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1.ボランティアステーション概要 

 

青山学院大学ボランティアステーションは代表顧問である塚本俊也教授のご指導の下、

以下のミッションと目標を掲げて学生主体でボランティアの企画や運営等を行っています。 

 

【ミッション】 

ボランティアステーションは社会に貢献したいという想いを持つ学生に対し、社会のニー

ズに合ったボランティアを提供し、私たちが「地の塩、世の光」となり助け合って生きる

世界を目指します。 

 

【目標】 

１、3SMILES(青学を、日本を、世界を笑顔に)を心がけ、行動します。 

２、将来起こり得る災害や問題を想定し、ボランティアコーディネート出来る人材になり

ます。 

３、社会で起きている問題に対して主体的に向き合い、行動できる人材になります。 

４、社会において、人と人・地域と地域・意思と意志をつなぐ架け橋となり、多くの希望

を生み出していきます。 

 

上記のミッションと目標を達成すべく、ボランティアステーション一同今後も活動に尽

力していきます。 

 

【活動場所】 

青山キャンパス  1163 教室  

相模原キャンパス G303 教室 

 

【沿革】 

5 月 ボランティアステーション発足 

6 月 青学生に対する説明会開催  

7 月～9 月 東日本大震災被災地域におけるボランティア活動の運営 

8 月 30 日 NHK 防災パーク 2011 出展 

9 月 23 日 青山学院大学卒業生による同窓祭出展  

10 月 2 日 石巻市ことぶき商店街オープニングセレモニー 

10 月 8，9 日 相模原祭出店 

10 月 22 日 活動報告会 



 
 

2 

 

 

2. 学長挨拶 

ご挨拶 

                                学長 伊藤 定良 

 

 この 5 月にボランティアステーションを立ち上げ、被災地の復旧のために夏期ボランテ

ィアに参加された学生の皆さん、そして共に活動された教職員の皆さんに対して、心から

敬意を表します。 

 皆さんは、石巻、多賀城、気仙沼、大船渡、山元町の各被災地に入り、復興・学習ボラ

ンティアの貴重な一翼を担い、地元の人びとから深く感謝されました。私はこのことを大

変嬉しく思い、同時に誇らしく感じています。私も、10 月 2 日の石巻ことぶき商店街道路

補修竣工記念式典に参加し、商店街の人びとの思いを共有しました。それは、この道路補

修が 10 年、20 年にわたる復興への第一歩だということです。｢千里の道も一歩より｣といわ

れますが、青学の皆さんがそうしたかけがえのない一歩に力を貸したことの意味を思いま

す。 

 私たちは、復旧作業に携わったことで、東日本大震災の被害の実態を知り、復興には多

くの人びとの絆と力、共同作業が必要であることを学びました。学生の皆さんは、現実か

ら学び、将来を見据えることで、大きく成長したことと思います。その点で、私たちこそ、

地元の皆さんに感謝し、お礼を申し上げねばなりません。 

 私たちは、被災地の皆さんと手を携えて、長期にわたる復興に、地道に息長く関わって

いきたいと考えています。そのためにも、私たちのボランティア活動の記録が、次の歩み

につながることを期待したいと思います。 
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3.代表顧問挨拶 

AGU-ボランティアステーション顧問 

青山学院大学大学院教授 

塚本俊也 

 

最初に、東日本大震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

この度、東日本大震災を経験し、その惨状は東北だけのものではなく、日本全体、並び

に世界中から注目されることとなりました。また、この惨事は、多かれ尐なかれ、就職を

目の前に迫る学生たちにも影響を与えることとなりました。急きょ、大学では伊藤学長を

委員長として、緊急支援委員会が発足され、支援を中心とした動きの準備を始めました。

その一つが、学生によるボランティア活動による支援でした。４月下旪ごろから学生スタ

ッフを募集し、７０名ものスタッフが集結。そして、ボランティア登録を行ったところ、

900 名を超える学生たちが関心を寄せてくれました。ボランティアステーションからの呼び

かけに忚えていただき、心から感謝いたします。いろいろ聞いてみると、このような組織

ができる以前からも多くの青学生たちが、被災地の現場でボランティアをしていた学生た

ちも多く、この度のボランティアステーション発足で、行きたいけれど、どうしてよいの

かわからないという青学生の中の潜在的な意識を大学側で引き出せたのではないかと思い

ます。 

この度、お世話になった大船渡、気仙沼、石巻、多賀城、山元町などで、学生たち一人

一人がであった様々な方々との出会いは忘れられないものになったことと思います。そし

て、人生で自分が与えられた使命は、大学だけでなく、このような人々との出会いによっ

て教えられることも感じたのではないかと思います。 

ボランティアステーション（ＶＳ）は、そのミッション、目標にもあるように、今回の

震災だけでなく、私たちの周りで起こる社会的な問題にも向き合っていけるような組織で

あり、人材育成を行っていきたいと考えています。大学が、その所在地のコミュニティや

自治体と連携し、学生たちが社会に何か貢献できるためにはどうしたらいいのかなど、社

会の問題と向き合っていけるＡＧＵ－ボランティアステーションにしていきたいと考えて

おります。 
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＜震災後の青山学院大学の対忚とボランティアステーション発足＞ 

ＡＧＵボランティアステーション顧問 

塚本俊也 

青山学院大学としては、震災後すぐには、東北学院大学支援ですぐに動き始めました。

その後、5 月下旪に 3 日間いただいて、夏季休暇期間中、東北の被災地で、大学生が取り組

めるニーズはないだろうかとアセスメントに出かけました。最初、石巻市役所の教育委員

会から要請を受け、中学生の学習支援を検討しました。ところが、横浜市の教育委員会か

ら 1000 名規模の教師を派遣する話が入り、一緒にと言われましたが、青学生の出る幕はな

いと思い、お断りしました。3 日間、多賀城市、東松島市、石巻市など様々な地域を歩いて

回り、ニーズ調査を行いましたが、宿泊、交通のアクセスなど総合的に考えるとなかなか

難しく、あまり成果がありませんでしたが、その中で、一つ可能となったのが、多賀城市

の留守宅児童学級のあそび・学習支援ボランティアです。 

教育委員会との物別れの話のあとに、時間があったので、市役所近くの商店街の様子を

視察しました。多くの店が被災し、開店できない状態でした。中心アーケードから、尐し

入ったところにことぶき商店街がありました。私を案内していただいた方が東北学院大学

のＯＢの方で、ＯＢつながりでことぶき町商店街の組合の方々をご紹介いただきました。

ちょうどその時、今後の商店街の方向性について話し合いをされているところでした。三

陸沖地震を経験されていた組合の方々は、以前も街をきれいにすることから始められたこ

とから、今回もまずきれいにすることから始めようと考えておられ、大変意欲的に語って

おられたのが印象的で、この街の方々とであれば、何かできるのではないかと感じました。

実際、商店街 150m×8m の道路を完全にリニューアルするには 1 億円ほどかかる。経済産

業省から 1000 万円のファンドと合わせて、ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）の共に

生きるファンドに青学から申請し、その 1000 万円を足して、5 分の１の 2000 万円で復旧

させるためには、青学生がボランティアとして関わる必要が出てきた。現在の汚れたブロ

ックを再利用するというアイディアであります。2 週間ほどことぶき町商店街組合の方々と、

見積もりに関して話し合い、ＪＰＦに申請することができた。8 月中旪に申請が通り、903

万円の助成を受けることができました。青学生たちは、実質 5 週間にわたり、1 週間交代で

暑い中、また台風の影響をうけ、嵐の中でも仕事を続け、街路のブロックを撤去し、洗浄

する単純な作業を繰り返し、5週間で65,000個ものブロックを処理することができました。

液状化と津波にさらされた街路のブロックは、ヘドロの臭いが染みついており、洗浄する

ことにより、商店街としての清潔な雰囲気がよみがえらせることができました。総勢 165

名のボランティアの汗の結晶が実りました。 

この石巻事業は、その学生たちのみならず、ボランティアの送迎を職員の方々がリレー

で協力してくださり、また食堂の IVYCS の調理師の方々が、朝・夜の食事を担当してくだ

さりました。本当に学生たちと教職員が一体となって携わることができました。ご協力い

ただいた、皆々様に心から感謝いたします。
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４．ボランティアステーション 学生代表挨拶 

 

青山学院大学ボランティアステーション 学生代表 

法学部法学科 3 年 荻原渉 

 

 まず始めに、本年 3 月 11 日に発生しました東日本大震災に見舞われ、尊い命を無くされ

た方々に心より追悼の意をささげお悔やみ申し上げます。そして今もなお避難生活を余儀

なくされている方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

 私は地震発生時、青山学院大学相模原キャンパスにいました。初めて経験する大きな揺

れ、崩れる校舎を目の前にして、物凄い恐怖を感じました。翌日家に帰りテレビをつけた

とき、初めて私は今回の地震の被害の大きさを知りました。テレビを通して聞こえる悲鳴

や人々の表情を見たとき、「何かしなくては」と感じ、自分に何ができるか考えました。そ

れから１カ月が経ち、私は実際に宮城県石巻市にボランティアとして訪れるという選択を

しました。そこで見た光景は、言葉にすることができないほどショッキングなもので、実

際に地元の方々は元気がなく、将来の生活に不安を抱いている印象を抱きました。 

 東京に帰ってきてから私は、この状況を打開にするため、そして東北の人たちを笑顔に

するために、私に何ができるのかもう一度考えました。そして私は、自分１人では限界が

あると思い、周りの気力あふれる学生たちに何かアプローチをして被災地に行ってもらう

ことが、「私にできること、私だからこそできること」だという考えに至りました。そんな

ときに塚本教授に出会い、ボランティアステーションのお話を聞き、自分が考えていたこ

とができるのではないかと思い、ボランティアステーションに入り、今現在ボランティア

ステーションで代表を務めさせていただいています。 

 5 月下旪にボランティアステーションが発足してからは、夏季東北復興ボランティアの企

画・運営に追われ、毎日夜の 10 時までボランティアステーション 1163 教室に残る日々が

続きました。しかしその甲斐もあって、夏季ボランティアは大成功に終わりました。特に

私が 4 月にボランティアした場所であり、今回の夏季ボランティア地の１つでもある石巻

市ことぶき商店街の方々に、笑顔が尐しずつ戻り、歓喜の涙を流され、お店をもう一度再

開させようとなったことは、私の「東北の人たちを笑顔にしたい」という願いを叶えたと

いう点で、私個人としても特別な意味を持つように思います。 

 これから私たちボランティアステーションは、目標に掲げているように、東北はもちろ

ん、日本、世界を笑顔にしていきたいと考えております。そのためにも青学生、教職員な

どの関係者の方々、そして企業や NGO・NPO の方々をはじめとした、社会全体の助けが

必要です。尐しでも世界が平和になるように、共に協力していきましょう！ 
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5.活動報告・参加者感想 

石巻復興支援プロジェクト 

 

プロジェクトコーディネーター  

法学部法学科 3 年 三浦優良 

 

【プロジェクト名】 

 石巻復興支援プロジェクト 

 

【活動場所】 

 魚町・ことぶき商店街 

 

【活動期間】 

 7 月 23 日～9 月 3 日 

 

【活動内容】 

 第 1 週 

魚町にあるかつおぶし倉庫の清掃活動および缶詰の仕分け作業を NPO 団体のピー

スボートと共に活動を行いました。男性は津波で被害を受けたかつおぶし倉庫内の

整理及び、使用できない缶詰のごみ分別（中身と外装）、女性は缶詰倉庫内にある缶

詰の仕分け（使用できるもの・使用できないもの）を行いました。 

 第 2～6 週 

ことぶき商店街において、路上のブロックの撤去や撤去したブロックの洗浄など、

道路の復旧復興工事を行いました。 

 

【所感】 

  ボランティアステーションは 6 週間でのべ 165 人の青学生を石巻市に派遣し、私はこ

のプロジェクトのコーディネーターとして現地に常駐しました。石巻に 6 週間の滞在を決

めたきっかけは被災地の悲惨な状況をテレビで見て、何か行動を起こしたいと思ったから

で、テレビの前でぼやくだけの人間になりたくなかったからです。そんな思いで石巻市に 6

週間いましたが、石巻市の様子はテレビで見たとおりの悲惨な状況で、10 年、15 年は復興

に時間がかかるだろうという印象を受けました。毎週青学生が入れ替わりだったのでその

度に被災地を視察していたのですが、6 週間でその光景はほとんど変わることがありません

でした。そんな石巻市に、道路の復興・清掃活動を通して尐しでも元気を取り戻してもら
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おうというのがプロジェクトの趣旨でした。 

 実際にコーディネーターをやってみて、「6 週間」ということですごく大変そうだと思わ

れることが多く、周りから心配されることが多くありましたが、ほとんど辛いことはあり

ませんでした。むしろ楽しかったこと、嬉しかったことの方が多かったです。まず、165

名の青学生に出会えたこと、これが何よりの嬉しかったことで、一人ひとりに行動力があ

り、自分のことも支えてくれました。なので辛いことや苦しかったことがなかったのだと

思っています。このプロジェクトを成功出来たのも、ひとえにこの 165 人に出会えたおか

げです。このプロジェクトでは、「ブロックの撤去」と「ブロックの洗浄」は青学生の手で

終わらせようというのが目標でした。ことぶき商店街に敷かれているブロックは約 5 万

5000 個あり、これをひと月で終わらせるというのは困難を極めました。しかしながら最終

的には最後のひとつまで青学生の手で完遂することが出来、しかも残業することなく定時

どおりに終えることが出来ました。そんな青学生を 6 週間見てきた私は、自分が青学生で

あることに誇りを持てるようになったし、モチベーションの高い 165 人と出会ったことが

自分の糧になっています。 

 このボランティアを通してもう一つ得ることが出来たのが、「自分の自信」です。ボラン

ティアに行くまで、私は自分自身のことが嫌いでした。交渉力のなさ、決断力のなさ、人

見知りなところ、自分のすべてが嫌いでした。そんな自分が、6 週間という長い石巻生活を

終えて、自分自身のことが好きになりました。自分にこんなポテンシャルがあるのだとい

うことに気づかされました。 

今回石巻復興支援プロジェクトという、自分の能力よりも遥かに高い「山」を越えるこ

とが出来たことで、今後は学生として、また社会に出てからも、いろいろなことに挑戦し

ていきたいと考えるようになりました。 

そして青山学院大学では、このような取り組みがもっと必要とされていると考えていま

す。青山学院大学にはモチベーションの高い人間が揃っているということは、ボランティ

ア説明会に訪れた 600 人という学生を見れば明白です。また我々学生には、時間もありま

す。このような人材が学内に存在しているのに、青学生の本領を発揮させる今回のような

取り組みをしないことは非常にもったいないことです。ボランティアステーション顧問の

塚本教授は、「有事の際に立ち上がることのできる学生を輩出したい」とおっしゃっていま

すが、やはりこのような人材は社会からも求められているように思います。ボランティア

を通して数々のかけがえのないものを手に入れた私としては、今後もボランティアステー

ションでの企画に積極的に取り組んでいこうと思っています。ボランティアステーション

として、起承転結の「起」の部分として第一歩を踏み出すことが出来ましたが、今後もこ

のような取り組みを通じて、青山学院大学の発展に貢献していきたいと考えています。 
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石巻復興支援プロジェクト参加者の感想 

 

＜被災地を見て感じたこと＞ 

  ニュースの映像や画像で見た光景が実際に目の前にあり驚きました。津波や地震の威力

の凄さや被災者の方々の気持ちを知りました。私の地元は海沿いなので、もし津波が来た

らこうなのかというのを実際見て怖いと思いました。（経営学部経営学科２年） 

  メディアにより現状に近い情報は報道されていたと思いますがテレビやパソコンを挟ん

で映像をみるのと、自分の目で見るのとでは大きな違いがあることを実感しました。視覚

だけでは伝わらない人々の想い、そして被災地とそれ以外の場所での想いの差を肌で感じ

ることができたと思います。（文学部フランス文学科 3 年） 

  割れた茶碗、ふやけたアルバムや写真、折れて骨組みが出た電柱、このような被害の大

きいところに咲く一輪のひまわり、いろいろなものを目にしたが、どのような言葉がしっ

くりくるのかは未だに見つけられません。しかし、見て感じたことはとてもいい経験だっ

たと思います。（経済学部経済学科 3 年） 

  日本人として見なければいけない現実を見ることが出来ました。もっと日本人として、

自国の復興に力を添えていかなければならないと強く感じました。（女子短大英文学科２

年） 

  被災者の辛さは計り知れないと感じました。同じことを経験しない限り、自分が心から

共感できることはありませんが、絶対に忘れずに、心に留めようと思います。５カ月間で

ここまで復興してきたことは人間の強さだと感じます。（社会情報学部社会情報学科３年） 

  目の前にある状況はテレビや新聞などでよく報道されている光景でしたが、実際に目の

当たりにすると、そこにちょっと前まで人が住んでいて、子どもたちが遊んでいたなどと

は考えられませんでした。何もなくなってしまった跡地や、ギリギリで建っている家、流

された橋などの悲惨な光景は津波の恐ろしさを物語っていました。（経営学部マーケティン

グ学科２年） 

  テレビでは見られないものを目にすることができたと思いますが、実際にテレビでも新

しい状況を知ることは出来ます。では、何がメディアからの情報と違うのか、それは臭い

や被災者との対話、現地で感じる自分の感情と出会いです。それらが自分の得た物である

と同時に、それをいかにして社会に還元しなくてはならないか考えさせられました。（文学

部英米文学科２年） 
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  大川小学校の様子を見て、本当に言葉が無くなりました。津波の驚くほどの凄まじい高

さによって廃墟と化していて、とても小学校の面影はそこにありませんでした。ちょっと

した距離の差で、被害の状況が違うことから、自然の恐怖を知りました。家の土台と玄関

だけしか残っていない民家があり、玄関から先がないという光景に悲しさを覚えました。

（文学部史学科２年） 
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＜一番印象深かったエピソード＞  

  石巻川開き祭りで行われた御神輿には本当に勇気づけられました。神輿の上に乗っ

ている人、担いでいる人の目の奥に力強さを感じました。それにより鼓動が高鳴るの

を感じました。言葉で書くとありきたりで稚拙に聞こえますが、勇気をもらうってこ

ういう事なのだと初めて実感しました。（法学部法学科２年） 

  石巻市長に会えたことです。最後に「石巻は必ず復興します。いい街ですから、ま

た来てください。」という言葉に市長の強い思いを感じ、絶対に戻ってきたいと思いま

した。（文学部英米文学科 4 年） 

  2 日目に石巻の小学校が崩壊している姿を見てショックに感じたことを覚えていま

す。現在も行方不明の子供を捜すために母親が重機の免許を取ったという上ピソード

を聞いてさらにショックを受けました。（経済学部経済学科 3 年） 

  今までは東京の自殺者の方が多かったが徐々に被災地の自殺者の方が増加しつつあ

ると聞いてショックでした。私達はたとえつらい作業があったとしても『家に帰った

らこんなことをしたい、あんな物を食べたい』と考え、それを励みに頑張れるけど被

災者の方々は働く先も帰る家も今のところないという事情があるので現実から目を背

けたくなるのも分かるなと思いました。（経済学部経済学科 3 年） 

  1 日目、2 日目に訪れた鰹節工場の社長さんの『この現場は元々社員 4 人で 1 ヶ月

半かかったけれど、みんなは 2 日でこの現場を片付けてくれたから、また頑張ろうと

いう気持ちになれた』という一言がすごく心に残りました。（国際政治経済学部国際政

治学科２年） 

  常連になったソフトクリーム屋さんで別のボランティアをしているという 1 人のお

じさんから 2、3 日前にアパートの清掃中に 1 人のご遺体を見つけたという話を伺った

ことが忘れられません。（国際政治経済学部国際政治学科２年） 

  はじめて会話した現地の方は６０代前半の夫婦でした。お二人は自宅が 3 月１１日

に全壊して、現在体育館で生活しているとのことでした。テレビではうなだれている

人の姿ばかり移されていますがお二人は前向きどころか現状をジョークのように語っ

てくれました。『ふざけんな津波！』ぐらいの気持ちで立ち向かっていかないととおっ

しゃっていました。（国際政治経済学部国際コミュニケーション学科２年） 

  商店街で出会った２人のおばあさんとお話しした時にひとりのおばあさんが 4 ヶ月

近くたって初めて門脇町を見に行き、もうひとりのおばあさんはまだ怖くて見に行け

ないとおしゃっていました。（文学部史学科 4 年） 
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  被災地の視察に訪れたときに、海の近くの大川小学校に行きました。その小学校で

は１０８名の生徒のうち７８名が流されてしまい、未だに 6 名の遺体見つかっていな

いそうです。そのまだ見つかっていない子供を探すために重機の資格をとり、毎日探

している母親がいるという話を聞き胸が苦しくなりました。（経済学部経済学科 3 年） 

  被災地の方々が『青学生にパワーをもらったから』とおしゃってくださり、さらに

その方々が一緒に作業に参加してくれたことです。一人でも暑い情熱を持った人がい

ると、その力が周りにいい意味で伝染して“大きな力”になることを実感しました。

（文２学部英米文学科 3 年） 

  本当に些細な出来事なのですが大川小学校の慰霊碑で遺族の方がお供え物をしてい

て立ち去る際に涙を拭っていたのを見てテレビでみていたよりはるかにリアルな遺族

の悲しみを感じました。あの光景を私は一生忘れたくありません。（女子短大国文学科

1 年） 

  2 日目に焼きそば屋のおじさんの話を聞いたことが印象深いです。おじさんは奥さ

んが未だに行方不明であるにもかかわらず、石巻の復興、焼きそば屋の再開にむけて

活動されていました。とはいえ、当時のことを話すときにはやはり心に抱える辛さな

どを感じて、ここで感じた自分の感情を、現地に来られない人に尐しでも多く伝え、

日本を一つにしたいです。（総合文化政策学部総合文化政策学科２年） 

  洗い場の作業が、目標時間に終わったことです。それに加え、終わった作業に、商店街

の方々の涙を見て、ボランティアに参加して本当によかった！と心から感じました。石巻

の人々の温かさに触れることが幸せでした。絶対にまた来ます。（女子短大英文学科２年） 

  作業中、豪雤にあったにもかかわらず、手を止めず、全力で完成を目指したみんな

に感動しました。（経営学部経営学科２年） 

  大川小学校でのお母さんからの手紙がとても印象的でした。しかし、その苦しみの

中にあるにもかかわらず、石巻の方は、笑顔でポジティブに暮らしています。苦しみ

の中に希望を見出し、前に進もうと頑張る石巻・商店街の方々の笑顔に非常に感動し

た。強く生きるという意味を理解することができたと思います。（文学部史学科４年） 

  作業が終了した瞬間が達成感と商店街の人たちの言葉が心にしみて言葉になりませ

んでした。商店街の人たちの表情を見て、何気なく生活しているように見えて、やは

り震災によって本当に多く傷ついて、頑張ってきて、その人たちに尐しでも元気を分

けられたのか、ボランティアすることで現地の人たちの心に何か残せたのかと思い、

来てよかった、やってよかった、石巻のことぶき商店街をずっと忚援していきたいと
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感じました。（国際政治経済学部国際政治学科２年） 

  撤去、洗浄ともに終了して、最後に石巻の方がされたお話が印象的でした。普段は

一緒に活動していた仲間のような存在でした。しかし、最後の言葉を聞いて、現地の

人がどんな想いでこの復興に携わってきたのかが伝わってきました。一言一言にも込

められており、涙や力強い握手、自分がここにきて良かったと思った瞬間であると同

時に、現地の人と感動の瞬間を味わえたときでした。（社会情報学部社会情報学科２年） 

  地元の人から、話しかけてもらえることが多く、自分たちの活動に注目し、期待さ

れているのかと感じ、嬉しく思いました。毎日通ったお店のおじさんが「また何年か

後に、石巻が元に戻ったら、遊びに来てよ！」と声をかけていただき、東北の人の強

さを感じました。（文学部英米文学科３年） 

  被災地見学をしたことが印象深いです。地震から半年近く経った今、正直あの時の

怖さは薄れかけていたが、それが一気に蘇りました。丸飲みにされた光景はブロック

撤去作業中も思い出されるほどでした。（経営学部マーケティング学科２年） 

  作業そのものが印象的に感じました。作業中は常に気温が高く、日差しが強く辛か

ったですがそんな中で同じ陣で作業を共にした仲間と協力し合うことができて、乗り

切ることが出来ました。学生内での＂絆＂を感じたことは、現地で得た大きなものだ

と思います。（国際政治経済学部国際政治学科 1 年） 

 

 

 

＜石巻市 亀山市長を訪問＞ 
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＜これからどのように被災地と向き合いたいですか？また大学生ができること

は何だと思いますか？＞ 

  大学生の関わり方は人それぞれだと思います。ただひとつだけ震災が起こりたくさ

んの方が亡くなったこと、今でも生活は戻ってないし、苦しんでいる人もいるという

事実から目を背けることだけはするべきではないと思います。自分が目を背けかけて

いた分強くそう思います。（文学部英米文学科 4 年） 

  被災者に対して何かしてあげることは確かに良いことだと思うのですが被災者たち

の自立を妨げるほどの支援はかえって良くないということを今回学ぶことができたの

で、“支援”ではなく“協力”という形で被災地と向き合っていきたいです。（文学部

英米文学科 3 年） 

  大学では自由な時間が多いので、できる限り長い時間でボランティアにあたること

が重要だと思いました。２、３日ではそこに住む人々の想いに触れるには 1 週間とい

う時間は必要だと思います。（文学部フランス文学科 3 年） 

  ボランティアは偽善活動ではないかと思っていたが実際に被災地に来てみたら現地

の方にとても感謝され、ボランティアというのは必要な物であると身をもって経験す

ることが出来ました。復興が進んでいない地域がまだあるということを東京の人にも

分かっていてほしい、地震のことを忘れないでほしいと思いました。（経営学部経営学

科２年） 

  今回の東関東大震災からの復興には尐なくとも数十年はかかると聞いているので一

時的な支援ではなく、継続的な支援が必要だと思います。そして実際に被災地に行っ

た私たちは現地で感じたことを多くの人に伝え、今回の大震災を人々の記憶から忘れ

ないようにすることが必要だと思います。（法学部法学科 3 年） 

  大学生が現地で活動することで活気が生まれるということを今回の活動で感じたの

で今後もできるだけ多くの大学生に現地に行ってもらい、活気づけていくべきだと思

います。（国際政治経済学部国際コミュニケーション学科２年） 
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多賀城市ボランティア活動報告 

 

多賀城市留守家庭児童学級 プロジェクトコーディネーター 

文学部教育学科 4 年 片藤 有美 

 

【プロジェクト名】 

 多賀城市ボランティア 

 

【活動場所】 

多賀城市内の 4 つの留守家庭児童学級 

  （宿泊場所 東北学院大学 体育館内） 

 

【活動期間】 

 7 月 23 日～８月 20 日 

 

【活動内容】 

 私達は、多賀城市内の 4 つの留守家庭児童学級に遊び•学習支援ボランティアとして入ら

せていただきました。留守家庭児童学級には、保護者や同居の家族が就労等のため、昼間

家庭において保護することができない、市内小学校に通う１年生〜3 年生の子どもたちが生

活をしています。普段、平日は授業終了時から 18 時まで、土曜日は 8 時 30 分から 18 時ま

でですが、夏休み等だったため、平日も 8 時 30 分から 18 時まで開設していました。 

さて、全体の活動の流れについては、学生が活動期間を 1 週間単位で 4 つに分け、約 20 名

が交代し、計 77 名が活動致しました。また、私はプロジェクトコーディネーターとして、

このプロジェクトが学生によって途切れぬよう、引き継ぎ等をしっかり行うことを中心的

な役割として 4 週間、多賀城市に滞在させていただきました。 

 また、具体的な 1 週間の活動内容については、1 日目から 3 日目は多賀城市市役所にて、

多賀城市留守家庭児童学級でボランティア活動をさせていただく際に必要な心構えについ

て市役所のこども福祉課の方と公益財団法人プランジャパンの方から研修を受けるなどの

準備を行いました。4 日目から実際に、20 名の学生が 4 つの留守家庭児童学級に分かれて

活動致しました。夏休みのほとんどの時間を留守家庭児童学級で過ごす子どもたちにとっ

て、夏休みが、‘楽しい夏休み’になるよう、遊びや学習方法を工夫したり、イベントを企

画させていただきました。 
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【所感】 

今回私は、東日本大震災後、初めて被災地である東北に行きました。私達が活動をさせ

ていただいた場所は、7 月 23 日の時点で比較的被災状況が分かりにくい場所となっていま

した。活動が始まった頃は、被災地であることを忘れてしまう程、子どもたちの明るく、

元気いっぱいの部分しか見ることができませんでした。しかし、子どもたちと関わる中で、

子ども達の一つ一つの言動から、震災で受けた影響や家庭の問題等、様々な問題が子ども

達の中で交差していることを垣間見ました。例えば、ファックスを受信する音が地震警報

の音に似ているから消して欲しい、と怯える子どもや、ブロック遊びの中で「高台を作る

から安心だ」と言いながらブロックを高く積み上げる子どもや、「地震だ」とブロックを揺

らして遊ぶ子どももいました。 

私は、このような子どもたちの姿を見て、また、子どもたちがこれから背負って生きて

いかなければならない問題を考え、とても悔しい気持ちになりました。しかし子どもたち

はそんな気持ちをよそに一生懸命生きていました。一生懸命に生きる子どもたちを前に、

学生は 1 週間を、私は 1 ヶ月を一生懸命生きることができました。決してごまかすことを

しない子ども達から、ごまかさないで生きることの大切さを教えられました。活動が進む

につれ、宿泊場所に帰ってきた時の学生の話題は子どもたちに関してばかりでした。毎晩

行われた全体ミーティングでは、子どもたちの関わりの中で生じた悩みや問題を全体で共

有し、知恵を出し合うことで解決していきました。また、子どもたちの関わりについてだ

けではなく、学生間での問題に衝突した時も、その背景にある 1 人１人が抱えている潜在

的な悩み、問題についてみんなで考えることで結果的に、活動に対する意識を高めること

ができました。 

 私は今回の活動を通して、スタート地点に立つことができたと思っています。信じるこ

とから始まる人の強さを知ることができました。自分を信じ、他人を信じ、共に協力する

ことで可能性が広がることを実際に経験することができました。私が１人でボランティア

として留守家庭児童学級に行ったとしても、「夏休み、お姉さん、お兄さんと過ごした時間

が一番楽しかったよ。」とは絶対に言ってもらえなかったです。震災前と震災後、決して同

じではいけないと思います。今回コーディネーターという立場で活動に参加させていただ

いた者として、また、教育学科で教育について学んできた者として、どのように教育を捉

え、教育に携わっていくべきかしっかり考えていきたいと思います。 
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多賀城ボランティアプロジェクト参加者の感想 

 

＜被災地を見て感じたこと＞ 

  ５ヶ月が経っても復興には程遠い現状がありました。供養のための棒が一本たっていた

のですが、本来は一本ではなくて何千本という数が立っていなくてはいけないのだと思う

と、被害の大きさを改めて実感するとともに自分自身の認識の甘さに気付きました。私た

ちが被災地のためにできることは何か考えていきたいです。（法学部法学科３年） 

  一見子供たちは元気そのものに感じられたけど、内面は、色々な辛い思いや問題を抱え

ているのだなと思いました。七ヶ浜へ津波の跡を見に行って、数百メートルの差で家が根

こそぎ持っていかれて土台だけになってしまっているところがある一方で、何も傷ついて

いない家があり、とても不自然に感じました。人の命の重さと、実は簡単に命は尽きてし

まうことを強く感じました。（経済学部経済学科 3年） 

  地元にも地震の被害を受けた家屋はたくさんあったけれど、津波の被害を受けたところ

を生でみるのは初めてでした。コンテナが砂浜にあったり、家の形跡だけが残っていた

り･･･自然の力を改めて実感しました。でも、そんな中でも明るく笑顔でいる現地の人たち

（大人も子供も）を見て、逆に私たちが元気をもらった気がします。（文学部仏文学科１年） 

  はじめはあまり被害を受けている感じがせず、ボランティアに来ているという感じもし

なかたのですが、尐し歩いてまわりを見渡すと壊れた車が山積みになっていたり、船が道

の横にあり、これが津波のおそろしさなのか･･･と改めて思いました。（文学部英文学科１

年） 

  私は 5 ヶ月経った被災地はどのようになっているのだろうと疑問に思っていました。特

に、七ヶ浜・多賀城付近は津波の影響が酷く、何があったのかわからない現状を見て、ま

ず自然のおそろしさを感じました。「ここにいた人はどうなったのか」という考えばかりが

頭をよぎっていました。復興はまだ遠いし、必要性をすごく感じました。（経済学部経済学

科３年） 

  家の残骸とはこんなにもむなしいものなのかと思いました。そして、このような様子を

毎日見るこの町の人々は、何を思うだろうと考えました。すっかり変わった風景、新しく

家が建つにしても以前とは異なる様子になってしまうことに、落ち着かなさを感じている

だろうと思いました。（社会情報学部社会情報学科４年） 

  本心を言えば、最初に多賀城に来たときは、それ程ひどくはない、ある程度復興してい

るのだと感じました。だが、生活していくにつれ、毎日通る道を日々直している作業員の
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人々がいて、何かのサイレンに過度に反忚する子や遊びの中に震災を取り入れる子などが

いて、日々復興に向けてがんばり、心の中で恐怖を感じている子供たちがいるのだと実感

しました。（国際政治経済学部国際コミュニケーション学科１年） 

  堤防を越えて海を見たとき、波はすごく穏やかで、あんなに甚大な被害をもたらしたと

は想像できませんでした。今、海岸線沿いは砂地に家の土台しかなく、全く人が生活して

いたとは思えません。でも砂浜で海水浴を楽しんでいる人がいたりして、復興の兆しが見

えたように思います。（国際政治経済学部国際コミュニケーション学科３年） 

  ニュースなどをテレビで見たりしていたので、何となく想像はしていたけど、現地に立

ってみると、どこにいるのだろうという感覚に襲われました。（経済学部経済学科 3年） 

  同じ市でも津波の被害にあったところとないところでは大きな差がありました。七ヶ浜

海岸の空気は重く、妙に波の音だけが響いていて、いつもは海を見るとウキウキしますが、

そこはさびしく恐ろしい雰囲気でした。標識だけが残った家が海の近くにたくさんあり、

そこにあった全ての物・思い出を一瞬にして失った人々のことを思うと苦しかったです。

小学校の方では、あまり被害が見られなかったが、子供たちの心にはまだ消えない傷痕が

残っているのだろうなと感じました。（教育人間学部教育学科 3年） 

  海岸に連れていってもらって砂浜に出て海を見て、いろんなことを想像してみました。

ここで、目の前の波が何メートルもの津波となり何百人の人を飲み込み、流された人たち

の命、残された人たちの思い、思い出、全てを一瞬で壊してしまったのだと思ったら、海

がすごくおどろおどろしく感じこわかったです。あっけないし、切ないし、でも誰も責め

られません。（文学部英米文学科 3 年） 

  自分たちが現状を見て、伝え復興につなげるのが大切だと思う一方で、そこに住む人・

そこで亡くなった人がいるのに、「作業をせずにただ被災状況を見て回るだけ」というのが

心苦しく感じました。（教育人間学部心理学科 3 年） 

  何を自分ができるのかが分からなくなりました。自分が思っていた状況よりもはるかに

手つかずだったので…。紙一重で破壊と生存がある状況を目にして衝撃的でした。うまく

言葉にできないというのが、今の気持ちです。（経営学部マーケティング学科 2年） 

  私は何もわかっていないし、「復興」という言葉は、震災後の様々な活動を意味すると思

いますが、本当に多方面にわたるのだと感じました。（国際政治経済学部国際コミュニケー

ション学科 1年） 
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＜一番印象深かったエピソード＞ 

  とある女の子に「七夕は何をお願いしたの？」と尋ねたら、その子は「大きい地震と津

波がもう来ませんようにって。日本が安全でありますようにって書いたの。」と言いました。

その子は普段元気いっぱいで悪ふざけもするような子なのに、困ったような悲しいような

顔でそう言ったので、とても悲しくなりました。こんな小さい子が、すごく重たいものを

抱えているのだと痛感しました。（国際政治経済学部国際コミュニケーション学科３年） 

  すぎのこ学級にて、お弁当の時間、子供達から、「地震のあとどこの避難所にいたー？？」

と聞かれ何も答えることができませんでした。子供たちにとっては、避難所での生活が当

たり前だったのだと思います。そのあとに、「東京には電気ついていた？」（私が 3.11は中

国にいたというと、東京に帰った日のことを聞かれました）、「私のところは 55日位電気が

なかったんだよ。」「私のところは 25 日位」と子供たちが言っていて、東京に帰った 3.19

には電気が煌々と点いていたのを思い出し、情けない気持ちになりました。（法学部法学科

３年） 

  子供達の口から何気なく出てくる津波や地震の話。家が流された、おじいちゃんが亡く

なったなど、本当にケロリとして話していて、私がどういう反忚をすればいいか困ってし

まいました。（国際政治経済学部国際政治学科１年） 

  津波や地震の話をポロッとしてくれる子が多かったです。心の傷に気づいてあげること

も大事だけれど、同時に、被災していることも忘れるくらい元気に遊ぶ姿を見て、私が元

気づけられました。子供っていつの時代もいいものだなあと思いました。（国際政治経済学

部国際経済学科１年） 

  子供たちとレゴを使って遊んでいたときのことです。2階建ての家を作ったその子が、人

形を 2 階に置き「避難しないと１階に津波がきちゃう！」と言ってきました。他にも「こ

の家崩れちゃわないかな？！津波できっと飲み込まれちゃうよね・・」と言ってきたのが

印象的でした。やはり、津波のインパクト、トラウマは相当深かったのだな、と感じまし

た。他には、親が震災前以上に忙しくなったせいで、甘えられる時間が十分にないのか、

さびしがりやの子供が多くいました。帰り際、必ずさびしそうな目をして「もう帰るの？

明日も来るよね？何時に来る？絶対来てね！」と言ってきたのが印象的です。子供は色々

なことを敏感に、素直に感じ取るのだな、と思いました。（文学部日本文学科 3年） 

  七ヶ浜に見学へ行ったときに現地の方が門しかなくなった家の跡地を小さなシャベルで

掘っている姿を見た時です。あまりに生活感が無くなってしまっているさら地続きの土地

で、そういった姿を見ると、ここにも確かに人の生活があったのだな、と生々しく感じま

した。（文学部仏文学科 3年） 
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  最終日の前日のミーティングでのみんなの感想を言う時です。皆のボランティアへの熱

意、過去の話、思っていることを聞いて、自分ってまだまだ何も考えられていないと思う

と同時に、東北の方々と比較もあわせて、自分は幸せ物だと思いました。（経営学部マーケ

ティング学科 2 年） 

  遊びボランティアということで、子どもたちとの出会いが宝物になりました。施設にい

る子どもたちは、様々な事情があってあそこにいます。まだ小さいけれど、もっと小さい

時から親と接する時間は短く、「愛情」を感じる機会が尐なかった子どもたちのことを考え

ると胸が苦しくなりました。（文学部英米文学科 3年） 

  すぎのこ学級で遊んでいる時のことです。ぬり絵をしている時に日本地図の部分をぬっ

ている子がいて、最初は陸をみどりに海を青に塗っていたのですが、いきなり陸をぐちゃ

ぐちゃにして、「津波にやられたー」と言っていました。別の子ですが、ブロックで遊んで

いるとき、家を作って「ここは避難所で、寒いの」と説明してくれたり、最後ブロックを

崩すときには「津波だー」と言いながら崩していました。楽しく遊んでいるときにも津波

の怖い記憶は、子どもたちの中に深く残ってしまっているのだと感じました。（文学部英米

文学科 3 年） 

  「3 月 11 日のことは、忘れてはいけないとかではなく、忘れたくても忘れられないもの

だ」と同級生に話していたことが、印象的でした。他にも小学１年生の話しを聞いたりし

て、感じたことは子どもにとっても 3月 11日の感じ方や受け取り方は様々であり、子ども

自身なりに理解しているのだなと強く思いました。（経営学部経営学科 2年） 

 

＜すぎのこ学級の児童からのプレゼント＞
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＜これからどのように被災地と向き合いたいですか？また大学生ができることは何だ

と思いますか？＞ 

  道路や建物の復興は、とても速いスピードで進んでいて、表面だけ見たら、もうボラン

ティアは必要なくなる時が来るかもしれません。しかし、私たちがもっと目を向けなけれ

ばいけないのは、目に見えない被災者の心のケアだと思います。これは、すぐに終わる問

題ではないので、心の傷がなくなるまでずっと支援すべきです。大学生だからできるボラ

ンティア（図書館の本の寄付など）を考えて、関わっていくべきだと考えます。（国際政治

経済学部国際コミュニケーション学科２年） 

  今回このボランティアに参加したことによって、テレビや新聞では伝えきれない被災地

のことが身にしみてわかったような気がします。だから、今までよりも真剣に被災地と向

き合っていくことが出来るように思いました。具体的には、やはり節電などの身近にでき

る小さなことから始めていきたいと思います。東京にいると、本当に周りに流されてしま

って、地震など無かったかのような生活をしてしまいがちですが、この一週間の経験を通

し、そのようなことがないようにしていきたいと思います。（文学部英文学科１年） 

  今回このボランティアに参加して、子供達と関わって、被災地といろいろな関わり方が

あるんだと思いました。指導員の補助というのは、正直あまり被災地のボランティアとい

う感じがしない面もあったけれど、長い目で見ればこれからの東北をつくっていくのは子

供達だと思うし大事な活動であると思うことが出来ました。そういう長い期間で考えて東

北のために必要なことをしていかなければいけないと思います。（短期大学英文学科１年） 

  皆がボランティアに参加できるわけではありません。私はこの活動に参加できた立場と

して、感じたこと、身につけたことを周りに伝えていく使命があると思います。周りに伝

える前に、まずは自分の生活から改善していかなければなりません。言葉遣いに始まり、

人に言われたことは、即行動する！こんな小さなこと？と思われるかもしれません。でも

これに気づけたのは間違いなくこのボランティアに参加したからです。まずは自分が変わ

り、それからこの活動を親や友達に伝えていこうと思います。（社会情報学部社会情報学科

２年） 

  私たち学生にできることっていろいろあるのだなと実感出来ました。もちろんその活動

をするためには裏で支えてくれる方々、相手先の先生方などたくさんの方々の支援や配慮

のもとで成り立つという大前提は必ず頭に置いて活動すべきであり、よけい迷惑をかけな

いようにしなければならないと思いました。（国際政治経済学部国際経済学科３年） 
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  自分は将来教職に付きたいと思っているので、自分の生徒たちにこの経験を伝え、バイ

トで関わる子供や仲間、全ての人に出来る限り情報を共有することが使命であるように感

じています。また機会があれば、このようなボランティアに関わって直接支援をして向き

合いたいと思います。（教育人間学部教育学科 2 年） 

  今回のような震災が関東で起きる可能性は高く、自分も近い未来に被災してしまうかも

しれないので、地震など災害にあったときに対する危機管理についてもしっかり学び、実

践できるようにしていきたいです。（経済学部経済学科 3年） 

  まずは、忘れないことが大切だと思います。私たちにとってここに一週間来て、ボラン

ティアをして、出来ることをして、経験して、終わりです。点でしかありません。けれど、

被災地、被災者の方々にとってはこれからずっと続いていきます。だから、私たちがここ

でいろんなことを感じて、10 年後、20年後にも「共感」の立場でボランティアという形の

「愛情」を与え「忘れてないよ」ということを伝え続けることで、被災者、被災地にあた

たかさを感じてもらうことができるのではないかと感じました。（文学部英米文学科 3年） 

  今回の活動で、多賀城とのつながり、AGU-VS との繋がりを持つことが出来たので、その

繋がりを絶やさないように努力したいです。そして、将来自分のできることでボランティ

ア活動、あるいはボランティアをサポートするような活動にもう一度挑戦したいです。（社

会情報学部社会情報学科 4年） 

  被災地を実際に見て、前に進みたくても思うように行かない状態を感じました。現地の

手だけでは、どうしても届かないところが、ボランティアという存在の補っていけるとこ

ろだと思う。大学生という立場だからこそ、出来ることはたくさんあります。瓦礫撤去と

は違い、結果がすぐ目に見えないボランティアで、一週間という短い期間で、何が残せる

のか不安でしたが、「お兄さんお姉さんが来て楽しかったよ」と言ってもらえただけで、来

てよかったと本当に思いました。そして、この一週間は、私にとって今後の活動をより具

体的にする契機になりました。（文学部日本文学科 3年） 

  自分の専門性や得意分野を活かした活動を見つけたり考えたりすることで、現地の様々

なニーズに忚えていくこともできると思いました。（文学部教育文学科 4年） 

  今回、子供たちや指導員の方々と接することで、もっと地域に密着した被災者の方々が

より喜んでくれるようなことをしたいと感じました。もっと被災地を身近に感じることが

大事ではないでしょうか。地域の方々と交流するようなボランティアをこれから実行して

いきたいです。（総合文化政策学部総合文化政策学科 2 年） 
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気仙沼学習支援プロジェクト活動報告 

 

プロジェクトコーディネーター  

文学部 英米文学科 3年 大竹悠 

【活動場所】  

宮城県気仙沼市長磯中原 125番地 気仙沼市立階上中学校 

 

【活動期間】  

2011年 7月 29日(金)～8月 7日(日) 

 

【活動内容】 

宮城県気仙沼市立階上中学校での夏期休暇中の補講講座『パワーアップゼミ』の実施を主

な目的としたボランティア活動 

・『パワーアップゼミ』の実施 

  夏休み中の階上中学校で『パワーアップゼミ』と称された夏期補講講座の実施 

 １～３年、全学年の生徒が対象 階上中学校全校生徒 148名の 111名が参加 

開講教科は英語、数学、理科の３教科 

１日 3時間ずつ 自学自習形式 

1学期で学習したことの復習が可能なベネッセ教材を使用  

・被災現場視察、現状の考察 

・地元の方々との交流・座談会 

・学習ボランティア以外の地元のニーズに合ったボランティア活動の見学、参加 

 

【活動目的】 

・震災による授業の遅れや、授業の進行速度の加速による生徒の授業内容の理解不足・学 

 習意欲の低下を改善し、生徒の自主学習のサポートや解説、生徒の学習意欲や内容理解 

 を向上させること 

 

【所感】 

3 年生の夏休みにプロジェクトリーダーとしてこの気仙沼学習支援ボランティアに参加

したことは、私にとってかけがえのない貴重な体験となり、また忘れられない夏の一番の

思い出となりました。 

私達の活動は、気仙沼の市街地で生活し、夏休み中に集まってくれた階上中学校で月曜

日から金曜日まで 5 日間朝 9：30 から 3 時間程、１人１クラスずつ担当し生徒の皆さんに

授業を行うというもので、活動全体を通してやはり生徒の皆さんとのふれあいが最も印象
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強く心に残っています。 

被災した生徒の皆さんとどのように接したらいいのか、と不安や戸惑いばかりで授業に

臨んだ私たちでしたが、そこには一生懸命自習に励み、私達を明るく受け入れてくれた生

徒の姿がありました。震災の事実を忘れてしまうほどに元気に明るく振る舞う彼らを見て、

震災でくじけないで前を向こうと一生懸命になっていることが伝わってきて、胸が熱くな

ったあの感覚は今でも忘れられません。授業では、最初は積極的になれず私達の方から話

しかけなくてはなかなかコミュニケーションをとれなかった生徒が授業中にも手を挙げて

質問してくれるようになったり、授業が終わり部活のあとにわからなかった箇所をわざわ

ざ質問に来る生徒がいたりと、みんなと一緒になって信頼関係が作れたことを実感でき、

私達メンバー全員が望んでいた‘なにか力になりたい’という思いが伝わったように感じ

ました。ある生徒に、「こんなに分かりやすくて、勉強が楽しいって思える授業は初めてだ

よ」と言ってもらえた時は、本当に心が熱くなる思いでした。震災の影響で授業にも遅れ

が出てしまったことから早く進めざるを得ず、生徒が理解するのに十分な時間をとってあ

げることが難しかったという中で、私達の学習ボランティアがすこしでも生徒のみんなの

理解の手伝いになっていたら幸いだと思っています。そしてまた、階上中学校の生徒のみ

んなと出会えたことは、気仙沼学習ボランティアに参加した私達にとって最大の喜びとな

りました。 

またプロジェクトリーダーとしても、私を支えてくれた同プロジェクトメンバーと出会

えたことにも心から感謝しています。学習支援ボランティアということで私以外は塾講師

の経験があったことから、指導の際の心得や生徒への接し方、目的に合った授業展開の方

法などを考える上で活発に意見交換が行われ、私達自身も集団として協力しあい、大きく

成長することができました。リーダーという不慣れな役職に力の及ばない私ではありまし

たが、メンバー全員の協力とサポートのおかげで、このプロジェクトを総括し私たちの活

動の集大成となる最終日を最高な形で締めくくることができました。私達の学習支援はた

った一週間のプロジェクトで、その短期間での急激な学力向上などが見込めるような企画

ではありませんでしたが、私達はこれからも階上中のみんなを見守り、勉強のことも日常

のこともなんでも相談ができて、先生のようだけどより身近な友だちのような存在として

サポートをしていくことで、離れていても支援を今後も継続できると考えています。 

最後に、私達がこの 10日あまりの滞在で一番強く感じたのは、気仙沼は再び立ち上がろ

うと一歩ずつ着実に前進していっているということでした。未曾有の大災害となった３月

１１日の東日本大震災は私の人生でもっとも衝撃的な出来事であり、たった１分ほどで大

勢の人々のかけがえのない命が奪われました。生き残った人々も彼らの人生が惨くも全く

別物に変えられてしまったというあまりにも残酷な現実を前に、これまでに感じたことの

ない程に自分の無力さを痛感しました。気仙沼で初めて被災地の現状を目の当たりにし、

大震災と大津波の爪痕は深く人々に大きな悲しみを与えたということに胸が締め付けられ

る思いでした。しかし、気仙沼に行って階上中のみんなや先生方、地元の方々などたくさ
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んの方々に出会い、この苦難から一生懸命に立ち上がっていくその姿に、強く感動を覚え

ました。 

この体験を通して私たちにできることは、気仙沼のみなさんから教えてもらった気仙沼

についてのことや、気仙沼以外のほかの被災地でも同じようにみなさんがどのような気持

ちでいるのか、また復興に向けての熱い思いを、もっと多くの人々に知ってもらうことだ

と考えています。 

私達に住居を提供してくださった小野寺さんの自宅は、自宅兼、復興のために設立され

た‘復興屋台村’の事務局ということもあり、事務局長の方から被災した当時のお話を聞

かせていただいたり、屋台村を作ることで過疎化を食い止め観光の街にしていくためのビ

ジョンを聞かせていただいたりと、気仙沼の復興と復活のために力を尽くし最前線で活躍

する方々から直接お話をうかがえる機会にも恵まれていました。気仙沼に活気を取り戻す

ために、被災した方々は全力でアクションを起こしていたのです。 

行ってみるまでは全く想像もできないほどに、力強く一歩ずつ復興に歩みを進めている

その姿を見て感じたことを、私たちはもっと広めていかなくてはならないし、また、第二

の故郷となった人々が温かい気仙沼や、階上中学校で出会った大好きな生徒のみんなが、

より力を増して前進していくその様子を、これからもずっと見守っていき、支援し続けた

いと思います。 
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気仙沼プロジェクト参加者の感想 

 

<被災地を見て感じたこと> 

  ファミレスやマクドナルド、コンビニがあったものの流された、幾つもある地区の

大半が全滅という被害情報、堆く積もった残骸がかつてどの様な形のものであったか、

五感を通じて感じる被災地の様子はまた、メディアとも違いました。（法学部３年） 

  津波が押し寄せていた様子や瓦礫の山となった街の様子は報道で見ていて、それだ

けで十分波の破壊力や恐ろしさはわかっていたつもりでした。しかし実際見てみると、

そこに何があったのかさえわからないくらいに破壊され、海から離れた場所でも地盤

沈下によって地面からふつふつと海水が湧き出していました。まさにこの場所で人々

の生活が営まれていたこと、そしてこの状況の下でこれからどのように暮らせばいい

のか、と悩む人々を思うと胸が詰まる思いがしました。（経営学部３年） 

  見渡す限りの被災した状況は悲惨な光景でした。このような場所に建物や人々がい

たのだと思うと、震災の脅威や怖さなどが伝わってきました。（法学部４年） 

  驚愕の一言でした。ある程度覚悟はしていたものの、やはり TV や PC の画面を通じ

て観る現地の状況と実際に自分の目で見るのとでは感じ方が全く違いました。映像で

観る被災地の状況は何か別世界かのような非現実的な映像として感じてしまっていた

ところもありましたが、実際に現地で瓦礫の山を見た瞬間にそれが自分が存在する世

界で実際に起こったことなのだと痛感しました。（経済学部現在デザイン学科１年） 

  テレビ画面で見ていたものと違い、視界が見渡す限り 360°瓦礫の山と化した状態を

目の当たりにしたときは、本当に愕然としました。また、近づいてよく見るとそれら

はただの木切れではなく、ステッカーの貼られた可愛いノートであったり、ぬいぐる

みだったり、写真や洋服だったりと、そこに生活していた人々の“日常”を構成して

いたものが多く、改めて突然普通の生活を奪われた方々の衝撃と無念さを思い知らさ

れました。（理工学部科学生命化学科３年） 
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<印象深かったエピソード> 

  何よりも驚いたことが、中学生がとても生き生きとしていたことです。現地に行く

前はこのようなつらい思いをした生徒たちとどのように接すればいいのだろうかと悩

んでいました。しかし、そこが被災地であることを忘れさせるほど彼らは楽しそうに

していますし、元気が満ち溢れています。先生方の話によると両親を失った人、家が

流された人が実際に生徒の中にいます。心の中に悲しみや苦しみを抱えているにもか

かわらず、笑顔を絶やないで私たちと接してくれる生徒たちでした。また、彼らは全

てにおいて一生懸命です。校庭に仮設住宅が建ち、体育館が避難所となっていたため

勉強や部活をする環境は完全とは言えません。その中でも工夫し、意欲を持って努力

する姿を見て本当に感動しました。朝から駅伝練習をし、私たちと勉強をし、午後は

部活をして夜は宿題をするというハードスケジュールをこなす彼らを見て、ボランテ

ィアに行った自分が勇気づけられてしまいました。今でも中学生とメールなどで交流

しているので、これからも彼らが頑張る姿を見守りたいと思います。（経営学部経営学

科３年） 

  やはり中学生との交流でした。被災した中学生ということでボランティアに行く前

はどのように接したらいいのか不安でした。しかし生徒全員が私たちに明るく元気に

接してくれました。震災で親や家をなくした生徒も明るく元気だった。きっと子供た

ちは自分が想像できないくらいのつらい経験をしてきたのだと思う。そうした過酷な

経験を乗り越えたかどうかはわからないが、自分の目には現地の中学生はたくましく

生きているのだと感じる事ができ学ぶ事ができた。現地の人との交流会や被災地見学

など多くのためになる経験をさせてもらいました。しかし自分にとって一番の経験は

中学生と過ごした時間でした。これからも現地の人々を忚援していきいと心の底から

思うようになりました。（法学部法学科４年） 

  気仙沼の階上中学校で教えていた時のことです。具体的なエピソードというよりは

全体を通した漠然としたものになってしまいますが、被災して家を流された生徒さん

が思いの外明るく、私にフレンドリーに接して来たことや、津波による被害を受けた

にも関わらずそれを思わせない程元気に振る舞う生徒さんが何人も居たことです。寧

ろ夏期講習プログラムに参加した生徒さんで元気の無い子は居なかったと記憶してい

ます。夏期講習プログラムを終えても生徒達との絆を維持したいと考えた我々はGmail

で共有のアカウントを作って、生徒さん達とのやり取りを今も続けていますが、元気
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なメールですとか、その日のエピソードが度々送られて来ます。 

後は同ボランティアメンバーと仲良くなれたことも個人的に嬉しいことでした。（法学

部法学科３年） 

  現地で僕にとても懐いてくれた生徒がいたのですが、普段は明るく生徒の中でも中

心的なその生徒が津波で父親を亡くしてしまったと聞き、周りに悲しみを見せない自

分よりも５個も歳が離れている中学生の逞しさに驚くと共に、無垢な子供から残酷に

も最愛の父親を奪っていった津波の恐ろしさを強く感じました。（経済学部現代経済デ

ザイン学科１年） 

  ある、老人ホームで働く奥様をもつ方の体験談が印象的でした。 

震災発生直後、津波が来るとすぐに察知したその方は自分と奥様のご両親と娘さんを

高台の避難所に逃げさせ、自分は一人下流にある奥様の勤務地へと向かったそうです。

そこで津波と火災に襲われ、途中死を覚悟することもあった中、無事奥様との再会を

果たしたとのことでした。その老人ホームでは津波で多数の犠牲者を出し、また、か

ろうじて津波を逃れた方々もその後の寒さで低体温症を発症し、夜中のうちに次々と

亡くなられていったそうです。津波だけでなく、火災や寒さ、飢えなどあらゆる災害

によって、命を失った方々が大勢いることを知ったエピソードでした。（理工学部化

学・生命科学科３年） 
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＜これからどのように被災地と向き合いたいですか？また大学生ができることは何だ

と思いますか？＞ 

  今回の中学校ボランティアで関わることのできた学校関係者の方々、生徒の皆、宿

泊場所を提供してくださった方とは、今後も積極的に連絡をとり、中学校への再訪問

や現地の方々のプロジェクトである「復興屋台村」への訪問もしたいと考えています。 

このボランティアで培った絆をもとに、更に被災地と密接に関わっていけたらと思い

ます。東京にいる間は、被災地のものを買うことや、実際に行って感じた気仙沼の素

晴らしい事柄を周囲の人へアピールすることで尐しでも支援に携わりたいです。 

大学生は、中高生ほど年齢での行動制限がなく、かつ社会人よりも時間があります。

もちろん収入は社会人の方には务りますが、大学や各団体の支援も利用できます。 

せっかくたっぷりとある時間を無駄にしないためにも、長期休みなどを使って積極的

に現地に出向くことが大学生の出来る支援だと思います。ボランティアは敷居が高い

と感じるようなら、旅行でもいいと思います。素晴らしい東北の人・食べ物・文化に

ふれて、東北ってこんなにすごいのだ、良い場所なのだ、と感じること、それを周り

に教えてあげることでも、支援につながるのではないでしょうか。（理工学部化学・生

命科学科３年） 

  今回交流した中学生とは今後もメールや SNS を通じて交流を続けていきたいと思い

ます。僕は被災地に行って現地の方々は自分の被災体験を多くの人に知ってもらいた

いのだと感じたので今後そういった方々との出会いがあった時はその人の話を聞ける

だけ聞かせていただこうと思います。（経済学部現代経済デザイン学科１年） 

  この経験を通してボランティアという意味が尐し理解できた気がします。 

これからは、この経験を通して感じた事を様々な人と共有したりしていきたいです。 

また来年から社会人になるので尐しでも被災地の人々の力になれるような仕事をして

いきたいと思うようになりました。 

学生は時間がたくさんあると感じる。その時間をどれだけ有意義に使えるかどうかだ

と思う。ボランティアは自主的に参加しなければ意味がないと思う。自主的に参加で

きる環境がこれからは多く必要になってくるのだと思いました。（法学部法学科４年） 

  私はこれからもできることなら長期休みを利用するなどして、気仙沼はもちろん人

手を必要とするところなら赴いてボランティア活動をしたいです。普段はとにかく被

災地の様子を気に掛けることで、常に自分ができることはないかを考えたり、現地の

人や生徒たちとも連絡を取り合って向こうから発信する声を聞いたりしていきたいと
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考えています。 

大学生はお金を持ってはいないけども時間や体力はあります。新しく先進的なアイデ

ィアを持っている人もいます。そのような若い力が生かせる場所を見つけて積極的に

活動していく必要があります。そのためにはボランティアの要請を待つだけでなく、

自分からやりたいこと、できることを提案していけば現地の方が思いつかなかったよ

うなことが実現する可能性もあります。また、現地の人たちは私たちに「ここに来て

くれただけで嬉しい」と言ってくださいました。ボランティアが難しくても旅行に行

くだけで現地の人は喜んでくださいます。まずは現地に行ってみることを他の大学生

におすすめしたいです。（経営学部経営学科３年） 

  例えば私が行った気仙沼を例に取ります。気仙沼は仙台までそこまで遠い距離では

ありません。進学や就職で「より都会にある仙台」を選べるという選択が一定の現実

味を持っていると言えます。寧ろ大学等が気仙沼に無いとしたら、より都会にある方

に出て行かなければならないのは必然的になります。都会で 4 年間教育を受け、そし

て就活を迎える時に現実的に考えて自分の実家まで戻って働くことを選ぶ人はそこま

で多いのでしょうか。東北の地方側からはその様にして若者が都会に捌けて、衰退傾

向にあったことが顕著に挙げられます。被災地を復興することは大いに結構だと思い

ますが、この国難の中で、都会や国民一人一人がより負担を負って前と同じ東北にし

か復興出来なかったのでは、共倒れも有り得るのではないかと思います。今度は東北

が納税者側、国を支える様な以前より活気溢れて力強い、日本人が「住みたい」と思

う様な場所になる様に考えていかないと駄目だと思います。（法学部法学科３年） 
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ADRA JAPAN 炊き出しボランティア活動報告 

ボランティア参加者 

総合政策学部 総合政策学科 3 年 中野愛子 

【活動場所】 

 宮城県山元町役場 

 

【活動期間】 

 7 月 16 日（土）～7 月 31 日（日） 

  ※第 1 陣：7 月 16 日～24 日、第 2 陣：7 月 24 日～31 日 

 

【活動内容】 

NPO 法人 ADRA JAPAN が実施している炊き出しボランティアに青学生枠を設けてもら

い、16 日～24 日と 23 日～31 日の 2 タームに分かれて各ターム 4 名ずつ参加しました。山

元町の町役場の人達やそこに派遣されている人たちに食事を提供するため、余っている仮

設住宅を利用して ADRA 食堂を運営しているので、そこでの調理や配膳などの手伝いとし

て活動させてもらいました。 

ボランティア期間中は ADRA JAPAN が借りている角田駅近くのアパートに滞在し、早番

は 6 時半出発 15 時頃終わり、遅番は 11 時出発 21 時頃終わりという当番制で行っていまし

た。土日で食堂利用者が尐ない時は、仮設住宅や地域の祭り手伝い・山元町ボランティア

センターで実施している泥だし等に参加しました。 

 

【所感】 

 他団体のボランティアに参加という点に関して、今回は青学のボランティアステーショ

ン主催のものではないので不安な点は多々ありましたが、食事もしっかりとれて住居環境

も整っていたので生活に不自由する事はありませんでした。ADRA スタッフや一般のボラ

ンティアの人たちとも交流を深めることができ、NPO の人の声やボランティアの現状・ボ

ランティア以外の活動も知る事ができたので、とても新鮮で勉強になりました。青学や学

生だけで実施するボランティアとはまた違った良い経験をすることができたと思います。 

今回初めて被災地に入り一参加者としてボランティア活動をしてきましたが目に見える

被害があまりなかったことに逆に驚きました。７月の中旪に参加したので震災から 4 ヶ月

経っており、瓦礫や車等が整理されて山積みになっているのを見て、あの TV で見たような

惨状から尐しずつ回復してきているのだと感じました。泥だしのボランティアに行った際

も、地面の下に埋もれてしまったガラクタの上から木の根がしっかり根付いているのを見

て、時の流れを感じさせられました。 
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 私が今回のボランティアに参加した中で一番心に残ったのが、町役場の人の『来てくれ

てありがとう』という言葉です。山元町は福島県との県境に近いから放射線の心配をされ

る人も多いのに、こんなところへ来てくれてありがとう、と役場の方は仰っていました。 

被災地に入るまで私は現地の人たちから拒絶されるのではないか、という思いがありま

した。興味本位で来たのだろうなどと疎ましく思われるのではないかと思っていましたが、

実際に被災地の人たちは快く受け入れてくれ、その言葉を聴いてとても嬉しく思いました。 

 

 目に見える大きな被害はなく仙台などのように元々名の知れた土地ではありませんが、

私が夏にボランティアに行った際は山元町役場の隣には自衛隊風呂が設置され、ADRA 食

堂の利用者も震災直後の百数十人から減ったといえども三十人ほど利用しており、現在も

衣食住の確保が難しい人たちが多く存在していることは事実です。夏のボランティア派遣

に関して“今更遅いのでは？”という声もちらほらありましたが、今回の震災の復興には

数十年かかると言われており、ボランティアの人手が足りていないのが現状です。 

 風評に惑わされず実際に自分で調べ、現地に行って自分の目で確かめる、自分たちの手

でできることをやる、ということを尐しでも多くの人にしてほしいと思います。 

 

 今回のボランティアで私たちが関わった山元町の皆さん、ADRA JAPAN の皆さん、ボラ

ンティアとして参加してくれた青学の皆さん、塚本先生を始めボランティアステーション

の皆さん、ありがとうございました。 
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大船渡復興ボランティア活動報告 

 

 プロジェクトコーディネーター 

 国際政治経済学部 国際政治学部２年 永田光央 

【活動場所】 

岩手県大船渡市の仮設住宅 

 

【活動期間】 

7月 13日～9月 14日 

 

【活動内容】 

1. コミュニティ作り支援 

・仮設住宅でのベンチ作り約 180脚 

・オール青山による計 4回のお祭り開催 

・こびるの会（お茶会）を開催 

・はまっぺし（食事の持ち寄り会）を開催 

2. 大船渡中学校での学習支援 

3. 学童保育での支援 

4. 社会福祉協議会の泥出し、清掃作業 

 

【活動目的】 

ベンチ作りを通して、ひと同士のつながりを促進し、近隣の住民との交流を図ることに

よって、地域に溶け込んだ助け合いのあるコミュニティを形成するための機会を提供する。 

また、入居して間もない仮設団地内住民の顔合わせの機会を提供する。私たちが行う復興

支援活動の狙いは「人びと、地域社会や自治体の自立」であり、本活動はその趣旨に基づ

いて活動を行った。 

 

【所感】 

 今回初めてプロジェクトコーディネーターという立場で実際に現場に入って感じたこと

は、まず初めの頃、事前にコーディネーターとしての役割を理解出来ていなかったことか

らその立場を上手くこなすことが出来ていませんでした。リーダーシップを取った経験も

あまりなかったことから経験不足を強く感じメンバーをまとめていくことが出来るのか不

安になることもありましたが、それでも活動をしていく中でどうやって人に仕事を割り振

ればよいのかを理解し、どういったことを新たに毎週来る陣の人達へ引き継いでいけばい
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いのか、毎晩あるミーティングの中でどんなことをメンバーに考えてもらえばいいのかな

ど 1 週間でチームを動かしていくことの難しさとそのチームが 1 週間の終わりには上手く

活動できている時の喜びをコーディネーターとして活動していたことによって感じられた

ことはとてもよかったと思います。9週間という長期間入ることによって活動に対するモチ

ベーションの維持が一番大変でした。そのことをどうやって克服するのかは、いつも原点

に振り返ることでした。どうしてこのボランティアに参加しているのか。何のために活動

しているのか。そういったことを振り返ってみると自然とモチベーションは回復していき

ました。そして、この活動で一番の得られたことは人とのつながりです。青学生百数十人、

先生方や初等部の保護者、チャイルド・ファンド・ジャパンのスタッフの方たち、被災地

にいる現地住民の方など本当に多くの方と関わり、協力していくことによって活動を進め

られたことは僕にとって大きな喜びと経験になりました。関われた多くの方に感謝したい

と思います。そして、これからこの経験を次の機会に活かしていきたいと思います。 
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大船渡ボランティアプロジェクト参加者の感想 

第 2・3 陣 経済学部 現代経済デザイン学科 3 年 

 

ベンチ作りについて書きます。大船渡へ行く前からボランティアステーションのブログ

等を読んでいたので青学からのボランティアが仮設住宅でベンチを作っていることは知っ

ていました。しかし、実際に大船渡まで行き「ベンチを作ります」と言われると、もっと

必要なものがあるのではないか、ベンチなどニーズは尐なく、作ったところで私たちの自

己満足で終わる活動になってしまうのではないかと思い、この活動に疑問を感じていまし

た。そもそも私たちがベンチを仮説住宅にベンチを置く目的はベンチを置くことによって、

そこで住民同士のコミュニケーションが図られる、また、一緒にベンチを作ることによっ

てそこが住民の交流の場所になるということです。頭では理解できるこの目的にも疑問を

感じざるをえませんでした。 

しかし「ベンチ」というツールを通して、たくさんの現地の方と触れ合い、お話しし、

またその活動の中で仮設住宅の人と人がつながっていく様子を見た今では、このベンチ作

りという活動は間違っていないと自分の中では確信をもって言うことができます。 

ある日、私はベンチ作りに興味をもってくれた男の子とおじいさんとの 3 人でベンチを

製作しました。男の子とおじいさんは同じ仮設住宅団地内に住んでいながらも互いの事を

知らないようです。初めの方は 2 人に会話は無く私が 2 人に話しかけながらの活動でした。

しかし次第に 2 人は打ち解け初め、おじいさんは「おお、お前釘打ちがどんどんうまくな

るなぁ」などと男の子に話しかけ始めました。男の子もそう言われると嬉しかったようで、

得意になってどんどん作業を進めていきます。そのうち「あんたはどこの子や」という話

になり、男の子がお父さんの名前を出したところ、おじいさんはその男の子の家の事は知

っていたらしく、「ああ、あの家の子か」と言いました。どこの家の子かわかったというこ

とでおじいさんの男の子に対する親しみはぐっと大きくなったのです。ここでひとつ新し

い繋がりが出来ました。本当に小さな繋がりだけれども、このような繋がりの積み重ねが

コミュニティを形成していく上では大切なのだと思います。どこに、どんな人が、どんな

家族構成で住んでいるかということを住民たちが理解している事は重要です。そうするこ

とで怪しい人が入ってくればすぐにわかるようになり団地内の防犯に役立ちます。また、

お年寄りの孤独死等の防止にもなるだろうと思います。 

ベンチというものが必要とされているのではなく、ベンチというツールを使って人と人
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との「つながり」がこれからの復興と自立には必要とされています。だから私たちはベン

チを作っているのだと理解したうえで私は活動を行いました。 

大船渡は昔から部落内での人と人の繋がりが強い地域であるといいます。現地の方はと

てもお話好きで人懐っこい方が多いと感じたのも、そのような土地柄から来るものなのか

もしれません。一部仮設住宅では同じ部落に住んでいた方同士は同じ仮設住宅にという配

慮があったようですが、震災後の混乱の中、やはり仮設住宅で周りに住んでいる人の事を

全く知らないという方と多々お会いしました。そのように人との繋がりを大切にしてきた

土地柄だからこそ、住民同士の繋がりを作ることが大切なのです。 

私はこの大船渡での活動に参加するまで「与えるだけのボランティア」しか知らなかっ

たし、与えてあげることがボランティアだと思っていました。「してあげる」という感覚で

行う活動は良いものではないと思います。私たちのようにボランティアにいった人間と被

災した方々という人間との関係は、あくまで同じ立ち位置の人対人の関係でなければなら

ないのです。現地のニーズにそのまま答え、与え続けることは現地の方を結果的に救うこ

とにはなりません。ボランティアはいつかいなくなってしまうのです。被災者の方々が自

分の仕事を持ち、コミュニティに所属し、あの 3・11 の前のような日常、もしくはそれ以

上の生活を取り戻すことのできるように今、支援をすべきなのです。ボランティアがいな

くなっても、救援物資が来なくなっても、災害保険がなくなっても、現地の被災者の方々

が生活していけるように考え、私たちがお手伝いすることが大切なのだと感じた 2 週間で

した。 

 

第 6 陣 文学部英米文学科 3 年  

 

一週間で一度だけベンチ作りをすることが出来た日がありました。その日は碁石という

ところの仮設住宅にお邪魔して、住民の方々とベンチ作りをしました。その仮設住宅は一

つの集落が一つの仮設になっていたので、住民の方々は皆さん仲が良く、沢山の人がベン

チ作りに協力してくださいました。元大工の方や、ペンキ屋さんだったという方が多く、

ベンチ作りはあっという間に終わりました。その間、沢山の方とお話も出来て、個人的に

とても楽しく、温かい気持ちになりました。ベンチ作りの後、住民の方から差し入れとし

て、飲み物とアイスをいただき、一緒に食べました。そのあと、碁石の穴通磯（あなとお

しいそ）というところを案内してくださいました。皆さんとても明るく、前向きで、私た

ちを温かく迎えてくださるいい人ばかりで、単純に嬉しかったです。 

しかし、その夜のミーティングでスタッフさんは意外なことを言いました。その仮設の
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人のコミュニティは成立しているが、自立するにはまだまだ遠い、ということでした。つ

まり、支援を受けすぎて、自分たちで復興していこう、という意思が弱くなっているとい

うことです。私たちボランティアは、与え続けるのではなくて、被災者の方々の自立をお

手伝いする事なのです。私は与え続ける事がそのような影響を及ぼすとは考えていなかっ

たので、正直驚いてしまいました。ボランティアは支援するだけで良いという、単純な事

だと思っていたのです。しかし、それは間違いで、私たちは常に支援をどのようにすべき

なのか、どうしてその支援が必要なのか、それによってどのような影響を与えるのか、と

いう事を考えながらボランティアをしていかなければならないのです。その日、私はボラ

ンティアの難しさを実感しました。 

また、一日だけ側溝の泥出しというボランティアも体験しました。このようなボランテ

ィアはテレビでもよく取り上げられていて、私の思うボランティアの仕事はこのような肉

体的な仕事だと思っていました。確かに肉体的にも大変で、作業が終了した時は体があち

こち痛かったのですが、綺麗になった側溝を見たときはとても達成感を感じるものでした。

その日のミーティングでも、青山学院とチャイルドファンドが行なっているベンチ作りと

側溝のボランティアの違いは何か、という話になりました。どちらを優先すべきなのか、

という話にもなり、結果的にはどちらが優先という事は正確には言うことが出来ないとい

う結論になりました。私はその時、確かに側溝のボランティアは目に見えて仕事をしたと

いう達成感を味わうことが出来るボランティアで、ボランティアの人同士とその達成感を

味わうことが出来るのだなと思いました。一方、ベンチ作りは目に見える成果はすぐには

感じることは出来ないし、達成感もすぐに感じることが出来ないものですが、被災者の方々

と精神的な面でつながりを持つことが出来るものだと思いました。それぞれが違う形で、

支援の違いもあって、比べる事は出来ない、と思いました。そして、それぞれ形が違って

いいのではないかと思いました。それぞれがそれぞれに被災地に貢献しているのではない

かと思います。 

そして、最も印象深かった「こびるの会」について感想を書きたいと思います。もとも

と、ベンチ作りが雤天のためやることが出来ない時の代わりとして行うことにしたもので

す。「こびる」とは漢字で「小昼」と書き、お昼前後の時間帯のことをいうそうです。そこ

で、お菓子とお茶を持っていって、仮設住宅の皆さんとお話をしながら、仮設住宅の方々

同士のコミュニティも同時に作っていこうという事を目的としました。 

一番始めに行なった仮設住宅は、30 世帯ほどの規模の地ノ森仮設住宅でした。急遽開催

することになったのですが、集会所をお借りして、テーブルの配置なども検討しながら準
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備を進めました。そして、一軒一軒まわって「こびるの会」の告知をしました。そして、

20 人近くの人が来てくださいました。しかし、顔見知りの人同士が話すばかりで、初対面

の人同士が話す、という光景は見ることができませんでした。私たち自身も、初めての経

験で混乱していまい、どうすれば初対面の人同士が話せるか分からず、上手く人と人とを

結び付けることは出来ませんでした。 

その日のミーティングでは、自分たちの無力さや反省点ばかりでしたが、スタッフの方

に「この反省を次に活かしていこう。」と言われ、落ち込んでばかりではいけないのだと思

いました。「人と人とを繋げる」事は、被災地だけでなく、どこでも難しいことで、そして

その繋がっているコミュニティが薄れていると感じるのは日本全体にあると思います。そ

の日はコミュニティの必要性とは何か、皆で話し合い、その必要性を再確認しました。コ

ミュニティの存在によって、その地域の防犯・防災だけでなく、精神的な繋がりも深く関

わっているのだと確認しました。 

そして、その次の日には 300 世帯が暮らす長洞仮設住宅で同じように「こびるの会」を

開催することになりました。今回は、お菓子も手作りにしたり、前日に家を回って告知を

したりしました。そして当日も更に告知しきれなかった住宅にも行き、「こびるの会」を行

うことを知らせました。全体として 30 人近くの人が「こびるの会」に足を運んでください

ました。300 世帯と考えれば、とても尐なくはありますが、前回より人も多く、反省点を活

かしてより充実した「こびるの会」を開くことができました。平日の昼間ということもあ

ったので、いらっしゃった方々はお年を召した方が多かったのですが、私はおばあちゃん

とお話をしているような気分になり、久しぶりにおばあちゃんに会いたくなりました。ま

た、初対面の人同士も話している場面もよく見ることができました。全体的に、始めに私

たちがきっかけを作り、その後はその人同士で話し始める、というやり方になりました。 

そして、この「こびるの会」を終えて思ったことは、私自身とても楽しんだ、というこ

とです。今まで、地元にいてもなかなか誰かと話をする機会が減っていて、まして知らな

い人とは挨拶さえすることもなくなってしまっていました。その中で、仮設住宅の人たち

と触れ合うことで、その人たちがとても温かく、気さくで、優しい人だと言うことを知る

ことができました。そして、私はボランティアに行って、何かの力になりたい、誰かの助

けになりたい、と思っていたのに、逆に被災者の方に元気をもらって、温かい気持ちで人

と接するのはこのようにするのだと思い出させていただいたのです。 

  この一週間のボランティアでは、分かったことはたかが知れていますが、それでも貴重

な経験となりました。今まで、ボランティアは「与え続ける単純なもの」で、「良い影響ば
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かりを与える」というイメージを持っていましたが、実はボランティアは「与え続けるだ

けではいけない」事、「良い面も悪い面も存在する」事、「常にバランスを考えなければな

らない複雑なもの」だということを知ることができました。この経験を決して忘れずに、

そして、様々な人に伝えなければならないと思いました。自分の出来る範囲ではあります

が、自分でこの経験を終わらせるだけでなく、他の人に広げていこうと思います。そして、

必ずこの経験は自分にとってかけがえのないものになるに違いないと思います。 
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NHK 防災パーク 2011 

 

NHK 防災パーク 2011 企画代表  

総合文化政策学部総合文化政策学科 1 年 山田碧子 

 

1、防災パークとは 

まず、初めに防災パークとは“私たちにできること～東日本大震災から学ぶ私たちの防

災”をテーマとし、体験を通して防災に関することを知ってもらうというイベントです。

開催された期間は 8 月 27～28 日、場所は渋谷区の NHK センターです。会場では団体のブ

ースが設けられていたり、レスキュー犬によるショーなどが行われたりしていました。ま

た、来場者は小さな子供連れの家族からお年寄りまで幅広い年齢層の方々です。また、防

災パークはゾーンごとに分かれており、私たちは入り口からすぐのウェルカムゾーンで、

出展していました。このゾーンに出展していたのは青山学院大学ボランティアステーショ

ンの他に、工学院大学・ぬりえ日本・防災ユースフォーラム・千葉科学大学・災害救援ボ

ランティア推進委員会・各種 NPO などです。  

 

2、出展内容 

私たち青山学院大学ボランティアステーションは『地震の実際の影響を見てもらうと共

に、再度地震が起きた際にどうするかを見つめ直してもらう。』というコンセプトのもと、

子供向けの防災クイズと夏季ボランティア活動の写真展示を行いました。 

まず防災クイズは、｢地震発生から非難所に行くまでの正しい行動｣という内容で、イラ

ストを使い展示、解説をしました。このクイズは、区の防災関連ページや、防災の基礎知

識などを元にあくまでも子どもに分かりやすいように制作しました。問題一問につき一枚

ずつ、見てすぐ分かるような絵と、答えも○か×の二択にすることで、小さな子どもでも

飽きさせることなく、最後まで解くことが出来るよう工夫しました。問題文も伝わりやす

く、しかし簡単すぎないよう頭をひねりました。子供達は積極的にこのクイズに参加して

くれて、この 3.11 の震災を機に防災を考えている子が多く、よく知っているなぁと感心さ

せられることもありました。また、このクイズは子供だけではなく、予想以上に大人の方

からも好評で、「勉強になる」などと言っていただけました。 

次に写真展示は、石巻復興支援ボランティアと、多賀城遊び・学習支援ボランティアの

写真を解説付きで展示しました。実際にその活動に参加したボランティアステーションの

スタッフによる感想なども交えながら説明を行い、写真を見てもらいました。多くの方が

興味を持って聞いて下さり、逆に私たちも来ていただいた方の話を聞くことが出来ました。

中には、地震の専門家の方や阪神淡路大震災を経験された方などもいらっしゃり、私達の

知らなかったお話を聞かせて下さったので、とても勉強になりました。また、「これからも
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がんばってね。」などの励ましの言葉をいただき、「ぜひ今度一緒に活動しましょう」と言

っていただくこともあり、私達の活動が評価された手ごたえをしっかりと感じることが出

来ました。 

 

3、防災パークに参加して 

他にも今回の防災パークでは多くの出会いがありました。一日目終了後には出展団体の

代表が集まった報告会を兼ねた、顔合わせミーティングがあり、これには今回防災パーク

企画代表を務めさせていただいた山田と、副代表星川が参加しました。ここで行われたこ

とは、まず全員の自己紹介と、防災ユース・工学院大学・NPO 三者の最近の活動報告、そ

して災害時に簡単に作れるカレーのレシピ紹介と、そのレシピに沿って作ったカレーが、

立食形式で振舞われ、そのあとは各々自由に対談する時間がありました。 

 ここでは NPO や工学院大学の方々に、ボランティアの費用のことや人員数などについて

詳しくお話を伺いました。様々な活動をしている団体があり、私達のこれからの活動に、

大きな可能性を見出すことが出来たと身をもって感じました。発足したばかりの私達青山

学院大学ボランティアステーションにとって、外部団体の方とつながりを持つことは重要

なことであり、何より糧となります。どの団体の方も、私達のこれからに期待してくださ

っていました。外部団体の活動を間近で見る機会はなかなかありません。今回のこの防災

パークというイベントは、私たちにとってよい経験であり、新たな活躍の場を見つけるき

っかけとなったはずです。 

来年の防災パークには今年の経験を生かして、さらに積極的に参加出来たらと思います。 
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同窓祭についての活動報告 

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 2年 田丸佐季 

 

1. 同窓祭とは・・・ 

毎年 9月 23日に青山学院大学卒業生のOB・OGの方々が同窓祭実行委員会として、青山キャ

ンパスにて礼拝・公開講座・シンポジウム・ステージでのパフォーマンス・様々な模擬店など、子ども

から大人まで楽しめるフェスティバルが開催されています。1994年から始まり、そして2011年はキャ

ッチコピーである 「Everything starts from YOU ～わたしたちから始めよう～」 という復興支援へ

の思いを掲げた同窓祭に、わたしたちボランティアステーションも参加させていただきました。 

 

2. ブース出展について 

青山学院大学二号館前でのボランティアステーションのブース出展は、東北より株式会社 日高

見の国 様にご協力いただき、モンドセレクション 2011 食品部門銀賞などその他の賞を受賞した

「牡蠣味噌」そして「三陸産塩蔵わかめ」の販売のお手伝いをしました。震災の影響を乗り越えて販

売された牡蠣味噌と三陸産塩蔵わかめには多くの来場者の方に興味を持っていただけました。そ

して、ブースではもうひとつ、ボランティアステーションの 4 つの夏季ボランティア（石巻・多賀城・気

仙沼・大船渡）の成果を知っていただくための写真展示を行いました。2011 年の同窓祭は、東日

本大震災復興チャリティイベントとして開催されたこともあり、私たちがどのような活動を行ったのか、

熱心にボランティア活動の写真を見てくれる方がいたことが印象的でした。 

 

3. パネル展示について 

青学講堂二階ロビーでのパネル展示でもブースと同様の写真を展示しました。ボランティアステ

ーションのスタッフがそこに常駐し、見に来てくださった方に写真だけではなく実際に活動に参加し

た体験を交えた説明を行いました。 

 

4. 青学講堂での活動報告 

今年度の同窓祭では、宗教センターおよび同窓祭実行委員会主催による「All Aoyama Charity 

Concert」と題し、震災被災者を覚える大規模なコンサートが青学講堂にて開かれ、ハンドベルや

ブラスバンド等の演奏発表がありました。そのコンサートの第 1 部・第 2部の合間の 20分ほど時間

を頂き、私達ボランティアステーションのこれまでの活動報告をプレゼン形式で発表させていただき

ました。内容としては、夏季ボランティア（石巻、多賀城、大船渡、気仙沼）活動報告、防災パーク

の報告でした。発表は手短ではありましたが、発表後の大きな拍手に、観客の皆様にはたいへん

興味を持っていただけたように思いました。 
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5. アイビーステージでのあいさつ、活動報告 

青学講堂での発表後、屋外に設けられたステージ（アイビーステージ）でも発表の時間をいただ

きました。ここでは代表して、学生代表荻原、三浦コーディネーター（石巻）、そして塚本教授からの

あいさつをさせていただくとともに、夏季ボランティアの活動報告、そして今後のボランティアステー

ションの活動予定などを発表しました。たくさんの観客の皆様の前での印象に残る発表となりまし

た。 

 

6. 懇親会参加 

同窓祭全スケジュール終了後、アイビーホールにて同窓祭参加者による懇親会が開かれ、私達

ボランティアステーションの学生もお招きいただきました。会中は、同窓会活動資金（被災地支援の

ための）の募金のお手伝いをさせてもらい、懇親会参加者に義援金を募りました。 
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6. アルバム 
5月 ボランティアステーション発足 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆AGUボランティアステーション発足！            ◆そして、組織のミッションと目標

を決定。 

 

 

 

6月 青学生に対するボランティアステーション説明会開催 

◆６月にはボランティアステーションについて多くの学生に知ってもらい、夏期ボランティアに

参加してもらうために説明会を開催しました。説明会は両キャンパスで開かれ、合わせて６０

０人もの青学生に出席していただきました。 

 

 

 



 
 

44 

 

7月～9月 東日本大震災被災地域におけるボランティア活動の運営 

 ７月～９月には宮城県石巻市、多賀城市、気仙沼市、山元町、岩手県大船渡市におけ

るボランティア活動の運営を行い、400名の青学生に参加してもらいました。 

◆ 石巻市：ことぶき町商店街の街路復興支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲BEFORE                                     ▲ AFTER 
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◆ 多賀城市：留守宅児童学級の遊び・学習支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲すみれ学級にて集合写真         ▲万華鏡を皆で作成！  
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◆気仙沼市：中学生の学習支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲生徒たちにいただきました！               ▲ベネッセコーポーレーション様からい

ただいた教材を使用中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 

離任式で生徒からの感動的な応援の言葉を

いただきました。涙を抑えきれませんでし

た。 
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◆ 山本町：足湯、炊き出し支援（ADRA×AGUVS） 

 

 

▲ 今日のご飯はどうしようか？ 

 

 

▲ 炊き出しのルールです！         ▲炊き出しボランティアを終えて  

    

 

◆炊き出しボランテ

ィアお疲れ様！ 
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◆ 大船渡：コミュニティ形成支援（Child Fund Japan×青山学院大学） 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆住民の方と一緒に長洞仮設住宅でベンチ作成。    ◆地ノ森仮設住宅でのお祭りで

住民の方たちと盆踊り!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2011 年 10 月 9 日の朝日新聞で紹介されました！   ◆青学生の作ったベンチに座っ

て会話を楽しむ住民の方たち。 

 

 

 

 

◆こびるの会（お茶会）開催中に折

り紙で交流を深めました。 
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１0月 2日 石巻市ことぶき商店街オープニングセレモニー 

  

◆商店街の方々、夏期ボランティア参加者、青山学院関係者、外部団体の方々など多くの人が

集結！ 

◆商店街からコーディネーターの三浦君に感謝状の贈呈！ 
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今後の予定〜 

10月 29日、30日 青山祭出店 

11月 13日 ボランティアフェスティバル 

 

 

 

 

 

 

 

御精読ありがとうございました。 

これからも青山学院大学ボランティアステーションをよろしくお願い致します。 

AGUボランティアステーションスタッフ 一同 
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