己表現や仲間と一緒に創造の喜
びを知り、尊厳を回復することで、夢と希望を与えることがで
きるのではないかという思いから、福島県相馬市で活動が始まっ
た。 被災地の復興に向けた年月は、まさに今の子どもたちが大
人になる人生の過程そのものである。エル・システマジャパン
は、地元の人々の郷土愛に基づくアイデンティティを大切にし
た、持続可能な仕組みを築くために、相馬の子どもたちに寄り
添うことを再優先に考えている。

　相馬子どもオーケストラ＆コーラスプロジェクトでは、①小
学校の器楽部の弦楽器指導、②コーラスの指導、③週末弦楽器
教室の３つが主要な活動となっている。
　①小学校の器楽部の弦楽器指導は相馬市内にある小学校にお
いて支援を行なっている。具体的には、弦楽器の専門家による
技術指導や楽器購入・修繕の支援である。とくに専門家による
技術指導は、新入部員へ楽器の構え方などの基礎を一から教え
るだけでなく、コンクールに向けて曲を作りあげる際に、器楽
部の子どもたちや顧問の先生が作っていきたいイメージに沿う
ような弾き方などの指導もしている。
　②コーラスの指導は小学校の合唱部に専門家を派遣し、専門
家がアドバイザーとして合唱の指導をしている。週末弦楽器教
室のように週末合唱教室も展開され、相馬市内の小中学校の児
童・生徒が参加できる環境を作っている。
　③週末弦楽器教室は、おもに毎週日曜日の 10 時～ 16 時 30
分に開催され、月に４回程度活動が行われている。練習時間は
午前中が初心者（バッハチーム）、午後が経験者（モーツアルト
チーム）となっている。初心者のなかでも、意欲がある子ども
は午後の練習にも参加していることがある。また、土曜日の午
前中のみ（ひつじチーム）の練習もある。2014 年 11 月から
土曜日に習熟度別グループレッスンが開始された。この練習は
東京在住のエル・システマジャパンミュージックディレクター

（弦楽器）が相馬に指導に来る週末に行われる。10 時から 1 時
間毎に 9 つの習熟度・楽器別クラスでグループレッスンを行う。
9 つの習熟度・楽器別クラスはバイオリン 6 段階、ビオラ 1 段
階、チェロ 2 段階で構成されている。密な練習時間を過ごすこ
とができる習熟度別グループレッスンは子どもたちのスキル向
上に一役買っている。
　現在、週末弦楽器教室には未就学児から高校生までの 75 名
の子どもが在籍している。男女比構成は、圧倒的に女子が多い。
また、ここに在籍する子どもの多くは小学生で、54 名（72%）
と最も多く、高校生が 2 名（2.6%）と最も少ない（2016 年 1
月現在）。
　日本でもベネズエラ同様、弦楽器教室は無償で行われ、活動
資金は、個人・団体・企業からの寄付、及び、文部科学省から
の補助金で運営されている。また、2014 年 4 月より、文化庁
事業の一環として相馬市が本事業を予算化。一部活動（フェロー
の交通費等）は国・市補助金により実施されている。
　週末弦楽器教室は代表である菊川穣氏をはじめ、エル・シス
テマジャパン音楽監督（弦楽器）1 名、技術指導者 1 名、コーディ
ネーター兼技術指導者１名、技術指導補助を行うフェロー約 30
名、現地ボランティアスタッフ 3 名、楽器修理業務担当 1 名の
計 37 名で構成され、彼らによって運営が行われている（2016 
年 3 月現在）。また、当日の運営（受付・会場準備など）や発
表会当日の会場作りには保護者も積極的に活動に参加している。
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調査概要
　本調査は「週末弦楽器教室」として実施されている「音楽を
活用した創造的な体験活動」について、児童・生徒が地域社会
で活躍するためにコミュニティ形成の多様な経験が必要である
という視点から、体験活動の状況・効果の把握を行うとともに、

「音楽を活用した創造的な体験活動」の可能性について評価する
ことを試みている。
　本調査は継続的に実施しており、2013 年度、2014 年度と
もに同様の目的の調査を行っている。2013 年度は参加する児
童・生徒、参加させている保護者、指導者・支援者、相馬子ど
もオーケストラプロジェクト関係者の 4 つのカテゴリを対象に
調査を行った。2014 年度は、参加児童・生徒とその保護者を
主な対象とし、2013 年度に得られたデータより特筆すべきカ
テゴリから項目を抽出し、比較・分析を行った。
　今年度の調査は、　過去 2 年間の継続的な研究調査を踏まえ、
３年間の活動の経年的な変化を明らかにすることを目的として
いる。週末弦楽器教室では、2013 年度に震災支援として音楽
活動を通して子どもたちに夢中になれる対象や居場所を提供す
るため、教え合いの場を創造した。2014 年度には、音楽教育
としての熟達システムの構築を行った。そのため、2013 年度
の調査では音楽を味わうという視点から、2014 年度の調査で
は音楽が上手くなるという視点から活動の調査・評価を行った。
そして今年度は、活動開始から 3 年が経過しようとしているコ
ミュニティの構造を包括的に捉えるため、その２つの基盤を相
乗的に活かした音楽活動によるコミュニティ形成という尺度で
活動を捉えることを試みた。つまり、エル・システマというコ
ミュニティへの参加の保証を、熟達のシステムで担保する一方
で、エル・システマ本来のインフォーマルな学習の場を安定し
て提供することで、子どもたちの参加の増幅やコミュニティ形
成としてし重要な役割を果たしているということについて、そ
の価値を探索的に調査した。
　調査対象は、主にエル・システマを運営する中心的なスタッフ、
フェロー及び活動に参加している子どもとその保護者である。　
加えて、今年度は活動が継続され安定してきていることから、
週末弦楽器教室というコミュニティの活動のみならず、週末弦
楽器教室を取り巻く外部のコミュニティとの繋がりが発生して
きていることが特徴として挙げられる。相馬を拠点として、福
島の各所に広がったり、海外との交流を持ったりと、活動が徐々
に拡散しているのである。そのため、そのような外部への影響
や付加価値は、非常に重要な点であるとして今年度の調査では
調査対象として含める場合がある。
　調査方法は、エル・システマという個別具体な共同体の活動
を詳細に分析するため、インタビュー及び質問紙法を採用した。
インタビューでは、エル・システマジャパン代表理事である菊
川穣氏と、青山学院大学社会情報学部で学習コミュニティデザ
インを専門とする苅宿俊文氏の対談という形をとった。同様に、
エル・システマジャパンの音楽監督である浅岡洋平氏と、苅宿
俊文氏の対談も実施し、音楽という媒介を通したコミュニティ
形成について検討した。また、週末弦楽器教室のコミュニティ
を支える軸として、週末弦楽器教室で楽器を教えるために東京

からボランティアでスタッフとして参加しているフェローに関
する研究をおこなった。これは、2013 年度から継続的に研究
調査をしており、フェローへのインタビューの結果から、フェ
ローのエル・システマの活動への参加について、ヴィゴツキー
の正統的周辺参加論に基づいた検討及びその追跡調査をおこ
なった。
　質問紙調査では、子どもには、実態調査「音楽を活用した創
造的な体験活動に関する調査～児童・生徒向けアンケート～」
として、小学校 4 年生以上の参加児童・生徒を対象に、9 項目
のアンケート調査を行った。 集計結果は、全国調査と比較し、
分析を行なった。今年度の「音楽を活用した創造的な体験活動
に関する調査～児童・生徒向けアンケート～」は、15 部を回収
した。
　保護者には、実態調査「音楽を活用した創造的な体験活動に
関する調査～保護者向けアンケート～」として、活動に参加し
ている子どものすべての保護者を対象に 14 項目の質問紙調査
を行った。得られたデータは参加者と同様に、全国調査と比較、
分析を行なった。 同じ世帯で複数人活動に参加している場合は、
一番活動に参加している子どもについて質問紙に答えてもらう
よう事前に注意をした。各家庭に質問紙を配布し、18 部を回収
した。
　また、週末弦楽器教室の練習直後には、「活動に関するアンケー
ト」調査を行なっており、2015 年 6 月から 2016 年 1 月まで
計 10 回、毎回 8 項目のアンケートを配布し、活動終了後に回
収をした。
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菊川穣　×　苅宿俊文
～これまでの活動とこれからの展望～
　菊川穣氏は、エル・システマジャパンの代表理事として、週
末弦楽器教室の設立当初から活動を牽引している。今回の調査
では、菊川氏がこれまで 3 年間の活動を通して感じてきたこと
と、これからの活動についての展望について迫るため、青山学
院大学教授の苅宿俊文氏との対談形式をとった。

苅宿：菊川さんは、グローバルな組織で様々な対応をなさって
いて、その土地固有の課題などがあって、その土地固有のもの
があるとはいえ、そこから一挙に相馬という一地域に限定して
ピンポイントでっていうのは、グローバルからローカルに、両
方共サイズ感がすごいなと感じます。まず、相馬にしようと思
われたのはなぜですか？

菊川：私は 2011 年の大震災のあとで、日本ユニセフ協会で被
災地に行ったり来たりしているとき、ベルリン・フィルとユニ
セフとの繋がりの中でエル・システマのことを聞きました。「な
ぜ相馬か」ですけど、一番大事なポイントは、東北３県をみて
みた中で、福島の状況はかなり特殊だったということです。や
はり、福島は原発事故があって、当時はいろいろとまだわから
ない状況でした。子どもを持つ世帯が、ここにはいられないみ
たいな形で自主避難したりとか、外で遊ばせられなかったりと
か。他にも、岩手や宮城とは違う問題があって、その鬱積観が
濃かったと思います。子どもたちの話を聞いていても、独自の、
自分たちが差別されているという部分を含めてかなり深刻なん
じゃないかなと思いました。
　ユニセフの支援では緊急支援という形で、津波で流されてモ
ノがなくなって、緊急復旧という形ではしてきたわけですけれ
ども。当然、大災害ですから少し支援して終わりということで
はないにしろ、あくまでも日本でのユニセフの活動は限定的で
す。一方で、日本は行政組織がしっかりしているのである程度
整えばやっていけます。ただ、その中でも、福島の子どもたち
の状況は、5 年 10 年考えたときに何が必要なのかということは、
私なりには悩んでいました。そして、以前から知ってはいたん
ですけど、エル・システマの話を聞いて、そういう切り口があ
るのかと。もともとベネズエラでやってきた、音楽のプログラ

ムを通して社会すら変えていこうというビジョンに私も共感し
ました。実際にそのことを話してくれた人は、スコットランド
の人だったので、違うバージョンがあっていいんだというそも
そも目指しているものに親近感を覚えました。特に、被災３県
の中では福島だという意識があったのと、その中でも正直関わ
りがあった自治体というのが相馬だったんです。
　ただ、もうひとつ大事なのは、私のユニセフの経験とも絡む
んですけれども、よく支援をしてきて、支援をすると「援助慣れ」
ということがあります。本当に必要だから、困った子どもたち
がいるといって支援が入るわけですけど、もらう側としては慣
れてきて、もらえて当然というようになります。それが本当に
そのひとたちのためになるのかという疑問は現場で感じてきま
した。日本は、自分たちのことはちゃんとやるんだという感じ
があるという認識はあったのですが、今回、国内での活動に関
わってから、日本も依存したい人は依存するんだなと感じたん
ですね。そこを感じた中で、相馬の人たちはかなりそのへんの
プライドが高く、自分たちのことは自分たちでやりますという
強烈な自負心が、当初、新鮮だったんですね。
　そして、エル・システマはベネズエラから 40 年間かけて世
界中に拡がっているわけですけれども、日本の社会というのは
仕組みができあがっているものだと感じていましたので、そこ
に、エル・システマという新しいシステムをやるのは、ちょっ
とやそっとじゃできません。そこで自分たちがやるという意識
を持ってくれるというのが、極めて重要ではないかと考えまし
た。こっちがやるのではなく、これをやりたいから相馬市でや
るんですと、相馬の場合はそのように思ってくれる人がいて、
もちろん支援をもらいながらですが、自分たちでやろうという
矜持がはっきりあったというところが大事かなと感じます。

苅宿：相馬に対して、相馬が音楽を受け入れるというふうに考
えたときに、ギャップはありましたか？

菊川：相馬の場合は、もともと音楽が盛んな風土がありました。
他に比べて素地があって、伝統的なのもそうだし、クラシック
もあって、相馬（福島県）にはそういう素地がありました。だ

◆なぜ相馬市で音楽活動を始めたのか

◆実際に活動を始めてみて感じたこと



7

から、文化が存在する場があって、そこに入っていけたという
のは大きかったと思います。当然、参加している子どもや保護
者、おじいちゃんやおばあちゃんも参加していたという独自の
環境はあったんですが、限られていますよね。学校の活動だっ
たり…限られてますし、そういうことを同じようにやっていく
のは難しく大変な状況であったのは事実です。その子どもたち
にとってこういうことを目標にしていくという意志が相馬の関
係者の中にありましたし、子どもたちがそういう活動を通して、
いい形での子どもたちへの影響があるということは理解してく
れていたと思います。それは実際にやってみて、規模が拡がって、
いろいろな学校の子が来れるようになって、年代の異なった子
どもたちが参加できるようになって、確実にいい影響がでてい
るところは見受けられてきて、当初考えていたことが出てきて
いるかなと思います。
　ただ、考えていなかったこととしては、異年齢・異なった地
域の子どもが集える場はもうないという現状です。これは相馬
に限らないと思いますけど、そうした場がない中でこういう仕
組みが新しくできたことは、思った以上に意味があるのかなと
思います。そして、そこでみえてきたもうひとつの問題は、ま
さに今回のこの相馬で始めた中での、いわゆる被災した地域、
原発事故の被害を受けた子どもたちの、心のケアです。復興の
イメージで入っていって、例えば山の中の子、中心区から 30
分以上のところから子どもが参加しています。そういう子たち
は山間部の小規模校なので、そのような活動の機会がないとこ
ろで、こういうことがあって初めて参加できて、充実して活動
を楽しんでくれているというのは、最初考えていたことではな
い点です。相馬には、相馬という街に劇場等の文化施設がある
わけでないし、さらにその中でも子どもたちの文化活動も学校
の部活動が中心です。そのように、活動の機会がないような子
どもは、見えないだけで本当にたくさんいるんじゃないかなと
思います。そういう子どもたちにも機会があるのは、画期的で
良かったんじゃないかなと思っています。
　もうひとつ、そもそもエル・システマが想定している、子ど
もたちに音楽教育を通して、地域や社会へという狙いがあるん
ですけど、地域や社会へのインパクトは思ったより早く感じら
れています。やっぱり、保護者の方の関わり方とか、地域の方
との関わりとか、つい最近の音楽祭もそうですけど、感想が今
回すごくたくさん集まったんです。アンケートの感想を読んで
いると、非常に喜んで、こういった活動がここであって子ども
たちがやってれていることが何よりも嬉しいとかいうことがあ
ります。そういった意味ですごく影響があって、音楽活動でで
きている一番の醍醐味なんじゃないかと思います。その場で共
有できるということですね。今回はまさに、地元の民謡をやっ
たりしましたし、その影響も非常に大きいですよね。だから、
以前から言われていたものの、クラシックもいいけれども、相
馬には豊かな資源があるわけですから、いろいろなかたちで地
域のものを取り入れた形で、みんなが共有するという形でやる
ということの影響はすごく大きいと思います。加えて、それを
外部の人が来て演奏しているというわけではなく、自分たちで
やっているということがポイントだと思います。

苅宿：菊川さんご自身が持っていた音楽のイメージが、実際に
相馬で音楽を使って活動したときに、変化しましたか？

菊川：音楽が好きとか、音楽をやっていた人も言うと思うんで
すけれど、やはり社会全体でみるとクラシック音楽は非常に限
定的だと思います。だから正直未だに、地域で拡がって好評価
を頂いていると言いつつも、やっぱりまだ知らない人はいます
し。だから、エル・システマで一番良いなと思うのは、みんな
がその場に参加しようと思えば参加できるということです。一
体感というか。一度に参加できる人数が限られているスポーツ
に比べて、音楽活動では、100 人でも 200 人でも同時に参加
できます。そこに参加して、特に歌ったりとか一緒にできると
いうのはすごい力ですよね。
　私は、エル・システマではなく音楽そのものへの思いは、南
部アフリカにいたときの経験なんです。現在の南アフリカの国
歌は元々黒人の間で歌われてきた讃美歌で、独立前は合法的に
歌えなかったわけですけれども、人々は鼓舞し合いながら常に
歌ってきた。独立後も日々困難がある中で、日常的にある歌や
舞踊によって困難を超えていく姿を見てきました。そうした原
点の部分は、感覚的かもしれませんが重要なんじゃないかと考
えています。ベネズエラもそうですし、そこは今の日本でも変
わらないのではないかと思います。

苅宿 : 次に、相馬でも問題になっている、復旧から復興という
テーマでお話したいと思います。原発や震災から、元に戻ると
言っても、元に戻ったところで大きな課題を抱えていますよね。
子どもたちに焦点を当てれば、自分のコミュニティに厚みがな
かったのが、30 分遠方から来るチャンスを提供されたという点
は非常に大きいのかなと思います。

菊川 : そうですね。震災前から東北は課題がもう山積していま
した。そして、前からあった問題が震災によってさらに状況が
困難になりました。最近実感するのは、部活などのこれまであっ
た仕組みが機能しなくなってきているということです。ひとつ
は、子どもの数が減って活動を維持できないこと。もうひとつは、
関わっている人についても、昔のように土日も休みなしで働く
という発想を、学校の現場の先生が持たなくなってきているこ
とです。そこの意識のギャップがあって、活動がなくなったと
きに、子どもたちがやる機会はもうないのかって。なので、エル・

◆音楽に対するイメージの変化

◆復旧から復興へ
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システマの活動はそこをいろんな意味で補完する役割としても
機能していると思います。部活動もサポートしますし、そこに
来れない他の学校の子であったり、そこでできない活動を提供
するという形で。大槌にもありますが、そこには普遍的な、ま
さにいまの日本の今後の子どもの教育環境の充実を考えた時に
は、非常に重要なポイントが含まれていると思います。

苅宿：相馬のオーケストラの特徴として、本番が多いことが挙
げられますよね。本番がモチベーションに繋がり、子どもが育っ
ていくということは、様々なところで言われているんですよね。
そこで、本番を多くしていくときのご苦労や、本番を多くした
ことで気が付いたことはありますか？

菊川：それはひとつの柱なんですよね、ベネズエラでは、毎週
本番をやっているんですよ。ベネズエラに浅岡先生も含めて行っ
たときに、いろいろ衝撃的なものがあったんですけど、一番驚
いたのは、金曜日の夕方に、エル・システマの子どもたちのコ
ンサートが行われていることです。行ったら、スーパーマーケッ
トに連れて行かれて、スーパーマーケットの２階で 90 分くら
いあるマーラーの第二交響曲をやるんですよ。オーケストラ、
コーラス合わせて 200 人くらいいて、観るひとも 200 人とか、
だから観ている人も演奏している人も同じ人数なんですけれど
も、観にきているのは親とかで、ショーツ、草履とかで。コンサー
トはもう非常に本格的です。それが成り立っていることとその
カジュアル感に驚きました。普通のスーパーの 2 階で、みんな
が聞いて拍手喝采で受け入れられているんですよね。だから、
あの環境でああいうものを子どもたちが学んでいるというのは、
たぶんクラシック関係者は衝撃だと思うんですよね。本番のた
めにちゃんと練習して、それをちゃんとやるっていうのを。で、
みんながそれを受け入れてくれて。別に、どこかの立派なホー
ルを借りるわけではなくても、広い場所があれば、そこでやっ
て人が聞きに来ればいい。それくらいの場所で、そういうふう
に本格的なクラシックのコンサートをするということです。別
に、そのあとに自分たちの民族音楽をするというのも一緒なん
ですよね。だから、私としては今回、民謡もやるし伝統もやるっ
ていうのは一緒なんです。これまでは、ちゃんとやるひとはちゃ
んとやるし、カジュアルにやる人はカジュアルに、そこを妙に
日本の場合は線を引きたがるという印象でした。そうではなく、
かといって手を抜かずに、きちんとやることはやるっていうの
はすごく大事な気がします。

苅宿：「音楽」というのは、今までどうしても良くてかしこまっ
て良いものとして聞かなければならないというイメージがあり
ましたよね。そういう話から、楽しむとか自分が味わうとか、
ある意味で引き上げていく、自分からいろいろな場所に出てい
くというようなイメージを受けます。サントリーホールでやる
こともできれば、高齢者施設でやることもできると。そういう
ようなことが、音楽という業界だけではなくて、教育という業
界が持つある種の権威性のようなものに、新しいカードを切っ
ていただいているんじゃないかと思います。

菊川：その仕組みの中で、とにかく誰にでも開かれていること
がポイントです。経済的な問題もそうですし、障害の有無とか、
そういう敷居もあるわけですから、そこを網羅した上で、やっ
ぱり伝統的な、ベートーヴェンとかオーソドックスですよね。
そこで量と質を平行させるというのが、多分誰も思わなかった
し、もし思ったとしても経済的に可能ではなかったと思います。

苅宿：これからも活動を継続していくし、より細密にやってい
くということもあると思いますが、次の計画として何か考えら
れていることはあるんですか？

菊川：そうですね、いろいろな方から認知もされてきて、自治
体の関係者からもどういうふうにできるのかという相談は受け
ています。我々も、団体のミッションとして、エル・システマ
の理念に基づく、音楽を必要とするすべての子どもに、と謳っ
ているので、そこは考えていきたいと思っています。
　いま、ひとつやっている中でみえてきているのは、経済的な
格差の問題がここ５年くらい言われていますが、まさにこれま
で経済的に機会がなかった子どもに対して、という話があると
思います。ただ、日本の場合、経済的に困った子どもだけを、
地域限定型で集めてやるっていうのはかなり難しいと思います。
まして、オーケストラをその子たちで作ってやるのは、よほど
そこに没頭できる人がいて、覚悟を決めてやるみたいにしない
と、そんなに簡単にはいかないですよね。では、どう日本でや
るのかというと、都市と地方、特に地方の中でも県庁所在地と
その他の周辺の自治体、そこの差がすごく大きい感じがします
よね。ホールもない、大学もない、コンサートを聴く機会や民
間音楽教室も非常に限定されている、そういうところの子ども
たち、自治体をベースに考えるというやり方がひとつある気が
しますね。あとは、部活動の問題なんかも、そのコンテキスト
で考えれば、そういう地方の方がより深刻ですよね。ある程度
の大きい街だと人材がいて、誰かが呼んできて手伝えるけれど、
田舎に行けば行くほど極端に薄くなりますよね。なかなかよそ
者が入っていって何かをするっていうのは難しいと思います。
あとは、やはり学校がもともと持っている保守的な仕組みのな
かでやっていくことも難しいです。なので、やっているのは相
馬にしても大槌にしても非常に小さい自治体ですので、これは
相馬の人が言っていましたが、相馬でできたら他の市町村でも
できるという可能性は思った以上にあるのかなという感じがし
ています。

苅宿：エル・システマが相馬でなさっていることが孤立という
ものを打破する、そういうような新しい枠組としてもう一度新
しい市区町村が注目すべきかなというのが僕が感じたことです。
学校という制度のある限界と、それをフォローする意味での社
会教育としてすべてのものを越境するキーワードとして、生涯
学習として捉えたときに、レベルの高さを青天井にして、どん
どんどんどん伸びていいんだよって、小学生だから小学生で止
まる必要はないんだよっていう考え方は、生涯学習という視点
から考えても非常に大きな意味があるのかなと思います。

◆エル・システマの音楽教育 ◆これからの展望
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浅岡洋平　×　苅宿俊文
～音楽教育の可能性～
　浅岡洋平氏は、2013 年 4 月より、一般社団法人エル・シス
テマ・ジャパンの弦楽器指導アドバイザーとして就任し、活動
の音楽的な側面を大きく担っている。今回の調査では、浅岡氏
が自らの経験則から得た音楽教育の可能性に関する議論を、青
山学院大学教授の苅宿氏との対談形式を通して展開した。

苅宿：まず、相馬で指導するときに、事前に持っていたイメー
ジと実際のギャップはありましたか？

浅岡：子どもたちのパーソナリティや環境、学習態度は、福島
の子だからというのは実際にはまったく感じなかったですね。
僕はそこは最初から意識せずに、子どもたちと音楽を介して良
い時間を過ごそうと考えていました。そのために何ができるの
かという感じでしたね。子どもたちの情報は事前にあったわけ
ではなくて、いきなり最初に 17~18 名の小学生と中学生の子
がいるので、弦楽器の指導をしてくださいっていうのがスター
トでした。そのあと数ヶ月で 100 人くらいに一気に膨らんで、
これは大変だってことになったんですね。ですから、最初に指
導計画書みたいなものは提出していたんですが、その計画に沿っ
てできることは半分もいかないくらいでした。現地の状況は常
に変わるので、随時でてくる問題に対して、その都度どういう
手段を講じるかという試みの連続だったと思います。

苅宿：私たちが調査に行っていて感じるのは、普通の吹奏楽と
かの緊張感みたいなものが全く感じられなくて。

浅岡：それは良し悪しなんですよ。基本的に学校では、集団の
中の規律や統率あるいはコミュニケーションを学びますよね。
そのテーマにおいて、最も集団をコントロールしやすいのは軍
隊形式です。日本のブラスバンドの体系は、海軍の軍楽隊がそ
の基礎を築いています。ですので、当時の指導者達によってつ
くられた効率的な集団統制の体系があるんですよね。けれども、
指示に従順に従うということと、自らの意志で判断して行動す
るということには大きな違いがあると思います。そこで学習す
るものの質が変わるんだというのが僕の持論です。全体として
のアウトプットの質を優先するならば、効率のよい集団統率が

必要ですが、内部のコミュニケーションや個々の判断力を優先
するならば、組織の自治の力を高める必要があります。目的に
合わせて、その評価軸も変えなければいけませんね。子どもた
ちの意欲や意志のあり方と、その質に対して優先的に目を向け
るということです。多くの指導者は、アカデミックな音楽教育
の環境で育っています。特に専門的な音楽大学まで行くような
人は、真剣に練習することが当たり前なんですね。一生懸命学
ぶという前提は小学校低学年くらいで終わっちゃってるんです
よ。そういう常識の中で育った世界の人間が、全く練習をしな
い子ども達に音楽を教える場合、どうやってその子のモチベー
ションを高め、音楽を好きになってもらったらいいのかは、さっ
ぱりわからないんですね。専門的な環境では、周りの誰もが真
剣なわけですから、普通の子どもたちの感覚をうまく想像でき
ないんです。
　社会が求めているのは、音楽を知らない人たちにその魅力を
如何に伝えるかだと思います。これは演奏家にも求められてい
ますし、いわゆるオーケストラに代表されるような、音楽ビジ
ネスとして考えたときにも大きな課題です。芸術ですので、た
だ楽しいよ、だれにでも親しめるよって言えるような簡単な問
題ではなくて、学問として高度な体系の上に成り立っていると
いう前提を理解してもらいながらも、だからこそ面白いんだと
いえる勇気がないと、本当に楽しんでもらうのは難しいんです
よね。音楽芸術の最高峰のシンフォニーを、音楽に全く興味の
ない子どもたちにいかにしてトライさせるか、これは非常に難
しい課題です。あらゆるものがないないづくしで始まる、だか
らこそ、さまざまな困難があるにせよ、一番核になるのは、欲
する心なんだと思います。欲求として音楽を楽しみたい、弾き
たい、それをどうつくるかが最も大切なことですよね。けれども、
これは本当に難しい課題で、僕は未だに、うーん、て思い悩ん
でいますね。

◆相馬の子どもたちのファーストインプレッション

◆週末弦楽器教室の学習環境デザイン

◆音楽の指導と子どもの成長
苅宿：福島に行かれる前にそういうご経験っていうのはあるん
ですか？

浅岡：僕自身の子どものときの体験が、教育のモチベーション
になっています。僕は両親が音楽家で音楽教師でした。そんな
環境ですから、幼稚園からピアノを習わされたんですね。でも、
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教わるのが苦手で練習も苦痛だったので、小学校 1 年生でピア
ノはやめてしまったんです。そして、5 年生の時に父が大学オ
ケで弾いていたチェロを触るようになり、中１になってユース
のオーケストラに参加しました。そこで初めてオーケストラの
世界に触れ、一気に音楽の虜になったんですね。その時の体験
が今でも強烈に働きかけているんです。
　そういった体験を生み出す要因は、音楽が創造性を持った体
感芸術だという点にあると思います。ステージで音楽に包まれ
る体験っていうのは、子どもにとってものすごい刺激としてか
らだに入ってくるんですね。そうすると、全員ではないけど、
何人かの子どもにスイッチが入ります。そういうスイッチが入っ
た友だちや先輩が、その楽団のまとまりにとって重要な刺激に
なるんですよ。彼らのエネルギーに全体がひっぱられるんです。
このような環境は、教育のモデルとしての汎用性、普遍性があ
ると考えられます。特にオーケストラの場合は、社会的な要素
もいろいろ含まれています。ジェンダーとか、上下関係とか。
当然その中で喧嘩もするわけですよね。けれども、コンサート
は、合意するという行為ですから、その場で必然的に仲間とし
ての大きな絆が生まれるんですね。しかも、そういった行為を
生み出しているのは、人類最強の知能とも呼べる偉大な作曲家
達なんです。作品を演奏することによって、彼らの精神、知性
や感性を音楽によって体験として垣間見ることができるんです
ね。それはやっぱり教育目的としてみても素晴らしい。ベートー
ヴェンやモーツァルトの精神的なひらめきとか、あるいは生き
る情熱のエッセンスみたいなものは、子どもでもしっかりと感
じ取ることができると思います。音楽の持つそのような性質は、
体験として圧倒的な影響力を持っています。けれども、そこに
子どもを導くのは難しい。なので、まずは自分が彼らの年代の
時に音楽にのめり込んだ環境を相馬にも構築しようと試みたん
ですね。それをできるだけ理想に近づけようと。もちろん新し
いメソードや教材を制作してカリキュラムの検討もするんです
けど、スキルの学習に近道はないっていうことも知っているの
で、何よりもモチベーションが高まる環境づくりが大事だなと。

苅宿：やる気スイッチの入った友だちがまわりにいるのがいいっ
ていうのは本当にそうですよね。学習環境に影響されていくと
いうのは学説にある通りです。今のお話で、成長する子、一生
懸命やっているけど成長しない子がいると思いますが、その差
についてはどのようにお考えですか？

浅岡：基本的なスキルの達成度の違いは、実際の練習の質と量
に比例していますね。それに加えて、見て真似ることが上手な
子、それと音楽を感じ取るのが上手な子っているじゃないです
か。そういったことも大きな違いを生み出すものだと思います。
端的にいうと欲求が強い子ほどたくさん感じ取っているという
ことなんですけど。その差はどこから生まれるかっていうと、
自分から音を取りに行くっていうアクションの方向なんですね。
つまり、音を追いかける、追い求めるっていう意識の状態のこ
とです。次こういきたいのか、あ、次こうなるのかというよう
にイマジネーションを使いながら、音から耳を離さずに一緒に
動くことなんです。これは集中力と想像力、それからある種の

生理的な本能によって生まれてくる状態です。音楽の才能と呼
ばれるものにも様々ありますけど、最も重要なのはそのような
意識の状態を生み出すことだと思っています。音にどれだけ集
中して、自分からそれを取りに行けるか、それは次の音をどれ
だけ望むのかということとイコールです。その意識の状態が結
果として人を引き込むし、自分も音楽に夢中になるということ
なんですよね。音を綺麗に並べていっても音楽は機能しなくて、
この音からこの音にいきたいっていう意志の力、欲求こそが大
事なんです。

苅宿：それは相馬の子どもたちの中にみることはできますか？

浅岡：できますね。楽器のスキルレベルはほとんど関係ないん
です。3 歳でも 5 歳でも、次の音を一生懸命追いかけることが
できると音楽は機能するんです。たとえ音程が悪くてもリズム
が悪くても、聞いている人は胸を打たれるんですよ。そういう
意味では、強く求めている姿勢こそが、表現の本質だとも思い
ます。非常に稚拙で技術のない子どもの演奏でも、だれもが共
通して感動する演奏というものが成立する。そういう場合には
何よりも音に向かう態度が素晴らしいんですね。それこそが音
楽の原点だと思います。技術が匠になると、上手だから聞かせ
てあげましょう、こんなに弾けるんですよっていう、ちょっと
邪 ( よこしま ) な意識が入ってきたりして、とたんにその性質
が変化してしまうんですね。感動することと感心することは感
覚として混同しやすいけれども、その本質的な違いは大きいと
思います。一流の芸術家は、そのような本質を見分ける感覚に
秀でているといえるかも知れませんね。相馬の子どもたちで言
うと、身近な先輩が真剣に音楽に没頭している姿を見る。彼ら
の真摯な取り組み方や努力の仕方をモデルにして学べるという
のが理想ですね。ぼくも、あの人みたいになりたいっていう気
持ちが生まれてくる環境が大事だと思います。3 年を経て、そ
ういった手本になるリーダー達が頭角を現してきたので、ここ
からちょっと変わると思いますね。

苅宿：それは、育てるというよりも状況がそういうものを生成し、
それを多く取り入れられる子が変化するということですか？

浅岡：僕はそう思いますね。もちろん先程言ったようにいろい
ろなタイプの子がいるので、すぐに動作を真似られる子もいれ
ば、じっくり考えて何回もやらないと弾けない子もいます。け
れども、長期的な視野で見て、実際のアウトプットはどちらの
ほうが伸びるのかって言うと、実は時間がかかる子の方が高さ
を示すことも多いんです。なかなか指導者の忍耐が持たないで
すけどね。不器用な子ほど一見無駄な回り道をしているように
感じられるけど、より深い体験をしていると捉えることも出来
るんです。同じ技術を体得するにしても、体験の太さと深みに
違いが出てくる。

苅宿：クラシックの楽曲を演奏させていくという中で、そこの
音楽性の高さという環境として、クラシックそのものがその環
境を持つということになるわけですよね。学習論でいえば、
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まさに自分の能力というものは、教えるというよりも引き出さ
れていく方が価値が高いと言われていますよね。そういう意味
でクラシックの音楽そのものに教育の意味があるんですね。

浅岡：そうですね。いわゆるクラシック音楽では、偉大な作曲
家達が、音楽を学問の体系として作品を構築しています。感覚
や感情を扱うのはもちろん、美的な要素を保証するものとして、
数学的、物理的な要素もあります。人文科学と自然科学のどち
らの要素も持っているんですね。なので、きちんと作品を理解
するためには、自ずと幅広い教養が必要になるんです。音の形
を端正に作るのが目的であれば、専門的な職人がやるのが良い
んですが、音楽をリベラルアーツの一つとして捉えるなら、全
ての人が取り組んだほうが良いわけです。音楽は、さまざまな
教養を統合する力がありますからね。そのためにも音のエネル
ギーの様を追いかける感覚がスタートなんです。

苅宿：音楽の意味世界を、子どもたちがどのように受け止める
のかということではなく、受け止め方も、様々でわからなくて
も良いんだけれども、そこに学習環境として感じる子どもには
どんどん感じさせるものがあるということですよね。感じてい
る子をみることで、周りの子が影響を受けるということですね。

浅岡：ええ。なんだかわからないんだけれども、誰かがこうい
うふうに弾いて、自分もそれに合わせてやってみたと。そうす
ると、意味がそこで生まれてくるんです。一連の音の流れが、
演奏する動作としての言語に置き換わっているんですね。音の
エネルギーが生み出す緊張と緩和。それに対するからだの反応
が、音楽によるコミュニケーションの基本です。音の動きや、
音を生み出す動作としての物理的な必然性があると、とても快
適に感じるんですね。子どもはそういう快感に敏感に反応しま
す。音楽はそういった根源的な感覚を使うからこそ、多くの人
に機能し、たくさんのエモーションがフィットするんですよ。
だから、そのときの自分の状態によって、同じメロディがすご
くハッピーに聞こえたり、物悲しく感じたりということにもな
るんですね。

苅宿：要するに、教えて育つということではなく、何か音楽と
いう環境に入ることによって、共鳴するものが身体の中のどこ
かに埋め込まれているというところがあるという前提ですよね。

浅岡：はい、人間が持っている属性の中にある共通の感覚ですね。
そういった感覚に光を当てるのが、芸術の役割だともいえると
思います。けれども感覚はさまざまな体験とともに発展してい
きますから、子どもにはなかなか理解できないものもあります
ね。特に複合的な感情って難しいじゃないですか。笑いながら 
涙が落ちるみたいな。そういう複雑な感情を理解するには、最
初にそれらの基本となるたくさんのパターンを体験の中で学び
取ることが必要なんだと思います。多くの音楽作品を体験する
中で、さまざまなエモーションの方向性に対する許容度が生ま
れてくる。特に、自分が未体験の感情に出会ったときほど強く
感応するんですよね。その体験によって、好奇心もどんどん強

化され、感受性もより豊かになっていきます。音楽作品は多様
ですから、子どもはもちろん、さまざまな人にいつも新しい刺
激を与えてくれると思います。

苅宿：福島の数十人の子たちがやっていることと、サントリー
ホールの有名な楽団がやるっていう中での意味世界は同じだと
いうことですね。

◆ 3年間を振り返って
苅宿：モデルやリーダーになるお子さんがでてきたことは、週
末弦楽器教室にとって画期的で革命的なことですよね。

浅岡 : そうですね。多分どの地域でもオーケストラがあるとか、
芸術活動が盛んであるときに、リーダーがそこにレジデンスと
して居るっていう状況がないとなかなかうまくいかないように
思います。他から一時的に持ってきてっていうのは、あまりう
まくいかないんですよね。相馬の人にとって本質的に強い演奏
をするのは、ベルリン・フィルの人ではなく、相馬の子かもし
れない、そういう価値の逆転現象も起きるということです。外
からはあまり見えないけれど、コミュニティの視点からみたら、
わかることかもしれないですね。

苅宿：誰もがわかるためには、いまの学校教育や社会の中にあ
る尺度、例えば優秀であるとか美しいとか、そういうものが非
常にローカルでテンポラリーな形の尺度で、そればかりで溢れ
ているということがわかった上で、その尺度は普遍的なんだと
いう原点に立ったらまさに仰る通りですよね。

浅岡：そうです、そういった本質を見る力、味わう力を育てるっ
ていうのが、僕の目標というか理想です。難しいんですけど。

苅宿：わかります。私たちがまさに福島の原発事故を象徴とす
る近代が行ってきた合理性が、多様な尺度は生んだ一方で、普
遍的な尺度というものに対して相対化しかしなかったというこ
とですよね。

浅岡：そうですね。音楽は情操教育として語られることが多い
ですが、現場では知らぬ間に技能と知識を身につけることが目
標になってしまているんですね。けれども、概念としての教育
が成し得ないことのほうが大事だっていうのは、まさに我々の
目の前の課題としてあるわけです。
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としては不十分である。
　本研究ではエスノグラフィーの手法を用いるが、エスノグラ
フィーを用いた第三極の研究はさまざまな教育の現場でもよく
行われている。例えば、子ども・若者が主体であるフリースクー
ルでは、スタッフは裏方・補助としての役割が大きいが、徐々
にスタッフがやることの範囲が広くなっており、スタッフがやっ
ているフリースクールに通っているという感覚を持った子ども・
若者が増加したという変化が起こっている。フリースクールで
は、スタッフが中心化していく様子がみられるが、週末弦楽器
教室では、フェローが週末弦楽器教室に積極的に働きかけてい
るというよりも、むしろ、徐々に彼らの役割が専門的に分化（技
術指導に専念）している様子があり、類似性の高いコミュニティ
においても第三極の関わり方に違いがみられる。

３，理論的枠組み
　 正 統 的 周 辺 参 加 論（LPP：Legitimate Peripheral 
Participation）は、状況的学習論のなかで、Lave&Wenger

（1991）により提唱された理論である。「学習者は否応なく共
同体に参加するのであり、また、知識や技能の習得には、新参
者が共同体の社会文化的実践の十全的参加（full participation）
へと移行していくことが必要」とされる。つまり、正統的周辺
参加論では、学習を個人の知識や技能の獲得過程としてではな
く、実践共同体（community of practice）への参加のあり方
の変化、または、実践共同体における役割の変化の過程ととら
える。実践共同体への参加とは、実践共同体（たとえば職場、
学校）のなかで、実践を支える正統な（leritimate）成員とし
て役割を担っている状態のことを言う。また、参加の過程では、
学習者の知識・技能の変化、社会的関係性の変化、アイデンティ
ティの変化が起こるといわれている（高木 ,1999）。
　本研究における「学習」は、正統的周辺参加論に依拠する。フェ
ローは単なる個人の営みではなく、週末弦楽器教室という実践
共同体のなかで、周囲の人々（自身以外のフェローを含む）と
の関係を構築しながら、技術指導の補助活動に従事することで
始めて成立する営みである。したがって、正統的周辺参加論の
枠で、本研究を進める。

４，研究概要
4-1, 研究対象者
　調査対象である 19 名のフェローのうち、2 名に半構造化イ
ンタビューをおこなった。

4-2, 調査期間
　2013 年 9 月から 2015 年 1 月までの 1 年 4 ヶ月である。

4-3, 研究方法
　調査として、週末弦楽器教室に月に 1~2 回ほど訪れ、活動の
様子を参与観察し、必要に応じて、場面の記述、会話の録音、
練習風景の録画をおこなった。また、参与観察ではわからない
部分は対象者に半構造化インタビューをおこなった。予備調査
の際には、研究協力者を含む 11 名のフェローにアンケート調
査を実施し、回答を得た。

フェローに関する研究報告
実践共同体に参加する
第三極のアイデンティティなき参加
ーエル・システマジャパンのフェローを事例としてー

　ここでは、2013 年度から 2014 年度にかけてのエル・シス
テマジャパンのフェローに関する研究調査をまとめて報告する。

◯研究概要
　本研究は、エル・システマジャパンの週末弦楽器教室におけ
るフェローに着目した研究である。フィールドにて参与観察を
し、そこから得られたデータから正統的周辺参加論を用いて、
エスノグラフィーの手法で分析し、検討を加えた。

１，研究背景
　エル・システマジャパンでは、活動の技術指導は、大学生・
社会人を中心とした 19 名で構成されるフェローと呼ばれるボ
ランティアスタッフに支えられている。（2015 年 1 月現在、技
術指導者２名の他に、技術指導の補助を行うフェロー 19 名、
現地ボランティアスタッフ３名、現地運営スタッフ３名がいた）
彼らは、教え手である指導者と学び手である参加者（= 子ども）
の間に入り、補助を行っている。彼らは子どもたちと共に練習
に参加するだけでなく、指導者の横で、手本として技術を披露
することや、分奏やパート練習の際は子どもたち数名をまと
め、技術指導等を行うことがある。このフェローというものは
日本独自の存在である。エル・システマ発祥の国であるベネズ
エラには、ディレクトールという報酬をもらい子どもたちを統
括する役割のスタッフや、報酬をもらって子どもたちに技術指
導を行うスタッフがいるが、日本の場合は彼らとは違い、無報
酬で子どもたちに技術を教えている。エル・システマジャパン
のフェローは練習に合わせて１～３名程度で活動に参加してい
る。2014 年 4 月より、指導方法や指導方針に加え、指導の要点、
子どもたちの現状の共有のため、彼らは事前に東京にて、指導
者とのミーティング兼指導を受けてから現地の活動に参加して
いる。（2014 年 12 月現在）
　フェローは子どもたちと指導者の間にたち、指導についてい
けない子どものフォローや練習を先導するなどの役割を担って
いる。フェローの立場は、指導者でもあり、また、教育実習生
にみるようなお兄さん・お姉さん的な関係でもある。

２，先行研究
　エル・システマジャパンのフェローに見られるような教え手
と学び手の間に立つ存在はほかのコミュニティにもみられる。
本研究では、彼らのように教え手と学び手の間に立つ存在のこ
とを第三極と定義する。
　 音 楽 教 育 で は 個 人 レ ッ ス ン が 重 視 さ れ る よ う に（ 井
中 ,2010）、学習では先生（教え手）と子ども（学び手）の二
者間でのやりとりを通して技術の習得をしていく。学校教育の
場では、養護教諭や教育実習生が第三極と類似性のある存在と
いえる。しかし、養護教諭や教育実習生は、その関わり方や期
間的な制約という点で、フェローと同機能・同役割を持つ存在
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　得られたデータは、エスノグラフィーの手法を用いて記述し
た。エスノグラフィーとは、ある文化や社会集団の記述と解釈
であり、人々の行動、やりとり、言語やその所産を含め文化を
詳細に研究することを目的としている。この手法は、研究者の
洞察力によって選ばれるために、一般化可能性に欠けると指摘
される反面、質問紙調査のような他の手法では目に見えにくい
社会的過程や人々の活動の真の意味を記録するものであるとさ
れる（M.Bloor&F.Wood, 2006）。記述の内容をもとに、正統
的周辺参加論の枠組みを用いて検討し、週末弦楽器教室のなか
で展開されるフェローの立ち振る舞いから、フェローの成員性
及びフェローのアイデンティティの形成について検討する。

５，研究結果
5-1, フェローのポジション
　フェローは週末弦楽器教室に参加したときから、フェローと
いうポジションを与えられ、週末弦楽器教室において成員であ
るにも関わらず、彼らの成員性にはゆらぎがあることがわかっ
た。フェローにとって週末弦楽器教室での指導は、周囲の状況
を読み取り、適宜必要なことに対応していくことが求められる。
そして、求められていない場合には、自ら成員性離脱し、その
ような局面で消極的な参加をしている。

5-2, コミュニティ内部からみたフェロー
　フェローと現地のスタッフには親子ほどの年齢差がある。フェ
ローの方が現地スタッフよりも年齢が低いが、活動のなかでフェ
ローはしばしば現地スタッフから敬語を使用されることや、「東
京からわざわざ来てくださってありがたい」というような発言
をされることがある。現地スタッフにとって、週末弦楽器教室
は自分たちで運営していくものであるという意識はあるものの、
指導の面では、知識やスキルに不足があるという点で、現地ス
タッフだけでは運営しきれない。それを補う存在としてのフェ
ローは、週末弦楽器教室を構成するメンバーでもあるが、外（東
京）から来た人という意味ではゲストという感覚が拭えないと
推察される。彼らの成員性をフェロー以外のコミュニティ内部
から検討すると、現地スタッフからの扱いがフェローの成員性
を脱することを誘引していることがわかった。

5-3, 実践共同体におけるバランスワーク
　フェローは週末弦楽器教室のなかで、与えられた役割を果た
すときは成員として能力を発揮し、役割以外の場面では成員か
ら外れるというように、自分たちのポジションを使い分けて、
フェローというポジションを維持している。このような、コミュ
ニティを出たり入ったりするフェローの動きを「バランスワー
ク」とした。
　この根本的な要因としては、週末弦楽器教室の人手不足が考
えられる。そのため、楽器の指導だけではなく、生活の指導を
せざるを得ない局面が発生する。そのため、彼らはその場で求
められていることにたいして適宜自己判断を行って活動してい
るのである。さらに、フェローは様々な面において多様性があ
ること、彼らの参加動機や参加意欲は個々によって異なること
も、バランスワークにつながっていると考えられる。

６，フェローの正統的周辺参加とは
　正統的周辺参加論に基づき検討すると、フェローは週末弦楽
器教室で、各々が十全的参加（full participation）に向かうよ
うに学習している。つまり、フェローはより中心的な成員にな
るように学習している。これは彼らが周辺的な立場から、徐々
に責任を負いつつ、中心的な役割を担っていくことを指す。フェ
ローは活動に参加していく過程で、子どもとのやりとりや他の
スタッフとの関係から、より指導者らしく振る舞うように学習
している。

7, 考察
　フェローは正統的なメンバーとして実践共同体に参加し、成
員性を与えられているにも関わらず、活動のなかで自発的に実
践共同体から抜けることがある。週末弦楽器教室という実践共
同体の中で、フェローは技術指導の補助として正統的なメンバー
として役割を発揮し、コミュニティの他の成員と接触しながら、
参加を深めていっている。しかし、役割にない仕事を与えられ
た場合に、その役割を担うことができないため、彼らは自発的
にこの実践共同体から離脱する。彼らは、実践共同体の中に身
を投じているにも関わらず、ある瞬間に不在になる。新参者に
もある成員性が、フェローには時として失われることがあると
いうことがわかった。これは、週末弦楽器教室において位置づ
けられる新奇な現象と捉えることができ、これを「アイデンティ
ティなき参加」とした。

8, 今後の展望
　本研究にある不在という状況に陥る「アイデンティティなき
参加」において、彼らの参加のあり方について、これが一過性
のものなのか、常に発生するものなのかをより多くの事例から
検討する必要がある。

9, 参考文献・引用文献
（1）井中あけみ（2010）音楽教育における合奏の効果的指導
の考察ーキー・コンピテンシー ,ESD の視点からー , 豊橋創造
大学短期大学部紀要 , 27, pp19-38

（2）Lave, J. &Wenger, E.（1991）Situated Learning: 
Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University 
Press.

（3）高木光太郎 . (1999). 正統的周辺参加論におけるアイデン
ティティ構築概念の拡張 : 実践共同体間移動を視野に入れた学
習論のために .

（4）Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative 
methods: A vocabulary of research concepts. Sage.
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2015年度　フェローインタビュー調査結果
　P12~13 では、2013 年度から 2014 年度までのエル・シス
テマジャパンのフェローに関する研究結果を紹介した。それら
の研究結果を踏まえ、2015 年度の追跡調査として、エル・シ
ステマジャパンのフェロー 1 名に半構造化インタビューを実施
した。調査協力者は、エル・システマジャパンの発足当初からフェ
ローとして活動に携わっている飯田佑理子さんである。彼女へ
のインタビューを通して、フェローというエル・システマジャ
パン固有のポジションに関する経年的な変化、現状そして展望
を検討する。

　子どもの変化とか成長はなんとなく想定できていました。も
ちろん、すごい速さで子どもたちが上手くなっているという驚
きなど、想定をはるかに超えている部分はありますが、それと
は別に、まわりの大人の変化の方に結構驚いていました。
　初期の頃に練習会場に行った際は、子どもたちが同じ小学校
や器楽部の友だちであれば多少顔見知りかもしれませんが、基
本的に他の子どもたちの事は全然知らないし、子どもが練習し
ている様子は見学しているんですが、等間隔で遠巻きに眺めて
いるみたいなところから始まったんです。それがだんだん時間
が経つに連れて親御さんたちも変わっていって、例えば受付の
お母さん方が自主的に受付用の日誌をつけて次の人に引き継い
だり、先日の「子ども音楽祭」でも、お父さん方が率先して舞
台の裏側の出し入れをしたりとか。お母さんもお父さんもみん
ながエル・システマの子どもたちのため、演奏会を成功させる
ために、すごく結束が強くなって、自主的に運営をしていこう
というふうに変わってきているのが、すごく素晴らしいことだ
と思っていて、それは最初に全く思いもよらなかったことです
ね。

　自分自身の変化としては、最初にやっていた頃は、教え方も
わからないし、あとはやっぱりコミュニケーションのとり方が
わからなくて苦しんだ部分はあります。どういう声のかけかた
をしたときに、子どもが集中して、楽しんで弾いてくれるんだ
ろうとか、それがなかなかつかめないということはありました。
　あとは、フェローってなんなんだろうというのは今も模索中
です。フェローの方もいろいろなバックグラウンドの人がいて、
私みたいに最初から社会人として入った方もいれば、大学生で
教育学や社会学を勉強していて、エル・システマを知って、楽
器も弾けるからフェローをやりたいって言ってきてくれた方も
いるし、音楽大学に通っている方もいたりして。うまくフェロー
の皆さんをモチベートさせて楽しんで参加してもらうにはどう
すればいいかっていうのは、未だに試行錯誤しています。フェ
ローの意義ってなんだろうとか、わくわく活動してもらうため
にはどうすればいいんだろうとか、まだ答えはでていませんし、
これからも考え続けると思います。

　子どもを教える上では、指導ボランティアなので、指導者で
はありません。あくまでも私たちはボランティアで、支援・補
助という立場であるということは理解していないといけないと
思っています。でも基本的には、子どもや相馬の先生方が求め
ていることは何でもやりますというスタンスです。相馬や大槌
で教える以外にも、例えば「子ども音楽祭」で子どもの付き添
いや運営の手伝いも率先してやるし、フェローは子どもオーケ
ストラの活動を盛り立てていくためにあるんだと私自身は思っ
ています。例えば、イベントをやるときは人手が必要だったら
サポートするとか、エル・システマ自体の活動をサポートするっ
ていうのがフェローの目的だと思っています。
　また、フェローは指導者という立ち位置ではないので、教え
るー教えられるという関係ではなくて、フェローは先生と子ど
もがいるその中間みたいな感じで、一緒に遊んだり、一緒に演
奏したり、一緒に聴いたりとか、そういうちょっとゆるめの立
ち位置でいいのかなという風に思います。

　最初は、やっぱりどうコミュニケーションしていけばいいの
かっていう部分はあったんですけれど、最近は休み時間に小学
生の子たちが一緒に遊ぼうと誘ってくれて、外に鬼ごっこをし
にいったこともあって、誘ってくれるのが可愛くもあり嬉しく
もありという感じですが、子どもとの関係は結構最初とは変わっ
たかなと思います。
　また、フェローは、実際に相馬に行ってみて、これまで自分
が習っていたことと、相馬でやっていることにはすごくギャッ
プがあると感じると思うんですよね、教え方も違うし。そうい
うときに、どうやって教えたらいいんだろうという壁にぶち当
たると思うんですが、そういうときに考えて、どう教えていく
べきなのかっていうのを悩むのも成長の一環かなと思っていま
す。
　これまでは、エル・システマの活動をサポートするというの
が一番の目的であったし、それは今後も変わらないんですけれ
ども、それに加えてフェロー自身が成長していって、子どもオー
ケストラ以外のところにも還元していけるような仕組みをつ
くっていければいいなっていうのが、今後目指していきたいこ
とかなと思います。

　インタビュー結果より、　2014 年度までの調査で得られた
「アイデンティティなき参加」「バランスワーク」という結果を
それぞれ示唆する語りが得られた。エル・システマのフェローは、
コミュニティのサポート役として、楽器の指導者として位置づ
く一方で、その場で求められることに対して適宜対処しながら
自らのポジションを維持していることが改めて確認された。
　ただし、これまでの調査では焦点化してこなかった、フェロー
のインフォーマルな学習という視点も示唆された。フェローが、
活動への関わりを通してどのような学習をするのかという点に
ついては、今後検討すべき重要な事項であると思われる。

◆活動に参加することで気がついたこと

◆フェローの役割とは

◆フェローの成長と学習

◆フェローのリーダーをやってみて気がついたこと
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須藤亜佐子さん

◯現在、どういう役割で活動に参加されていますか？
　今地元で子どもにバイオリン教えれるのが私しかいないので、
弦楽器全部教えています。私は技術を教えるのみで、音楽の技
術と、音楽やってて楽しいなっていう生きがいは子どもに伝わ
るし、音楽やっていると夢は広がるよ、将来楽しいことがある
よみたいに。あとは、音楽で繋がる仲間が増えてるよ。みんな
友だちになろう、エル・システマは大きな家族ねっていうふうに。
大きな家族です。

◯昨年の活動と比べて変わったことは？
　私が個人レッスンずっと何十年もしてるけど、個人レッスンっ
て少しずつその子なりにいろいろな曲をやっていくでしょ。と
ころがここは、ものすごいんですよね。１年でランクがゴーン
ゴーンって上がるから追いつかないっていうか、戦いですね。
まあ癒やしで始まった音楽合奏なんだけど、今は本当に戦うオー
ケストラです。学校の部活、お勉強とあと弦の練習と、そこを
両立するのが難しいです。でも、みんな「先生まってて、試合
終わったら時間あくから～」とか言って頑張って、みんな時間
をつくってやっています。子どもも大変です。ベネズエラのよ
うなエル・システマとは異なるので、難しいです。

◯エル・システマが地域に根付いていくことについて、どのよ
うに感じていますか？
　それは、少し課題でもあるんです。ひろがっているような気
はするのですが、この前敬老の日にコンサートしたり、やって
はいるのですが、広報で新聞とかに時々写真が載ったりするん
ですが、知らない人もいて、みんな知っているかっていったら
そうでもないです。音楽にちょっとでも興味がある人はわかっ
てくれますが、知らない人は知らない。それが課題です。

◯この先のエル・システマがどのようになってほしいですか？
　この地域というか、世界のひとからは知ってもらえてて、来
年はベルリンに行くし、他の国との交流もあるし。ここ相馬の
次に大槌でも始まっているけどなかなか難しいですよね。日本
中に広めていこうなんて私はまだそんな余裕はないです。私は
ここで頑張るしかないなって思っています。ずっとここにいる
のは私だけだし。そういう田舎だから始まったんだと思います
が。みんなバイオリン見たことないし触ったことないっていう
子どもがほとんどだったから、そういう地域でオーケストラが
できるっていうのでここが選ばれたんだと思うし。子どもたち

2015年度　指導者インタビュー調査結果

加藤麻子さん
◯指導をするときに意識していることはありますか？
　もちろん子どもの能力をいかに引き出すかっていうのもある
んですけど、指導をしつつも調整役を担っているので、やっぱ
り指導に関わる指導者の方の能力をいかに発揮していただく
かっていう場作りも仕事です。なので、自分が指導者として関
わるときは子どもの能力をいかに引き出すかなんですけど、調
整役として関わるときはいかに場を整えて、指導者の皆様に活
躍いただくか。フェローも含めて。両方の仕事がありますね。

◯活動が地域に根付いていくために、今なさっていることはあ
りますか？
　なかなか難しいですけどね。子どもが習うだけではなくて、
保護者の方にも今度の音楽祭とかは、舞台づくりを、ただ動員
されているだけではなく、学ぶ場として提供したりとかいう方
向性です。
　子どもの送り迎えだけやっている親御さんが多いんですけど、
子どもが音楽を学ぶだけじゃなくて、自分自身が音楽を通して
これを学んだっていうのがあれば、また意味が広がると思うん
ですよね。自分もここに来て話を聞いて、知識が増えておもし
ろかったとかなってくると、いいんじゃないかなとおもうんで
すけど。願わくば、それが保護者だけではなく市民にも、こう
いうことがわかってよかったとか関われてよかったと思えるよ
うになってほしいです。

◯今後、活動がどのようになってほしいですか？
　やっぱり山の中の小学校中学校からも、熱意があって来たい
子がいるけれども、なかなか条件整わないと来れないじゃない
ですか。そういう遠い学校にも鑑賞教室とかで機会を提供して
いますけど、やっぱり合奏とかいうのはそういう学校の子ほど
できないんですよ。小規模校で一番欠けている教育って、集団
で合奏とか、ドッジボールとか、そういうことができないんで
すよね。そういう子にこそ、合奏とか味わってもらいたいんだ
けど、今はなかなかそういう手段が難しいです。今後、そうい
うふうになっていけばいいとは思います。

　本調査では、実践における３年間の変遷とその実態に迫るた
め、実践共同体の中核的な役割を担う２名にインタビュー調査
をおこなった。
　1 人目は、活動開始当初から弦楽器の指導を担当している須
藤亜佐子さん、2 人目は、2015 年度からコーディネーターと
して弦楽器の指導や指導に関わる調整を担っている加藤麻子さ
んに調査にご協力頂いた。

が、音楽によって生きる力をっていうのがありますからね。そ
の子たちが学校でも他のことでもリーダーとかになれるような
子に少しでも成長してほしいなって思っています。

　以上のインタビューより、エル・システマは音楽という共通
項を地域に生成し、コミュニティを結びつける媒介となる活動
であることがわかる。エル・システマの活動は、音楽の技術を
提供するだけではなく、地域コミュニティを繋いでいるという
大きな意義を持っている。そしてそれは、指導者や運営関係者
たちの緻密で継続的な努力によって成り立っている。今回のイ
ンタビュー調査では、活動の拡がりが確認できた一方で、さら
なる今後の活動にむけた課題点も抽出された。エル・システマ
のコミュニティへの参加が、より開かれていくことが望まれる。
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2015年度アンケート調査結果
ー保護者ー
　2013 年度、2014 年度に引き続き、プログラムに子どもを
参加させている保護者がどのような気持ちでプログラムを見
守っていたかを知ること、そして、保護者と子どもとのコミュ
ニケーションについて知るために、アンケートによる調査を実
施した。昨年度までは、保護者が本プログラムに期待すること
や活動を選んだ理由について考察を行ったが、今年度は、これ
までの活動の経年的な変化を明らかにするため、昨年までに得
られた調査データと比較検討する。
　ここでは、音楽や芸術に対する意識に対して同様の主旨でと
られた全国調査との比較を行う。このプログラムとの比較を行
うための全国調査は、ベネッセ教育総合研究所が行なった「第
2 回学校外教育活動に関する調査 2013」と「第 2 回子ども生
活実態基本調査報告書［2009 年］」と栃木県総合教育センター
が行なった「子どもたちのコミュニケーションに関するアンケー
ト調査～集団における望ましい人間関係づくりに関する調査研
究～（平成 19 年度調査研究事業）」をもとにした。これらは昨
年の調査と同内容のもので、結果を比較するために調査をおこ
なった。さらに、今年度の調査では、エル・システマのコミュ
ニティとして地域性にある特徴を探るため、千代田区が実施し
た「地域コミュニティに関する区民アンケート調査」を参考に
6 項目を作成した。これらのアンケートで使用されている項目
を参考に、全 14 項目のアンケートを作成した。集計結果につ
いて、特筆すべき項目についての集計結果と、その分析・考察
をここから述べていく。

　はじめに、保護者と週末弦楽器教室の関係について述べる。
保護者が「週末弦楽器教室を選んだ理由」として最も多いもの
は「子どもが楽しんでいるから」の 70.6% であった。次いで

「指導者が信頼できるから」が 58.8%、「費用が安いから」が
52.9% となった。これらの上位 3 項目は、2014 年度の調査結
果と同様の項目であり、その変化も上下 5% 以内と大きな変化
は見られなかった。
　2014 年度から 2015 年度の変化で、特に増加の傾向がみら
れた項目は、「成果が目に見えるから」「友だちが一緒に通っ
ているから」「子どものレベルに合っているから」の 3 項目で
あった。第 4 位の「成果が目に見えるから」は、2014 年度
の 18.2% から、2015 年度の 41.2% へ 23.0% 増加した。ま
た、第 5 位の「友だちが一緒に通っているから」についても、
2014 年度の 24.2% から 2015 年度の 35.3% へ 11.1% 増加
した。さらに、第 8 位の「子どものレベルに合っているから」
についても、2014 年度の 6.1% から 2015 年度の 11.8% へ
５.7% 増加した。
　逆に、2014 年度から 2015 年度の変化で、減少の傾向がみ
られた項目は、第 7 位の「家から近いから」であった。これは、
2014 年度の 18.2% から、2015 年度の 11.8% へ 6.3% 減少
した。

◯2014年度調査結果と比較して

◆週末弦楽器教室の活動を選んだ理由（2015年度上位8項目）

　次に、全国調査及び週末弦楽器教室の 2014 年度の調査結果
と、今年度の調査結果を比較し、結果を述べる。まずは、子ど
もの芸術活動に関する調査結果を参照する。

　週末弦楽器教室では、全国調査よりも「音楽や芸術の活動を
通して子どもが成長している」と感じている保護者が多い。そ
して、経年的な変化としても、2014 年度は 93.9% であったの
に対して、2015 年度は 100.0% と全員がそう感じていると回
答しており、6.1% 増加したことがわかった。

◯全国調査・2014年度調査結果と比較して

◆音楽や芸術の活動を通して子どもが成長している

◆子どもにとって音楽や芸術の活動は必要だ

　「子どもにとって音楽や芸術の活動は必要だ」では、昨年度
に引き続き、90.0% 以上の保護者が必要であると回答した。
2015 年度では、全国調査と比較すると 9.0% 多く、2014 年
と比較しても 0.5% 上回る結果となった。

◆子どもが音楽や芸術に触れる機会を増やしたい

　「子どもが音楽や芸術に触れる機会を増やしたい」では、昨
年度に引き続き、100% の保護者が増やしたいと回答した。
2015 年度では、全国調査と比較すると 8.2% 多く、2014 年
度と同じ結果であった。
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◯地域コミュニティに関するアンケート
　次に、千代田区が実施した「地域コミュニティに関する区民
アンケート調査」を参考に作成したアンケートの結果について、　
週末弦楽器教室と千代田区の調査結果を比較しながら述べる。
　週末弦楽器教室の保護者は、地域の範囲のイメージとして、
小学校通学区域が 64.7% と大きな割合を占めた。他の項目と
の差も大きい。

◆週末弦楽器教室の保護者が考える「地域」の範囲のイメージ

◆週末弦楽器教室の保護者が考える地域の課題（上位７項目）

◆日常生活において、地域の方々と関わりを持つこと

◆地域活動の担い手として様々な地域活動団体が相互に協働していくこと

　地域の課題としては、「子育てしやすいまちづくり」が週末
弦楽器教室では最も多く 23.5% であった。次いで、「防犯強化
及び治安の維持向上」「防災対策」という回答が多かった。一方
で、「地域交流の促進」を課題として感じている保護者は少なく、
3.9% であった。

　週末弦楽器教室の保護者は、約 55% が地域の方々との関わ
りを持つことを大変良いことだと感じている。そして、週末弦
楽器教室では、千代田区の平均に比べ、地域の方々との関わり
を持つことの重要性を高く感じていることがわかった。

　「地域活動の担い手として様々な地域活動団体が相互に協働し
ていくこと」では、週末弦楽器教室は「大変良いこと」「まあ良
いこと」を合計して 80% 以上になる。これは千代田区を上回っ
ている。週末弦楽器教室では、千代田区よりも地域団体の協働
をより良いことであると感じていることがわかった。

◆子どもにいろいろな体験の機会を作るよう意識している

　次に、保護者の教育観に関する設問である。「子どもにいろい
ろな体験の機会を作るよう意識している」では、「とてもそう」「ま
あそう」と回答した保護者が合わせて 88.9% であった。これは、
全国調査と比較して 14.1% 多く、2014 年度と比較すると 1.0%
増加している。「あまりそうではない」「そうではない」という
回答は 11.1% であり、全国調査と比較すると 14.1% 少ない。

◆子どもが日本の伝統文化に触れるように意識している

　次に、「子どもが日本の伝統文化に触れるように意識してい
る」では、「とてもそう」「まあそう」を合わせて 72.3% であっ
た。これは、全国調査の 51.7% より 20.6% 多く、2014 年度
の 48.5% よりも 23.8% 増加している。

◆子どもと音楽に関わる話をする

　親子のコミュニケーションに関する調査では、「子どもと音楽
に関わる話をする」において、昨年度に引き続き大きな差がみ
られた。2015 年度の調査では、「週に 1 回」「週に 2 回以上」
の回答を合わせて64.7%であった。これは全国平均と比較して、
40.5% 多い。
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2015年度アンケート調査結果の考察ー保護者ー

地域コミュニティとして

音楽活動として

　週末弦楽器教室の保護者が考える「地域」の範囲のイメージ
として、小学校通学地域が多く挙げられた。これは、週末弦楽
器教室に参加している子どもの多く（72%）が小学生であると
いうことが要因として考えられる。地域の課題として、「子育て
しやすいまちづくり」が多く挙げられたのも、同様の要因であ
ると推察される。
　また、地域の課題として「防犯強化及び治安の維持向上」「防
災対策」についても、それぞれ約 20% の保護者が課題に感じ
ているということがわかった。これは、震災の影響等により、
子どもの安全に対する意識が高いということを示唆していると
考えられる。一方で、「地域交流の促進」を課題として感じてい
る保護者は 3.9% と極めて少なかったことから、週末弦楽器教
室の保護者は地域交流が十分に行き届いている環境にいるとい
うことが確認された。この結果のひとつの要因として、週末弦
楽器教室では、保護者が活動に関わり、協力して活動を支えて
いるということが挙げられるだろう。
　次に、地域との関わりのついての調査結果では、「日常生活に
おいて、地域の方々と関わりを持つこと」「地域活動の担い手と
して様々な地域活動団体が相互に協働していくこと」ともに、
千代田区の調査結果よりも高い割合で、週末弦楽器教室の保護
者がその重要性を感じていることがわかった。週末弦楽器教室
は、地域コミュニティを繋ぐ活動であり、保護者はその意義を
実感していると考えられる。相馬というコミュニティにおける
地域の繋がりが求められているということが改めて確認された。

　「週末弦楽器教室の活動を選んだ理由」では、最も多い理由が
「子どもが楽しんでいるから」、次いで「指導者が信頼できるか
ら」、そして「費用が安いから」であった。これらの上位 3 項目は、
2014 年度の調査結果と同様で、その変化も上下 5% 以内と大
きな変化はみられなかった。このことから、「子どもが楽しんで
いる」「指揮者が信頼できる」という環境が維持されていること
がわかる。また、費用という点も選択理由として大きく、週末
弦楽器教室の活動の意義が確認された。
　「成果が目に見えるから」「友だちが一緒に通っているから」「子
どものレベルに合っているから」の 3 項目は、2014 年度の調
査と比較して増加の傾向がみられた。「成果が目に見えるから」
では、活動が長期的に続いてきたことから、子どもの技術が向
上したこと、保護者が活動に積極的に参加するようになり、子
どもたちの演奏を聴く機会が増加したことなどが要因として挙
げられる。「友だちが一緒に通っているから」についても、活動
開始当初は、子ども同士の関係性がまだ構築されていなかった
が、現在では、休み時間になると子どもたちが一緒に遊んでい
る様子が見受けられる。「子どものレベルに合っているから」に
ついては、2014 年度よりも増加していることから、週末弦楽
器教室が適切なレベルに合わせた指導の場になってきている、
あるいは子どもたちの技術が向上してきていることが関係して
いると思われる。
　また、「家から近いから」という項目が 2014 年度から 2015
年度にかけて減少した要因は、週末弦楽器教室の参加者に多様
性が増してきて、遠方の参加者がいるということが考えられる。
近いから通うというよりはむしろ、音楽を学びたいという強い
気持ちから参加しているという変化が読み取れた。

子どもとの関係と教育

　まず、保護者へのアンケート結果を 2014 年度のアンケート
結果と比較検討した上で、週末弦楽器教室の経年的な変化につ
いて考察する。

　親子のコミュニケーションに関する調査では、「子どもと音
楽に関わる話をする」という設問で、「週に 1 回」「週に 2 回以
上」の回答を合わせて 64.7% であった。全国平均と比較して、
40.5% と大幅に上回っていることから、週末弦楽器教室の保護
者は、子どもと音楽に関わる話をよくしていることがわかる。
つまり、週末弦楽器教室での経験を、子どもが家庭で話してい
たり、音楽という媒介を通じて親子がコミュニケーションをとっ
ていたりするということである。
　また、「子どもにいろいろな体験の機会を作るよう意識してい
る」では、「とてもそう」「まあそう」と回答した保護者が合わ
せて 88.9% であった。これは、全国調査と比較して 14.1% 多
い。週末弦楽器教室の保護者は、子どもの体験を重要視してい
るという教育観を持っているということがわかった。
　さらに、「子どもが日本の伝統文化に触れるように意識してい
る」では、「とてもそう」「まあそう」を合わせて 72.3% であり、

全国調査の 51.7% より 20.6% 多く、2014 年度の 48.5% よ
りも 23.8% 増加している。エル・システマでは、2015 年度の

「子ども音楽祭」に代表されるように、演奏会においてクラシッ
クの楽曲だけではなく、伝統音楽を演奏する取り組みを行って
いる。これは地域に根付き、交流していくことを主な目的とし
ているが、保護者にもそのような意識が芽生えてきているとい
うことが今回の調査でわかった。
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2015年度アンケート調査結果
ー子どもー

　2013 年度、2014 年度に引き続き、プログラムに参加して
いる子どもがこの活動を通して親や仲間を含む他者とどのよう
なコミュニケーションをとっていたのか、その特徴に着目した。
　保護者と同様に、全国調査との比較を行うために、①ベネッ
セ教育総合研究所が行なった「第２回子ども生活実態基本調査
報告書［2009 年］」、②国立教育政策研究所が行なった「平成
25 年度全国学力・学習状況調査」、③栃木県総合教育センター
が行なった「子どもたちのコミュニケーションに関するアンケー
ト調査～集団における望ましい人間関係づくりに関する調査研
究～（平成 19 年度調査研究事業）」を参考にした。これらの
アンケートで使用されている項目を参考に、9 項目のアンケー
トを作成した。
　今年度の調査では、エル・システマの活動の時間的な変遷を
明らかにするため、全国平均との比較と並行して、過去の調査
結果との比較検討をおこなった。

◆日ごろよく話をしたり一緒に遊んだりする友だち

◆悩みごとを相談できる友だち

◆いま住んでいる地域の行事に参加している

◆友だちの前で自分の考えや意見を発表することは得意

◆一人ひとりの人間には考えや性格などに違いがあるということ
を大切にしている

◆友だちと話し合うとき、友だちの話や意見を最後まで聞くこと
ができる

◆自分の行動や発言に自信を持っている

　まず、週末弦楽器教室に通う子どもたちの友人関係に関する
設問を参照する。「日ごろよく話をしたり一緒に遊んだりする友
だち」は、今年度の調査では「4~6 人」が圧倒的に多く 46.7%
であった。また、2014 年度の調査に比べ、「いない」「1 人」「2~3
人」の割合が大幅に減少した。全国調査と比較しても、4 人以
上の友だちがいる子どもが多いことがわかる。
　「悩みごとを相談できる友だち」では、「2~3 人」あるいは

「11~20 人」という回答が、それぞれ 73.3%、6.7% と多くの
割合を占めた。2014 年度との差も顕著であることから、子ど
もたちの友人関係が変化していることがわかる。

　次に、子どものコミュニケーションに関する調査である。週
末弦楽器教室の子どもたちは、「友だちの前で自分の考えや意見
を発表することは得意」「自分の行動や発言に自信を持っている」
では全国調査よりも高い割合で肯定的な回答が得られた。ここ
では、2014 年度と 2015 年度の調査における、有意な差はみ
られなかった。

　昨年度は、住んでいる地域の行事に参加している子どもは、
全国調査よりも低い結果であった。今年度の調査では、依然と
して全国調査を下回るものの、「あてはまる」「どちらかという
とあてはまる」を合計して 60% であった。

◯実態調査

6.7%	  

4.2%	  

6.7%	  

20.8%	  

15.8%	  

46.7%	  

29.2%	  

26.5%	  

20.0%	  

20.8%	  

22.3%	  

20.0%	  

4.2%	  

14.7%	  

16.7%	  

14.8%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

週末弦楽器教室	
（2015年度）	

週末弦楽器教室	
（2014年度）	

全国調査（2009年）	
小学生	

いない	 1人	 2〜3人	 4〜6人	 7〜10人	 11〜20人	 21人以上	 無回答	

20.8%	  

12.7%	  

6.7%	  

4.2%	  

12.8%	  

73.3%	  

37.5%	  

34.8%	  

16.7%	  

19.0%	  

16.7%	  

8.5%	  

6.7%	  

3.4%	  
3.6%	  

13.3%	  

4.2%	  

5.2%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

週末弦楽器教室	
（2015年度）	

週末弦楽器教室	
（2014年度）	

全国調査（2009年）	
小学生	

いない	 1人	 2〜3人	 4〜6人	 7〜10人	 11〜20人	 21人以上	 無回答	

26.7%	  

20.8%	  

35.6%	  

33.3%	  

25.0%	  

28.1%	  

20.0%	  

12.5%	  

19.7%	  

13.3%	  

29.2%	  

16.5%	  

6.7%	  

12.5%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

2015

2014

2013

33.3%	  

33.3%	  

19.5%	  

33.3%	  

25.0%	  

30.1%	  

13.3%	  

37.5%	  

35.0%	  

20.0%	  

4.2%	  

15.4%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

2015

2014

2013

20.0%	  

29.2%	  

16.3%	  

33.3%	  

29.2%	  

39.8%	  

40.0%	  

41.7%	  

33.8%	  

6.7%	  

0.0%	  

10.1%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

2015

2014

2013

53.3%	  

54.2%	  

53.8%	  

46.7%	  

41.7%	  

37.4%	  

4.2%	  

6.0%	  2.8%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

2015

2014

2013

46.7%	  

45.8%	  

56.1%	  

46.7%	  

50.0%	  

34.7%	  

6.7%	  

4.2%	  

7.0%	  
1.2%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

2015

2014

2013



20

2015年度アンケート調査結果の考察
ー子どもー

◆自分の性格

◆自分が住んでいる地域

◆家族との関係

◯自分自身への満足度調査
　ここからは、子どもの自分自身への満足度調査の集計結果を
述べる。まず、「自分の性格」について、2015 年度の調査では

「とても満足している」「満足している」を合計して 60.0% であっ
た。これは、全国調査よりも 5.2% 高く、2014 年度の調査よ
りも 5.8% 高い。

　次に、「家族との関係」では、「とても満足している」「満足し
ている」を合計して 73.3% であった。これは、全国調査より
も 10.6% 低い。また、2014 年度の調査よりも 6.6% 多かった。

　最後に、「自分が住んでいる地域」への満足度である。今年度
の調査では、「とても満足している」「満足している」を合計し
て 93.3% であった。全国調査を大きく上回り、さらに 2014
年度の調査よりも 10.0% 増加した。

　週末弦楽器教室の子どもたちは、「日ごろよく話をしたり一緒
に遊んだりする友だち」「悩みごとを相談できる友だち」が一定
数いることがわかった。「日ごろよく話をしたり一緒に遊んだり
する友だち」は、半数近くが「4~6 人」と回答しており、安定
した交友関係がうかがえる。「悩みごとを相談できる友だち」で
は、「2~3 人」あるいは「11~20 人」という回答が、それぞれ
73.3%、6.7% と多くの割合を占め、悩み事を相談できる友だ
ちとの付き合い方が、全国調査に比べると二極化している傾向
があるということがわかった。2014 年度との差も顕著である
ことから、子どもたちの友人関係の構築スタイルは変化しつつ
ある。これは、学校生活や、地域の環境、あるいは週末弦楽器
教室における人間関係の深まりなど、多様な要因が考えられる。

子どもたちの友人関係

地域コミュニティとして
　最後に、自分自身や周辺環境への満足度調査の結果について
考察する。週末弦楽器教室の子どもたちは、自分の性格につい
ての満足度が全国調査よりも高く、2014 年度の調査と比較し
ても肯定的な回答が増加していることがわかった。また、家族
との関係に関しては、満足度が低いことがわかったが、2014
年度から 2015 年度にかけて、肯定的な回答が増加傾向にある。
　自分が通っている学校・自分が住んでいる地域への満足度は
いずれも非常に満足度が高いことがわかった。経年的な変化と
しても、自分が通っている学校・自分が住んでいる地域ともに、
満足度は増加している。相馬市では、少子高齢化や過疎化といっ
た社会問題がしばしば指摘されているが、子どもたちはそういっ
た環境において、地域への愛着を持って育っている。週末弦楽
器教室は、そのような子どもたちが、相馬市内部に留まらず、
外部との繋がりを持って活動できる貴重な場である。さらには、
子どもたちの成長を支えるためのコミュニティ全体を巻き込み、
地域の一体感を醸成している。このような結果は、週末弦楽器
教室、相馬市、福島県の人の暖かさを示しているといえよう。

　実態調査では、「いま住んでいる地域の行事に参加している」
という設問において、全国調査を下回った。昨年度は、今年度
よりもさらに低かったことからわかるように、地域の行事への
参加が少ないことがわかる。週末弦楽器教室では、このような
地域コミュニティを繋ぐために、地域の行事にも積極的に活動
しているため、少しづつ実感として反映されてきているのでは
ないだろうか。
　子どものコミュニケーションに関する調査では、週末弦楽器
教室の子どもたちが「友だちの前で自分の考えや意見を発表す
ることは得意」「自分の行動や発言に自信を持っている」という
項目で、全国調査よりも肯定的な回答をしていた。このような
傾向は、週末弦楽器教室ならではなのか、相馬市、ひいては福
島県ならではの傾向なのかは定かではないが、子どもたちが自
らに自信を持てるような環境が整っていると考えられる。

自己肯定感との関係

◆自分が通っている学校

　「自分が通っている学校」への満足度は、週末弦楽器教室の
子どもが非常に高いという結果であった。「とても満足してい
る」「満足している」を合計して 86.7％ % であり、全国調査を
16.2% 上回っている。
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2015年度アンケート調査結果
ー活動に関するアンケートー
　「活動に関するアンケート」は、2013 年度から継続して調査
している。これは、子どもたちに、毎回の活動の最後にアンケー
トを記入してもらうという内容の質問紙調査である。このアン
ケートは主に、活動を通して「子どもたちにどのような変化が
あるものなのかを見ること」「子どもたちのコミュニティ形成に
ついて」「子どもたちとフェローとの関係を見ること」の３点に
ついて知るための調査である。このアンケートは７つの項目と
自由感想欄の全 8 項目で構成されている。

　今年度は 2015 年 6 月の練習から調査を開始し、2016 年 1 
月までの計 10 回アンケートをとった。計 10 回のうち、最初
の 5 回は予備調査として、一部項目を変更しながら行ったため、
それを踏まえて結果を提示する。
　このアンケートの対象者は小学生以上の 74 名である。今年
度は、昨年度と同様、調査者が現地調査に行っていないときでも、
アンケート調査を行うため、現地在住の指導者や保護者に協力
してもらい、アンケートの配布・回収を行なった。アンケート
の配布手順等については、毎回アンケート用紙を郵送する際に、
マニュアルを添え、アンケートの配布及び回収が円滑に行われ
るようフォローした。今年度は、2013 年度、2014 年度との

◆今日の活動は楽しかったですか？

◆今日の活動で東京から来た先生に一対一で教えてもらいまし
たか？

◆今日は友だちや仲間と一緒に活動した場面はありましたか？

　「今日の活動は楽しかったですか」について、2015 年度の平
均値と 2014 年度の平均値を比較してみると、平均値は 2% 上
昇しており、ほとんど変化せず一定の範囲に留まっていること
がわかる。

　フェローから一対一で教わった子どもについて、「たくさん教
わった」「少し教わった」と回答した数を調査すると、最も多かっ
たのが第 9 回の 52.6％で、少なかったのが第 10 回の 31.8%
であった。

　友だちや仲間と一緒に活動したかついての設問では、「たく
さんあった」「まあまああった」の回答で最も多かったのが第 9
回の 65.7％で、第 8 回の 39.3％が最も少なかった。

1 今日の活動は楽しかったですか？

2 今日の活動で一番楽しかったことは何ですか？

3 今日の活動で、東京から来た先生に1人ずつ教わりましたか？

4 東京から来た先生にどんなことを教えてもらいましたか？

5 今日は友だちや仲間と一緒に活動した時がありましたか？

6 一緒に活動した時にどんなことをしましたか？

7 今日の活動の自分には100点満点で何点をあげられますか？

8 今日の活動の感想を自由に書いてください

活動に関するアンケート調査項目（低学年）

1 今日の活動は楽しかったですか？

2 今日の活動でとくに何が楽しかったですか？

3 今、自分が楽器を練習する理由は何ですか？

4 今日の活動で東京から来た先生に何かを教わりましたか？

5 今日は友だちや仲間と一緒に活動した場面はありましたか？

6 友だちや仲間と一緒にどんなことをしましたか？

7 今日の活動の自分には満足できましたか？

8 今日の活動の感想を自由に書いてください

活動に関するアンケート調査項目（高学年）
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とても楽しかった	 まあまあ楽しかった	 あまり楽しくなかった	

ぜんぜん楽しくなかった	 無回答	

◆今日の活動は楽しかったですか？（平均値の比較）

　活動の楽しさを問う設問では、「とても楽しかった」「まあま
あ楽しかった」といったポジティブな回答が 10 回分すべてで
80％を超えており、平均でも 87.8% であった。

回数 回収日 回収部数

1 2015年　6月（1回目） 46人

2 2015年　6月（2回目） 26人

3 2015年　6月（3回目） 14人

4 2015年　7月 44人

5 2015年　10月 45人

6 2015年　11月（1回目） 29人

7 2015年　11月（2回目） 40人

8 2015年　12月（1回目） 33人

9 2015年　12月（2回目） 38人

10 2016年　1月 44人

予備

調査

＋

本調査

本調査

比較検討を目
的としている
ため、実施回
数は減少した
ものの、継続
的にアンケー
トを実施する
こ と が で き
た。
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考察

まとめ

　高学年に向けた満足度の調査では、「とてもできた」「まあま
あできた」といった満足度の高い回答が非常に多く占めている。
特に第 4 回と第 7 回の調査では、93.9％、96.9% となった。

◆今日の活動の自分には満足できましたか？（高学年）

　まず、「今日の活動は楽しかったですか」という設問では、「と
ても楽しかった」「まあまあ楽しかった」といったポジティブな
回答が 10 回分すべてで 80％を超えている。このことから、週
末弦楽器教室が子どもたちに音楽を楽しんでもらえているとい
うことがわかる。さらに、2014 年度の平均値と比較しても、
2% の上昇になっていることから、活動が安定しており、一定
の水準で子どもたちが楽しめる時間を提供できているといえる
だろう。
　また、「東京から来た先生に 1 対 1 で教えてもらいましたか」
という設問では、「たくさん教わった」「少し教わった」と回答
した合計数が、最も多いときは 52.6％、少ないときは 31.8%
とその差が大きくなっていた。これは、週末弦楽器教室では活
動ごとに異なった内容の指導を適宜行っているため、合奏等が
活動のほとんどの時間を占めている場合、1 対 1 で教える機会
がないという場合などがあったからである。
　友だちや仲間と一緒に活動したかついての設問についても同
様に、その活動内容によって、協働的な活動の時間があったり、
ほとんどが合奏の時間であったりしていたことがその要因とし
て考えられる。
　最後に活動の満足度についてである。低学年の調査では、点
数の記述式にしたところ、1 万点や 100 万点など、非常に高い
点数の記述が頻繁に見られた。しかし、そのような回答は数値
データとしては無効になってしまったため、数量による提示で
はなく、ここで紹介した。昨年同様、満足度は概ね高い結果と
なっていた。高学年の調査においても、「とてもできた」「まあ
まあできた」を合計すると、第 4 回では 93.9％、第 7 回では
96.9% と高い数値になっていた。このことから、週末弦楽器教
室では、子どもたちが音楽活動を通して自分に自信を持つきっ
かけとして作用する可能性が見いだせるだろう。ただし、「あ
まりできなかった」「ぜんぜんできなかった」という回答者が 2
割前後あったことも注目しなければならない。なぜなら、子ど
もが「できなくて悔しい」「もっとうまくなりたい」という動機
付けを持つために、毎回自分に満足するだけではなく、時には

満足できない気持ちが子どもを育てることがあるからである。
週末弦楽器教室では、活動後の自分に対する満足感を感じなが
ら、できない悔しさをバネに頑張る姿勢を育てるという教育的
に重要な要素が含まれることをここで強調したい。
　最後に、設問 8 の自由記述「今日の活動の感想を自由に書い
て下さい」で特徴的であった回答について紹介し、考察する。
最も多く書かれている内容としては２点ある。ひとつは、「楽し
かった」「楽しく合奏できたので良かった」等の、音楽を楽しん
だという内容である。もうひとつは、「いつもよりうまくひけた」

「もっと上手にひけるようにしたい」等の、自らの演奏技術に関
する内容である。このことから、子どもたちは音楽を楽しんで
いること、上手くなっていくことを意識して取り組んでいるこ
とがわかる。また、「金管楽器といっしょに合奏できてよかった。
もう少し早くひけるれんしゅうをしたいと思います」など、週
末弦楽器教室だけではなく、外部との合同練習によって動機付
けられているという記述もみられた。他者と音楽を共有する経
験が、子どもたちにとって様々な意味を持つ場になっているの
であろう。音楽との関わり方だけでなく、子どもが他者とどの
ように関わり学んでいるのかについても、週末弦楽器教室を物
語る大きな要素であり、さらなる調査が望まれる。

　ここまで、質問紙による調査結果を示し、その考察を述べた。
　本調査では、2013 年度からの過去 2 年間の継続的な研究調
査を踏まえ、３年間の活動の経年的な変化を明らかにすること
を目的としていた。そして、それをコミュニティ形成という尺
度から捉えることを試みた。そのために、週末弦楽器教室の実
践共同体を構成する、指導者、支援者、学習者という３つの対
象についてそれぞれ調査を行った。指導者は、浅岡洋平氏、須
藤亜佐子氏、加藤麻子氏にインタビューにご協力頂き、その想
いと構想に迫ることができた。支援者は、楽器の技術指導を担
うフェローの皆様、そして週末弦楽器教室の保護者様にご協力
頂き、彼らが子どもたちのためにどのような参加をしているの
か、あるいはその参加が経年的にどのように変化してきたのか
を明らかにすることができた。そして、学習者として、子ども
たちには質問紙による継続的な調査を実施し、その実態に迫っ
た。彼らの共通項は「音楽」であり、「音楽を通したコミュニティ
への参加」である。「音楽」と「教育」が有機的に絡まり合う週
末弦楽器教室は、まるでそれ自体がオーケストラのように、成
員ひとりひとりが代替不可能であると強く感じられた。
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おわりに
　３年目の調査の報告書をまとめるにあたり、この３年間で私
たちが感じていた週末弦楽器教室の活動について述べてみたい。
　まず述べたいことは、相馬の地域の持つ特質である。相馬と
いう地域にもともとクラシック音楽という文化が根付いていた
ということ、そして、もともとこの地域に教育や学習に対して
前向きに捉えていこうとする傾向が強くあったこと、この２つ
は週末弦楽器教室が大きな成果をあげることができた前提条件
として私たちは常に意識すべきだと考えている。次に述べたい
ことは、この週末弦楽器教室並びに相馬子どもオーケストラプ
ロジェクトを牽引しているエル・システマジャパンの菊川穣氏
をはじめ、スタッフの方々、そして指導の中軸に当たられてい
る浅岡洋平氏の３年間の揺るがない態度である。
　このエル・システマジャパンの活動を通して私が最も学んだ
ことを一言で言うならば「知らないで悩むのではなく、知って
考える」ということである。つまり、活動がどのくらい受け入
れられるのか、どのくらい成功するのか、という目先の成果に
とらわれることなく常に何が必要とされているのか、そして次
に必要なことは何なのか、という自分たちが最初に立ち上げた
ミッションの「音楽で被災した子どもたちに笑顔を取り戻して
いくということ」に近づいていくことを希求していた。しかし、
その活動を通して相馬という地域がある一定の評価を得続けて
いくことはただ悩んでいるだけで生まれるものではない。もち
ろん、活動することに関しては批判もあれば反対もある。その
批判や反対に対してもそれを悪として決め付けるのではなく、
お互いが求めているものは子どもたちの幸せや地域の安心・安
全であるということを前提条件として、「対立という共通項」（対
立はしているけれどもある目的のための前提条件として捉える
考え方）として捉えていこうとしていた。
　このような、エル・システマジャパンの活動は多くの賛同者
を呼び、数多くの小さな演奏会から大きな演奏会まで常に本番
がある、そんなオーケストラに育っていった。私たちが改めて
考えなければならないことは自分たちの周りに知らないで悩ん
でいるだけで、知って考えていない状況が数多く生まれ続けて
いるということである。
　2016 年 3 月。震災から 5 年が経ち、この報告時期には様々
な被災地の現状を伝える報道、私たちのような報告書などが世
に出るだろう。そしてその多くが未だに問題の解決を果たして
いるのではなく、問題の渦中にいることを示しているであろう。
しかし、その中にいくつかには「知らないで悩むのではなく、知っ
て考えている人たち」も見い出すことができるだろう。そのよ
うな時に私は、常に前向きに進んでいたエル・システマジャン
パンの活動を支えた人々のことを思い出すことにちがいない。
　私たちのこの調査活動は３年目で終束する。次年度はまた新
しい形の調査を担ってくださる方が出てきていることをとても
嬉しく、そして楽しみにしている。振り返れば初年度の調査は
まず相馬の地域がどのような文化的あるいは音楽というものに
対する距離感をどの程度持っているのかという地域性の調査か
ら始まり、様々なアンケートを関係者の方にさせていただき、
それを全国的な規模で行なわれている調査と比較し、この相馬

の地域の特質を見出していった。２年目はエル・システマジャ
パンの指導システムに着目し、指導の方法やフェローの位置付
け、また子供達の変容など、インタビューを交えて実施していっ
た。そして、３年目である今年度は先ほど書いたように本プロ
グラムを牽引してきた菊川穣氏、浅岡洋平氏、須藤亜佐子氏、
加藤麻子氏の４氏に主宰者として指導者としての立ち位置で自
分たちの考えを述べていただいてこの３年間のまとめとした。
心残りはこれらのインタビューが十二分に反映できるほどのゆ
とりが紙面になく、いつかそう遠くない将来、シンポジウムの
形で皆さんに、またお話しを聞く機会が得られることを祈って
いる。最後に、エル・システマに参加している子ども達のこれ
からの成長を心から祈念して私たちの調査の報告を終わりにし
たい。
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