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東日本大震災後の夏 

日吉から１０便のバスが宮城県南三陸町へ向かいました 

 

これが「慶応義塾・南三陸プロジェクト」の始まりでした 

 

以降、毎年、５月・夏休み・１１月・春休みに、 

学生と教員が現地でささやかなお手伝いをしながら、 

多くのことを学んできました 

 

あれから８年 

 

当プロジェクトは、震災の年と同じやり方での活動に 

区切りをつけることになりました 

 

あたたかく迎えてくださった南三陸町の皆様に感謝しつつ 

慶應義塾大学の学生が南三陸町で何をしてきたか、 

ここに報告いたします 
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本プロジェクトが作成した以前の報告書は、以下よりダウンロードいただけます。 
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１． はじめに 
南三陸プロジェクトの『「被災地」に行くのではなく、南三陸町へ行く』というスローガ

ンには二つの背景がある。 
まず慶應義塾の学校林が南三陸町戸倉切曾木にあり、慶應義塾志木高等学校の 2 年生全

員が毎年、南三陸町立自然環境活用センターで研修を行い、漁協の方々に船に乗せていただ
いていたというように、南三陸町と慶應義塾にはもともと縁があった。お世話になった南三
陸町の方々が困っているなら、恩返しが必要だ。 
もう一つは、南三陸町の方々と顔が見える関係を作ることによって、南三陸町と慶應義塾

の継続した関係を作りたかったことがある。顔の見える関係になって、また会いに行きたい
と思うそんな関係が、被災者と被災していない人々の関係だけでなく、震災で見えてきた多
くの分断を越える力になるとも考えていた。 

2011 年の 7 月からの活動で私たちができたことは何だろう。まずは 8 年間行き続けたこ
と、それによって地元の方々と顔の見える関係を作れたこと、学生たちを南三陸町のサポー
ターとして育ててきたことではないだろうか。その意味では私たちのプロジェクトの目的
の一部は達成できたと思う。今後も南三陸町を訪れ続ける者も、遠くからでも南三陸町に関
心を持ち続ける者も多いだろうし、少なくとも南三陸での体験をそれぞれの場で生かして
生き、自身が被災した時には地域のリーダーになってくれると思う。 
もう一つ、南三陸プロジェクトが南三陸町に行くことで町の方々に迷惑をかけない、ニー

ズに沿わない活動はしないという当初からの想いは守れたと思う。この活動の過程で、支援
者の独りよがりな、現地の方々に役にたつとは思えないプロジェクトをいくつも見てきた。
私たちはそれを他山の石として学んできた。 
一方で、このような想いは、南三陸プロジェクトが目に見える形での成果は残していない

ことに影響したと言えるかもしれない。釣瓶山の山頂までの道は完成したが、慶應の森を町
の復興に生かす形で有効に生かしたという目標は達成できていない。震災当時に多くの人
を救った日常で使われていない山道などを記録したいという「命の道プロジェクト」や南三
陸町の人が気づいていないすばらしい自然や文化、食の魅力を伝える観光への提言など、手
掛けながらきちんとした形で残せなかったことがある。私たちの怠慢を反省するとともに、
心残りである。 
 こんな私たちを暖かく受け入れ、ご指導、ご支援してくださった南三陸町のみなさんに、
プロジェクトの形ではなくなっても、それぞれが今後も南三陸町とつながり続け、支援を続
けることをもって、感謝の気持ちに代えたいと思う。ありがとう！ そしてこれからもよろ
しく！ 
 

長沖 暁子（慶應義塾・南三陸プロジェクト 元代表） 
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２． 南三陸プロジェクトの趣旨 

 
 

本プロジェクトは、東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町において、被災された
方々に寄り添い、現地のニーズにもとづく地道な活動を継続的に進めてきました。 
元々、南三陸町には慶應義塾の学校林があり、これまでも塾長や塾生などが植林で訪れて

きたほか、慶應義塾志木高校の 2 年生が町立自然環境活用センターで研修を行っていまし
た。このようなつながりから、お世話になってきた南三陸町に少しでも貢献するとともに、
プロジェクトに参加した学生が事前学習・現地活動・活動報告などを通じて、地域・社会・
経済・災害支援のあり方などを考え、人間的成長を遂げてもらうことを目指しています。ま
たその際は「独立自尊」の精神に基づいて常に自分の頭で考え、主体的に動くことを意識し
ています。 

2011 年の夏から瓦礫撤去、ベンチ作成、学習支援など様々な活動を行ってきましたが、
震災から月日が経つにつれてニーズが変化し、我々の活動も災害ボランティアから新しい
形へと変化してきました。そのような変化に伴い、当初、『「被災地」に行くのではなく、南
三陸町へ行く』というスローガンのもと始まった本プロジェクトは、2016 年より『南三陸
町のサポーターになろう～慶應の森から南三陸町とつながる～』というスローガンを新た
に打ち立てました。そこには、参加者の皆様にボランティア活動を通して南三陸町の魅力を
知り、好きになってもらうことで、「南三陸町のサポーター」として関心の輪を広げたり、
南三陸町をより身近に感じたりしてもらいたいという想いが込められています。 
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３．南三陸町について 
南三陸町は、2005 年に本吉郡の志津川町と歌津町の合併により誕生した、宮城県の北東

部に位置する町です。志津川湾と伊里前湾に面しており、また北上山地の支脈に連なる、山
と海の大自然に囲まれた土地となっています。そのため、町の境界線が分水嶺になっており、
町内のすべての川が志津川湾に注いでいます。（＊１）かつては養蚕業や生糸生産が盛んで
したが、現在はほぼ行われておらず、カキやワカメなどの養殖といった漁業が中心となって
います。 
災害の歴史については、1960 年のチリ地震（マグニチュード 9.5）が引き起こした最大波

高 6m の津波（チリ地震津波）が三陸海岸に到達し、志津川町（現・南三陸町志津川地区）
で 41 人が亡くなった過去があります。 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災では、死者 620 人、行方不明者 216 人、建物 3143 棟が
全壊という、甚大な被害を受けました。2011 年（平成 23 年）2 月末時点では、人口 17、
666 人、5、362 世帯でしたが、2019 年（令和元年）８月末時点で人口 12、740 人、4、515
世帯となっています。（＊２）。現在、被災住民のために一時的措置として建てられた仮設住
宅から、高台移転の計画が進んでいます。 
 ＊１…分水嶺とは、雨水が異なる方向に流れる境界のことです。南三陸町の場合、 

山々の頂上を結ぶ線（山稜、尾根）が町の境界線となっています。 

＊２…平成 23 年 2 月末日、及び令和元年 8 月末日の住民基本台帳より 

 
 ＜南三陸町全体の地図＞ 
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<プロジェクトの活動場所の地図
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４．プロジェクト参加人数 
 震災発生年の 2011 年夏～2019 年夏までの約 8 年間で延べ 1、730 名の学生が活動に参
加しました。中には他大学から、そして慶應義塾高校からの参加者もいました。 

 

年度 時季 期間 学生 教職員 合計
夏休み 10期 223 40 263
三田祭期間 3期 27 4 31
春休み 4期 84 8 92
夏休み 7期 153 11 164
三田祭期間 2期 13 2 15
春休み 4期 64 6 70
GW 1期 14 3 17
5月ふるさと学習会 1期 9 2 11
夏休み 6期 109 10 119
三田祭期間 2期 20 1 21
春休み 4期 70 5 75
GW 1期 28 1 29
夏休み 6期 148 8 156
三田祭期間 2期 31 2 33
春休み 4期 59 4 63
GW 1期 20 1 21
夏休み 6期 80 8 88
三田祭期間 2期 30 2 32
春休み 3期 54 4 58
GW 1期 22 1 23
夏休み 5期 76 6 82
三田祭期間 1期 18 1 19
春休み 3期 43 3 46
GW 1期 18 1 19
夏休み 4期 43 4 47
三田祭期間 1期 4 1 5
春休み 3期 34 3 37
GW 1期 12 1 13
夏休み 3期 27 3 30
三田祭期間 1期 8 1 9
春休み 3期 20 3 23

2019年 夏休み 1期 18 1 19
合計 1730
※OB・OGの参加人数は除く

2017年

2018年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年
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５．慶應の森について 

慶應の森とは 

1970 年代から存在する宮城県南三陸町にある慶應義塾の学校林で、これまでも塾長など
が植林（杉・桜の木など）で訪れており、敷地面積は 64ha を超えます。 

 

慶應の森の活動意義 

森林を整備することで海の栄養分が豊富になる為。 

森林を間伐によって整備することで、木が十分に育ち、土の栄養分が豊かになります。そ
してこの栄養分が海に流れることで、海の栄養分もまた豊かになります。このように我々が
間伐をすることによって、森林の環境だけでなく海の環境もよくすることができ、地元の林
業と漁業の支援につながります。 

慶應の森を現地の人々との交流の場とする為。 

慶應義塾南三陸プロジェクトのスローガンは、「南三陸町のサポーターになろう ～慶應
の森から南三陸町とつながる～ 」であり、このスローガンを達成すべく、慶應の森を現地
の人々との交流の場にしようと遊歩道づくりを行ってきました。実際にプロジェクトでは、
過去に複数回、地元の小学生を慶應の森に呼んで一緒に山登りを楽しんだり、鬼ごっこをし
て遊んだりしてきました。従って、遊歩道づくりの際には、子供が通れる高さや幅を意識し
ていました。 
 
 

○基本情報 
〔場  所〕釣瓶山（慶應義塾志津川山林） 
〔植  生〕頂上付近 … 雑木林 
      頂上以外 … 植林杉 
〔面  積〕64.34ha 
〔標  高〕472m 
     （町内 2 番目の高さ 

1 番は田束山（512.4m）） 

○慶應の森の歴史 
1971 年 7 月 志津川山林の土地取得 
1972 年～1974 年 植林（杉：104、020 本） 
1992 年 11 月 土地の買い足し 
1996 年・1998 年 植林 

（杉：21、200 本、 
ヒノキ：2、000 本） 
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慶應の森と南三陸町～スタッフのつぶやき～ 

慶應義塾大学法学部政治学科 4 年 奥島ひかる 
 
森のしっとりとした空気に包まれながら、一から作られた

遊歩道を進む。立派に立ち並ぶ南三陸杉、程よく手が入れられ
た雑木林にはコナラを中心に多様な樹木が立ち並ぶ。五月に
なると、満開の山ツツジが山肌をほんのりとしたピンク色に
染め、青々とした森に彩りを与える。頂上へ登れば、青く輝く
志津川湾に南三陸町の町、その奥の気仙沼までもが一望でき
る。元々麓の集落の所有物だったこの山では、かねて地域の
方々や町の林業関係者によって、そして今では大学も加わっ
て、多様な生態が育まれてきた。この「慶應の森」は町の自然
環境を支える役割の一端をずっと担ってきているのだ。 

慶應義塾南三陸プロジェ
クトではこの森を中心に、町
と、人と、慶應義塾（以下、塾）とをつなぐ活動を行っ
てきた。森を楽しんでもらうための遊歩道づくりとその
整備、間伐材を使ったグッズの考案、子どもが遊ぶ広場
の設置、交流会の開催など…。特に遊歩道整備は地道な

作業で、夏の草取りは永遠に終わらないかのように感じるし、100％木製のため階段の補修
作業には終わりが見えない。間伐作業ではのこぎりでの作業や木の運搬から、活動後しばら
く腕の筋肉が隆々になってしまうスタッフも少なくない。それでも私たちがこの活動を続
けてきたのは、災害ボランティアのニーズが無くなった後も、この町とつながり続けたいと
いう思いだ。その思いは 2011 年夏の活動からたくさんの方々に出会い、支えられ、そして
そのつながりを深め、広げていくなかで揺るぎないものとなっていった。慶應の森は、私た
ちと南三陸町とのつながりの象徴であり、まさにつながりそのものなのだ。 
 特にそれを実感するのは、森に町の方々を招待し交流会
を持つときである。これまで慶應の森では、地域の子ども
や高校生、集落の住民などとの交流が持たれた。大型トラ
ックの行き交う町では、子どもが放課後満足に外で遊べな
い現状がある。せっかく豊かな自然があるにも関わらず、
意外にも触れる機会が少ない子どもたちを「わらすこ探検
隊」や、当プロジェクト主催の企画で森に招いてきた。「去
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年は登り切れなかったけど今年は登りきれた！」と息を切
らせながらも達成感に満ち溢れた子どもの笑顔や、切り拓
いて作った広場を縦横無尽に走り回る姿、すこし怖がりな
がらもツルを切って作ったターザンロープを楽しむ姿が
見られ、なにより「また慶應の森に来られるよね？」と言
ってくれることが何より嬉しい。森と子どもたちのエネル
ギーの共鳴には、森の持つ可能性の大きさを感じた。 
住民の方と山菜取りを企画した際は、山菜の見分け方

を教わるだけでなく、学生でもきつい急斜面を地元の方
がすたすたと登っていく姿に目を丸くするとともに、あ
らためて地元の方の生活が里山と共にあることを実感し
た。山菜の味は格別で、地元の方も口々に「こうして集ま
ってお話しできる機会を持てて嬉しい」と好評だった。 
この様に、私た

ちは森が確実に慶
應を町と、そして人をつなげていることを確かに感
じながら活動を続けてきた。まさに森が津波の被害
を受けながらも揺るがなかったように、私たち慶應
と南三陸町の大切な「縁」が今後も続いていくこと
を切に願う。 

 

６．主な活動内容 

ⅰ 慶應の森の活動 

（１）遊歩道の整備  

 慶應の森での活動は 2011 年 11 月から始まりました。今後の活動を見据えての視察や枝
打ちをし、災害時に避難道の候補となりうる林道の地図を作成する（「命の道プロジェクト」）
ために GPS 追跡機器をつけて活動を行いました。 

 2012 年度は、木の成長を妨げるツタを落とす作業や、林
道の整地、草刈り、頂上までのコース決め、コース上にある
大きな木を取り除く作業などを行っています。 
その後、本格的に頂上までの遊歩道づくりが始まりまし

た（図１）。塾員の方々や地元の子ども達でも登りやすく親
しみやすい山にしていきたいという方針のもと、階段は一
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段一段丁寧に作成し、2014 年 11 月に頂上までの道を完成させました。2015 年度には、途
中の展望の良い休憩スペース（第一展望台、第二展望台）の整備を行いました。 
しかし、木材を利用した手作りの道なので定期

的に階段などの補修作業が必要です。階段は木が
腐ってしまったり、たとえ補修しても台風などで
また壊れてしまったりします。少しでも整備の間
が空くと、すぐに木と草が無秩序に生えてきてし
まいます。約 8 年かけて受け継いできた私たちの
ノウハウを生かして、これからも慶應の森の整備
を続ける必要性があると考えています。 

 
 
 

 

 

 

図１遊歩道づくりの作業工程 

 
 

         
 

                      
 

 
 

     
 

         

ルートを決定する 段差が大きい 横木やクイが腐っている 

ルートに生えている 
草木を除去する 

腐っている横木やクイを 
除去する 

斜面の整地を行う 

伐木して 
横木やクイをつくる 

新たに置く為の横木やクイはある？ 

横木を置き 
クイを打ち込む 

仕上げの整地を行う 
後片付けを行う 

（伐木の際と同様） 

遊歩道づくり 遊歩道の補修 

YES 

NO 

* 

* 

* 

* 

* * 
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（２）子ども企画 

当プロジェクトが主催する子ども企画は、慶應の森を南三陸の子
供たちの「遊びの場」「学びの場」として利用することを目的とし
ています。 
これまで 2016 年度 3 月、2017 年度 8 月、2018 年度 5 月、3 月

の計 4 回開催し、自然観察やハイキングの他、木を切ったり、組み
立てたりして、自然に接する機会を提供してきました。2016 年度
は事前にツリーハウスを設置しておき、子どもたちに切り株を使っ

たコースターの作成・装飾をしてもらいました。   
20172018 年度は、雑木林を切り開いた広場を使用しま

した。震災後、家の周りは工事現場ばかり。なかなか地元
の自然と触れあうことの出来ない子どもたちが、のびのび
と遊ぶことの出来るこの森を整備していくことは大変意
義のあるものだと感じます。 

 

（３）慶應グッズ 

慶應義塾南三陸プロジェクトに参加する学生
が現地で活動する中で、これまで活用されず廃棄
されていた間伐材を有効活用するグッズ化を企
画しました。そして、2012 年に東日本大震災復興
支援と環境保全活動の一環として、慶應の森の間
伐材を使用した慶應義塾公式グッズが完成しま
した。 間伐材グッズは、ピンバッジ、コースター、
ブックマーク、ペントレイの 4 種類があり、地元
森林組合や企業の協力を得て、全ての製作工程を
南三陸町で行っています。 
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ALBUM 
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ⅱ 町内でのお手伝い 

（１）ボランティアセンターでの活動 

 2011年度 7月から 2013年度 3月まで南三陸町災害ボ
ランティアセンターに登録し、主に瓦礫撤去、草刈り、
開墾、ゴミの分別、家屋内清掃などを行いました。 
 例えば瓦礫撤去では、住宅地や重機が入れないような
ところで多くの瓦礫が残されていたため、今後使えそう
なものとノートや写真などの思い出の品の分別とヘド
ロの掃除などを行いました。 草刈りでは、雑草に隠れて
いた車などを動かすための重機が入れるように、草を刈
って通り道を作りました。また、山頂にできた仮設住宅
への道路（細くて重機が入れない）を使いやすくするた
めの草刈と道路整備も行いました。開墾は、船を流され
てしまって漁業を続けられなくなってしまった漁師の
方が新たに農業をできるように、山を切り崩し平地にす
る作業を行いました。 

（２）学習支援 

 私たちは 2011年の夏活動から小学生から高校生までの子供たちを対象にした学習支援を
行ってきました。現場の努力もあり学校の授業は再開されているものの、慣れない避難所や
仮設住宅では落ち着いて勉強できる環境がないため、授業の予習復習を行うのが困難な状
況でした。そこで、避難所や仮設住宅を訪れて、午前、午後、夜に勉強を教える活動をしま
した。その他にも、現地の仮設住宅では遊び場が不足しており、独りぼっちになってしまう
場合もあったため、子どもたちの面倒を見る学童保育も行いました。 



- 15 - 

（３）ベンチ作製 

2011 年度から 2018 年度までに、70 脚以上のベンチを作製して
きました。仮設住宅ではコミュニケーションが希薄になりがちで
す。そこで、仮設住宅に住む人々がお互いに会話し、情報交換をす
る場所をつくることで新たなコミュニティを形成できるよう、ベン
チを作成して仮設住宅に設置しました。他にもボランティアセンタ
ーやバス停の前、民宿などに設置されました。また、ベンチ第一号
は瓦礫の中から見つけた木材を使用しており、現在も慶應義塾大学
日吉キャンパスの来往舎に設置されています。 

（４）お茶っこ（仮設住宅での活動）  

 仮設住宅にはさまざまな地区からの入居者がおり、コミュニケ
ーションが不足したり、場合によっては知人が周囲にいなくて孤
立したりしてしまう人もいました。こうしたことから戸倉地区の
ボランティアセンターと協力して、戸倉地区の仮設住宅を中心に
「お茶っこ」と呼ばれる活動をしました。 
 主な活動は、コミュニティカフェの運営と仮設住宅訪問でし
た。テントを張ってソフトドリンクやお菓子を用意し、来てくだ
さった方と世間話をしたり、子供たちと遊んだり、グラウンドゴ
ルフに参加したりしました。仮設住宅訪問ではイベント情報、学習支援の日程、自治会開
催日程などを告知する「たこつうしん」の配布および住宅の方々のニーズ調査を行いまし

た。このニーズ調査は行政が行うようなものでは
なく、どのようなイベントを開催すると人が集ま
るかを聞くものです。そこで浮かんだアイデアを
もとに、週に1 回ほどイベントを開催しました。
夕涼みカフェや表札作りや流しそうめんは好評で
多くの方に来ていただきました。 
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一方でこの活動、当初はかなり苦労しました。「被災者」と一括りにいえども、被災し
た人たちの境遇が皆一緒だということではなく、家をなくした人もいればそうでない人も
いるし、家族を亡くした人もいればそうでない人もいます。したがって、コミュニケーシ
ョンの取り方を一人一人考えて行う必要がありました。また現地の人たちになかなか話し
てもらえず、目も合わせてもらえないこともありました。しかし、根気強く活動を継続
し、事前学習で学んだ、自分の感情をぶつけるのではなく相手の考えをきちんと受け入れ
る「傾聴スキル」を生かしていくことで、現地の方々は次第に心を開いてくれました。 

 

（５）農業、漁業作業のお手伝い  

私たちは主に戸倉地区の個人で営まれている農家、漁師さ
んの作業の手伝いを定期的に行ってきました。 
農作業では、収穫や草刈り、害虫駆除、堆肥まきなどさまざ

まな作業を行いました。毎回参加者は「こんなに大変な作業を
いつもお一人（ご夫婦）だけでやっているのか・・・。」とい
う声を漏らしています。 

 
漁業に関しては、３月のわかめ漁のシーズンに合わせ

て地元漁師の方々のもとへ赴き作業の手伝いを行いまし
た。例えば、わかめの茎と葉を切り離す作業は見た目よ
り難しく、するりするりと作業をこなしていく漁師の方
の熟練の技に感服するばかりです。 
 これらの活動は「顔の見える関係」を築くうえで非常
に大切な活動となりました。 

 

（６）おらほの酒造りプロジェクト 

おらほの酒づくりプロジェクトとは、 一般社団法人南三陸
町復興推進ネットワーク（373 ネット）が主催する南三陸産
の米から日本酒を醸造するプロジェクト（酒づくりは町外の
酒蔵で行っている）です。「おらほ」というのは方言で「私た
ち・俺たち」という意味。震災の影響による休耕田の有効活
用、六次産業化支援、交流機会の創出などの二次効果を見込
んで南三陸産ブランドの日本酒を作っています。 
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私たちは津波が襲い、行政が形だけ復旧させた農地を田
んぼとして使えるようにするための作業を手伝い、主にあ
ぜ道（畦畔）作りなどを行いました。 

 
 
 

（７）きりこプロジェクト 

「きりこ」とは、古くから主に南三陸の神社が、氏子たち
のために半紙で作っている神棚飾りのことです。きりこプロ
ジェクトとはこの「きりこ」をもとに、町の方々の思い出や
宝、願いを「きりこ」に表す活動で、震災前の 2010 年に取
り組みが始まりました。震災後は、震災前にお店があったと
ころや商店街などに飾ることで、町の記憶や誇りを伝えるこ
とを目標としています。 
私たちは、商店街や町役場などへのきりこの取付け、きり

この貼合わせ作業の手伝いをしました。一軒一軒お店を回っ
てきりこを取付けたことで、町の方々の話や思いを聞くこと
ができました。 

 

ⅲ 町の方との交流 

（１）南三陸町ふるさと学習会（13 年 9 月～わらすこ探検隊） 

2012 年 6 月に『ふるさと学習会』という名称で立
ち上げられたこの活動は、南三陸町の小学生を対象
に、町の文化や歴史・産業を伝えること、また未知へ
の好奇心を育てることで、子どもたちに南三陸町を
好きになってもらうことを目的としています。町の
大人や外部企業の技術者・研究者を講師に迎え、自然
体験や社会見学、化学実験などが月 2 回程度行われ
ました。  

私たちは南三陸町主体で行われているこの活動に何度か参加し、「慶應の森」でも開催さ
せて頂きました。慶應の森を南三陸町の子どもたちの教育のために利用することができる、
そして南三陸町の復興支援を「教育」という形で長期的な視点で行うことができる、という
観点から大変意義のあるものであると私たちは考えています。 
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＜参加した回＞ 
12 年 9 月 2 日 タイトル不明 森と林業を知る 
13 年 3 月 25 日 「地元の木を使って工作してみる～慶應大学生とモノ作りを」してみよう」 
13 年 5 月 19 日「慶應の森探検～森でゲームをしよう」 
13 年 8 月 3 日 「化石探検隊」 
13 年 8 月 11 日「デイキャンプ」 
13 年 9 月 1 日 名称変更 南三陸わらすこ探検隊 
14 年 3 月 28 日「みんなのまちのいま 

～造成しているところを見に行こう～」 
18 年 3 月 21 日「春山の卒業式」＠慶應の森（これが最終回） 
 

（２）農漁家レストラン慶明丸 店主：三浦さき子さん 

慶明丸は戸倉地区波伝谷の海の近くにあるレストランで
す。波伝谷も大きな津波の被害を受け、さき子さんはレス
トランとご自宅が流されてしまいました。しかし、「住む場
所がバラバラになってしまった地域の人たちが、集まって
ゆっくり過ごせる場所をつくりたい。」という思いから
2013 年に 4 月に自宅跡地にレストランを再開されました。 
活動では、初日のお昼ご飯をよく慶明丸で頂いていまし

た。地元の旬の食材を使用したさき子さんの料理は、頬が落ちてしまうほどの美味しさでつ
いつい食べ過ぎてしまいます。また、さき子さんにはいつも震
災についてのお話を伺っています。訪ねるといつも学生を孫
のように温かく迎えてくれるさき子さん。「生きてさえいれ
ば。」その言葉に込められた思いは、いつも私たちの胸に突き
刺ささります。 
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（３）高橋長泰さん 

高橋長泰さん、通称「たかちょうさん」は、南三陸町で高長醸
造元というお味噌屋さんを経営しています。震災では志津川小
学校の避難所で自治会長を務められていました。 
高長さんには、避難所生活の中での班分けや衛生面の管理な

どの対策や、実際に歩きながら志津川小学校まで避難したルー
トを説明して頂きました。また「津波てんでんこ」（津波が来た
ら、たとえ家族がバラバラになるとしてもすぐに避難する）に
ついてもお話して頂きました。 
もし自分が災害にあったら、避難所で生活することになった

ら、そこにどのような課題があり、その時どのように行動する
べきかについて考える貴重な機会になりました。 

（４）西戸地区山菜採り企画 

 この企画は 2017 年度と 2018 年度の 5 月に 2 回開催し
ました。慶應の森のふもとにある西戸地区の方々と一緒に
山に登り山菜を採ったのち、天ぷらにして皆で頂きました。
2017 年度には慶應の森で、2018 年度には西戸地区の方々
が毎年皆さんでお参りしているお地蔵さんがある山に登
り、私たちもその伝統的な行事に一緒に参加させていただ

きました。地元の方に「それは食べてよし」「それはダメ」などと教えていただきながら、
また道なき道を突き進み山菜を採りに行く姿に驚かされながら、地元の方とゆっくりお話
しすることが出来た企画でした。 
 

（５）志津川高校生との交流会 

 慶應義塾大学生と志津川高校生との交流企画は 2015
年度 3 月と 2017 年度 8 月の計 2 回実施しました。 
2015 年度 3 月の交流会は「お互いのことや大学生活に
ついて知ってもらう機会」として１日だけ開催されま
した。その際参加者からは、地元の高校生と話す機会
は中々ないため非常に貴重な機会だったという一方
で、打ち解けてきたころに時間が来てしまったことが
残念だったという声が多く聞かれました。 
 そこで 2017 年度 8 月の交流会ではより深い交流がで
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きるよう、2 日かけて、高校生による町案内や慶應の森体験、ディスカッションを行いま
した。参加者は志津川高校生７人、慶應義塾大学生 １３人、志津川高校教員１名、慶應
義塾大学教員１名でした。 

1 日目のディスカッションのテーマは『南三陸町
の魅力・アピールポイント』でした。「みなさんに
とっての南三陸町の魅力とは？」という問いのも
と南三陸に定期的に訪れている南三陸プロジェク
トスタッフ、南三陸に初めて来たプロジェクト参
加者、南三陸で育ってきた志津川高校生と３つの
視点から南三陸の魅力とは何かを一緒に考える機
会となりました。ディスカッションの前には志津

川高校生が地元の町案内をしてくれました。その際生徒の中には「将来大学で建築を学
び、南三陸町の街づくりに寄与したい」と話す人や、「実家の漁業を継ぐ」と話す人もい
ました。それぞれの南三陸町に対する熱い想いや前を向いて力強く進む姿に刺激を受けま
した。 

2 日目のディスカッションのテーマは『南三
陸町の魅力のアピール方法』で、1 日目で挙げ
られた南三陸町の魅力を実際に“南三陸町につ
いての知識がない人”に紹介し興味を持っても
らうにはどうしたらいいか？その方法を考え、
最後にグループ発表を行いました。メインのお
みやげを作る「グッズ開発」や東京等大都市への「ストア出店」等様々なアイデアが発表
されました。活動参加者にとって、プロジェクトスローガンのように南三陸町のサポータ
ーになる一歩になりました。 
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ⅳ 町のイベントへの参加 

（１）福興市  

福興市は南三陸町の復興のシンボルとなるイベント
です。地元に活気を取り戻し、また支援物資を受け取っ
て生活してきた人たちに、お金を使って物を買うという
感覚を取り戻すことを目的とし震災の翌月の 2011 年 4
月から毎月開催されています。このイベントは開催 2020
年 4 月には第 100 回目を迎える予定で町内外問わず多
くの方が参加されています。南三陸町で獲れた新鮮な旬
の魚介類をこちらで頂くことができます。 

私たちは福興市の
ボランティアスタッフとして、運営に携わらせて頂いて
おり、駐車場のライン引き・草刈り、のぼり立て、景品
の袋詰め、テント設営、本部受付・各店舗お手伝い、会
場撤去作業など前日準備から当日の後片付けまでの作
業を行いました。福興市への参加を通じて町の方々や町
外から参加されている他大学の団体、NEC の方々などと
交流を深めることができました。 

（２）盆踊り大会 

南三陸ふっこう青年会主催の盆踊り大会への参加のお誘いを頂き、2013 年度から参加し
ました。駐車場での案内など運営面でのサポートや盛り上げ役として、学生が主体となり町
民の方々を巻き込んで踊りました。南三陸町の盆踊り大会では、「にんじゃりばんばん」や
「ようかい体操第一」など一風変わった踊りがあり、老若男女問わず楽しめるイベントが目
白押しです。将来、南三陸町を背負っていくふっこう青年会の方々と参加学生が話をする機
会があり、町内の若い世代の持つ南三陸町への思いなどを直接聞くことができた点で参加
者には貴重な体験となりました。 
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ⅴ 町内見学 

<戸倉地区> 

（１）五十鈴神社 

戸倉小学校や戸倉保育所の子どもたち、地域の方が約 200
人避難してきた神社です。 
後ろの谷に波が流れ込み、前と後ろから挟まれる形で津波が
来てしまったため、社殿まで上がらずに海を見ていた方は亡
くなってしまいました。二度とこのような悲劇が起きないよ
う、2012 年 11 月には「地震があったら、この地よりも高
いところへ逃げること」という石碑が作られました。 

避難した方々は、妊婦や低学
年の児童を優先的に社殿に入
れ、流れてきた瓦礫で焚火をして暖をとっていました。また
3 月 11 日は卒業式の前日だったため、式で歌う予定だった曲
を皆で合唱したそうです。現在でも、3 月 11 日になるとその
年の卒業生が集まっており、震災以降、地元の方に大切にさ
れている場所です。 

 

（２）戸倉小学校 

家族が迎えに来た児童 1 人と、自宅へ戻った教職員 1 人の命が失われました。しかし、3
月 9 日に発生した大きな地震を受けて避難方針が変更になっていたため、学校に残ってい
た児童は全員無事でした。屋上での孤立を避けるために避難場所を五十鈴神社に変えると

いう校長先生のとっさの判断は、まさに大英
断だったと言えます。 
現在、跡地は盛り土になっており、卒業式

の日にお披露目予定であった新築の体育館
も使われないまま壊されてしまいましたが、
2015 年 9 月から新校舎が開校しました。 
    

 
 
 

新校舎の様子 
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（３）戸倉中学校（現：戸倉公民館） 

改修工事により、現在は公民館になっています。校舎の
入り口にある時計は、震災が発生した 14 時 46 分で止まっ
たままです。展示室である 2 階には、翌日の卒業式のため
に装飾途中であった教室の黒板が当時のまま残っています。 
町の指定避難場所だったため、生徒や地域の方々が大勢

集まっていましたが、津波は
避難住民のいる体育館をも襲

いました。現在も、ガラスの破片やひしゃげたドアがそのまま
になっており、その被害の大きさが痛いほど伝わってきます。
裏山では、中学生が下から上ってくる人を手助けしたりしてい
ましたが、あちこちで心肺蘇生法が行われており、緊迫した空
気が流れていました。 
 
  

 

 

 

 

（４）西戸地区の震災復興祈念公園 

犠牲者の鎮魂と追悼の場として 2017 年 7 月に造成された祈念公園で、慰霊碑には犠牲と
なった 49 人の名前が刻まれています。海は全く見えず、まさか津波が来るとは予想できな
い地区でしたが、実際には 7 メートルもの津波が襲来して多くの命が奪われました。 
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この悲しい出来事から得られた教訓として、慰霊碑には「天地が揺れたらより高い所へ」
と記されており、石碑の脇には津波の高さと同じポールも建てられています。また、公園内
の東屋には当プロジェクトが作成したベンチが設置されています。 

<志津川地区> 

（５）志津川中学校 

卒業式の前日準備のため、生徒は全員高台の学校におり、幸い犠牲者は出ませんでした。
指定避難場所であったことから、地区ごとに部屋を割り振って学校関係者以外にも開放さ
れました。裏山は切り崩され、高台移転のための工事が進められています。また、学校から
は塩害を受けた木を見ることができ、そこからは津波がどれほどの高さで襲ってきたのか
が伝わってきます。 
町内で一番大きい中学校のため、震災後は戸倉中学校がしばらく間借りしていましたが、

現在は統合されています。 
 
 
 
 

  

             
2012 年 3 月  2013 年 5 月  

2013 年 8 月  2017 年 8 月 
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（６）志津川高校 

高校の下側に慈恵園という老人ホームがあり、高校生達は津波の襲来時に施設の方の引
き上げを手伝いました。しかし悲しいことに、無事引き上げられたにもかかわらず、その夜
の寒さで亡くなってしまった方もいらっしゃいます。 

 

（７）防災対策庁舎 

3 月 11 日は、ちょうど南三陸町の主要な人物が集まって会議をしており、合わせて 31 人
が亡くなりました。その中には部長・課長クラスの方が多くいたことから、その後の復興な
どに関する町の運営がうまく機能しなかったという側面があります。 
有名な「天使の声」の遠藤未希さんは、2 階の放送室から「逃げてください」という放送

をかけ続けました。遠藤さんを先に屋上へ行かせた後、上司の三浦毅さんが代わって避難を
呼びかけ、同僚に促されても「あと一回だけ」と放送室を離れなかったといいます。庁舎に
ついては、辛い記憶を思い出すので撤去して欲しいという声も多くありましたが、2031 年
までは県が保有することに決定しており、保存のため、鉄骨を補強したり錆止め塗料を施し
たりする工事が行われました。 

   
                    
            
 
 
 
 
 
 

2018 年 8 月 

2012 年 3 月   2013 年 3 月 
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（８）高野会館 

3 月 11 日は老人クラブの歌や踊りの発表会が開催されていまし
た。地震の後、帰宅して、被害に遭い亡くなられた方もいますが、
佐藤由成さんという方が引き留めたおかげで救われた命も多く、
「330 人を救った結婚式場」として
有名です。現在もそのままの形で残
されており、第二の震災遺構と呼ば
れることもありますが、今後どのよ
うに扱われるかは決まっていませ
ん。 

（９）さんさん商店街 

震災後は仮設の店舗で営業が行われていましたが、
2017 年 3 月にリニューアルオープンを遂げました。新さ
んさん商店街は、南三陸杉によって建てられた温かみのあ
る空間となっています。商店街では、南三陸町の名産品で
あるタコをモチーフにした「オクトパス君」のグッズやモ
アイのグッズなど、様々
なお土産品を購入する
ことができます。また、

春夏秋冬それぞれの旬の海産物を使用した「南三陸キラキ
ラ丼」も有名で、訪れたら是非食したい一品です。カメラ
マンの佐藤さんが営んでいる「さりょうスタジオ」には、
東日本大震災から現在までの南三陸町の歩みを記録した
写真が展示されています。 

2016 年 3 月  2016 年 8 月 2017 年 8 月 

仮設のさんさん商店街 

 現在のさんさん商店街 
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（10）サンオーレそではま 

人口海水浴場として 1999 年 7 月に完成し、震災から 7 年
目の 2017 年 7 月に再開した海水浴場です。2017 年からは
ここで 8 月に福興市が行われており、記念すべき第１回目
には海水浴場の再開を記念して作られた T シャツが販売さ
れました。なんといっても透き通った穏やかな波が魅力で、
多くの人の心を掴んで離さない人気のビーチです。 
 

ⅵ 学内出店 

私たちは活動の広報を行うとともに、南三陸町の現状や魅力を少しでも多くの人に知っ
てもらうため、様々な学園祭やイベントに出店してきました。そこでは主にパネル展示によ
る南三陸町及びプロジェクトの紹介、南三陸町から取り寄せた乾物販売（塩蔵わかめやホヤ
の燻製など）、慶應の森グッズの販売などを行ってきました。 

（１）学園祭 

 2011 年度から三田祭、矢上祭、四谷祭、七夕祭
などに定期的に出店してきました。2017 年度の
矢上祭では、南三陸町産のタコ(西城魚店さんよ
りいただきました)を使用した焼きそばを販売
し、模擬店大賞を受賞することができました。 
 

（２）慶應連合三田会大会 

 慶應連合三田会大会とは、毎年秋に慶應義塾大学日
吉キャンパスで開催される、すべての慶應義塾の卒業
生を対象とした大規模な同窓会です。当プロジェクト
は 2011 年度から 2019 年度までに 7 回出店しました。
2014 年度は被災地支援シンポジウム「まさしく今、被
災地に『立つ』こと」の開催を手伝い、代表の長沖と南
三陸町出身の佐藤（当時総合政策学部 1 年）がパネラ

ーを務め、ほかのパネラーの方々と熱い議論を交わしました。 
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（３）日吉フェスタ 

日吉フェスタは慶應義塾大学の有志と日吉の住民によるヒヨシエイジ協議会が主催した
地域活性化イベントで、駅前商店街を中心とした日吉の住民と大学が、共に街を盛り上げよ
うと年に 1 度開かれていたイベントです。2011 年度から出店し、物販、プロジェクト紹介
を行いました。 
 
 
 
 

 

 

ⅶ その他活動 

（１） 防災対策プログラム 

近い将来、私たちが被災者となることは大いにあり得ることです。しかし学生の多くは緊
急時の避難場所がどこなのかさえも知らない状況で、危機管理意識の低さが感じられます。 
そこで「想定外を想定内に」をスローガンに、南三陸町のネイチャーセンター友の会のも

のをアレンジした「防災対策プログラム」を作成しました。いつ起こるのかわからない地震
に対し、当事者意識をもってあらかじめ想定し、実際に「どう動くか」を慌てずに考えられ、
災害時に課題になることを具体的に考えてもらうことを目的とし、現地活動で 2015 年度か
ら 2019 年度まで毎年行いました。また 2016 年度 2 月には、日吉キャンパスにて活動報告
会と共に防災ワークショップを開催しました。 
当プログラムでは小グループに分かれ、スタッフのファシリテータの進行に従って様々

な災害パターンについて、また体育館の避難所生活の際に起こりうる問題に関するケース
ワークを行います。以下、ファシリテータが使用した事例をいくつか紹介します。 

➀今、首都直下地震が起きました。あなたは＿＿＿＿にいます。 
例) 今→３時限目、 ＿＿＿→慶應義塾大学三田キャンパスの教室 
Q１．あなたがいる場所ではその時どのようなことが起こり得ますか？ 
Q２．１時間経過しました。その場所/周辺はどのような状況・状態になっている 

でしょうか？ またどう行動しますか？ 
②トイレから異臭が発生しています。迅速に解決策を考え、対応してください。 
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解説 
対策例 
・揺れが収まってから行動する 
・出口を確保する 
・ガラス・塀から離れる       
・火元を確認する 
なお、より具体的な対策例は、全学生に配布され
ている慶應義塾発行の『大地震対応マニュアル』
に記載されています。 
 

 
しかし 
地震発生時は混乱して適切な判断ができません        事前準備が必要です 

 
  
このように、行政が提供している資料に基づき、適切な判断をするには何が必要か、またそ
のための準備は何をしておくべきか等の情報を「解説」として参加者に説明し、災害につい
て考えるきっかけづくりに努めました。 
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（２）慶應義塾南三陸プロジェクト×生協食堂 

2014 年度から 2017 年度まで大学の生協食堂と協力し、南三陸町産のわかめをサラダバ
ーコーナで販売しました。また 2016 年度からは『わかめフェア』と題して毎年、年に３回
南三陸の名産品である「わかめ」を使用したメニューの販売を行いました。このキャンペー
ンを通して少しでも南三陸町に興味を持ってもらうことを目的とした企画で、大きな反響
を頂きました。具体的なメニューはわかめうどんやわかめラーメンで、毎回平均 200 食の
売り上げを記録しました。 

  
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

生協食堂サラダバーの POP 
 

左：わかめうどん 右：わかめラーメンのポスター 
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（３）最後に 

私たちは上記の活動以外にも町内で、看板（仮設住宅入口や漁師の作業小屋など）の作
成・設置、 コミュニティスペースづくり（魚竜の湯、寄木・韮の浜地区など）、桜の植樹、
土ブロックを使った防災倉庫の作製、西城魚店や漁師の方の小屋のペイント、神割崎キャン
プ場での手伝い、海岸のゴミ拾い、古民家再生プロジェクトへの参加など、8 年間の中で変
化する町のニーズに応じた様々な活動を行いました。 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊1：慶應義塾大学體育會柔道部の OB の方による企画です。慶應義塾高等学校の柔道部と
志津川高校を含む宮城県内の複数高校の柔道部と合同で練習会を行い、交流をしています。
当プロジェクトとは別の企画ですが、例年、塾高柔道部の３年生が当プロジェクトの活動に
参加しています。 

ペイントをした西城魚店 海岸のゴミ拾い 

看板の作製・設置 コミュニティスペースづく
りの手伝い（@魚竜の湯） 

防災倉庫 

古民家再生プロジェクト 

柔道教室の様子（＊1） 気仙沼市「あそぼーや」 神割崎キャンプ場での
ワークショップ 
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７． 活動年表 
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８．現地活動の流れ 

（１）募集 

春休み、GW、夏休み、三田祭期間の年 4 回募集を行っています。基本的に 3 泊 4 日で 1
期とし、長期休暇期間中は複数期に渡って募集をかけています。ビラ、ポスター、SNS で情
報を発信しており、活動の事前説明会を複数回日吉・三田キャンパスで開催しています。

（２）事前勉強会 

活動参加者が集合し、交流を深めると共に勉強会用のスライド・事前課題の発表を通じて
南三陸町について学びます。学生スタッフの紹介、活動時の担当決めをこの場で行います。
事前課題のテーマは南三陸町の「産業」、「震災被害」、「伝統文化」などから事前に割り振ら
れ、スライドを用いて各班内で発表します。事前に学ぶことで、現地活動で南三陸町への理
解・関心をより深めることを目的としています。 
 
＜事前勉強会スライド内容（※一部抜粋）＞ 
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＜事前課題発表例＞ 

（３）現地活動 

朝 6 時に起床し、希望者は朝散歩に向かいます。宿周辺の海岸や神社、震災以前に集落が
あった場所など毎日違うコースを散歩します。朝食後は班ごとで分担して掃除を行います。
各自準備を整えた後に出発、バスで活動場所まで向かいます。活動中の昼食は基本的になが
しず荘の方が用意してくださった、おにぎりを頂きます。ミーティングでは活動スケジュー
ルの振り返り、感想、次の日の活動スケジュール・役割分担について皆で話し合います。 
（具体的なスケジュールに関しては図 2 参照） 

（４）事後勉強会 

現地活動が終わってからしばらくした後、参加者で集まり活動の振り返りを行います。事
後勉強会に参加できない方には別課題を後日提出して頂きます。 
内容 〇現地活動スケジュールの振り返り 

〇活動の感想、活動中、活動後に思ったこと、考えたこと報告 
〇活動の改善点報告 
〇慶應の森（釣瓶山）の活用方法検討（森自体又は木材の活用方法） 
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1日目 2日目 3日目 4日目
6:00

7:00

8:00

9:00 集合：JR仙台駅東西連絡通路

10:00

11:00

12:00 移動
移動

13:00

14:00

15:00
移動

16:00

17:00 移動
ながしず荘着・避難経路確認 ながしず荘着

18:00
仙台駅着・解散

19:00

20:00

21:00
移動

22:00 就寝 就寝

23:00 ミーティング
就寝

朝散歩 朝散歩

朝食・後片付け・掃除 朝食・後片付け・掃除

出発・移動

朝散歩

朝食・後片付け・掃除

出発・移動 出発・移動

移動

ミーティング 手筒花火

夕食・後片付け

福興市運営のお手伝い
〇テント張り
〇本部の補助

〇来場者アンケート
〇エコステーション管理

〇桟橋の巡回
〇すいかの種飛ばし大会運営

町内見学（戸倉）

昼食
慶明丸(農漁家レストラン）

町内見学（志津川）

かがり火運搬

慶應の森での活動
（西戸畑）

高橋長泰さんのお話

・慶應の森での活動
・西戸地区の畑での作業

・慶明丸窓ふき

慶應の森での活動
（西戸地区）

ミーティング

かがり火準備
（バリケード設置など）

手筒花火警備配置

移動

ながしず着・ミーティング・
入浴

入浴（追分温泉）

夕食・後片付け

就寝準備 就寝準備
閉会式

撤収作業（かがり火運搬）

ながしず荘着・入浴

図 2 現地活動スケジュール例 

朝散歩 @長清水集落 

活動後 MTG の様子 

朝散歩  
@二渡神社 
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９．代表的な活動報告書 

2011 夏 1 期 活動報告 

1 期リーダー 増田聡（商学部・3 年）  
 
【期間】7 月 26 日（火）～7 月 30 日（土）  
【参加者】23 人（学生 19 人、教員ほか 4 人）  
（学生）学部１年 3 人、２年 9 人、３年 4 人、４年 3 人／男子 9 人、女子 10 人  
【事前研究のテーマ】南三陸町について  
【現地での主な活動】  
●戸倉地区派遣ボランティア（終日、27～29 日）  
●自然の家学習指導（夜、27～28 日）  
●フリーペーパー作成と配布（終日、27～29 日）  
●自然の家保育所支援（午前・終日、27～29 日）  
●フリーマーケット手伝い（終日、28 日）  
●ながしず荘手伝い（終日、27～29 日）  
●志津川地区見学（活動後、29 日）  
  
  戸倉地区派遣ボランティアでは草刈りや瓦礫の片づけなどを行った。基本的には肉体労
働で、約 5 名ずつ 2 、３箇所に分かれて作業を行った。自然の家の学習指導は開始したば
かりということもあり、顔を見せたのは 2～3 人だったが、コミュニケーションをとりなが
ら行った。フリーペーパー作成・配布はお茶っこ班が担当し、配布を行いながらツイッタ―
普及も進めた。保育所の支援は毎回 1～2 名が行った。保育所に来る人が少ない時には午前
中だけとなることもあり、その場合は午後から別の活動に加わった。全体としてはだいたい
お茶っこ 5 名・肉体労働 15 名・その他 2～3 名という内訳で活動していた。 
第 1 期は全く何もわからない状態からスタートしたため、手さぐりでの活動が多かった。

草刈りや瓦礫の片づけ、ながしず荘の手伝いなどは何とかなったが、お茶っこや学習指導と
いった活動では何も事前の情報がないため活動があまりスムーズに行かなかった面があっ
たと思う。しかし、何もわからなかったことで苦労した分、後の期にしっかり伝えて、2 期
以降がスムーズに活動ができるようにしようと皆が心がけていたように思う。事前勉強会
の時から、1 カ月続くプロジェクトの土台を作るのが 1 期だと言われていたため、その点
を 1 番に意識していた。 
お茶っこ班や学習指導だけではなく、草刈りなどの作業でも、ハチがいるから白い服が必

要なことや軍手・手袋を重ねて使用した方が安全であることなど、実際に活動したからこそ
わかってくることが多くあったと思う。それを伝えることで 2 期以降の人たちが安全に効
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率よく活動を行える手助けが少しではあるができたのではないかと感じている。 
以上のように、単発のボランティアではなく全 10 期にわたるプロジェクトの最初の期で

あるため、第 1 期では自分達の活動をすることはもちろんだが、それ以上に「つなげるこ
と」「活動の土台を作ること」に意識を向けて活動を行っていた。この 1 期の土台がどれほ
ど役に立ったのかは後の期に聞いてみないとわからないことだが、1 期として土台の無い
状態で活動するのは戸惑うところが多かったと思う。そのため、ボランティアに行った経験
のある人はその経験を伝えていくことで、まだ行ったことのない人たちがボランティアに
行きやすくなるのではないかと感じた。 
活動から 1 週間ほど経って行われた事後勉強会では 1 期のあいさつが足りなかったこ

とが指摘された。あいさつについては事前に言われていたため多くが心がけていたとは思
うが、それでも足りないと言われてしまったようだ。ボランティアとして行く時には必要以
上にあいさつを意識していくことが重要だと感じた。 

 

2012 夏 2 期 活動報告 

2 期リーダー 廣田貴一(理工学部・3 年)  
 

【期間】3 月 18 日(日) ～ 3 月 20 日(火)  
【参加者】26 人(学生 22 人、教員ほか 4 人)  
(学生)学部 1 年 10 人、2 年 6 人、3 年 1 人、4 年 5 人／男子 13 人、女子 9 人  
【現地での主な活動】  
●石巻、南三陸町にて門脇小学校、さんさん商店街、防災庁舎などを見学(18 日…終日)  
 初日は仙台から出発し、石巻では日和山公園から石巻の様子を見て回り、木の屋石巻水産
缶詰のそばを通りました。南三陸町では 2 月にオープンしたさんさん商店街でキラキラ丼
という海鮮丼を食べました。その後防災庁舎付近を見学したりしてながしず荘に到着しま
した。  
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●歌津 魚竜の湯コミュニティースペース建設(19 日…終日、20 日…午前)  
 南三陸町の人々の健康増進、コミュニティ形成促進のために現在建設中の魚竜の湯は公
衆浴場だけではなく人々が集まって交流するようなコミュニティースペースを形成してい
ます。そのコミュニティースペース建設のお手伝いをさせていただきました。主に木材に防
腐剤を塗る、木材の隙間をシリコン製ののりで埋める、駐車場をつくるための砂利を敷く、
木材にくぎを打つ作業を行いました。  
●西戸 仮設住宅でのお手伝い、テント張り(19 日…終日、20 日…午前)  
 西戸地区の仮設住宅にて球根植え(チューリップ・ユリ)のお手伝いと田んぼで藁を運ぶお
手伝い、テント張りのお手伝いをさせていただきました。仮設住宅に住んでいる方々のお話
を伺う機会もあり、また 20 日は休日だったため仮設住宅の子供たちと触れ合う機会も多く
ありました。  
●ひころの里 植樹のための片付け(19 日…終日、20 日…午前)  
 社団法人 LOOM NIPPON が推進する「SAKURA プロジェクト」でひころの里を今後桜
の名所にしたいという活動があります。今回私たちは桜の木を植える場所の掃除のお手伝
いをさせていただきました。  
●慶應の森 枝打ち(19 日…終日)  
 南三陸町にある慶應の森にて去年の秋にも枝打ちの作業をさせていただいたのですが、
今回は秋におこなった枝打ちの修正作業を行いました。20 日も活動予定でしたが雪のため
中止になってしまいました。  
●津の宮荘 プレハブ作成(19 日…終日)  
 津の宮荘の前にある子供のためのコミュニティースペースを作るべく、プレハブ作成の
お手伝いをさせていただきました。  
●ながしず荘のお手伝い(20 日…午前)  
 いつもお世話になっているながしず荘で、おばあちゃんから言われたお掃除のお手伝い
をさせていただきました。  
●ながしず荘前の散歩(19、20 日…朝)  
  朝食前に一部の人でながしず荘前の散歩をしました。このプロジェクトでは毎回ながし
ず荘にお世話になっているのでながしず荘前の変化の様子が散歩をすることでよくわかり
ます。  
  
  

2 期の実質の活動時間は 2 日間と短かったため、1 期の方々が言っていたようにこの活動
期間で何かを成し遂げるのではなく、1～4 期で何かを成し遂げようというスタンスで活動
に臨みました。短い期間ながらも初日の見学や、2 日間の活動を通して皆学んだことや考え
たことは多くあったようです。魚竜の湯でお会いした峰岸さんから教えていただいた仮設
住宅の現状、初日に見た光景から復興はこれから始まるのであってまだまだ支援は必要だ
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と感じました。また西戸の仮設住宅の方々は私たちに非常に親切に接してくださり、自分た
ちにできることは小さなことかもしれないけど、それでも喜んでくださって快く活動をさ
せてくださることに感謝の気持ちを忘れてはいけない、という意見が多く挙がりました。  
 またこの活動を通して南三陸町の魅力を知る仲間も多く、今度行くときはもっと南三陸
町のことを知ってから行きたいという意見もありました。2 期はこの活動で終わりではなく
これからも自分たちのできる範囲で携わっていきたいと思います。そのためにもここで生
まれた新たな縁を大切にしていき、自分たちにでもできるような活動を探して、皆で共有し
ていきたいと考えています。  

  

2013 夏 1 期 活動報告 

１期リーダー 近江恭平（経済学部・2 年） 
 
【期間】8 月 20 日（火）～8 月 23 日（金） 
【参加者】19 人（学生 17 人、教員ほか 2 人） 
（学生）学部 1 年 3 人、2 年 6 人、3 年 5 人、4 年 3 人、／男子 11 人、女子 6 人 
【事前研究のテーマ】南三陸町の人口、特産品/前回のプロジェクトで得たもの/震災関連の
本から本当に現地に必要な事とは等 
【現地での主な活動】 
●南三陸町見学（終日、23 日） 
●慶應の森整備（午前、21 日・23 日） 
●南三陸わらすこ探検隊補助（旧ふるさと学習会）（終日、21 日） 
●看板作成（終日、21 日） 
●波伝谷仮設じゃがいも掘り手伝い（午後、21 日） 
●波伝谷草刈り（終日、22 日・午前、23 日） 
●福興市準備（終日、22 日・午後、23 日） 
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 初日は南三陸町の見学を行いました。東日本大震災記念碑、震災時戸倉小学校のこどもた
ちが避難した五十鈴神社を見た後農漁家レストラン「慶明丸」にて昼食を頂き、店主の三浦
さき子さんに震災当時のこと、アラスカから帰ってきた浮き球についてお話しして頂きま
した。店内には「一期一会」という文字がかけられ、これからも人との出会いを大切に、お
店を続けていきたいと仰っていたのが印象的でした。昼食後は戸倉中学校、さんさん商店街、
志津川中学校、防災対策庁舎、西城魚店に行きました。防災対策庁舎前では東京から来た女
子高校生たちが吹奏楽の演奏を聞き黙祷をしました。西城魚店では新鮮な蛸や蟹などを頂
きました。 
 慶應の森では鎌や鋸を使って歩道に生い茂っていた雑草の草刈りを行い、歩行者が通り
やすいように道を整備しました。今回初日に鎌で怪我人が出てしまったため、事前にスタッ
フや先生から鎌や鋸の使い方の講習をしっかり行い、作業中も刃物の扱いには十分に注意
するよう 2 期の皆さんには伝えました。 
 わらすこ探検隊とは南三陸町に住んでいる子供たちに南三陸町の豊かな自然を体感して
もらおうと地元の大人の方々が先生になって行う活動です。21 日は子供たちと一緒に魚釣
りをし、子供たちや地元の方々と交流をしました。 
 看板作成は「たみこの海パック」という看板の作成に取りかかりました。板を白塗りしそ
の後の作業は 2 期以降の皆さんに託しました。 
 波伝谷仮設ではじゃがいも掘りを手伝いました。スコップを使ってじゃがいもを掘り、取
ったじゃがいもは仮設の方に運びました。作業後にはとれたてのじゃがいもを頂きながら
仮設に住んでいる方々とお話をしました。 
 波伝谷では津波で家が流されてしまい、今は雑草が生い茂っている土地を鎌を使って草
刈りをしました。以前住んでいらっしゃった小山さんのお話も聞き、暑い中逐一休憩を挟み
ながら草刈りに励みました。 
 福興市の準備は 2 日間に渡って行いました。準備 1 日目は観光協会の方々と一緒に福興
市会場のテント位置のバミリ、駐車場のライン引き、花火打ち上げ場所周辺の草刈り、枯れ
草の移動を行いました。2 日目は他のボランティア団体の皆さんも加わりテント設営、会場
設営を行いました。 
 1 期は初めて南三陸町に行くメンバーが多くテレビで映像を見るのと実際に現地に訪ね
てみるのとではかなりの差があり、現地に足を運んで自分の目で被災地の現状を見る事が
重要だという感想が多くありました。また今年で 3 年目となるプロジェクトとあって、な
がしず荘や西城魚店など今までお世話になっている皆さんと強い絆を感じました。 
 スタッフや前回訪れたメンバーからは慶應の森やながしず荘の子供たちの更なる成長を
これからも見守っていきたい、前回と比べて変化を感じ堤防の作り直しや福島の汚染水問
題などの問題が心配になった、準備の段階で具体的な仕事が決まっておらず不安もあった
が臨機応変に作業が進められたので良かった、という声がありました。 
 慶應の森での活動、波伝谷の草刈り、看板作成はそれぞれ 2 期以降に引き継ぐ活動でし
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たが 1 期で活動の足がかりができたと思います。福興市の準備では初めて経験することが
多く戸惑いもありましたが、観光協会の方とコミュニケーションを取りながら作業を進め
る事ができました。1 期中では福興市の当日を迎えられずに帰ってしまったのが残念でした
が、福興市の運営に携われたのは大きな収穫でした。 
 震災から 2 年以上が経過し最初は現地でできることはあるのかと心配していた面もあり
ましたが、現地での活動を通してまだまだできることはたくさんあるのだと感じました。こ
れからも慶應と南三陸町の深い絆を大切に、末永く関係を築いていけたらと思います。 

 

2014 夏 3 期 活動報告 

3 期リーダー 道徳 栄理香（法学部・4 年）  
 
【日程】8 月 19 日(火)～22 日(金)  
【参加者】24 人(学生 21 人、教員ほか 3 人)  
（学生）学部 1 年 5 人、2 年 8 人、3 年 2 人、 4 年 5 人、院生 1 人／男子 16 人、女子 5 人   
【現地での主な活動】  
●全員で南三陸町の見学・慶明丸で昼食。店主さきこさんの被災体験と店再建のお話を伺う
（午後、19 日）  
●慶應の森 道づくり（終日、20～22 日）  
●仮設住宅周辺の草刈り（終日、20～21 日）  
●仮設住宅への訪問（午前、22 日）  
●ながしず荘、浜の清掃（終日、22 日）  
  

3 期は特別なイベントでの活動はなく、慶應の森・仮設住宅周辺の草刈りが活動の中心で
あった。全日程晴天であり、海も星も綺麗で、南三陸でとれた海鮮も本当に美味しく、南三
陸の豊かな自然を堪能することができて良かった。特に 1 日目の夜空に天の川が見えたこ
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とが思い出に残っている。南三陸でも滅多に見ることができないほどの綺麗な星空であっ
たようだ。  
【慶應の森での道づくり】  
森の作業マニュアルで道具の使い方や作業の注意点を事前に予習し、期や各日の目標を

立て、前日のミーティングで反省点を共有し役割分担を行った上で作業を行った。事前準備
と 3 期の団結力によって、非常に効率的に作業を行うことができ、最終日にはきちんと期
の作業の目標を達成した。道作りは頂上まであと少し。個人的には、作業場まで長い距離を
登るため体力が心配であったが、スタッフの方がゆっくりと登るよう心掛けてくださった
ので、あまり疲れることなく作業に集中することができた。  
【仮設住宅周辺の草刈り】  

20 日は波伝谷、21 日は西戸の仮設住宅に訪問し、依頼に基づき周辺の畑の草刈りを行っ
た。20 日は作業が早く終わったため、後半はながしず荘の周辺の草刈りをした。作業を通
して仮設住宅に住む方々と交流をし、高齢者が多い普段の仮設住宅の様子、生活環境を肌で
感じることができたのではないかと思う。暑い中での外での作業であったので、休憩を徹底
するよう心掛けた。  
【仮設住宅訪問・ながしず荘のお手伝い】  
最終日は慶應の森での活動のほかに、仮設住宅訪問・ながしず荘のお手伝いに分かれて活

動をした。仮設住宅訪問では、もっと仮設住宅に住む方たちの声を聴きたいとの意見から、
支援のニーズを伺いに戸倉地区にある仮設住宅を回った。平日で住民の方は仕事に出てい
ることもあり、閑散とした様子あり、仮設住宅の自治会長さんを探すのに手間がかかってし
まった。最後に訪問した津の宮の仮設住宅にて自治会長さんが仮設住宅でのコミュニティ
や高台移転に関する不満についてお話をしてくださり、復興期の南三陸の問題をわずかな
がら知った。私たちとしてはもっと住民の方々のお話を聴きたいと思うものの、どこまで震
災を思い出させていいのか、どこまで生活に踏み込んでいいのか分からないという迷いも
あった。 また、ながしず荘のお手伝いの活動では、窓ガラスを拭く等の清掃のお手伝いに
加えて、近くの浜の流れ着いたごみを取り除く作業を行った。浜にはきりがないくらいたく
さんのゴミが流れ着いていた。  
【活動を終えて】  

3 期の参加者は初めて南三陸に訪れる人が多く、活動も南三陸の人と直接的に関わる機会
が少なかったため、「私は何か南三陸の役に立っているのだろうか」と不安に感じる声、「も
っと現地の人たちと関わりたい」との声が多く寄せられた。たしかに、慶應の森での道作り
は現時点では道半ばで直接南三陸の人たちのためになり、感謝されるといったものではな
い。一方で、震災後南三陸ではたくさんの団体から支援がなされてきたが、今も有効に町内
に残っている支援は殆ど無いという。そして、今ある支援も本当に南三陸の人たちにとって
必要なものなのか。ボランティアの充実感を得るための独りよがりな支援になっていない
か。そんな支援とならないためにも、本プロジェクトは何を行うべきか考えたときに、長期
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的に見て慶應の森での活動は大きな意義があるのではないかと思う。子どもたちや高齢者
も登れるよう本プロジェクトが今後も継続して森を整備することで、南三陸の人たちに新
しい憩いの場所を提供し、南三陸と慶應の強い繋がりをつくることができるのではないか
と信じている。  
とはいえ、本プロジェクトがこれからも続いていかなければ、南三陸との繋がりは途絶え

てしまう。そうならないためにも、参加者一人ひとりが活動の意義を確認でき、期全体で感
想や反省点を共有することが重要である。そして、一人でも多くの参加者が「また南三陸に
来たい」と思い、周りに南三陸の魅力を伝えてもらえればと思う。  
私自身これからも南三陸が変わり続ける様子を見守っていきたい。  

 

2015 夏 5 期 活動報告 

  5 期リーダー 福島楽人(法学部・1 年)  
  
【期間】 2015 年 8 月 25 日(火)～8 月 28 日(金)  
【参加者】 18 人(学生 16 人、教員ほか 2 人)  
(学生) 学部 1 年 6、2 年 8、3 年 1、4 年 0、院生 1 ／男子 9、女子 9  
【事前研究のテーマ】  
南三陸町の歴史・文化、産業および復興状況  
【現地での主な活動】  
●南三陸町見学(終日・午後、25・27 日)  
●慶應の森整備(午前、26 日)  
●小屋づくり(終日、26 日)  
●草刈り(終日・午前、26・28 日)  
●福興市準備のお手伝い(終日、28 日)  
  
 5 期の活動は主に慶應の森整備・小屋づくり・草刈りを予定していました。ところが期間
中は好天に恵まれず、27 日については予定を変更して南三陸町の見学に充てました。その
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ため、結果として見学の多い期となりました。25 日は五十鈴神社や戸倉中学校に行って、
昼食を慶明丸でいただき、そこで震災の時のお話を伺いました。その後防災庁舎やさんさん
商店街をまわって、ながしず荘に入りました。27 日は午前中に歌津方面を見学して、午後
は全員で慶應の森の山道を登りました。  
慶應の森整備・小屋づくり・草刈りについては 26 日に参加者を三分して活動に当たりま

した。しかし断続的に雨が降り、慶應の森の整備は実質 1 時間ほどになってしまいました。
森の整備班は午後に草刈りをしていた班に合流し、畑の草刈を完了しました。27 日は前述
の通り活動できなかったため、道の補修が中途半端になっている所があります。その後のミ
ーティングでは、補修が必要な場所にテープで印をつけること、東屋を建てるなど雨を凌げ
る場所を設けることなどが今後するべきこととして提案されました。  
 小屋づくりの班は、屋根のくぎ打ちを行いました。活動中幾度か慶明丸に立ち寄ることが
あり、その往路の草を途中まで刈りました。  
 草刈りの班はネギ畑の草を刈って運ぶ作業を午前中から行い、午後は森の班と合同で作
業を終えました。  
 28 日は、全員で福興市の準備のお手伝いをしました。その内容は草刈り・袋詰め・ライ
ン引きなどで、この日は曇りだったため野外での作業も問題なく行うことができました。午
後には 6 期の参加者が加わり、少し活動した後ながしず荘へ戻って引き継ぎミーティング
を行いました。  
 以上、5 期の活動内容でしたが、全体を振り返ってみるとやはり 26・27 日の悪天候が残
念だったように思われます。また、福興市当日に参加できないことを悔やむ声もありました。
しかし、この期は私を含め今回が初参加の人が多く、南三陸町をより知ることができたとい
う点で、見学も非常に有意義なものであったと言えるでしょう。また、事故などもなく全員
が無事この期の活動を終えることができたことを嬉しく思います。  
 残念だった点や反省点、今後気を付けるべき点としては、南三陸に住んでいる方々ともっ
と交流の場が欲しかった、雨の日でも何かしたい、道具等の備えは徹底すべき、などの提言
がありました。慶應の森に関しては、現地の子供たちの遊び・体験・憩いの場として使える
ようにしたいという意見が多く、中には土俵を造ろうという人もいました。また、木材から
炭や家具といった商品を創ろうという話が事後勉強会であって、出来ることはまだまだあ
りそうだと感じました。  
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  このように、今回このプロジェクトに初めて参加してみて、学んだことはたくさんあり
ます。また、先輩方の話を聴き活動されている姿をみて、次回以降にも参加して、もっと町
の力になりたいと思いました。   

  

2016 夏 5 期 活動報告 

5 期リーダー 實村亮（法学部・2 年） 
 

【期間】2016 年 8 月 26 日(金)～8 月 29 日(月)  
【参加者】18 人(学生 15 人、他大生 1 人、ＯＢ1 人、教員 1 人)  
（学生）学部 1 年：2 人、2 年：6 人、3 年：1 人、4 年：5 人、留学生：1 人、他大生：（マ
サチューセッツ工科大学）2 年：1 人／男子 8 人、女子 10 人  
【事前勉強会のテーマ】  
『南三陸町と林業』、『南三陸町と漁業』、『森と海との関係・つながり』、『復興の現状/震災
遺構』  
【現地での主な活動】  
●志津川中学校、防災対策庁舎の見学  
●海の盆・復興市の準備と手伝い  
●慶應の森での作業  
●小屋の解体、看板の塗り替え  
●西城魚店、五十鈴神社、戸倉中学校の見学  
●防災対策プログラムの実施  
●髙橋さんの被災体験の講聴  
 
 3 泊 4 日の南三陸町でのボランティア活動。5 期は経験者として 2 度目、3 度目の活動と
して来ている人も多いなか、ボランティア活動すら初めての僕がリーダーを務めることと
なりました。せっかくなので、未経験者として感じたことを中心に振り返りたいと思う。  
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 １日目、現地に到着してまず初めに行ったのは、志津川中学校から見る町の全景と、津波
によって骨組みだけとなった防災対策庁舎跡の見学だった。それぞれ初めて訪れたこと、工
事の関係で真下まで近づくことができなかったことから、正直見たそのときには震災の実
感がそれほど感じられなかったが、経験者の話を聞き後から画像を見て、どれほどひどい状
況から復興を遂げてきたのか、町を襲った津波がいかに恐ろしかったのかがわかると、こみ
あげてくるものがあった。これは 3 日目の見学で足を運んだ五十鈴神社の、“未来の人々へ
「地震があったら、この地よりも高いところへ逃げること”と刻まれた石碑等を見て感じた
ことでもあるが、こうしたものは震災の記憶をとどめ、後世に受け継いでいくために、やは
り取り壊すことなく残しておいてほしいと思った。現地の人にとってたとえそれがいかに
忌々しく、忘れたいと願う記憶であっても、それがいつか「残しておいてくれてありがとう」
と感謝され、「残しておいて良かった」と思えるような結果を導いてくれるのではないだろ
うか。  
 次に 1 日目の残りと、2 日目で復興市の手伝いをした。地域の人の温かさに触れることが
でき、ボランティアとして来ていながらとても楽しかったのを覚えているが、楽しむあまり
ボランティアらしく振舞えていなかったこと、後で実はわざわざ手伝わせてもらっていた
と知ったこともあり、個人的にはボランティアの存在意義について考えさせられた出来事
だった。  
 3 日目の活動は小屋と森の二手に分かれて作業することになり、僕は森の方へと行った。
ここが僕にとっては試練で、ただでさえ非力なうえ、風邪をひいたらしく、貢献度は一緒に
活動した一年生の女子にすら負ける始末。不甲斐ない自分に情けなく思うとともに、ボラン
ティアは体が資本なのだと文字通り身をもって知った。たった数年で慶應の森をあれだけ
開拓してしまった先輩方の凄さがよりわかって逆に良かったとも言えるが、今度参加する
ときには鍛えて行こうと思う。  
 4 日目はあいにくの雨天ということで、防災プログラムに触れた。このプログラムは災害
に見舞われ切羽詰まった際を想定し、指定された場所での対応策を限られた時間内に練る
というもの。事前に動きの決められた避難訓練や余裕を持って話し合える災害ディスカッ
ションといった従来の対策とは別物で、それゆえ得たものも多く、極限状態のなかで自分の
視野がいかに狭まってしまうのか、どうして備えが必要とされるのか初めて本当に理解で
きたような気がした。また、同じ日に髙橋さんの話を聞く機会があり、そこでもそこに行っ
て、見て、聞いて、初めてわかることもあるということを再認識させられた。  
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 正直今回のボランティア参加は一度経験しておきたいという思いがきっかけで、何かを
与える仕事のつもりで来ていたのですが、ここでしかできない体験や、ここでしか聞くこと
のできない話、地域の人の温かさに触れ、全体としてはいつの間にか与えられるものの方が
多くなっているような活動でした。参加できてよかったです、ありがとうございました。  

 

2017 夏 4 期 活動報告 

4 期リーダー 藤井達樹（経済学部・3 年） 
 
【期間】2017 年 8 月 24 日(木)～8 月 27 日(日) 
【参加者】9 人(学生 6 人、OB 2 人、教員 1 人) 
（学生）学部 1 年：0 人、2 年：3 人、3 年：2 人、4 年：1 人／男子 3 人、女子 6 人 
【事前勉強会のテーマ】 
『南三陸町の産業』、『南三陸町の震災被害』、『南三陸町の復興計画』、『森と海との関係・つ
ながり』 
【現地での主な活動】 
● 町内見学 
● 戸倉小学校勉強お助け隊 
● ベンチの作成・寄贈 
● ながしず荘の畑の整備 
● 福興市とその準備の手伝い 
● 慶應の森での草むしり 
 
 今回の 4 日間の活動の中で、特に私の中で印象に残った 3 つの活動について、主に振り
返りたいと思う。 
● ベンチの作成・寄贈 
 南三陸町の西戸地区にベンチを寄贈するために、夏 3 期からベンチを作成していた。西
戸地区は慶應の森がある所で、もともとは仮設住宅に住んでいる人たちが外で座って交流
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ができるようにするために、地震発生後からこのプロジェクトでベンチを作って寄贈して
いた。近頃その西戸地区に慰霊碑がたったのだが、そこにベンチが必要ということで、新た
にベンチを作成した。活動最終日に完成したものを西戸地区の阿部達子さんに持っていっ
たとき、達子さんがとても嬉しそうにしていたのが印象に残っている。地震発生から 6 年
半が経過した今、どのような形で被災地に貢献していくかということは、様々なボランティ
ア団体の課題である。そういった中で、自分たちの活動が現地の人に喜んでもらえたという
のは、本当に嬉しいことであったし、自分たちの「想い」が相手に伝わった瞬間であったと
思う。 
● 福興市とその準備の手伝い 
 今回の活動のメインは、福興市とその準備の手伝いであった。今回の福興市から場所がサ
ンオーレ袖浜に変わった。袖浜は沖縄に負けないくらいのきれいなビーチだったのだが、福
興市に関して言うと、以前のものよりもアットホームさが薄れ、対外重視のものになってし
まったように感じられた。残念ながら来場者数も、支援しに来るボランティアの数も減って
いたし、以前にはしばしば見られた、地元の人同士の久々の交流というものも、今回はあま
り見られなかった。また、福興市の後のかがり火祭りを行うにあたって、祭りの運営側の
人々と、現地の消防の人との間でいざこざが起こっていて、現地の人のためというコンセプ
トで実施している祭りであるにも関わらず、現地の人同士で争いが起きてしまうことは大
変残念なことだと思った。 
● 慶應の森での草むしり 
 この夏の東北地方は雨続きで、2017 年夏季活動においてはほとんど慶應の森に行くこと
ができていなかった。そんな中、最終日にようやく慶應の森に行くことができたのだが、し
ばらく整備していなかったため、雑草が生え放題の状態であった。この森は慶應義塾が所有
しているものであり、いわば慶應義塾と南三陸町の繋がりの「原点」といえる場所だと思う
し、それ故にプロジェクトのスローガンにも「慶應の森から南三陸町と繋がる」と掲げられ
ているのだと思う。しかし今回、慶應の森から南三陸町に繋がるには定期的な整備が必要不
可欠なのだと思い知らされた。 
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● 総括 
  東北地方太平洋沖地震の発生から 6 年半が経過した今、被災地との関わり方が課題に
なっているが、我々が最低限できることは、「現地を忘れず、行き続ける」ことだと思う。
今後も機会を作り、積極的に南三陸町を訪れることができればと思う。 

2018 秋 活動報告 

リーダー 山口翔太郎（法学部 1 年) 
 
【期間】2018 年 11 月 21 日(水)～11 月 24 日(土) 
【参加者】10 人(学生 7 人、ＯＢ2 人、教員 1 人） 
（学生)1 年：2 人、2 年：2 人、3 年：2 人、4 年：1 人 
【事前研究のテーマ】 
Ⅰ：南三陸町の産業 ← 私の担当 
Ⅱ：南三陸の震災被害  Ⅲ：南三陸の伝統文化 
【現地での主な活動】 
●慶明丸での食事＋震災についてのお話を伺う 
●慶應の森での作業(間伐・階段づくり) 
●被災地の訪問(公民館・志津川中学校・防災庁舎・高野会館・さんさん商店街など) 
●福興市市前日準備でのお手伝い 
●西城魚店での軽食 
●ながしず荘での子供たちとの交流 
 

2018/11/21～11/24 にかけて行われた３泊４日の慶應義塾大学南三陸プロジェクトに、
リーダーとして参加させて頂いた法学部法律学科１年の山口翔太郎です。私がこのプロジ
ェクトに参加したきっかけは、東日本大震災への忘れられない思い出があったからです。私
は上京するまで福岡県に住んでいたため直接震災を経験したわけではありません、しかし
今でも小学５年生の時に、あのニュースの中継を見て感じた衝撃を強く覚えています。そし
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て以来、長年、被災地で何らかのボランティアをしたいと考えていましたが、地理的な問題
もありずっと叶わずにいました。しかし今回、たまたま慶應に南三陸プロジェクトなるもの
があることを知り、参加を決意しました。 
私自身このプロジェクトに参加させていただくのは初めてで、参加にあたっては期待半

分不安半分といったところでした。しかし全体で１０人と例年に比べ少人数だったという
こと、そして引率の長沖先生を始めとした他の参加者の皆さんが親しみやすくしてくださ
ったことから、そのような心配は無用でした。 
今回の主な活動は上の【現地での主な活動】に挙げさせていただきましたが、それらを通

し感じ考えたことをいくつか書かせていただきたいと思います。 
もうすぐ震災から８年が経つということもあり、現地に着くまで私は震災の跡はほとん

ど残っていないだろうと考えていました。しかし実際は、町の至る所に積まれた土の山や、
津波によって大きく歪んでしまったまま放置されたガードレール、未だ完成しない防波堤
などを見て、その予想が大きく外れていたということを実感しました。特に津波の直撃を受
け、鉄筋だけの姿になったままの防災庁舎や、津波の惨状を後世に伝えるためにそのままの
姿で残された高野会館を見た際の衝撃は大きいものでした。また仮に今後復興が進んだと
しても、多くの人が震災後にそのまま避難先に定住する道を選んだこと、津波の到達地点に
は今後住宅を建てることができないといったことなどの理由から、かつてと全く同じ南三
陸町を取り戻すことはできません。しかし、現地の人々はさんさん商店街で地域の特産物を
アピールしたり、復興市を毎月開催したりと、失った観光客を取り戻し地域を再び活性化さ
せようと努力しています。私はたったの４日間ながら、そのような地域の人々の希望を捨て
ないで前向きに取り組む姿を見て大きな感動を受けました。また、慶應の森での作業も、普
段は行わない間伐や階段づくりなどを経験することができた、とても良い機会となりまし
た。 
この南三陸プロジェクトで過ごした時間は、短いながら大いに充実した楽しいものでし

た。そして最後となりますが、泊めて頂いたながしず荘の方々や、お話を聞かせて頂いた慶
明丸や公民館の皆さん、本当にありがとうございました。 
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2019 夏 活動報告 

リーダー 菖蒲健太（理工学部・2 年） 

 
【期 間】2019 年 8 月 23 日(金)～8 月 26 日(月) 
【参加者】24 人(学生 18 人、OB 3 人、教員 3 人) 
（学 生）学部 1 年：5 人、2 年：5 人、3 年：1 人、4 年：7 人／男子 10 人、女子 8 人 
【事前勉強会のテーマ】 
『南三陸町の産業』『南三陸町の震災被害』『南三陸町の伝統文化』 
【現地での主な活動】 
●町内見学（23 日～26 日） 
●慶明丸でのお話（23 日） 
●福興市とその準備のお手伝い（23 日、24 日） 
●慶明丸での窓の清掃活動（24 日） 
●慶應の森での道の整備（25 日、26 日） 
●畑作業のお手伝い（24 日～26 日） 
●船の作業のお手伝い（26 日） 
●高長さんのお話（26 日） 
 
 2019 年の夏期の活動では、主に上記の活動を行った。報告書ではその中でも印象に残っ
ている活動と活動を通じて感じたことを総括としてまとめさせていただく。 
●町内見学 
 1 日目から 4 日目にかけて南三陸町の様々な場所を見学した。南三陸町に着いて最初に五
十鈴神社の下から南三陸町を見たとき、堤防の工事で民家などが何もなく整地されただけ
の景色が目の前に広がっていた。東日本大震災から 8 年が経過し町が戻りつつあると考え
ていた自分の予想とは大きく違う町の様子を見て、もっと知らなくてはいけないと強く感
じた。また、1 日目に五十鈴神社の後に訪れた戸倉中学校（現：公民館）で実際に押し寄せ
てきた津波の高さや津波によって変形した体育館の壁などを見た。グラウンドから見える
海は遠く感じられ、津波が想像よりもはるかに遠くまで押し寄せてきたことが身をもって
感じられた。また、2 日目や 4 日目に見た志津川中学校からの風景やさんさん商店街の様
子、志津川小学校まで実際に移動した道などを見て、南三陸町の復興が進んでいるという印
象も受けた。しかし、この復興は南三陸町の地域によって大きな差があるのも事実であり、
南三陸町に住む人々が本当に求めている町の復興なのか考えさせられる見学であった。 
●福興市とその準備のお手伝い 
 2 日目に行われた福興市で、自分は及善蒲鉾店さんの出店している屋台のお手伝いを担当
することになった。この福興市の活動を通じて人のつながりが重要であるということを改
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めて再認識した。及善蒲鉾店さんと顔見知りの方が町長さんをはじめとして何人も屋台に
訪れビールを片手に楽しそうにお話されている様子や、南三陸町観光協会の皆さんと楽し
そうにスイカ割りを楽しんでいる子どもたちの様子を見て、人と人がつながることによっ
て明るく楽しく過ごすことができることを実感した。しかし、その一方でこの福興市の活動
に対して町の人の中で差があるという現状も認識することができた。地域が異なると祭り
に対して意識が異なっており、町の人全体を巻き込んで行うことの難しさを感じた。 
●高長さんのお話 
 4 日目に高長さんと一緒に東日本大震災のときに実際に利用した志津川小学校までの避
難ルートを通り、地震や津波に備えて行っていた対策や避難所での生活などのお話を聞か
せていただき、東日本大震災のときに南三陸町がどのようになっていたのかをより一層知
ることができた。災害に対して備えるために防災マニュアルはこまめに更新するべきであ
るということや普段から危機管理を行い、早めに避難することを心掛けていくことが重要
であるというお話を聞き、自分も他人事だとは考えずにもう一度家族と災害に備えて考え
ようと思った。また、町の人の協力や連携が防災においては非常に重要であると感じた。 
●総括 
 今回の活動が南三陸プロジェクトの今の形での活動は最後になるという話を聞き、自分
が南三陸町に対して何ができるかというのを考えた。そのときに最初に思いついたのは、こ
れからも南三陸町に行くということである。人と人とのつながりというのは一朝一夕でで
きるものではなく、継続することで出来上がるからこそ自分はもっと南三陸町に足を運び
たいと思った。今までの活動の中で作り上げてきたものを何かしらの形で継続させていけ
るように自分なりにできることを行っていきたい。 
また、南三陸町の復興というのは一言では言い表せないほど複雑でこれからも様々なこ

とが必要であると強く感じた。より多くの人が南三陸町を訪れて南三陸町のいまを体感し、
それぞれが考えて自分ができることを町の人たちと相談しながら行っていくことが大切で
あると思う。そのために、周りに対して南三陸町について発信していくことをこれから行っ
ていきたい。 

 今回の活動は自分にとって人生観を変えるかけがえのない経験であった。関わったす
べての人に対して感謝を申し上げたい。どうもありがとうございました。 
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１０．活動を終えるにあたって 
 南三陸プロジェクトは担当教員のもと、慶應義塾大学の学生が「スタッフ」として活動参
加者の募集や現地活動のマネージメント、イベントの開催など南三陸町と学生の架け橋と
なるよう取り組んできました。ここではプロジェクト活動を終えるにあたって、プロジェク
トスタッフ卒業生の声をご紹介します。 
 

粟津 文香 経済学部 2014 年 3 月卒業 

『活動を終えるにあたって』 

 2011 年の震災の後、何か微力でもできることはないのか、そして自分の目で何が起こっ
ているのか見なければならないという思いで、初回活動に参加者そして運営スタッフとし
て本プロジェクトに携わりました。当初はプロジェクトが長く続くことも、その後何度も
南三陸を訪れることになることも想像していませんでした。 

2011 年に初めて訪れた際には、自然の恐ろしさや自分の無力さを実感し、復興とは何
か、 学生が行く意味はあるのか、と考えさせられました。しかし、何度も訪れるうち
に、南三陸の人々、自然、食に魅せられ“被災地ボランティア”としてではなく、“南三陸フ
ァン”として足を運ぶようになりました。震災から時が経つにつれ活動の内容を変えながら
約 8 年間学生を南三陸に送ってきましたが、私のように何度もプロジェクトに参加、更に
自ら足を運んでくれた学生・卒業生はたくさんいます。本プロジェクトは区切りを迎えま
すが、参加してくれた方々にとって、南三陸を知り、好きになるきっかけとなり、そして
これからも南三陸と関わりを持ち続けてくれればと願っております。 
南三陸プロジェクトをこれまで続けることができたのは、南三陸で温かく迎えてくれた

皆様、多くの学生が参加できるように支援くださった皆様のお陰です。心より感謝申し上
げます。 
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 村上 央 商学部 2015 年 3 月卒業 

『南三陸プロジェクトの活動を終えるにあたって』 

 まず始めに、一学生団体に過ぎなかった当プロジェクトを信頼し、仕事を任せてくださ
った南三陸町の皆様、そんな学生団体を支援してくださった三田会や OBOG の皆様、そ
していつも「おかえり」と僕たちを迎えてくださったながしず荘の皆様に、この場を借り
て改めて御礼を申し上げたい。 
同時に、「南三陸町のサポーターになる」といったスローガンを掲げておきながら、南

三陸町の復興(どこまでを復興と見なすのかは別として)を見届けることなく、道半ばで当
プロジェクトの活動を終えてしまうことに関し、スタッフ OB として申し訳なさと不甲斐
なさを感じているのも事実である。 
僕は当プロジェクトが発足した 2011 年から今まで、毎年欠かさず南三陸町に足を運ん

でいる。プロジェクトのこれまでの歩みもほとんど把握しているつもりであり、その立場
から、プロジェクトが本格始動し出した 2011 年の夏頃を中心に、これまでの活動の一部
を振り返りたいと思う。 
 ここ 5 年くらい、僕が南三陸町へ行く動機は「南三陸町の人や町自体が好きだから」と
いうただそれだけであり、多分他のスタッフや OB のように「活動から得られた経験」の
ようなものを綺麗にまとめて報告することはできない。そのため、以下は僕の回想に主観
が織り交ざった冗長な文章が続くのみであるので、「プロジェクトが学生に与えた意義」
みたいなものを知りたい方は是非読み飛ばして頂きたい。そういった内容の報告はきっと
他の人達が綺麗にまとめてくれていることだろうと思うので、そちらをご参照いただけれ
ばと思う。 

         
 僕が最初にこのプロジェクトの存在を知ったのは、2011 年の 7 月頃に受けた必修の授業
の終わりに配られたボランティアバスのチラシだった。震災後、各大学のボランティア団
体・ボランティアセンターが被災地での活動を開始する中、慶應には目立った活動をする
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団体もなく、ボランティアセンターすらも存在していなかった。そういった状況を見かね
た有志の教員・学生が発起人となり、夏休み中、10 期に亘ってボランティアバスで学生を
派遣する「慶應義塾・南三陸支援プロジェクト」が発足したと聞いている。僕が受講して
いた授業の教員もそんな有志の教員のうちの一人であり、今思えば、その教員の講義の終
わりに配られた一枚のチラシが僕の 4 年間の学生生活に大きく影響を与えることになった
のだと思う。 
          
当時の僕はそんなことも露知らず、「7 泊 8 日で 5、500 円」という破格の参加費用に惹

かれ、「時間に余裕のある学生のうちに、一度被災地の状況を見ておこう」位の軽い気持
ちで説明会に参加した。震災からまだ 4 ヶ月程度しか経っていなかったこともあり、それ
なりの数の塾生が興味を持ったようで、30 数名×10 期を超える参加希望者がおり、最終
的には抽選になった期もあった。3 回の事前勉強会では、南三陸町に関する基本的な情報
を調べたうえで、被災地での振る舞い方・被災者と会話する際の注意点等も教わったが、
その後実際に現地で見聞きしたことの印象が強すぎて、正直あまり覚えていない。 

8 月の下旬から第 8 期の参加者として南三陸町に
入った僕が最初に見たのは、スクラップのように
積み重なった車と、本来海に浮いているはずの
「浮き」が、海岸から 1km 以上離れた場所に隣り
合わせになって積み重なっている風景だった。月
並みな感想ではあるが、実際の風景を目の当たり
にした時の衝撃は、テレビで見ていた時のそれと
は比べものにならなかった。 

 見学している中で最も衝撃を受けたのは、やはり防災対策庁舎だった。現在の防災対策
庁舎は「震災遺構」として残すべく、不自然に人の手を加えてしまったせいで、センスの
ない現代アートみたいな無機質なオブジェと化してしまっているが、見学当時の防災対策
庁舎は津波で流されてきた配管や布きれが引っ掛かったままの生々しい状態だった。 
事前の下調べや報道である程度の情報は入手していたものの、実際に目の前で見た時に感
じた防災庁舎を含む周辺一帯の雰囲気の重苦しさはこれまで経験したことのないもので、
8 年経った今でも、その時抱いた何とも表現し難い負の感情は忘れられない。 
 その時が、「被災地の状況を見てみたい」という当初のうっすらとした参加動機から、
「この町のために少しでも役に立つことがしたい」という明確な活動のモチベーションに
変わり、ひいては南三陸町に足を運び続けることになるきっかけになったタイミングであ
ったと思う。 
 とは言っても、その時の僕には被災地で活動できる知識も経験もなく、ただ慶應の学生
へ割り振られた仕事に対し、一参加者として言われるがまま活動するほかなかった。2011
年の 8 月頃というのはいわゆる「復旧期」といわれ、仮設住宅への入居が進んでいた時期
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であった。僕のいた 8 期の活動は、ボランティア拠点(戸倉地区は「自然の家」という施設
だった)に集約された物資を他のボランティア団体と共に仮設住宅へ配送したり、入り口が
分かりづらかった仮設住宅の集落の看板を作ったり、子供たちに勉強を教えたり、とい
う、素人の学生でもなんとか役に立てそうな仕事であったが、どうしても「ボランティア
体験をさせてもらっている」感が拭い切れなかったように思える。 
軽トラへの荷物の積み方・仮設テントの立て方・紐の結び方一つとっても、現地の方々

や他のボランティア団体は慣れた手つきでこなしており、手伝いに来たはずの慶應生が方
法を教えてもらっている、という場面が度々あった。 
 当然、現地の方からの慶應生に対する目は厳しかったようで、「挨拶をしない」「修学旅
行気分」といったコメントは 1 期から言われ続け、実際に 8 期の活動中、同様の言葉を投
げ掛けられたこともあった。 

1 週間の活動期間はあっという間であった
が、南三陸町の悲惨さと自分の無力さを知るに
は十分な期間であった。東京に帰ってから事後
勉強会やプロジェクトスタッフの MTG に参加
し、学生である自分に何ができるか考えた結果
として出た答えは二つ。「継続して現地に足を運
ぶこと」そしてそれを「発信すること」。プロジ
ェクトの運営に携わることで、その二つに同時
に取り組むことができるのではないかと思い、
結果として失敗に終わった「慶應にボランティアセンターを設立する」という本プロジェ
クトから半分スピンアウトしたような企画への参加を経て、2012 年の 3 月からプロジェク
トのスタッフに加入した。以降は毎年、夏・秋・春に南三陸を訪れるようになった。 
 スタッフとして南三陸町を初めて訪れたのは、2012 年の 8 月だった。震災から 1 年以
上経ってもそれなりに関心のある学生が多く、初年度の 10 期とまではいかないものの、1
期当たり 20 名前後の参加者が 6 期に亘って南三陸町に足を運んだ。慶應の活動の中で珍
しく好評を得ていたベンチ製作や、本浜でのがれき撤去、西戸地区での土ブロック作成や
草刈りなど、2011 年度に比べればボランティア素人の大学生でも役に立てる活動が増えて
いたように思える(確かこの年くらいから、プロジェクトの団体名から「支援」が抜け、今
の「南三陸プロジェクト」となったと記憶している)。その一方で、震災直後とは別の「ボ
ランティアの難しさ」を実感したのもこの頃だったと思う。 
 当時、仮設住宅の掃除というのが活動の候補として挙がっていたが、結果的にはほとん
ど活動内容に盛り込まれなかった。理由としては、僕たち学生ボランティアの活動が、現
地の業者等の業務を奪ってしまうことが懸念されたからである。非常にミクロな世界では
あるが、僕たちの活動が地域経済に影響を及ぼしかねないことも考慮し、現地で依頼を受
けた中には一部お手伝いを断ったものもあったと思う。学生ボランティアとしてお手伝い
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できる(or お手伝いしていい)活動とは何か、ここの線引きが、新たに出てきたボランティ
アの難しいところであった。そんな中で、2012 年から始まった慶應の森での活動は、南三
陸町への貢献という点では「風が吹けば桶屋が儲かる」的な遠回りの活動ではありつつ
も、現地の方に迷惑をかけることのない、慶應独自の活動であったと思う。 
 2013 年からは慶應の森での活動も本格化する一方で、町での活動内容も「復旧」から
「復興」に移っていたと思う。震災直後から現地入りしていた団体が活動を終えていく中
で、慶應は継続的に南三陸町に来ていたことで、徐々に信頼を頂けたのかもしれない。活
動の最中に地場の美味しい野菜や海産物を食べさせてもらったり、船に乗せてもらったり
と、南三陸町の方々とボランティア以外での交流が活発化してきたように思える。そうい
った交流が増えるにつれ、僕は南三陸という町に徐々に魅了されていった。それに比例す
るように、僕の中で、南三陸にボランティアで行く、という意識はほとんど無くなってい
った。当時のプロジェクトのスローガン、「被災地ではなく、南三陸町へ行く」というの
は全くもってその通りであったと思う。 

 僕が南三陸での活動で最も楽しい(という表
現が相応しいのかはわからないが)と感じるの
は、福興市のお手伝いである。地元の名産が一
堂に会し、それを買いに町内外から人が集ま
る、まさに「市」である。観光協会や現地の若
手の有志団体である「南三陸ふっこう青年会」
が中心となって盛り上げている雰囲気がたまら
なく好きだ。2014 年、僕の学生時代最後の夏
に参加した時は、「かがり火祭り福興市」とい

うテーマで開催された。夕闇に映えるかがり火が幻想的であったのを覚えている。 
慶應は 2011 年から福興市のお手伝いに参加しているが、年々、福興市運営の戦力とし

て認めてもらえてきたようで、2018 年 8 月の福興市準備では、会場設営の全体顔合わせの
際、観光協会の方から「福興市設営の欠かせない戦力」とまでご紹介頂いた。 
個人的に嬉しかったのは、数十人の他大の学生たちも手伝いに来ている中で、テントの組
み立て等の設営準備をプロジェクトのスタッフが主導して進めていたことである。メンバ
ーも活動内容も違うものの、震災直後の活動では右往左往していた慶應が、現地の方から
も信頼を得て、イベントの設営をリードしている光景は非常に感慨深く、プロジェクトと
しての成長を垣間見た気がした。 
 だからこそプロジェクトの活動を終了してしまうのは非常に残念である。ただ、プロジ
ェクトが終わるからといって僕たち元スタッフが南三陸に行かなくなるわけではない。 
活動の中でお会いした複数の現地の方々が仰っていた言葉で、印象的な言葉がある。 
「南三陸町という町を忘れず、これからも来てくれることが一番の励みになる。」 
フットワークの軽い学生や、社会人としてはまだ若い僕たちが継続的に足を運び続け、そ
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れを発信することが、プロジェクトという母体が無くなってもできる僕たちのお手伝いだ
と思っている。本当に小さなお手伝いだけど、ずっと続けていきたいと思っている。 
 余談であるが、この前のゴールデンウィークにスタッフ有志で南三陸町に足を運び、平
成から令和に変わる瞬間をながしず荘で迎えることができた。その瞬間を南三陸で過ごし
たいと思い、スタッフ同士誘い合って企画した「活動」というよりは「旅行」である。 
そんな場所に出会うことができたのは、間違いなく僕の大学生活で一番と言っていいほど
の賜物であったと思う。 

         
最後に一つ、慶應の森について。森での活動内容について詳細は報告書の別のページで

述べられているので割愛するが、特筆すべきは、「のべ数百人以上の慶應生が南三陸町の
山中で森の整備・道づくりに取り組んだ」という事実である。このプロジェクトの活動終
了に際して僕が一番懸念しているのは、再び慶應の森が放置され、数多の慶應生の活動が
水泡に帰してしまうのではないかということだ。それはつまり、これまでのプロジェクト
の活動の半分くらいが否定されてしまうことと同義であると思っている。「慶應の森」と
いう一つの明確な活動拠点があったからこそ、震災直後のボランティア活動で他大学に遅
れをとっていた慶應が、一定の規模かつ継続的に学生を派遣し続けることができたのだと
言っても過言ではない。慶應義塾には森の適正な管理をお願いするとともに、(震災前、志
木高が研修旅行地として足を運んでいたように)南三陸町との学校全体での交流復活をご検
討頂きたい。その中で、慶應の森や南三陸プロジェクトの知見が役に立つことがあれば、
僕たちの活動も決して無駄ではなかったと言えるのではないかと思っている。 
 

廣田 貴一 理工学研究科 2016 年 3 月卒業 

『～「被災地」ではなく、「南三陸町」へ行く～活動を通して学んだこと』  

【要旨】 

私が初めて南三陸町に行ったのは 2011 年 8 月、当時私は大学 2 年生の時であった。そ
れまで東北には特に縁もなかった自分は、気づけば南三陸町に訪れはじめてから大学院修
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了までの約 4 年半、活動を続けてきた。そこには「被災地」という場所ではなく、「南三
陸町」という町の人々の営み・自然・食事があり、南三陸町に魅せられていた自分がい
た。現地の魅力や年月を経ることに浮かび上がる課題感に向き合う経験は、今の私自身の
価値観を形作っていると言っても過言ではない。本稿では、私自身が当時経験したことや
考えたことを中心に記載する。 
  
1. 慶應義塾・南三陸プロジェクトのスタッフになったきっかけ 

大学入学直後の私は、社会に対して何か役に立てる人になりたいと考えな 
がらも、どんなことに対して貢献出来たらよいかを見出せず、大学生活を持て余してい
た。大学 1 年が終わる春休みには、短期留学によりオーストラリアへ行っていたタイミン
グで震災は起きた。実際の揺れやその直後の現地がどんな状況なのか、知る由もなく帰国
した。帰国した後の私の身の回りは、未だに計画停電がなされていたり、当時アルバイト
先のコンビニエンスストアではおにぎりなどの食料品が全く届かない日もあったりした。
何が起きたかわからないが、ただならぬ事態であることははっきりと感じたことを覚えて
いる。何か東北にできることはないか、そして何が起きているのかを知りたいという純粋
な興味から、2011 年 8 月に南三陸町に初めて訪れた。 
地震から 5 か月経った当時でも、無数のがれきの山と生活の一端が垣間見える遺品の

数々を見て胸が痛む思いをしたのと、現地の方々の話を聞くことで精いっぱいだった自分
が悔しかったことを覚えている。ただそれ以上に印象深かったのが、現地の海や森といっ
た自然や食事の魅力、何より南三陸町の方々の明るさや、温かさである。一学生ができる
支援活動にはたかが知れている中でも、私たちに感謝やねぎらいの言葉、「若いから食っ

てけ！」と言って食事をいただく機会もあっ
た。私自身が逆に勇気づけられ、魅力的な町
だなと感じた。～「被災地」に行くのではな
く、「南三陸町」へ行く～という活動のスロ
ーガンの意味が分かった瞬間だった。こうし
て継続的に町や現地の人々と関わっていきた
い、そう思える学生が増えたらいいなという
思いから、スタッフになることになった。 

 

2. 当時の活動内容 

年月を経るごとに、現地のニーズも変わり私たちの活動内容も様々に変化してきた。震
災直後はがれきの撤去作業や、ベンチづくりを経験した。ベンチは作ったものを仮設住宅
の外やバス停前に設置した。当時人々に必要だったのは、現地の人々のコミュニケーショ
ンとその場であった。その後、夏にわかめの養殖につかうブイを固定するための土嚢づく
り、冬にはわかめの仕分けや芯抜き作業のお手伝いも行った。それぞれ身体的にも生活サ
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イクル的にもとてもハードな仕事でこれらの作業を年配の方々がこなしている現状を見
て、微力ながらも貢献できていることや作業の担い手の必要性を感じた。 
震災が起きた年から、最近まで一貫して

お手伝いしていたのは、福興市という南三
陸町のイベントでの準備、片付け、売り子
の手伝いである。町の人々が一同に会して
再開を喜んだり、近況を話し合う姿を見た
り、現地の方々とコミュニケーションを取
りながら売り子としてお手伝いをすること
が私の好きな作業の一つであった。つらい
時こそ人々が集うことの意義・その可能性を感じた。 
がれきの撤去がひと段落したあと、これまで行っていた作業の人手の必要性が減り、

我々が現地に対してすべきこと、できることを再考するタイミングがやってくる。そこか
らは慶應の森を中心とした作業に移った。森での道づくりや現地の子供たちを巻き込んだ
森でのイベントも行った。そこでは森と海の密接な関連性や人々の営みとの結びつきも同
時に学んでいった。 

3. 活動に参加して学んだこと 

 私が本活動を通して学んだことは大きく分けて 3 つある。1 つは「支援」とは何かであ
る。まず 4 年半を通して感じるのは、フェーズに応じて必要な支援やかかわり方が大きく
変わることである。私が在籍していた 4 年半でも復興のフェーズやそのスピード感は常に
不規則で、その時々に応じて求められる役割は異なっていた。活動全般において言えるこ
とは、とにかく現地の方々に迷惑をかけないようにすることである。私たちがいること
で、かえって気を遣わせ邪魔になってはいけないということは、現地活動中に何より意識
すべきことであった。がれき撤去などのライフラインを整える支援が終わった後、我々が
すべきこと、できることは何だろうと考えた時期において、特に上記のことは意識したう
えで、森での活動を選択した。またあくまで復興の主体者は現地の方々であり、私たちで
はないということ、そのうえであえて私たちがやるべきではない支援があるということも
活動を通して学んだことである。 

 2 つ目は震災を通して起こるコミュニティの問題である。4 年半現地で活動をすること
で、現地の方々のコミュニティでの問題やメンタルでの問題など、様々な事象を聞く機会
があった。それらは震災が引き金を引いているものの、一概にすべて震災が原因とはいえ
ないポイントもある。震災直後は現地の子供たちの心的外傷などが問題としては目立って
いたが、時が経つにつれ、子をもつ母親の子育てにおける心理的ストレスや復興の中心人
物だった人々の身体的・心理的疲労なども目立つ時期があった。こうした状況において、
町に何が求められているのか、どんな環境が必要なのかを考える機会は一つの町をみる中
で大きな学びだった。 
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 3 つ目に学んだことは、震災・社会的な問題に直面した時の、私たち一人一人の役目や
リーダーシップである。震災直後現地の方々からは、感謝の言葉と共に、こうした震災か
ら自分の身を守ることについて言葉をいただく機会が数多くあった。「津波てんでんこ」
（てんてんばらばらになったとしても、とにかく自分の身を守ること）という言葉にある
通り、東日本大震災から学んだことを今後起こりうる震災に備えて対策をすることが活動
をして現地を知る私たちが率先してすべき役目であることを学んだ。そしてこうした震災
や、社会的な問題に対して、常に自分自身がアンテナを張ってその時に行動を起こせる人
間になることが社会におけるリーダーだと、この活動を通して長沖先生に教わったことで
あり、実感したことである。 

          

4. 終わりに 

大学生という自由に物事に打ち込める時期に東日本大震災が起き、私自身はこの大学生
活の大半を南三陸町という一つの町に携わることができたことを誇りに思っている。未曽
有の被害を受けたこの町に対して、自分たちができることは何だろう？どういうスタンス
で我々は関わるべきだろう？と答えのない問いを考え抜く経験そのものが貴重なものであ
った。それと同時にこの活動を通して、南三陸町の町民の方々だけでなく、長沖先生をは
じめ、プロジェクトに携わる数多くの仲間と出会って、町の魅力に触れ、楽しい時間を過
ごせたことを心より感謝している。震災から 8 年が経つ中で、このプロジェクトが残せた
功績は、継続的に顔の見える関係性を築き上げたことだと感じている。私自身もこれから
も継続して町に訪れ、町の人々との再会を楽しみ、自然や食事を堪能するつもりである。
そして、これからも社会の様々な問題に対して、自分から行動を起こしていけるように学
生時代の学びを心に留めておきたい。 

最後に、この場をお借りして貴重な経験を得る場となった、慶應義塾・南三陸プロジェク
トにおいてお世話になった皆様に、心より感謝申し上げる。 
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 佐藤 幸太郎 商学部 2017 年 3 月卒業 

『慶應義塾・南三陸プロジェクトを通じて地域社会に学ぶ』  

【要旨】 

4 年間プロジェクト学生スタッフとして活動し、南三陸町という一つの地域に深く関与
しながら、行政、インフラ、経済・産業、伝統・文化、コミュニティ、教育、ボランティ
ア、ダイバーシティといったあらゆる側面から復興支援を考え抜いてきた。学生スタッフ
として継続的に南三陸町へ訪れることは、インターンシップや課外授業等と比べても、非
常に価値のある生きた学びの機会となった。本稿では、筆者がプロジェクト活動から感じ
たことや学んだことを書かせていただく。 

  
1．自身の東日本大震災の経験 

私は宮城県岩沼市の沿岸部にある玉浦地区の出身である。私が高校一年生のとき、東日
本大震災が起きた。当時、私は仙台の高校に通っていたが、その日は高校受験の都合によ
り学校は休みであったため、自宅に 1 人でいたときに大地震に襲われた。 

海から自宅までは約 1.5 ㎞あるが、津波が自宅まで押し寄せるとは夢にも思わなかっ
た。自宅は、津波により床上 20 ㎝程度浸水。冷蔵庫や給湯器などの家財が使えなくなっ
たものの、一階部分をリフォームすることで問題なく居住を続けることができた。 

  
2．慶應義塾・南三陸プロジェクトのスタッフになったきっかけ 

私は大学でのサークル等を選ぶにあたり、漠然と、社会の役に立つような活動を行いた
いと思っていた。慶應義塾大学に入学してすぐ、新入生歓迎のビラ配りが行われていたと
き、来往舎を通りかかった際に「南三陸プロジェクト」の文字が目に入ったため、話を聞
いてみることにした。プロジェクトの説明を聞いて印象に残ったことは、慶應義塾と自分
の出身である宮城県につながりがあることを嬉しく思ったことに加え、プロジェクトでは
実に様々な活動が行われていたことである。私が思っていた「ボランティア活動」の概念
も大きく変わった。また、プロジェクトの説明をしてくださった先輩からは、南三陸町が
好きだという思いが伝わってきて、楽しみながら、生き生きと活動されている印象を受け
た。 

地元宮城県と関わりを持ち続け、震災の経験や恩を忘れないようにし、何かしら社会の
役に立つことに力添えできればという思いからプロジェクトの活動に加わることを決め
た。 

  
3．現地プロジェクト活動に参加して感じたこと 
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現地プロジェクト活動に初めて参加したのは 2013 年夏の活動のときである。防災対策
庁舎、さんさん商店街、五十鈴神社、慶明丸、志津川中学校、戸倉中学校(現在の戸倉公民
館)、神割崎などを訪れ、町内の見学を行った。加えて、慶應の森での遊歩道作りのほか、
雨天時に伊里前福幸商店街や気仙沼の見学に行った。 

宮城県出身ではあったものの、南三陸町に訪れたのはその時が初めてであった。キラキ
ラ丼を堪能し、慶應の森に訪れ、南三陸町は海と山に囲まれた自然豊かな町で、漁業が基
幹産業であることを五感で実感した。 

現地プロジェクト活動を通じて南三陸町の魅力を知る第一歩になったとともに、南三陸
町の当時の復興状況を知る貴重な機会にもなった。当時は、町の様子を見て、住まいの復
旧がまだまだ整っていないと思った。山を切り崩して住宅地にする計画を見たときは、一
体いつ完成するのだろうと想像が及ばなかった。 

私の地元の岩沼市沿岸部は平野が広がっているため、復興住宅もその平野の一部に盛り
土をして建築された。地形や被災状況の違いはもちろんあるのだが、南三陸町との復興計
画の違いについて再認識でき、市町村・地区毎に復興のあり方・スピードに違いがあり、
それぞれの被災地域を「被災地」と一括りにせず、地域による違いを理解することが重要
だと知ることができた。そして、被災者についても、一人一人が違うということを理解し
て、関係を築いていく必要がある。私の自宅は床上浸水の被害で済み、震災後約 1 か月で
自宅での生活が再開できた一方、家を失った方や家族を失った方もいる。 

プロジェクト代表教員の長沖先生が仰っていた「『被災地』に行くのではなく、『南三
陸町』へ行く」、「顔の見える関係」を築くという言葉の意味が、現地プロジェクト活動
に参加したことで少しだけわかった気がした。 

現地プロジェクト活動を通じて、「復興支援」の概念も変わった。これまでは、がれき
撤去や清掃、炊き出しといった活動をイメージしていたが、南三陸プロジェクトでは仮設
住宅でのお茶っこやベンチ製作などのコミュニティ形成支援、お祭りへの参加、そして慶
應の森での遊歩道整備などの様々な活動を行っており、「復興支援」のあり方は変化して
いるのだと感じた。 

特に、慶應の森での活動は、町の方に迷惑を
かけることの無いようにという思いがあって、
慶應義塾の持つ資源を活用して粛々と地道な活
動が続けられていた。私はこの活動スタンスに
共感している。地域経済の主役はその地域住民
であり、住民が自分たちでできること、あるい
はしなければならないことを外部の人が手助け
するのはかえって住民の自立を妨げてしまうの
ではないかと考えるからである。「復興支援」の捉え方は人それぞれ違って良いと思う
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が、自分が主体的にできる支援を考え抜き、行動に移していくことを私はこれからも実践
していくつもりである。 

  
4．学生スタッフだからこそ経験できたこと 

学生スタッフとして定期的に南三陸町を訪れるようになり、「顔の見える関係」を築く
ことの重要性を真に理解できた一方、慶應義塾南三陸プロジェクトがどのような活動を行
っていくべきなのか、復興支援とは何なのかという難しい問いにぶつかった。 

学生スタッフあるいはコーディネーターとして南三陸町に行かせてもらい、町の方々と直
接話をする機会が増えたことは、顔の見える関係を築いていくうえでも非常に有意義であ
った。コーディネーターは、南三陸町の方々とプロジェクトとの窓口の役割を果たすとと
もに、活動内容の企画を行う。活動内容を決めるにあたって、例えば観光協会や森林組
合、仮設住宅の自治会長の方などからお話を伺う。こうしたことを何度かやらせてもらう
ことで、自然と町の方とも顔見知りになり、色んなお話を聴かせていただけるようになっ
た。伺ったお話の中には、多くの世帯が他地域に移転し残された世帯がとても寂しい思い
をしているとか、寄付された物がたくさん余っていて困っているとか、復興のためのイベ
ントがマンネリ化しているとか、地域のお祭りが再開するなどのお話があった。我々が町
を訪れ、顔を見せてくれることが町の方にとって「励みになった」という話も聞くことが
できた。地域に寄り添った復興支援のあり方として、「顔の見える関係」を築いていくと
いった地道な活動の積み重ねが何よりも大切なのだろうと感じた。 

しかし、こうした顔の見える関係性を築くのは長い時間がかかるし、首都圏との距離とい
う現実的な問題もあるため、各人の熱意も不可欠だと感じた。そうして直面したのが、慶
應義塾南三陸プロジェクトがどのような活動を行っていくべきなのか、復興支援とは何か
という問いである。結論としては、2016 年の秋にプロジェクトのスローガンが「『被災
地』に行くのではなく、『南三陸町』へ行く」から「南三陸町のサポーターになろう～慶
應の森から南三陸町とつながる～」へと変更された。南三陸町の魅力を知り、発信し、人
とのつながりを大事にし、最終的に南三陸町を好きになってもらうことを目指していくこ
ととなった。 

今の南三陸町に必要なものは何か、自分たちに何ができるのか、何をしていきたいのか、
見つめ直した結果である。学生スタッフだったからこそ、復興支援のあり方についてスタ
ッフや教員とも対話を重ね、より深く、多面的に考えることができたと思っている。 
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5．終わりに 

南三陸町という一つの町に継続して訪れ、地域の経済・産業、伝統・文化、コミュニテ
ィ…、そして温かい南三陸町の方々に接することができた。私はプロジェクト活動を通じ
て地域社会に寄り添い、復興支援のあり方を考え続けてきた。そして、4 年間のプロジェ
クト活動から見えてきたものは、それぞれの地域を支える一人一人の町民の姿であった。 

これからも南三陸町に行き続け、ささやかながら応援していきたいと思っている。 

最後に、この場をお借りして、これまでお世話になった皆様に厚く御礼申し上げますとと
もに、慶應義塾大学におかれましては、こうした有意義な活動を今後も積極的にバックア
ップしていただき、多くの学生が実りある経験を積むことができるようご支援をお願い申
し上げたい。 
  

北村真莉子 文学部国文学専攻 2019 年 3 月卒業 

『プロジェクトを終えるにあたって』 

私がはじめて南三陸プロジェクトの活動に参加したのは、2015 年 GW、大学 1 年生の
ときである。震災が発生した中学 2 年生のときには、被災地へ行く一歩が踏み出せず、そ
のことをずっと悔やんでいた。そのため、震災から 4 年たった今でもボランティアするこ
とがあるなら、と参加を決めたのである。大学 1 年の夏活動からは学生スタッフとして南
三陸町を訪れ始め、次第に町の魅力の虜となり、大学卒業まで南三陸プロジェクトに在籍
し続ける結果となった。 

プロジェクトで過ごした 4 年間は、私の大学生活の中で一番大きな割合を占めていると
いっても過言ではない。それほどまでに、私はこのプロジェクトで多くの学びを獲得し、
視野を広げ、人間としても一歩成長することができた。本スタッフコメントでは、私がプ
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ロジェクトでボランティア活動をしたからこそ気づけたこと、そして、プロジェクトとい
う組織自体によって成長した経験を書かせていただく。 

  
○学生の成長の場 

南三陸プロジェクトは、学生を成長させる場としても、長沖先生は存在させてくださっ
ていた。もちろん、先生方も要所ではフォローしてくださっていたが、基本的にプロジェ
クトは学生が主体となって運営(広報・渉外・企画など)しており、多くの人とコミュニケ
ーションを取る機会があった。スタッフになったばかりのときは、数歳しか違わない先輩
方のきびきびとした様子に憧れたものである。私もスタッフになった夏活動からはその一
端を担うようになったが、初めはスタッフになったことを後悔することが度々あった。元
来、人前での発表や指示出しを苦手分野としてずっと避けていたため、私にとってスタッ
フの仕事内容は逃げ出したくなるものだらけだったのである。ただ、ある意味幸いなこと
に、スタッフの人数が少なかったことに加え、人前で話す機会も多く用意されていたがた
めに、逃げてばかりもいられなくなった。例えば、スタッフの以下の仕事である。 

・事前勉強会では進行役を司るほか、参加者に向けてプロジェクトの概要等の説明をす
る。 

・活動中は、参加者に対して町の案内や活動・作業道具の扱い方の説明をすることのほか
に、生活面に関する統制や時間管理も行う。 

・現地の方への御用聞き等を通じて活動内容の決定をする。 

・連合三田会大会や矢上祭では、ブースを訪れた方にパネル展示や販売物の説明をする。 

・スタッフミーティングでは、自分たちで決めた議題をもとに進行させていく。 

また、渉外（窓口）を担当した時には、迅速に問い合わせに応えるためにも、他の人から
対応の指示をもらうまでメールを放置するわけにもいかず、時には自分の判断で返信する
ことが求められた。極めつけは学生代表をやらせていただいたことで、プロジェクトの顔
として逃げ腰ばかりではいけないと、弱気な自分から脱しようと腹をくくる契機となっ
た。 

些細なことではあるが、こうした場数を数多く踏めたこと+先生方による、時には厳し
い注意、さらには私自身に対する改善すべき点の指摘、アドバイスのおかげで、大学入学
前に比べると相当に成長することができた。社会人生活でも、プロジェクトで得た度胸・
視野を広げること・主体性などは、着実に活きていると感じる。先生方や先輩方がよく口
にされていた「プロジェクトは学生が成長するための場」という言葉。震災ボランティア
団体の役割だけでなく、「学生を成長させるために」という志がスタッフの中に浸透して
いたからこそ、失敗や要領の悪さを招いてしまっても、私は最後まで渉外や学生代表を務
める機会をいただけたのだろう。堪忍袋の緒を切らさず、気長に見守り続けてくださる方
に溢れたプロジェクトで大学 4 年間を過ごし、成長できたことは大変に恵まれていたと、
感謝の思いで一杯である。 
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○プロジェクトでのボランティアだったからこそ得られた経験 

 「被災地ではなく南三陸町へ行く」 このスローガンは、私が初めてプロジェクトに参
加したときのものであるが、はじめはよく理解できなかった。ただ、私の思い描く、体力
を使い、奉仕するだけの被災地ボランティアとは何か違う、そうした印象はあった。 

プロジェクトの活動に参加し始めた頃は、ボラ
ンティアとして行くからには、と被災地で震災
の話を一つでも多く聞き出すことに必死だっ
た。ただ、何度も町を訪れるうちに、どんどん
町の魅力の虜になっていった。美味しい食べ物
や綺麗な海。きりこや獅子舞、鹿踊といった魅
力的な町の伝統芸能。また、町の方が顔を覚え
て「久しぶりね、元気にしていた？」「まりち
ゃん、おかえりなさい」と声をかけてくださる
ようになり、被災者―ボランティアでなく、町の方―私という関係に移り変わると、次第
に町と触れ合うこと自体が楽しいと思えるようになった。 

「ボランティアとして町のことを学ぼう」という形式的な思い・義務感でなく、純粋に
町が好きになった頃からだろうか。自然災害の恐怖を強く感じるようになった。―今目の
前にいる方たちは、8 年前、私たちにとっては映像の景色でしかない惨状の中にいたの
だ。日常の光景が瞬く間に消えて行き、当たり前という概念が破壊されていく。自分にと
っての非現実が、当たり前の景色となってしまう寂しさ。被災地ではなくこの南三陸町で
起きた出来事なのだ。私たちとなんら変わりのない平凡な町が舞台となり、その事実は現
在まで続いているのだ―こうした感情を得て、町の方と交流するようになってからは、随
分と物事の捉え方が変わった。例えば、台風や竜巻といった自然災害のニュースをただ
「かわいそう」と聞き流すのではなく、「自分だったら何を最優先に、どこに逃げるの
か」と当事者意識を持って考え、家族とも情報共有するようになった。また、町の方が震
災前の記憶を受け継ぎ、今もなお各々の心の中に昔の南三陸町が息づいているのを感じる
と、「災害で自分の町が壊滅したとき、自分は果たして語り継げるのだろうか」「この町
に根づく歴史を後世に伝えられるのだろうか」と問うようになり、自分の町の歴史や伝統
行事・文化への関心を高め、地元と関わる機会が前に比べてぐんと増えた。 

もちろん、ボランティア活動をする上での心構えも大きく変わった。「ボランティアを
するために被災地に行く」のではなく、「被災地(南三陸町)が好きだからボランティアを
する」となったのである。この思いが原動力となったことで町とディープな関係を築き、
多くの魅力にも気づくことができた。私の場合は、南三陸町と関わるうちに神社への関心
が高まった（多くの場合高台にあるため、震災当時も避難場所となった。また、伝統神細
工きりこや御神楽・獅子舞といった伝統芸能の継承など、神社は各土地の特色に溢れてい
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る）。そのほかにも、海鮮（特にウニ・牡蠣・タコ・わかめ）の美味しさ、満天の星空・
真っ青に輝く綺麗な海・町を取り囲むように存在する山々の美しさにも目覚めてしまっ
た。こうした思いが深まれば深まるほど、震災当時のことに頭を巡らすと苦しくなり、
「町の方が強い信念をもって語る震災の事実をもっと世に広げたい。亡くなってしまった
方の命を未来に生かし、これ以上悲しみに突き落とされる人をなくしたい」という志で活
動に臨むようになった。 

4 年間の自分の心境の変化を振り返ると、きっと、いわゆる「ボランティア」としてだ
けの活動では、表面上学んだだけで震災を知った気になっていたに違いないと感じる。町
の方と笑い、おしゃべりをして楽しい時間を共有することも大切にしてきたからこそ、町
の方の笑顔が奪われ、苦しい思いをした時期があることを痛切に感じ、そして、東日本大
震災がもたらした甚大な被害を他人事とせず捉えられるようになったのではないだろう
か。 

  

○最後に 

今年の 2 月に南三陸町を訪れ、町の方とプロジェクトの今後についての話をしたとき、
町の方が「○○さんと連携できないか声かけてみるよ」「こういう形で継続できないの
か」などとプロジェクトの未来について案じ、継続できる道を積極的に模索してくださっ
た。そのとき私は初めて、南三陸プロジェクトは町の方に受け入れられてきていたのだと
実感した。正直なところ、「プロジェクトで何か手伝わせていただく」「プロジェクトの
ために講演していただく」と私たちからの一方的な関係になっているのではないかと懸念
していたため、このように言っていただけたことは、8 年間築き上げられてきた南三陸町
とプロジェクトの関係性がはっきりと見えた気がしたのだ。中でも、「被災地と東京を結
ぶ橋渡しになってほしい」という言葉が印象に残っている。都会で生活する人間、特に発
信力のある若者に町の現状を伝える術が見出せないので、プロジェクトが南三陸町と東京
との橋渡しになって発信し続けてほしいという思いによるものである。残念ながら、プロ
ジェクトとしてその思いを果たすことは難しいだろうが、多くのスタッフがこれからも町
を訪れ続けるに違い。私も、4 年間で大切な場所となった南三陸町をこれからも訪れ続
け、町の復興の様子を追い続けたい。そして、１人でも多くの人に南三陸町へ興味を持っ
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てもらうためにも、まだまだ町に寄り添えることがあるならば、微力ながらも関わってい
ければと思う。 

最後に、私たち学生が、大変貴重な経験を得る場となったこの南三陸プロジェクトの活
動を長いこと見守り、ご支援くださった皆様に、心より感謝申し上げます。 
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１１．お世話になったながしず荘にて・・・ 
 ながしず荘は 2011 年の夏活動から、当プロジェクトのベース基地としてお世話になりま
した。活動に必要な道具類をたくさん置かせて頂き、また学生に基本的な道具の使い方など
を教えて頂きました。プロジェクトが続けてこられたのも多大なるご協力のおかげです。 
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１２．謝辞 
南三陸町においては、あるいは、南三陸町へ向かうに際し、数々の方の温かいご協力をい
ただきました。 
 
現地でお世話になった方々 
 
我妻和樹さま、阿部明さま、阿部寿男さま、阿部たつ子さま、阿部徳治さま、阿部民子さ
ま、阿部拓三さま、阿部靖さま、阿部富士夫さま、安藤仁美さま、伊藤卓朗さま、猪又隆
弘さま、及川博道さま、及川まきさま、及川媛さま、及川逢さま、及川庸さま、及川渉さ
ま、及川善祐さま、遠藤サチさま、遠藤栄一さま、遠藤あえ子さま、遠藤健さま、遠藤彩
さま、遠藤志月さま 遠藤このかさま、大場（後藤）黎亜さま、岡本美架さま、川瀬摂さ
ま、工藤大樹さま、厨勝義さま、黒川敦さま、後藤一磨さま、西城寛さま、西城せいこさ
ま、西城さま（横山観光）、佐藤可奈子さま、佐藤久一郎さま、佐藤信一さま、佐藤仁さ
ま、佐藤幸隆さま、菅原幸広さま、菅原きえさま、鈴木卓也さま、首藤史明さま、高橋晋
作さま、高橋長泰さま、高橋文さま、高見さま（横山観光）、太齋彰浩さま、千葉裕美さ
ま、寺園さま、中村未來さま、畠山幸男さま、畠山享さま、蛭田幸二さま、平井和也さ
ま、深尾大樹さま、藤田岳さま、松岡孝一さま、松岡由香利さま、松野三枝子さま、三浦
さき子さま、三浦幸子さま、三浦貴裕さま、三浦智幸さま、峯岸鉄平さま、宮本隆之さ
ま、山内明美さま、山内日出夫さま、山内松吾さま、山内正文さま、横浜康継さま、吉川
由美さま、渡辺啓さま、 
 
株式会社佐久の皆さま、さとうみファームさま、慶明丸さま、西城魚店さま、西戸地区の
みなさま、自然の家ボランティアセンターの皆さま、高長醸造元さま、タブの木のみなさ
ま、チャイナ・テントさま、東京荏原三玉会のみなさま、戸倉公民館の皆さま、戸倉地区
仮設住宅自治会長の皆さま、在住の皆さま、戸倉地区の漁師の皆さま、戸倉復興支援団の
皆さま、ながしず荘の皆さま、長清水地区の皆さま、波伝谷地区の皆さま、松野やさま、
丸平木材株式会社さま、南三陸・海のビジターセンターの皆さま、南三陸応援団の皆さ
ま、南三陸森林組合の皆さま、南三陸町観光協会の皆さま、（旧）南三陸町自然環境活用
センターの皆さま、南三陸町社会福祉協議会（ボランティアセンター）の皆さま、南三陸
町福興市実行委員会の皆さま、南三陸町復興推進ネットワーク（373ネット）の皆さま、
南三陸ふっこう青年会の皆さま、南三陸町町役場の皆さま、南三陸町立戸倉小学校の皆さ
ま、南三陸ネイチャーセンター友の会の皆さま、宮城県漁業協同組合の皆さま、宮城県立
志津川高等学校の皆さま、宮城県立志津川高校生徒会の皆さま、宮城県立志津川高校自然
科学部の皆さま、横山観光さま、寄木地区の皆さま 
 



- 72 - 

ADK南三陸町復興支援プロジェクトの皆さま、YES工房の皆さま、ENVISI（きりこプロ
ジェクト）さま、キッズドアさま、プレーワーカーズさま 
 
南三陸町に行くにあたってご支援を受けた方々 
 
安東知哉さま、石井洋平さま、海瀬亀太郎さま、鏑木文隆さま、工藤義信さま、田中英男
さま、永井克直さま、中山輝幸さま、林真由さま、松尾由美子さま 
伊豆箱根バスさま、株式会社ドールさま、名鉄観光サービス株式会社さま、B-R サーティ
ワンアイスクリーム株式会社の皆さま、渡辺パイプ株式会社さま、杉並三田会の皆さま、
世田谷三田会の皆さま、仙台三田会の皆さま、1952年三田会の皆さま、調布三田会の皆さ
ま、不動産三田会の皆さま、林業三田会の皆さま、連合三田会のみなさま 
慶應義塾高等学校柔道部の皆さま、塾高柔道部励ます会の皆さま、慶應義塾生活協同組合
さま、慶應塾生新聞会の皆さま、慶應義塾教職員・学生の皆さま 
 
また、慶應義塾未来先導基金（2011年）、日吉調整予算（2011年、2013年～2019年）の
助成をうけました。 
 
その他お世話になった皆様にこの場を借りて深く感謝申し上げます。 
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１３．編集後記 
 本報告書は 2019 年度学生スタッフが作成を担当しました。そこで各スタッフの想いを伝
えたいと思います。 
 

奥島 ひかる 法学部政治学科 4 年 

 本報告書の編集に携わった現役スタッフは、2011
年 3 月の発災時は小学生や中学生でした。横浜に住
んでいて当時中学１年生だった私は、発災直後の南
三陸町をこの目で見てもいなければ、先輩スタッフ
や先生方のようにすぐ行動することも出来ませんで
した。前回の報告書を読むと、発災間もない南三陸
町での緊張感、初期の葛藤がひしひしと伝わってき

て、その時ただテレビ画面を見ているしかなかった自分が、このプロジェクトで南三陸町と
向き合っていいのだろうかという負い目を感じることもありました。  
しかし、だからこそ人一倍「今何が求められているのか」を探らなくてはと、私たちは町

に足を運び続けてきました。本報告書は「今何が求められているのか」を探し続けたその記
録だと思っています。その問への答えは常に変わっていき、また正解もありません。  
今の形態での活動を離れても、私たちのすることは、この問を考え続けることに変わらな

いと思っています。  
最後に、大好きな南三陸町の皆さんとお世話になった関係者の皆さんに改めて感謝申し

上げます。 
 

中西 宏揮 環境情報学部 4 年 

報告書をお読みいただきありがとうございます。
南三陸の状況はいかがだったでしょうか。私は南三
陸に接する中で、長期的な関わりの重要性をひしひ
しと感じておりました。被災直後は多くの災害ボラ
ンティアが参加され、住民との短期的な関わりが多
かったと聞いています。しかしこの状況が続くと、
住民は新たな関わりを作る疲れが出てきていたよ
うに感じました。だからこそ南三陸プロジェクトが
長期的な関係を構築することで、街の人々に少しでもほっとしてもらえるコミュニケーシ
ョンが生まれていたのは、とても意味のあることだったと思います。このような関係性を構
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築するのは簡単ではなく、被災直後から南三陸で活動してきた先輩方と、外から入ってきた
慶應生を暖かく迎えてくれる街の雰囲気があったからです。だからこそ 8 年に渡って築き
上げたつながりに感謝し、今後も南三陸のサポーターとして行動していきたいと思います。
今までありがとうございました。 

 

後藤 優佳 法学部法律学科 4 年 

「海が好き」初めて南三陸町を訪れた時に町民の方がお
っしゃった言葉です。私はそれが不思議でなりませんでし
た。津波の被害に遭ったにも関わらず、なぜ「好き」と言
えるのだろうと。それから町の方々と交流を深めるうちに、
私は南三陸町を被災地としてしか見ていなかったのだと
気づきました。震災が起きるずっとずっと前から海ととも
に生きてきて、町の方にとっては欠かせないものだと気づ
いたのです。それからもっと南三陸町のことを、人のこと
を知りたいと思い、学生スタッフになりました。 

 私たちは今年度でいったんプロジェクトの活動を終えることになります。ボランティア
とは／支援とは何か、そして本当に自分たちの活動に意味があったのか、この決断をするに
あたり何度も何度も考えました。結論は出ませんでした。しかし最後の活動で１つだけ分か
ったことがあります。「繋がった縁は生き続ける」ことです。これから私たちができること
はその縁を絶やさないように南三陸町に行き続け、そしてその縁を少しずつでも広げてい
くことだと思っております。 
 今まで当プロジェクトを率いてくださった長沖先生、ご支援いただいた皆様、活動に参加
してくださった参加者の皆様、そして何よりも当プロジェクトを受け入れてくださった南
三陸町の皆様に心より深く感謝申し上げます。 
 

浅場 瑞穂 法学部法律学科 4 年 

 東日本大震災は、自分自身が海の近くに住ん
でいるため他人事と思えず、大きな衝撃を覚え
た出来事でした。そんな私が初めて南三陸町を
訪れたのは、高校 1 年生の夏です。実際に現地へ
行って少しでも力になりたいという想いがあ
り、カウンセラーとして東北の方の支援をして
いた父の力を借りて気仙沼で写真洗浄ボランテ
ィアをし、その帰りに庁舎を見て言葉を失いま
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した。一度きりで終わらせたくなかった私は、大学に入学して偶然プロジェクトの存在を知
り、夏季活動に参加しました。その際、あまり変わらない町の姿に驚くとともに、町の方と
の触れ合いを通して震災のことや人の温かさを知り、継続的に力になりたいと感じてスタ
ッフになりました。プロジェクトを通して学んだ災害時の教訓や命の大切さは今後の人生
の糧となるものであり、出会えたすべての方への感謝の気持ちでいっぱいです。自分の人生
を振り返った時、一人ひとりの何気ない毎日を守りたいという想いが強く、来春より生命保
険会社に就職します。社会人になると現地へ足を運べる回数も減るかと思いますが、例え離
れていても、町の皆さんのことを想いながら社会貢献していきたいと思います。 
 

伊藤 壮一郎 文学部教育学科専攻 3 年 

私と南三陸プロジェクトとの出会いは、入
学直後に行われたガイダンスで配られた１枚
のチラシです。小学校６年生の頃、テレビ越し
に見た衝撃的な場面の数々がフラッシュバッ
クし、大学生になった自分が、「被災地」に何
ができるのかと、参加することにしました。し
かし、東京から数時間、たどり着いた先にあっ
たのは、「被災地」ではなく、南三陸町の自然

と街並み、そしてそこに住む方々の生活の営みでした。この時、同じ場所に行き、同じもの
を食べ、同じ人々と会う、このプロジェクトがしてきたことの意義を痛感し、感銘を受け、
スタッフとして携わらせて頂くことに決めました。微力ながらスタッフとして、年に数回、
南三陸町に行く中で、行く度に変わる道路、何度行っても変わらない痕跡、その中で生きる
方々の暮らしに少しでも関わらせて頂いたことは、自分の人生にとってかけがえのない宝
物です。これからも、形や頻度は変われど、南三陸町を心に抱き、生きていきたいです。 
 

星野 琉 文学部美学美術史学科 2 年 

私が活動に携わらせて頂いた期間は学生スタッフの中では
一番日が浅いですが、南三陸町の方々には訪れる度に温かく
迎えて頂きました。 

2011 年当時の状況を私は直接目にしておりませんが知れ
ば知るほど、町の方々の溢れんばかりのエネルギーや先輩方
が築き上げてこられたものの大きさを切に感じていました。
だからこそ、先輩方から引き継ぎ、ボランティアとして何か
町のためになることはないかと胸に刻み、南三陸町に足を運
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んでいました。ですが、南三陸町の方々、先生方、支援して下さっている方々のご尽力があ
って初めて活動を行えていること、活動期間中もずっと自分は支えて頂いているんだなと
感じるばかりでした。私はそれだけ沢山の人の思いがこの慶應義塾・南三陸プロジェクトに
は詰まっていると思います。この報告書を通じて、プロジェクトに込められた思いと南三陸
町の魅力を少しでも感じていただけたら幸いです。 
  

阿部 公美子 法学部政治学科 2 年 

南三陸プロジェクトスタッフの法学部政治学
科２年の阿部公美子です。私が南三陸プロジェク
トに加わろうと思った理由は、南三陸は私の父親
の出身地で、私の第二の故郷でもあるため、昔か
ら親しみがあったからです。東日本大震災の被害
を受けた南三陸を元気付けたいという思いが小
学生の頃からありました。そこで高校生の時に、
南三陸で復興市のお手伝いをさせて頂いたので

すが、そこで南三陸プロジェクトの先輩方がブースを出して、地域の方々と楽しそうに交流
されている姿を見て、大学入学後参加を決めました。 
プロジェクトには１年生の頃から入らせて頂いているのですが、自分が行なっている他

の活動との兼ね合いがあり、結果的に南三陸プロジェクトの力になれず申し訳なく思って
います。ですが復興市に南三陸プロジェクトの一員としてお手伝いさせて頂き、地域の方が
家族のように歓迎してくださった時の嬉しさが心に強く残っています。そのため大学を卒
業し社会人になった後も、南三陸町の方々と継続的に関わりを持って行けたらなと思いま
す。 
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１４．おわりに 

慶應義塾大学 法学部政治学科 4 年 大山 友華 
 

本報告書は慶應義塾・南三陸プロジェクトが今年度をもって震災の年と同じ形での活動
を終えるにあたり、当プロジェクト約 8 年間の軌跡を収録しこれまでご支援頂いた方々に
感謝の気持ちをお伝えするとともに、これからどういった形で南三陸町に関わっていける
のか、今後の活動の在り方について読者の皆様にも考えて頂きたい、という思いから作成す
ることになりました。 
私が当プロジェクトに初めて参加したのは 2017 年の GW、大学 2 年生の時でした。他の

現役学生スタッフも一番長い者で 2016 年度からの参加で、約 8 年間続く当プロジェクトの
一部分しか関わってきませんでした。現役学生スタッフが携わっていない 2016 年度以前の
活動に関しては、過去の活動報告書、ミーティング議事録、参加者が毎期ホームページにア
ップしているブログなどを参考に執筆致しました。 
しかしそれだけの情報では、学生がこのプロジェクトを通して何を見て、何を感じ、何を

学んだのか、「生の声」をお伝えするには不十分だと感じ、プロジェクトスタッフ卒業生の
方々にも執筆をお願いすることになりました。この「10．活動を終えるにあたって」の章で
は、「支援」とは何か？、我々のスローガンに込められた意味、これまで築いてきた南三陸
町との「顔の見える関係性」について、歴代スタッフの実体験を基にまとめられています。
読者の皆様にプロジェクトのスタンスを理解していただくためにも、特にしっかりと読ん
で頂きたい項目となっております。 
本報告書の執筆を始める前の話にはなりますが、町の方に活動が終了する旨をお伝えし

た際には、北村（2017 年度 3 月卒）が述べたように（10 章「活動を終えるにあたって」参
照）、町の方々が私たちプロジェクトの今後について真剣に考えて下さいました。 
また最後の活動（2019 年 8 月）で参加者からは、「この活動が終わってしまうのは勿体な

い。」「これからも南三陸町に関わっていきたいのにプロジェクトが無くなってしまったら
どうしたらよいのか。」という声がありました。 
こういった町の方や参加者の声を聞く中で私は、個人が継続的に南三陸町に訪れるだけ

でなく、やはり「学校単位」で「大学生」が訪れるということに大きな意味があるのだと強
く感じました。 
今までと同じ形でこのプロジェクトを続けることが出来なくても、これまで築いてきた

「顔の見える関係性」を引き継いだ組織がこれからも活動できる形を残していけたらと考
えております。 
最後になりますが、この度の報告書作成にあたり、ご執筆を頂いた皆様、貴重な写真を提

供して下さった皆様、編集にご協力頂きましたすべての方々に、学生スタッフを代表して心
から御礼と感謝申し上げます。 
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＜付録＞ 活動報告展示使用パネル 

活動報告展示概要 

 主催：慶應義塾大学教養研究センター日吉行事企画委員会（HAPP） 
 企画：慶應義塾・南三陸プロジェクト 
場所：慶應義塾大学日吉キャンパス 来往者イベントテラス 
日時：2019 年 10 月 11 日～12 月 11 日 
 

 
  
① ②

 

④

 

③ 
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みなさまへのお願い 

 
 

応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。 
 そしてどうぞ、我々がこれからどうするべきか、 

一緒に考えてくださったら幸いです。 
 

これまでの活動、未来のこと、なんでもかまいません。 
ぜひ、メッセージをお寄せください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
『慶應義塾・南三陸プロジェクト活動報告書 2011～2019』 

発行日 2019 年 10 月 20 日 

制作  慶應義塾南三陸プロジェクト 2019 年度スタッフ  

 

【学生チーム】大山友華（代表）、浅場瑞穂（総合窓口・報告書／パネル展示）、奥島ひかる、

後藤優佳（報告書／パネル展示）、中西宏揮（HP）、伊藤壮一郎（連合三田会）、

星野琉（総合窓口・報告書／パネル展示）、阿部公美子 

【教員チーム】津田眞弓（代表、報告書／パネル展示）、工藤多香子（会計） 

       長沖暁子（2011～2018 年度 代表） 

 

問い合わせ  departure.minamisanriku@gmail.com 

HP  http://keiominamisanriku.wixsite.com/keiominamisanriku （慶應義塾・南三陸プロジェクト） 

 

この報告書は 慶應義塾大学 2019 年度 教育・研究調整予算（日吉）の助成をうけて作成しました。 
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