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１．はじめに

　第一筆者は中学校で６年，高等学校で７年の間，音
楽科の教員をしてきた。専門は合唱で，部活動の顧問
も担当した。通常の合唱部活動は，主に定期演奏会の
開催，コンクールへの参加であり，その他，各種合唱
関連行事，合唱交流会，地域の式典における演奏等で
あった。
　2011年の東日本大震災時，勤務校の宮城県中部沿岸
部の公立Ａ高校は，建物等学校自体の被害は少なかっ
たものの，生徒の多くが被災地域に居住していたため，
甚大な影響を受けた。震災後，通常授業より先に，部
活動が再開された。筆者は顧問として，部員と共に活
動できる喜びを噛みしめつつ，毎年行ってきた定期演
奏会の開催の是非や，コンクールへの出場を検討した。
震災から約１ヵ月後には，被災地高校を対象にした復
興に関わるイベントへの参加の勧誘もあった。その後，
筆者が関わった２年間において約10件の誘いがあり，
検討の末，学校内外合わせて６件のイベントに参加し
た。
　筆者には，部員達が各々の役割を自覚し，その状況
下でできることに懸命に取り組んでいた姿が印象的で
あった。その一方で，未曾有の激甚災害以降の部活動
実践は，いまだ得心のいく回答が見いだせずにいる多
くの疑問を，筆者自身に投げかけるものでもあった。
例えば，例年より縮小して行った定期演奏会やコン
クールへの挑戦，例年にはなかった復興関係のイベン

トへの参加等，部員たちはどのように受け止めたので
あろうか。これらの取り組みは，彼らにどのような影
響を与えたのであろうか。自らは語られることのな
かった彼らが抱える複雑な想いに，どこまで寄り添う
ことができたのか，そして部員ごとの被災状況の相違
はどのように考慮すべきであったのか，等々の問いで
ある。
　被災地では早期の復興が望まれ，各分野において,
そのための営為は多様な形，方法で取り組まれている。
あれから４年以上が過ぎ去り，震災の「風化」も指摘
される昨今，筆者は高等学校音楽科教員の立場から，
実際に自身が関わったことを取り上げ，検証すること
によって，この未曾有の災害の被災経験を発信し，今
後の音楽教育に活かすことが肝要だと考えている。
　本稿ではその一環として，卒業生へのアンケート調
査を通し，震災後の合唱部活動は，部員達にとってい
かなる経験として蓄積されたのかについて解明するこ
とを主たる目的とする。なお，本研究のように震災後
の被災地の学校における音楽部活動に焦点を当て，そ
の実態の解明を企図した直接の先行研究は，管見の限
り見当たらないことを付言しておく。

２．研究の方法

　本稿では，以下の研究から示唆を得て，アンケート
の作成を進めた。まず，被災地域（特に宮城県）で展
開された音楽活動全般に焦点を当てた小塩さとみ氏ら

　本研究は，2011年３月11日に発生した東日本大震災で被災した高校合唱部の活動実態を，卒業生
へのアンケート調査を通して明らかにしたものである。震災後，被災地では様々な音楽活動が展開
されていたが，被災地の合唱部員は，｢高校合唱部｣の立場にあったからこそ震災関連のイベントに
深く関与できたこと，演奏ボランティアの経験から｢観客｣の立場を中心に据えた活動の経験ができ
たことが明らかになった。また，震災後の合唱活動においては,個人が真剣に考え，悩みながら活
動しており，その中身は時間の経過や状況の変化に応じて複雑に推移していった様子が窺われた。
そして｢団体｣で行う合唱活動であるからこそ，部員同士やそこに関わる指導者がお互いの考えを理
解しようとするプロセスを経て演奏に関わることが,震災後にあってはとりわけ重要であると示唆
された。
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の研究1，及び震災後の仙台フィルハーモニーの活動
に関する工藤一郎氏2の著書に依拠し，東日本大震災
後における近隣地域の音楽的状況について把握した。
次に，具体的な質問項目の作成に際しては，中越地震
後の中学生の心理変化を扱った小林朋子氏・櫻田智子
氏3，東日本大震災後の大学生の心理的側面に焦点を
当てた西本美佐子氏4，富永美佐子氏5の研究より，手
法等を学んだ。
　上記研究の検討と並行して，合唱部員２名を対象と
した予備調査（次章を参照のこと）を実施し，それら
を総合的に加味して質問紙を作成した。
　資料①に示す通り，アンケート項目は多岐にわたる
が，本稿では合唱部員の通常的な活動，及び震災後の
復興関連イベントの参加（音楽ボランティア活動を含
む）に焦点を絞って分析，検討を進めた。また震災後
の合唱部活動の特質を明らかにするために，比較対象
として吹奏楽部員や，音楽部活動にタッチしていない
一般の生徒も被調査者に含めることとした。
　なお，予備調査,及びアンケート調査の協力者や関
係者からは，研究発表等での結果公表について，同意
を得ていることを付記しておく。

３．予備調査

　質問紙作成にあたり，Ａ高校卒業生で，合唱部に所
属していたＢさん（男性），Ｃさん（女性）に予備調
査のインタビューを行った。Ｂさんは音楽活動に非常
に興味関心が高く，震災後の合唱部のイベント参加等
を肯定的に捉え，積極的に関与していた印象の卒業生，
Ｃさんは音楽活動に意欲的に参加していたが，物事を
冷静に判断し，震災後の合唱部のイベント等について
その目的や意義を自分なりに解釈しながら参加してい
た印象の卒業生である。
　双方のインタビューで共通していたのは，合唱部は，
高校の部活動であるため，公式の行事や臨時のイベン
ト等への参加がスムーズにできるとともに，学校の代
表としての活動として，責任をもった行動が求められ
る，といった考え方である。両者共に「高校生として
自分達が出来ることについては前向きに協力していく
べきである」，という認識が前提の上で成り立ってい
る活動と捉えていた。次に，合唱部の活動は，「合唱
をすること」「よい音楽をつくること」が中心である,
という考え方である。また震災後の多様な合唱部活動
の中でも，とりわけ定期演奏会の開催，コンクールへ
の参加といった例年通りの活動をメインに据えていた
ことが確認された。
　震災後のイベント等については，概ね「参加してよ
かった」という見解であったが，震災の年に行われた

「プロ歌手出前コンサート」（Ａ高校に外部のプロの演
奏家が訪れたのはこれが初めてであった）の参加につ

いては，見解が分かれた。Ｂさんは,「プロの演奏家
と共演できたことに喜びを感じた」という意見であっ
たのに対し，Ｃさんは演奏の仕上がりについて満足が
いかず，「やらない方がよかった」という意見であった。
両者はインタビュー中，一貫して，当時の状況につい
て記憶の限り，誠実に話してくれた。このことから，
当時の活動に真剣に取り組み，卒業後の現在もそれら
について冷静に省察しているものと思われる。以上の
予備調査を十分に検討し，アンケートの質問項目に反
映させた。
　　　　　　　　　　　
４．アンケートの実施と基礎的情報の確
　認

１）調査対象
　アンケート調査の対象校は，宮城県中部沿岸部にあ
る全日制普通科で，全校生徒数およそ800名の進学校
である。合唱部は，学校創立（1976年）とほぼ同時に
活動を開始した。震災前後数年は，常時20～30名ほど
の部員が所属し，定期演奏会やコンクールをメインに，
地域の音楽祭等のイベント参加や，地元の小学校，中
学校との合唱交流活動を行っていた。震災当時，３年
生は卒業式を終えており，１・２年生のみで活動を始
めて半年が経過していた。
　アンケート調査は，震災から３年９ヵ月が経過し
た，平成26年12月に実施した。アンケートは合唱部員
全83問，吹奏楽部員全49問，合唱・吹奏楽部卒業生以
外（以下，一般と呼ぶ）全28問の設問がある。本稿で
は,既述の目的上,必要となる箇所を抜粋し，取り扱う
こととする。なお,アンケート（抜粋）については，
本稿末尾の資料①を参照されたい。
　アンケート協力者は，合唱部卒業生の87％（13名）
から回収できた。それに合わせ，吹奏楽部卒業生12名，
一般12名から回答を得た。Ａ高校の卒業後の進路先は
95％以上が大学，短大，専門学校であり，調査時点で
は，ほぼ全員が大学２，３年生であった。

２）基礎データの確認
　以下，比較や考察のための前提として，アンケート
の結果も部分的に参照しつつ，基礎的なデータや情報
について，確認しておきたい。
　震災発生当時，下校途中の１名を除き，アンケート
回答者36名は校舎内にいた。回答者の自宅は，宮城県
中部の沿岸地域も含まれており，津波の被害で，自宅
家屋の流失，全壊等の被害を受けた家庭も数件含まれ
ている。今回の調査においては基礎データとして，実
際の被害の内容よりも，「自身や家族の身体的，ある
いは物質的被害をどう受け止めていたか」と，「震災
から１ヵ月間の心理状態」を尋ねた。いずれも，「や
や被害があった」「ほとんど被害がなかった」と「や
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やダメージを受けていた」「震災前とあまり変わらな
い」という回答が多く，合唱部，吹奏楽部，一般とも
被害状況の認識と心理状態は，ほぼ同じであったこと
が，比較のための前提条件として確認された。

３）被災直後から部活動の本格的再開までの状況
　被災した生徒達の震災直後の生活場所は，自宅の他
に，学校及び避難所であり，ライフラインも断たれ，
彼らの大半は，自宅の片づけ，給水場所で水の配給を
受ける，買い出しのために行列に並ぶ，といった状況
であった。
　Ａ高校には，震災直後の数日間，帰宅困難な生徒が
宿泊した。学校自体は避難所の指定を受けていなかっ
たことと，周囲の状況の変化（余震等で，Ａ高校近隣
の被災した火力発電所の２次災害の可能性が指摘さ
れ，Ａ高校は一時，立ち入りが禁じられたことを，第
一筆者は記憶している）もあり，職員も震災後１週間
ほどは自宅待機になった。その後，震災から20日以上
経過した頃，校内，通学路の安全確保を確認の上，可
能な場合は部活動単位で生徒を招集することになった。
　合唱部が震災後初めて活動を行ったのは，４月５日
である。その時のことについて，アンケートの回答に
よると，ほぼ全員が活動の再開を望んでいた。その理
由は，主に「音楽活動そのものができること」と「他
の部員に会える喜び」の２つであった。また，再開に
関しては，何かしらの不安もあり，主に交通事情や余
震，津波の心配が挙げられた。被害が大きい部員の参
加は難しかったものの，近似した状況の吹奏楽部も含
め８割程度が，震災後最初の練習に参加していたこと
が分かった。初日の活動内容についてであるが，合唱
部員は，地震で散らかった荷物や楽譜を片付け，掃除
をしたことは覚えているものの，練習した曲の記憶は
ほとんどない，という回答が大半であった。練習初日
の直後に大きな余震があり，再度，練習再開が困難な
状況になったことは記憶していた。
　震災から１ヵ月余りの部活動は上記の通りであった
が，４月21日の学校再開と共に，放課後の部活動が可
能になり，学校生活も震災前に近い形でスタートした。
学校が再開してからの部活動への参加状況は，両部共，
避難所等に移動した数人を除いて，「震災前と変わら
ず参加した」と答えている。
　以上を踏まえ，震災関連のイベントへの参加等につ
いてみていく。

５．アンケートの結果と分析

　アンケートのうち，選択肢方式の回答については，
数量的な処理を行った。自由記述については，回答全
体，及び前後の文脈にも着目し，解釈を行った。

１）合唱部の震災関連イベントへの参加について
　表１は，合唱部が参加した震災関連イベントについ
て，②事前の話し合い，③練習・準備，④事後の振り
返りを，十分できた⑷，だいたいよかった⑶，もう少
し必要であった⑵，十分ではなかった⑴の４件法で聞
き，その平均値を示したものである。

　とりわけ甲子園大会歌収録（開会式も含む）と，プ
ロ歌手出前コンサートの②～④の数値差が大きい。ま
たこの２つは，②～④全てにおいて数値が最大・最小
であった。この要因として，主に，準備期間と演奏内
容が関係していると考える。甲子園大会歌収録は，震
災後，間もない頃の外部演奏ということもあり，事前
に保護者への相談，承諾を得た。また演奏曲は１曲の
みで，歌唱形態もユニゾンであり，練習期間に対して
無理のない内容であったといえよう。さらには，本番
の演奏では150名程の他校の仲間と共に安心して歌え
る環境でもあった。この収録は，記念CD６が作成され，
CMでも放映された。
　一方，出前コンサートは校内行事であったが，３年
生の引退直後に１ヵ月ほどで３曲を仕上げなくてはな
らず，また演奏当日まで共演者との打合せ・練習が出
来ず，演奏直前まで内容が確定しなかったこともあり，
いわゆる「ぶっつけ本番」に近いものであった。また，
事後においても部員同士の十分な振り返りや，顧問（第
一筆者）のフォローが足りなかったのか，後味の悪い
印象が残ったようである。校内外，様々な観客，多様
な内容のイベントに参加したが，以上の結果から,①
参加する意義，②適度な内容，③準備・練習期間の確
保，④事後の振り返りを丁寧にしていくことが大切で

表１．６つの震災関連のイベントについて（Q18～47）
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あったことが示唆された。
　次に，表２は参加したイベント全体に関する感想で
ある。

　イベントへの参加に対して，改めて様々な経験が出
来たというメリットと，演奏内容に対する音楽的な課
題を挙げている意見が目立った。
　次に，表２で回答したような考えは，他の部員に伝
わっていたかについて尋ねたところ，以下の表３のよ
うな結果となった。

　「あまり伝わっていなかった」の理由は，「自分の積
極的な呼びかけが足りなかった」「話したこともなかっ
た」「そこまで考えがまわらなかった」というもので
あった。
　もともとＡ高校合唱部は，「コンクールやイベント
への参加は部員たちが話し合い，その考えを尊重する」
という方針で行われてきた。特に震災後は，それぞれ
の状況や心情に配慮し，お互いの意見を擦り合わせる
作業が重要であったと思われる。部員同士の意見が「十
分に伝わっていた」というのが,活動方針における理
想形であったのに対し，表３では，「だいたい伝わっ
ていた」，「あまり伝わっていなかった」という認識を
持っている者が多数であり，部員同士の意思疎通が
しっかりなされたとは言えないことが明らかになった。
　続いて表４は，部員らが震災後に演奏したいと考え
た曲についての回答である。
　挙げられた楽曲は，大きく２つに分けることができ
る。第１に，両部共に震災以前に取り上げたことがあ
る曲で，震災後，曲調や歌詞が当時の自分の気持ちに
マッチしていたもの（合唱部），演奏会におけるアン
コールでの定番曲や，命や自然をテーマにした曲（吹
奏楽部）である。第２に，震災後のいわゆる「復興ソ
ング」である。

２）部活動全般における震災後の活動の位置づけ
　個人の目的・目標は，合唱部，吹奏楽部共に「聴く
人のことを考え，音楽的な技術をアップさせること，
悔いのない演奏を目指す」と，「自分自身の課題や考
え方を反映させる」に分けられた。表５は，３年間の
部活動を通して，印象に残った活動について尋ねたも
のである。これらは震災前１～２年，震災後１～２年
の期間に該当する。

　合唱部は，コンクール，定期演奏会が中心ではある
が,その他の意見も多く，部員一人ひとりによって行
事の位置づけが様々であったことが分かる。
　一方，吹奏楽部は，コンクールや定期演奏会以外に，
震災以降のコンサート等が目立った。回答には，３月
下旬に予定されていた全国選抜大会への参加が，震災
により見送られたことに対して複雑な想いをもった旨
の記述がいくつか挙がっており，そのことも影響して，
その後の招待演奏会やジョイントコンサートが印象に
残った，ということであった。その後，多くの活動に
意欲的に参加していた同部であったが，遠方の主催者
からの誘いで，現地でのコンサートが開催できたこと
は，被災地外での観客の反応を直接感じる機会となり，
印象に残ったようである。
　全体として，両部共に通常の活動，震災関連のイベ
ントの双方が取り上げられていた。
　続いて，震災前と震災後での活動に対する考え方で
変化したことや変化しなかったこと，現在からの振り
返りについてである。「変化した」「変化しなかった」
の両項目に記述があったのは，合唱部10名，吹奏楽部

表２．震災関連のイベント全体の感想等

表３．部員同士の意見の共有

表４．震災後演奏したかった曲

表５．印象に残っている活動（２つまで回答可）



東日本大震災後の被災地高校における合唱部活動の実態 49

11名であった。表6-1は，回答内容の詳細である。

　変化したことに関しては，いずれも肯定的な意見で，
「ボランティアの演奏等で観客の反応をダイレクトに
感じる機会を経験し，観客のために演奏する，という
視点が以前より深まった」「様々な演奏場所やその場
の状況に合わせた演奏経験から，柔軟に対応すること
の必要性を感じた」「部員同士で演奏できる喜びを再
確認できたと」いう意見が主であった。変化しなかっ
たことに関しては，震災前からも重んじられていた「練
習にしっかり取り組むこと」「よい演奏を目指すこと」
が挙げられた。
　表6-2は，部活動を振り返っての現在の考えについ
てである。全体的な記載の分量は少なかったものの，
震災後の経験をそれぞれが冷静に振り返り，肯定的な
経験と認識している者がほとんどであったが，その他
には「音楽活動や音楽そのものに対して，自分の考え
が整理できない」という意見もあった。震災後の音楽
活動に対する自らの気持ちに真摯に向き合った見解と
して注目される。
　なお,「変化したことがない」とのみ記述したのは
合唱部２名，吹奏楽部１名であり，理由としては「特
に変化がなく，自分が歌いたい歌をお客さんに楽しん

でもらうように歌う」（合唱部１名），「自身が震災の
被害に遭っていないためか,変化がない」（合唱部２名,
吹奏楽１名，複数回答あり）という内容であった。

３）震災ボランティアと音楽部活動
　次に，部活動でボランティア演奏をすることに関す
る意見をまとめた表７を見てみよう。

　全体的に，ボランティアでの演奏に肯定的な意見で
あった。「高校生」が演奏することの意義を感じ，「高
校生」としての自分達の役割を自覚して演奏すること
の大切さに触れている意見が多かった。その他に，主
に合唱部から，音楽的な質を保つことに関する言及が
あった。吹奏楽部からは,演奏だけでなく,音楽以外で
も自分達が出来る支援を検討する必要性も提示された。
一般からの回答によると，部顧問の呼びかけで，運動
部所属の生徒が，がれき撤去や幼稚園施設の遊具清掃
を行ったり，ごく少数であるが，個人でボランティア
センターの仕事を行ったりしていた。一般の生徒で，
音楽関連のボランティアを行ったという回答はなかっ
た。

４）「被災者と音楽」に対する考え
　表８は合唱部，吹奏楽部，一般における「音楽が被
災者の心を癒す」という考え方に関する見解をまとめ
たものである。

表6-1．震災前後で変化した，しなかった考え方
　　　（複数回答あり）

表6-2．現在の考えやその他の記述（複数回答あり）

表７．合唱部・吹奏楽部のボランティア等での演奏に
　　ついての意見（複数回答あり）

表８．「音楽が被災者の心を癒す」という考え方について
　　（括弧内は人数）
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　９割以上が，この考え方に肯定的であった。その内
容として多数を占めたのは，自らの震災後の個人的な
音楽との関わりや音楽部活動を通しての経験，周りの
被災者が音楽と接している様子をみてのものである。
また，震災後における時期や, 聴く側の状況への配慮
といった条件付きで，音楽の癒し効果を挙げる者も多
数いた。また回答者自身は音楽に癒された経験をもっ
ているものの，避難所での演奏経験から，「そうでな
い人もいる」と述べる吹奏楽部員の意見もあった。否
定的な意見は全て合唱部員によるものであった。
　続いて表９は，合唱部員の意見の詳細である。

　肯定的な意見は，表８にある一般や吹奏楽部員とほ
ぼ同じである。否定的な意見に関して，その要因は①
被災直後の回答者自身の心境や状況は変化したもの
の，現在も物質的及び精神的に被害を感じているため，
②かつての顧問教員からのアンケートであったため,
より率直な感想を書きやすかったため，③歌詞のメッ
セージ性に対する反応，であると推測する。③につい
て，震災後，CM等メディアで頻繁に流れた楽曲は,「頑
張ろう」や「負けない」等，前向きな気持ちを表現す
るものが多くを占めたていたが．合唱部で扱った曲の
歌詞も例外ではない。否定的な意見を書いた３人の他
項目の回答や，当時のそれぞれがおかれた個人の文脈
を合わせてみると，自らが「言葉」で表現する立場に
あった合唱部員たちは，歌詞内容に自分自身の心や考
えが追いつかず，矛盾を抱えることもあり，必ずしも
音楽を癒しと捉えることができなかったのではないか
と推察される。しかし，このような感想をもちながら
も，部員は合唱部の活動を継続していることから，「音
楽＝癒し」という考え方に捉われず，自分自身の想い
をもって合唱部の活動を行ってきたのではないかと思
われる。

６．考察
   
　以下，アンケート調査の結果と分析の項目ごとに考
察を述べる。

１）合唱部の震災関連イベントへの参加について
　震災に関するイベントへの参加は，事前の説明，話
し合い，練習・準備，事後の振り返りに対する評価に
差が出た。場所，演奏曲，観客，共演者の有無という
ことよりも，部員が自身で納得する演奏に近づけたか，
またそのための準備や練習が十分であったかどうか，
の方が重視された。
　合唱部での活動以外における部員の個人単位での震
災関連の音楽イベントやコンサートへの関わりについ
ては，次のようなことが明らかになった。県内で行わ
れたイベント等を知っていた者が８割以上であったの
に対して，実際に無料，有料のコンサート等を聴きに
行ったり，自身が演奏者として関わった者はいなかっ
た。同様に，吹奏楽部と一般の生徒においても，イベ
ント等の開催は知っていたものの，実際に（聴衆とし
て）足を運んだ数名を除き，ほぼ関わりがなかったの
である。
　このことは，裏を返せば合唱部員や吹奏楽部員が，
学校の部活動の一環であったからこそ，震災関連のイ
ベント等に深く関与することができたことを示唆して
いる。もしも合唱部員が個人として震災関連のイベン
トで演奏者やスタッフとして関わろうとしても，関係
諸機関への連絡調整や時間上の制約等，高校生の立場
では困難であったと思われる。このことから，部活動
が震災関連のイベントへのアクセシビリティに，一定
の役割を果たしたと言ってもよいであろう。
　またアンケートの回答からは，部員らがイベントへ
の参加に対して概ね肯定的であったものの，「聴く」
側の観客の意思を尊重することや，演奏者側が納得し
たレベルの演奏を目指すことの大切さについて，悩み
ながら学んでいった様子が窺われた。
　震災後は，それぞれの被害状況や心理状況によって
生じる個人の様々な考えに配慮して活動することの大
切さが示唆された。またその個人の考えも，時間の経
過や環境の変化によって推移することも十分考えられ
る。合唱のような「団体」で行う活動の場合，どうし
ても集団としての考えの方向性を一つにまとめる作業
が優先されてしまう傾向にある。しかし「個人」の集
まりとしての「集団」という認識を部員各自，そして
それに関わる指導者は持っておく必要があり，震災直
後のような状況下においては，なおさらその重要性が
増すのではないかと考える。
　
２）部活動全般における震災後の活動の位置づけ
　生徒にとって，３年間の高校生活において部活動が

表９．「音楽が被災者の心を癒す」という考え方に対する
　　合唱部員の意見の詳細（複数回答あり）
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占める割合は極めて高い。アンケートでは，合唱部に
限らず，「３年間の高校生活全体を振り返り，心の支
えになった人やもの，出来事」について，「部活動」
や「部活動の仲間」を挙げた回答は，７割を超えた。
このことを踏まえると，震災前の部活動と，震災によっ
て変化したり，変化せざるを得ない状況となった部活
動は，生徒らの高校生活にも多大なる影響を与えたと
いえよう。
　学校で被災した合唱部員は，震災直後，何とか自宅
に帰宅し，それぞれ自宅や避難所等で，家族と共に，
日々の生活を送ることが中心になっていた。震災から
２週間以上経過して，部活動が再開される連絡を聞き，
合唱が出来ることや，仲間に会えることを考えてほっ
としたり，嬉しい気持ちになったことは自然の流れで
あったといえる。それぞれの被災状況や経済状況，心
情等を考えれば，部活動を継続することが困難な部員
がいることも想像できたが，震災後，被災を理由に退
部した部員はいなかった。
　合唱部の活動は，震災直後こそ，予定されていた通
常行事（合唱祭，音楽祭等）で日程の延期，会場の変
更等はあったものの，それらほとんどは，その時々の
状況に応じて実施された。また，上述した震災関連イ
ベントへの誘いがあり，また実際に参加したため，全
体的な活動量は，震災直後１・２ヵ月を除けば，震災
前より震災後の方が増したことになる。しかし，アン
ケートの入部から引退までの印象に残っている活動

（各自２つ挙げる）を見ると，震災前のものが半数ほ
ど挙がった。このことから，震災後の多くのイベント
にも参加したが，２年半ほどの合唱活動全般にあって
は，その時々の自身の状況や考え，観客の反応を受け
止め，自分で価値づけしつつ活動を展開していたこと
が推察される。すなわち合唱部全体の目標を踏まえつ
つも，各個人が自分なりの想いをもちながら，活動に
励んでいたと考えられるのである。
　特に震災直後は，震災関連イベントへの参加等，報
道で頻繁に取り上げられ，世間の人々は，ついそちら
に目が行きがちであった。しかし，実際に活動してい
る部員や指導者にとっては，合唱部の活動全体に目を
向け，合唱活動の意義や目的，具体的には震災以前か
らの日常の地道な活動や，震災後の自分たちだからこ
そできる活動等を共有し合い，冷静に見つめる姿勢を
大切にすべきことが,改めて浮き彫りとなった。
　震災による多くの犠牲があり,また各々が苦労を抱
えながらも，合唱部の演奏においては，震災前以上に
観客の気持ちを考えるようになったことや，本番の状
況に応じて柔軟に対応することで良い演奏へとつなげ
る大切さを学んだことを自覚していることが，アン
ケート調査を通して明らかになった。震災前から変わ
らない，｢一生懸命練習すること｣や｢良い演奏を目指
すこと｣に加え，震災関連イベントで経験したことを，

自分なりに活かそうとする姿を窺い知ることができた。

３）震災ボランティアと音楽部活動
　合唱部員は，震災関連イベントのうち，子どもの日
のイベントや復興の灯コンサートを演奏ボランティア
として捉えていた。これらのイベントでは，選曲や構
成等の企画，練習，本番での演奏，事後の振り返りが
行われた。同じような流れで，自主演奏会である定期
演奏会を行っているが，それとの違いは，｢聴く人」に
対する意識の割合の差であることが明らかになった。
これらのボランティア演奏は，「どのような人が，ど
のような状態で演奏を聴くのか」「どのような演奏を
したら喜ぶのか」といった思考を巡らせ，演奏へと繋
がった。一方，定期演奏会は「聴く人」を意識するこ
と以外に，自分達の演奏の集大成としての側面も大切
にしていた。どちらの演奏が望ましいのかを云々する
わけではないが，演奏ボランティアを通して，｢観客｣
の立場を中心に据えた活動が経験できたことについて
は，重要な成果として位置付けることができよう。
　彼らは実際の演奏ボランティアにおいて，演奏を聴
いた人が喜んでいる様子を目にし，やりがいを覚えた
一方で，演奏を聴くことをためらっていた人，演奏を
求めていない人がいたという現実も目の当たりにし
た。これらの経験全てが，合唱部員にとって，自分達
の演奏の質や，また演奏することの意義を問い直す一
つの契機となったのではないだろうか。そしてこれは，
｢生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動｣
の学びの原点ともいえるのである。
　既に述べた通り，合唱・吹奏楽部員らの演奏ボラン
ティアに対する認識は，概ね肯定的であった。思うに
この演奏活動は，音楽部員らにとって「被災者のため」
であると同時に，「被災者でもある自らが日常生活を
取り戻すため」という意味を持ったのではなかろうか。
被災地ではプロ・アマを問わず多様な演奏ボランティ
アが展開されたわけであるが，このことからすると，
被災地外から演奏者が訪れた場合と，被災地内の高校
生が演奏した場合とでは，別な意味合いが生じていた
ように思われるのである。このことについては，さら
なる調査を通して明らかにしていきたい。

４）「被災者と音楽」に対する考え
　｢音楽が被災者の心を癒す｣という考えは，震災後，
メディアを含めた多くの場所で目にし，耳にしてきた。
しかし，その実相は，時に不確かなものだと感じずに
はいられない。
　アンケートでは，この漠然とした質問に対して，
様々な回答が寄せられた。全体的には肯定的な意見が
多かったことは調査結果でも示したが，被災地で実際
に音楽活動をしていた合唱部員は，その時々の状況で
様々な想いをもちながら活動していたことを書き留め
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ておきたい。当たり前のように部活動をし，演奏をし
ていた日常から，被災し，身の回りの状況が大きく変
化したところで，合唱部員は，音楽に何を求めていた
のであろうか。「音楽＝癒し」に否定的な意見からは，
この図式以外にも目を向ける必要があり，またその方
が，より音楽の性質や特徴を活かした幅のある活動へ
と繋がることを示唆しているように思われた。

７．おわりに

　アンケート調査全体を通して，被災地の合唱部員は
震災直後から音楽活動における自らの在り方につい
て，真剣に考えながら活動していたことが明らかに
なった。また自由記述の回答を読み解いていくと，震
災後，個人が音楽を好意的に受け取る場面と，そうで
ない場面は，状況の変化や時間の経過，外的影響等に
より，非常に繊細に変容すること，また震災による被
害の大きさに必ずしも比例しているとはいえないこと
も見えてきた。震災後，時間の経過と共に，刻々と状
況が変化することで，それぞれにとっての「音楽」や「音
楽活動」が果たす役割も柔軟に変化することが示され
た。このような状況下においては，合唱部の活動全般
が順調に展開することは困難であるが，指導者，並び
に部員相互の考えをしっかりと擦り合わせることで，
部員が主体となった合唱部本来の活動方針と，個人の
考えを尊重した活動とを両立できる可能性があること
を，再度強調しておきたい。
　本アンケート調査のデータは，震災時の高校生を対
象に，音楽活動を聞いた貴重なものであると認識して
いる。中村美亜氏が，とりわけ東日本大震災以降に多
用された「音楽の力」言説の諸相，及びそれが実際に
発動されるメカニズムやコンテクストの解明を企図す
る研究の中で論じているように，音楽に関わる立場（演
奏者なのか，聴取者なのか等々）によって異なった意
味合いが生じる可能性がある７。震災後，音楽（活動）
を復興に直結させようとする言説，あるいはそれを否
定する言説があったが，本研究のように自らが被災し
ながらもコミュニティ内外での演奏に携わった彼ら，
彼女らには，かような二項対立では捉えきれない各々
の複雑なコンテクストがあったように思われるのであ
る。このことを解明するため，アンケートのさらなる
分析や，追加の調査等を通して，考察を深めていきたい。

＜付記＞本稿は，2014年２月に開かれた日本音楽教育
学会東北地区例会（於：弘前大学）における口頭発表，
大越良子・杉田政夫・伊藤孝子「震災後の被災地高校
における合唱部活動の実態―卒業生へのアンケート調
査を中心に」に，大幅な加筆，訂正を施したものである。
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育心理学研究』第60巻，2012年，430～442頁。

４　西野美佐子「東日本大震災体験後にみられた認識の変
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６　朝日新聞『DVD第93回全国高等学校野球選手権大会
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シック編）』新耀社，2007年

・西條剛央『ライブ講義・質的研究とは何か（SCQRMア
ドバンス編）』新耀社，2008年。
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25～36頁。

・文部科学省『高等学校学習指導要領総則』文部科学省，
2009年。
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資料①

震災後の音楽活動等に関するアンケート調査 （一部抜粋）

○東日本大震災当時のことについて 

○震災復興を目的にした音楽イベントやコンサートについて 

○高校生活全般について

共通項目は以上です。以下は，合唱部，吹奏楽部所属の皆さんに伺います。 
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○震災関連のイベントの参加について （以下Q１８～５０は合唱部所属のみ，回答） 

○合唱部（吹奏楽部）全搬について

○合唱部（吹奏楽部）入部と震災直後のこと 


