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  2011 年 3 月 11 日、私は都心の地下鉄のホームに

向かっていた。ホームに着いた時、非常ベルが鳴り出

したが、誰かが間違えて押したのだろうと気にもと

めず、到着した電車に乗り込んだ。そのとたん、電車

が揺れている、何か変だとホームに戻ると目の前で

電車が飛び上がるように揺れていた。とにかく地上に

出たい、階段を駆け上った。その後も幾度かの余震が

あり、目の前でビルが大きく揺れていた。今まで経験

した中で一番大きな地震だった。その後はひたすら歩

くしかなかった。その途中で、東北で大きな地震が

あったとは聞いたが、それ以上の情報はなかった。そ

して、数時間後に家につき、止まっていたガスを回復

し、テレビをつけ、呆然とした。ちょっとした被災者

気分が消えた瞬間だった。何日間か、何も手がつかず、

テレビやインターネットを眺め続けた。何かできない

か、なぜ私はここにいるのか、頭の隅っこでいつも考

えていたような気がする。

  それぞれの人が、さまざまな場所で、状況で、思い

で過ごした 3.11。誰もが自分に何かを問いかけていた

日々。

  大学の開講も延期され、他大学ではその期間を利用し

てボランティア活動を行っているという情報も入って

いた。慶應義塾にはボランティアセンターがなく、こ

のまま何事もなかったかのように大学生活の日常が始

まってしまうのはいやだった。学生たちに、このよう

な危機に際して、何もしない場として大学が存在する

というメッセージを伝えたくはなかった。そんなある

日、こんな時だからこそと開催された経済学部の花見

の席で、私たちは決めた。夏休みに学生と一緒に南三

陸町に行こう！

夏休み！慶應義塾・南三陸支援プロジェクトとは
                                                           

南三陸町へ行く ■長沖暁子（プロジェクト代表・経済学部教員）
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準備期間

  すべては手探り状態から始まった。最初に言い出した

3 人、それぞれが知り合いの教職員、学生に声をかけ、

だんだん大きな輪に広がり、多くの人たち協力を得て

プロジェクトは動き始めた。

  まず考えたのは、私たちが南三陸町に行くことで、か

えって現地に迷惑になることだけは避けたいというこ

とだった。参加する学生には 3 回のワークショップと

1 回の勉強会への参加を義務付けた。これだけ高いハー

ドルを設けても、毎回予想を上回る人数が集まり、会

場はいつも人であふれ、スタッフは資料の追加印刷に

走り回った。

  ワークショップの内容は被災者の心理やケアが中心と

なったが、実際には現地で被災した方と話す機会がほ

とんどなかった、傷つけてはいけないと意識しすぎて

現地の人と話せなかったという不満も出たほどだった。

現地でまたは事後に、複数の方から「慶應の学生はお

となしい」と言われたが、その背景にはこの過剰とも

言われるかもしれない準備が影響したかもしれない。

それでも、私たちは支援者なのだということを伝える

ために、そして支援者という立場を考えるために必要

なことだったと考えている。

学生たちの成長

  7 月 26 日から 8 月 30 日まで、10 便のボランティア

バスで、260 名を超える学生、教職員が日吉から南三

陸町に向かった。この時期は、被災した方々が避難所

から仮設住宅に移る時期であり、まだ震災の影響が大

きく、現地は緊張感に満ちていた。現地の方々も手探

り状態である上に、スタッフも初めての体験であり、

最初の頃に参加した学生・スタッフたちにはかなりの

精神的な負担がかかっていた。あいさつができていな

いと現地の先輩ボランティアに叱られることもたびた

びあった。

  それに加えて、ほぼ初対面のメンバーが集まった共同

生活の中で、朝から宿の掃除や食器洗い、日中の活動、

夜のミーティングと肉体的にも厳しい日々を送ってい

た。しかし、期を重ねるごとに地域に受け入れられて

いったように感じる。その意味では前半に参加した学

生たちの努力が受け継がれ、継続的に活動した成果が

実を結んだとも言える。

  参加した学生たちの成長には目を見張るものがあっ

た。班ごと、または全体の会議でコミュニケーション

を取り、協力し合いながら問題点をみつけ、解決方法
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を探していく、自発的にどう行動するべきなのかとい

うことを考える、これらのことを日々身につけていっ

た。

  自分たちの活動・ボランティアでは、何の貢献にもなっ

ていないのではないかと無力感を感じたり、自分自身

が現地で取った行動について反省し悩んだりする学生

もいた。このようなネガティブな感情も含めて、この

体験は学生たちに身につき、必ず役に立つだろうと。

自分が大学で学ぶことの意義を見つけたり、東京でで

きる活動を始めたり、スタッフとしてその後も南三陸

町に関わり続けたり、それぞれ自分たちができること

を継続している。卒業生たちの中には、新聞記者になっ

て南三陸の記事を書いた者もいれば、東北の営業所に

配属され、時々ながしず荘を訪れているもの、会社を

辞めて被災地支援の NPO に勤めたものもいる。

多くの学生が、南三陸町を好きになり、今後も支援を

続けたい、いつかまた行きたい、と感じており、この

プロジェクトの「南三陸町へ行く」というテーマの一

部も達成されているようだ。

被災地に行くのではなく、

南三陸町へ行く

  なぜ私たちが南三陸町を選び、「被災地に行くのでは

なく、南三陸町に行く」というスローガンを作ったの

かには二つの理由がある。

  鳥居塾長の時代に、塾長と塾生の植林の旅という企画

があったことを私はたまたま知っていた。震災後調べ

てみると、これは当時の志津川町、現在の南三陸町の

慶應義塾の学校林だった。そのうえ、準備の過程でわ

かったのは慶應義塾志木高校の 2 年生全員が毎年、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ことだった。南三陸町と慶

應義塾は本当に縁があり、お世話になってきた。だか

らこそ、南三陸町の方々が困っている、今、恩返しが

必要だというのがまず第１の理由だった。そして、学

校林も自然環境活用センターもある戸倉地区を活動場

所にした。

  もう一つは、一人一人の被災者は一般的な「被災者」

ではなく、一人一人違う個人であり、その一人一人の

顔が見える関係を作りたかったということがある。一

過性の支援者としてではなく、誰かにまた会いに行き

たいと思う、また南三陸町に行きたいと思う、そうい

う関係の中でこの震災について考えることが必要だと

思ったからだ。

  私はこの震災で明らかになったのは、巷で言われてい

るような、「絆」や「日本は一つ」で表されるようなつ
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ながりではなく、溝であり、分断だったと考えている。

南三陸町と私たちは被災者と支援者という関係であり、

また、田舎と都会、漁村と都会、自然と都市、生産と

消費とさまざまな違いがベースにある。また、現地で

もさまざまな溝があり、中央と地方、役所と民間、民

間同士、ボランティア同士、地元の人の間の被害の違い、

被災に対する向き合う意識のずれなどから住民同士も

分断されていた。

  この溝／分断を越えなければ、復興なんてないので

はないか。そう、私が南三陸に行きたいと思ったのは、

被災者と非被災者を分ける溝を超えたかったのだと思

う。溝を隠すのではなく、違いを認めたうえで、相手

を尊重しながら、「つながっていく」ことなしに、乗り

越えることはできないのではないか。これが、今回の

震災が私たちに突き付けた現実だと思う。そのために

顔が見える関係を作る必要がある。

   このプロジェクトでできた関係を大切にして、今後

も南三陸町を支援していきたいと思う。そして、慶應

義塾の森が、南三陸町の復興に有効に生かされる道を

探っていきたいと思う。

　最後になりましたが、このプロジェクトを受け入れ

てくださったボランティアセンターや森林組合、なが

しず荘の方々をはじめ、南三陸町の皆さん、資金を提

供してくださった慶應義塾、そしてプロジェクトを支

えてださった多くの方々、参加した皆さんに心から感

謝し、お礼申し上げます。

            戸倉・ながしず荘にて、潮騒を聞きながら…

慶応義塾・南三陸支援プロジェクト2011年夏の活動の会計報告

支出 収入
バス運行代金（１１便） 2,541,000 未来先導基金 5,057,000
現地移動用マイクロバス・レンタカー 1,437,296 部門内調整費 2,011,332
宿泊費 4,952,900 部門内調整費追加分 2,152,900
講師謝金 159,333 参加費

*1 1,860,000

人件費　事務局アルバイト 189,109
装備 795,367
事務用品費 194,849
事前準備調査 101,378
報告会 200,000
報告書作成・送料 510,000
合計 11,081,232 合計 11,081,232

*1　学生8千円、教員1万円
*2　これ以外に15名の方から計22万円の寄付をいただきました。    
     このお金は秋の活動に使わせていただきました。
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   何かをやりたい人が集まり、できることを助け合っ

て進める。慶應義塾・南三陸支援プロジェクトは常に

そうした自然体のスタンスで発展してきたように思え

る。東日本大震災以降、被災地を支援しようと多くの

団体が組織され、さまざまな活動をしてきた。しかし、

南三陸支援プロジェクトが現地活動を行ったのは 7 ～

8 月と、時期としてはかなり遅い。プロジェクトには

災害ボランティアの経験者も少なく、資金的な見通し

も完全には立っていなかった。にもかかわらず、結果

的にみると、夏休みのプロジェクトは、手作り感たっ

ぷりの地に足の着いた素晴らしいものになったといえ

よう。

   震災後、私は、東京都の主催する都民ボランティア

として震災ボランティアに参加し、その後も都民ボラ

ンティアの運営サポートを続けていた。その頃、三田

キャンパスや日吉キャンパスでは、震災前と変わらな

いのんびりとした雰囲気が漂っていたように思う。学

生や同僚と話をしても被災地のことはほとんど出てこ

ないし、キャンパスを歩いていても被災地支援関係の

ポスターを１枚も目にすることもなかった。そうした

温度差に幻滅していた私にとって、南三陸支援プロジェ

クトは非常に新鮮なものだった。発起人である経済学

部の長沖・津田・工藤 3 氏の考え方に共感し、都民ボ

ランティアで得た経験を少しでも還元することが被災

地支援につながると考え、6 月のキックオフ講演会か

らプロジェクトに関与することになった。

   プロジェクトに関わってみると、実はキャンパス内

に同じ思いをしている人が少なくないことに驚かされ

た。現地へは行けないがプロジェクトの体制作りや事

前研修を担当する教員、ボランティアに参加するきっ

かけがなくて悶々としていた学生、他の団体での活動

経験を役立てたい学生。これまでキャンパスで何もな

かったことがむしろ原動力になって、大きな動きにつ

ながっていったように思う。キックオフ講演会以降、

現地活動の参加者集め、勉強会や講習会などの事前研

修、活動資金集め、現地活動に必要な物資や宿泊施

設・交通手段の確保、現地活動内容についての調整な

ど、仕組み作りや準備は山積していたが、プロジェク

トに関与した人が自身でできることを分担して進め、7

月下旬の現地活動開始を目指した。事前準備の中でも、

参加者募集や事前準備に関する仕組みを作り、200 名

を超える参加者を現地へ派遣するまでの煩雑な事務・

運営を手堅く担当した商学部の瀧本氏と法学部の仲山

君の貢献は、非常に大きかったと思う。プロジェクト

を振り返ると現地活動に目が行きがちだが、今回のプ

ロジェクトは、彼らをはじめとする後方支援組のサポー

トの役割が非常に大きかったといえよう。

   私は後方支援とともに、現地活動もさせてもらっ

たが、都民ボランティアの経験と対比すると、南

三陸支援プロジェクトの特徴が浮きぼりになるよ

う に 思 う。 都 民 ボ ラ ン テ ィ ア に 参 加 し た の は 震

災 か ら ち ょ う ど 1 ヶ 月 後 の 4 月 11 日 か ら 1 週

間。 大 人 数 の 団 体 ボ ラ ン テ ィ ア の 受 け 入 れ が 始

プロジェクトに参加して
　　■山本勲（商学部教員・第２期都民ボランティア団長）
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まった頃で、現地はまだ復旧の途上だった。強い余震

も頻発し、ガソリン・飲食料の不足や断水が続いていた。

そうした緊迫した状況での現地活動は危険も伴い、肉

体的に精神的にも過酷なものだった。行動を共にした

60 名強のボランティアは現地への思いが強烈で、活

動の進め方や理念の行き違いなどによる口論も絶えな

かった。団長を引き受けていた私は、現地活動はさる

ことながら、ボランティア間の意見調整に奔走してい

た。

   これに対して、南三陸支援プロジェクトの現地活動

は、震災から 4 ヶ月以上たった 7 ～ 8 月で、時期的に

も参加者の姿勢としても、ある意味落ち着いた状況で

進められたように思う。都民ボランティアと違って、

参加者間の口論や衝突はほとんどなく、滞在先のなが

しず荘では終始アットホームな雰囲気で時間が流れて

いたことに、戸惑いすら感じた。そうした雰囲気は、

南三陸町の当時の状況にマッチしていたのだろう。厳

しい状況には変わりないが、震災直後の非常事態に比

べると、7 ～ 8 月頃の南三陸町は少しずつ落ち着きを

取り戻しつつあった。また、被災された方々の中には、

ハイスピードな復旧作業に疲れを感じている人も少な

くないという声も聞いた。ボランティアに求められる

活動内容についても、瓦礫撤去などのハード面から、

交流や学習支援などのソフト面にシフトしつつあった。

そうなると、都民ボランティアでやっていたようなレ

スキュー隊的なスタンスは現地活動には馴染まない。

現地の状況に応じて、被災された方々の声を聞き、ニー

ズを汲み取るような活動が重要になる。南三陸支援プ

ロジェクトの活動方針や雰囲気は、当時変化しつつあっ

たボランティアの役割をうまく捉えたものになってい

たと思う。実際の活動内容は、ハード面とソフト面が

混在するものとなったが、各自が試行錯誤を重ね、協

力し合いながら、約 1 ヶ月の活動を無事に終えた。

  当然ながら、事前準備や現地活動にはさまざまな課題

や反省点はあった。しかし、それらを総括し、その後

につなげる試みが取られたのもプロジェクトのいい点

だったと思う。各期の事後勉強会や全体のワークショッ

プ・報告会などの事後的な活動では、さまざまな思い

を振り返るだけでなく、これからどうすべきか、とい

う視点から活発な議論が展開されたのは意義深かった。

結果的に、参加学生の中から、プロジェクトの継続と

学生による主体的な運営を行う声が上がり、現在も新

しい体制でプロジェクトが活発に動いている。この継

続と発展は、夏休みのプロジェクトの最大の成果なの

ではないだろうか。ボランティアの形が復旧支援から

復興支援に変わるとともに、プロジェクトの南三陸町

との関わり方自体も状況に合わせて変化していく必要

があるのかもしれない。夏休みのプロジェクトが起点

になって、いい形で南三陸町との関わりが継続してい

くことを期待したい。
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2011年　慶應義塾・南三陸支援プロジェクト
「被災地」に行くのではなく、「南三陸町」へ行く――

　日吉から、南三陸町へ。本プロジェクトでは、東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町の復興に向けて、慶應

義塾を中心とする学生・教員が教育・研究を生かし、被災された方々に寄り添い、支援ニーズにもとづく地道なボラ
ンティア活動を継続的に進めていきます。
　南三陸町には慶應義塾に寄付された学校林があり、これまでも塾長や塾生などが植林で訪れてきました。また、慶
應義塾志木高校が学校林の他、町立自然環境活用センターで 2 年生の研修を行ってきました。こうして慶應義塾がお
世話になってきた南三陸町の復興に力添えをするとともに、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、地域・社会・経済・災害支援のあり方などを考え、人間的成長を遂げることを目指しています。

現地に迷惑をかけない
現地で学ぶ旅にするために

　2011 年初夏。プロジェクトが動き出さねばならな

い時期でしたが、被災地域への移動手段も宿泊手段も

まだままならない状況でした。

　それゆえに参加者には、自分本位のボランティアで

あってはならないと、●現地で活動をするために必要

な知識を学ぶ、●南三陸町のことを知るの２点を義務

づけることにし、３度のワークショップの参加と各自

が行った調査を発表する勉強会の参加が、ボランティ

アの参加条件になりました。

キックオフ講演会

　開催：６月１６日

　講師：武藤香織氏（東京大学医科学研究所准教授）

　演題：「今、現地で必要なこと」

　プロジェクトのキックオフに、卒業生の武藤香織氏

をお迎えして講演会を実施しました。

　武藤香織氏は東京都都民ボランティア事業の第一期

の団長、６３人のメンバーと、４月５日から１１日ま

で気仙沼市、東松島市、石巻市で体験した様々な事を

中心に、被災地の現状や心構えなどを熱く語って下さ

いました。被災地のボランティアに関する基本的な知

識を共有する機会になりました。

３回のワークショップ

　現地の活動で必要なこと。その中でもみんなが最も

心配したのは、現地の大変な状況にある方々とどのよ

うに接したらいいかということでした。また事故や病

気になってはならないと、各自の健康管理も重要な問

題でした。災害時のボランティア活動、メンタルケア、

健康管理の３点について、全員参加のワークショップ

を行いました。欠席者には別途ビデオ講習を実施しま

した。なお、１・２回目のワークショップ企画と現地

の下見（7 月８日～９日）について、特定非営利活動

法人キッズドアのご協力を得ました。

第１回　

「被災者支援のために知っておきたいメンタルケア」

　開催：７月６日

　講師：大塚静子氏（臨床心理士）　

　ボランティアとしてできること、被災された方との
かかわり方やセルフケアについて。

第２回　

「ボランティアの心構えについて」

　開催：７月１３日

　講師：平尾幸枝氏（ソーシャルワーカー）

　これまでに、医療機関、民間女性シェルター、子ど
もシェルター等の現場にて、個別カウンセリング、グ
ループワーク、危機介入などに携わっていらっしゃっ
た、心理カウンセラー・クリニカル・ソーシャルワー
カーによるワークショップ。

第３回　

　開催日：7 月２１日
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「黙々と働いて、がれきや泥が少しで
もなくなる努力をすることだと思い
ます。詐欺や盗難などもあって、現
地ではボランティア不信もあります。
そんな中では、ある程度仕事をしな
いと信用されない。働いているとこ
ろを被災者の方に見てもらえば、語
らう余裕が出てくる。そして、被災
者の方のペースで一緒に話しながら

片づけていけるところに、素人の良さが生かされると思い
ます。」　　　　　　（毎日新聞5月9日      武藤さんのインタビューより）

地震と津波で甚大な被害を受けた
南三陸町には慶應義塾の山林があ
ります。行事で南三陸町を訪れ、地
元の方々にお世話になった学生も
少なくありません。そこで教職員・
学生の有志が手を携え、
８月に日吉から
ボランティアバスを運行します。
出発前には、必要な知識を得る勉強
会をします。みなさん、一緒に南三陸
町の復興のお手伝いをしましょう！
http://web.keio.jp/~edo/minamisanriku/

連絡先：natsuyasumi@ml.keio.jp

呼びかけ人：大学教員の部/長沖暁子（代
表）、工藤多香子、津田眞弓、松岡和美、
細田衛士、瀧本佳容子、大出敦、松田健児、
       杉山由希子、岸由二……

（続々増えているので詳しくは

HPで）

   

● キックオフ講演会 ●

＠慶應義塾

ボランティアバス
参加者・支援者を
募集します！

　「今現地で必要なこと」
講師：武藤香織
（東京大学医科学研究所准教授　慶應義塾大学文学部卒）

６月１６日（木）　１８：１５～１９：４５
日吉キャンパス独立館２階　Ｄ２０１教室
先輩である武藤香織さんは、第 1 期都民ボランティ
アの団長として 4月 5 日～ 11 日に 63 名の団員と宮
城県でボランティア活動をしてきました。その後も
さまざまな形で支援を続けています。講演会では、
なぜボランティアに参加しようと思ったのか、実際
やってみてどう感じたのか、現地では何を必要とし
ているのかなど率直にお話していただきます。
奮ってご参加ください。
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　ワークショップ報告
日時：7 月 21 日（木）17:30 ～ 20:15
場所：慶應義塾大学　日吉キャンパス　来往舎１階シンポジウムスペース
第 1 部「ボランティア活動に必要な衛生の知識」
講師：森正明氏（慶應義塾大学保健管理センター医師 ）（17:30 ～ 18:00）
第 2 部「傾聴スキルの習得と被災者との交流」
講師：平川徳好氏・田村恵氏（CTI ジャパン）　（18:15 ～ 20:15）

第 1 部「ボランティア活動に必要な衛生の知識」
①熱中症について
蒸し暑さによって体内の水分や塩分のバランスが崩れてしまい、体温調節が困難になってしまうこと。

・熱中症の症状について
・熱中症を防ぐための 16 の提言

②感染症について
・食中毒予防の 3 原則
・ノロウイルスの消毒方法 ( 夏でもノロウイルスは消えるわけではない )
・黄色ブドウ球菌、ウエルシュ菌、セレウス菌への注意
・適切な手洗いの手順

③その他
・静脈血栓症について
・ツツガムシ・蛾・スズメバチについて

第 2 部「傾聴スキルの習得と被災者との交流」
①全体を通して、自分の体験を通じて学ぶ、つかむようにする。まず、それぞれ自分に意識を向ける。

その後、初対面の人と 3 人 1 組になり、お互い「自分はなぜ南三陸

に行こうと思っているのか」について順に話していく。

●安心して話すための合意とは

　・みんな違ってみんないい

　・相互サポート

　・守秘義務…ここで聞いたことをほかの場所で話さない

●初心…先入観などをもたない

②語る側は上手く話さなくいいので、正直に思ったことを話す。聞

く側は話をただ受け止める。頭で内容を理解しようとしない。

→その後、聞き手が、自分が感じたことや印象を率直に述べる。( 否

定しないこと。そこに居続けることが大事 )

その後各自ライフラインを書く作業に入る

→へこんでいるところに意識を向け、先程の 3 人組でまた一人ず

つ話す。

語る側は、状況や出来事だけでなく、自分の気持ちも伝えてみる。

聞く側は、相手の話したいことを、余計な質問などはさまずに、聞く。

特に話の内容ではなく、話している相手や相手の気持ちに焦点を当

てて聞く。

→感想を述べ合う
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③振り返り（自分たちが行った時の気持ちを話し合う）

傾聴では、

・人の気持ちに焦点を当てること

・質問しなくても、ともにいること、受け止めること

・話を聞き出す、聞くこと以上に、関係性

・相手を復興の主人公であると捉える

が大事。沈黙も、時には必要。気持ちがこもっているか否かは相手には伝わるもの。正直にいることが大切。

こうしなければ、こうしてはいけない、ではなく、こういうのがいいのだ、というスタンスで考える。

自分を立て直すことも大切。

《アナウンス》

震災時の女性と子ども応援プロジェクトの方からのお知らせ
　●災害後は暴力が多発する。

現に今回の震災後にも何件か事件が起きており、被災地の治安の悪化が懸念されている。

ひとりで行動している女性がいたら、気にかけるようにする。

また、自分も被害にあわないように気を付ける。自分を守ることは、相手を守ることにもつながる。

被災地で、災害時女性と子ども支援プロジェクトのカードを必要としている人がいたら、渡してほしい。

感想
＜ 1 部＞

「単なる健康知識としてだけでなく、応用して現地での自己管理に役立てたいと感じた」（法１）

「いざというときの知識が自分を助けるのだと感じた」（商２）

「とくに熱中症については自分のことのみならず、仲間にも気を配れるようにしたい」（法１）

＜ 2 部＞

「自分がなぜ南三陸に行くのか？という根本的な問いを改めて考えられた」（法３）

「初対面の人とグループになることで、より実践的なワークショップになってよかった」（法２）

「知らない人だからこそ、余計な気遣いなしに自分の素直な気持ちを話せた」（商１）

「話を聞くことそれ自体が会話の目的であるので、自然体でいられた」（法３）

「何を言おう、と考えずに自然に聞くことが傾聴に大切だと気がついた」（商４）

「自分の辛い体験を人に話すことはなかなかなく緊張したし少し恥ずかしかったが、とてもためになった」（法１）

「『沈黙の中にもその人の中での語りがある』という言葉が印象に残った」（文３）

「現地の人々の辛さは『現在進行形』なのでもっと難しいと感じた」（法１）

「『被災者を、この復興を担っていく主人公なんだ』と見るという話が有難かった」（文２）

「これから相手との関係性を大事にすることを目的にしたい」（法１）

「CTI のお二人のコンビネーション、雰囲気の作り方、進め方がプロだと思った」（法２）
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シンポジウム
「大学生にできる
被災地ボランティア活動」

開催：7 月 23 日

　夏に東日本大震災の被災地でボランティア活動をした

いと考えている人、被災地のために何ができるかを考え

たい人、被災地でいま何が起きているかを知りたい人を

対象としたシンポジウムを開催。本プロジェクト参加希

望者以外の方も、多く参加下さいました。

　第 1 部は東京災害ボランティアネットワーク事務局次

長の福田信章氏による基調講演。福田氏は阪神・淡路大

震災で、災害ボランティアとして被災者支援活動に従事

していました。帰京後は、A-yan Tokyo を立ち上げ、被

災者やボランティアの聞き書き集「震災が残したもの」

を毎年１月に発行しています。今回の震災置いても被災

地でコーディネーターとして被災者支援を積極的に行っ

ています。現地の状況や、現地の方々と接したこと、現

地で体験したことなど多くのことを話していただき、こ

れからボランティアに行く人にとってとても参考になり

ました。アンケートでは福田さんの言葉に勇気づけられ

たというものがありました。

　第 2 部は学生によるパネルディスカッション。

　パネリスト：斎藤颯（慶應２年）

　　　　　　　田中悠衣（早稲田３年）

　　　　　　　船登惟希（東大Ｍ２年）

　　　　　　　西山千尋氏（慶應３年）

　コーディネーター：山本勲（商学部教員）

　パネリストは震災の直後から活動を行っていて、現地

の話をたくさん聞くことができま

した。また、多くの参加者と同じ

学生の立場から、ボランティアに

行くことについて話していただき、

わかりやすかったと好評でした。

事前勉強会

　本プロジェクトでは、現地の方々

との交流をスムーズに行うため、

事前勉強会を参加期ごとに行いま

した。

　事前勉強会では、班分け、リー

ダー・班長決めといった打ち合わ

せと共に、各自で行った南三陸町

に関する調査課題を発表しました。

　調査テーマは南三陸町の文化、

政治、歴史、産業、言葉など多岐

にわたりました。

　これは、自分たちが向かう南三

陸町に対する理解を深めることで、

現地でのコミュニケーションが円

滑になり、生活上の悩みやお手伝

いのニーズを汲み取りやすくなる

と考えたからで、また、課題調査

をすることによって震災前の南三

陸町を知ることができました。

　なお、各期ごとのテーマは、リー

ダーによる活動報告書に記されて

います。
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10 台のバスを送るために

　現地の受け入れ体制、安全な活動のため、１期につきおよそ２０名と予測されました。しかし、参加希望者は相

当数に上り、【窓口】業務担当によって、下記のような応募者対応体制が構築されました。

【出発準備全般について】
１）すべての作業において特に留意したのは以下のことである。以下のようなシステムを構築するため、バス派遣

が始まる前の段階において、かなりの時間とエネルギーを費やした。1 か月以上にわたり、計 10 期、延べ参

加人数が最低でも 200 名が見込まれ、また、スタッフの人数も多数にのぼることが予想されたため、早期に連

絡と情報伝達の系統を決定し、また、作業をシミュレーションしてマニュアルを作成することが急がれた。
①特に【窓口】業務におけるほぼ常時モニター体制の構築：6 月下旬の作業開始から第 10 期出発の 8 月末までの間
の毎日、特に第 1 期エントリー受付後は、夜明けの数時間を除いてスタッフの誰かがネット上で参加者からの問合
せがあるかどうかモニターし、すぐ対応できるようなシフトを組んだ。この体制が非常に有効に機能した理由は、ネッ
トを活用したこと、スタッフ各自のスケジュールを早期に確認して組んだシフトを各自が厳密に守ったこと、また、
学生スタッフの一部がスマートフォンを活用したこと、である。
②スタッフ間におけるすべての情報とノウハウの共有：ノウハウは可能な限りすべてマニュアル化してネット上で
共有し、作業関係のメールは基本的にスタッフ全員宛に送ることを徹底した。スタッフ間で作業を分担していたが、
あらゆる情報とノウハウを全員が共有したことにより、万が一誰かが急に抜けざるを得なくなっても、他の者が代
わりに入ってマニュアルを頼りに作業や対応をできるようにした。

２）エントリー、参加者への連絡、参加者が携行する書類のダウンロード、参加教員への連絡など、可能な限りの

ことをネットとメールで行ったことで、膨大な作業の負担をいくらか軽減できた。また、下の【勉強会】の項

でも記す通り、ネット（ツイッター含む）による迅速な情報伝達は非常に重要であった。

３）学生スタッフの役割が大きかったことは特筆しておきたい。彼らの働きなしにはいずれの作業もまったく実現

できなかった。

【窓口】
１）6 月下旬より、ネット上でのエントリーシステム構築開始。何度もミーティング、テスト、改善作業を行い、

何とか第 1 期エントリーに間に合わせることができた。

２）上記【全般】１）①のような体制で、第 1 期～ 10 期の参加者の対応にあたった。「書類がどうしてもダウンロー

ドできない」というような初歩的な質問をはじめ、参加費の振込をはじめとする参加者の義務の不履行に関す

る連絡など、率直なところ心理的負担を感じることも多かった。

【選考】
選考基準は次の通り：事前ワークショップおよび勉強会へ参加したかどうか、自由記述による「希望理由」の内容、

ボランティア経験の有無、支援活動に役立つような技能や経験があるか、複数期の参加希望者は優先。

【勉強会】
１）担当した教員スタッフは延べ 30 名超。ここでも学生の役割は大きかった。学生スタッフのみならず、非スタッ

フで南三陸行きをすでに経験した学生が勉強会に来て現地での様子を伝えてくれたことは非常に重要であった。

２）勉強会の主な内容は次の通り。
①現地活動における班を作り、連絡網を構築する。
②南三陸町に関する特定のテーマについて勉強会の前に事前調査した内容を持ち寄り、班ごとにまとめる。
③現地活動における重要点を確認する。

３）勉強会の資料や現地に携行する書類をダウンロードするためのアカウントを作成し、このアカウントに毎日アッ

プされる現地からの日報を、現地行きを控えた参加者に必ず読むよう促した。この日報およびツイッターでの

情報伝達も非常に有効な手段であった。

15



担当

太字は

【コア】

メンバー

山本勲（商）
瀧本

安井伸（商）
松田健児（商）

【窓口】

【現地活動

計画】

長沖暁子（経）

工藤多香子（経）

津田真弓（経）

山本（商）

加納実久（経

M2）
仲山（法4）

宮崎紗和子（経

4）
中村（経4）

【会計】

松岡和美（経）

【保険】

杉山由希子

（理）

【しおり作成】

長沖（経）

津田（経）

山本（商）

加納実久(経M2)
宮尾俊裕（経

4）
斎藤颯（商2）

【勉強会】
安井（商）
松田（商）
小林（商2）

村木志穂（文1)
桜井祐揮（法1）

[山本（商）]
第４期まで：瀧本（商）

ワークショップ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

1. 申込開始

仲山・山本

（瀧本）

2．申込締切

（定員に満たな

い場合）

3. 選考

デッドライン

名簿作成・アップ

4．参加可否

連絡

勉強会のテーマを
lib.アカウントに

アップ

5．入金確認

（入金締切日）
6．保険加入

来往舎205から
持って行って
勉強会で
配布

7．勉強会

参加同意書提出

8. 勉強会

成果

提出

9．最終チェッ

ク

参加者「確

定」

＊派遣参加

教員へ連絡

教員枠参加者
バス乗車

教員枠参加者
現地滞在
（予定）

出発 帰着

　　1) 7月6日
　　2) 7月13日
　　3) 7月21日

【補講：三田】

1), 2) 7月15日
3) 7月23日午前

＊定期試験

　　7月17日
　～8月3日

7月23日
（土）

14:00～
三田

第1期 7月4日（月） 7月12日（火） 7月13日（水） 7月14日（木） 7月19日（火） 7月23日（土） 7月22日（金）18時 7月26日（火） 7月30日（土）

担当者 粟津（・仲山） 安井・松田・瀧本 全員 松岡 杉山 山本・瀧本・迫桂（経）
杉山・長沖

井澤智浩（志木）
加納実久（経M2） ― ―

第2期 7月4日（月） 7月15日（金） 7月13日（土） 7月17日（日） 7月21日（木） 7月23日（土） 7月25日（月）18時 7月29日（金） 8月3日（水）

担当者 安井・松田・瀧本 安井 永井容子（経） 杉山 長沖・瀧本
松岡（経）

神田さやこ（経）
松岡悦子

加納実久（経M2） ― ―

第3期 7月11日(月) 7月19日（火） 7月20日（水） 7月21日（木） 7月25日（月） 8月1日（月） 7月29日（金）18時 8月2日（火） 8月6日（土）

担当者 安井・松田・山本 安井 松岡 杉山 瀧本・石光 長沖 加納実久（経M2） ― ―
第4期 7月11日(月) 7月22日（金） 7月20日（水） 7月24日（日） 7月27日（水） 8月1日（月） 8月1日（月）18時 8月5日（金） 8月10日（水）

担当者 山本・松田・山本 安井 松岡 杉山
瀧本・杉岡

小林・村木・桜井

津田
ヘルウィグ、ｼﾞｮﾝ
兒玉幸憲(広報室）

加納実久（経M2） ― ―

第5期 7/18（月）? 7月26日（火） 7月27日（水） 7月28日（木） 8月1日（月） 8月6日（土） 8月5日（金）10時 8月9日（火） 8月13日（土）

担当者 松田・瀧本 安井 松岡 杉山
安井・松田
小林・桜井

内堀（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ）

細田衛士（経）
内堀朝子（日大）

荻村恭子（仏合研）

加納実久（経M2）
津田

― ―

第6期 7/18（月）? 7月28日（木） 7月29日（金） 7月30日（土） 8月3日（水） 8月6日（土） 8月8日（月）10時 8月11日（木） 8月16日（火）

担当者 松田・瀧本 粟津 松岡 杉山
松田・石光
小林・桜井

福山欣司（経）
ヘルウィグ

加納実久（経M2）
津田

― ―

第7期 7/25（月） 7/25（月） 8月2日（火） 8月3日（水） 8月5日（金） 8月12日（金） 8月11日（木）10時 8月15日（月） 8月19日（金）

担当者
松田・瀧本

粟津
安井 松岡 杉山

安井・長沖
小林・桜井

野口和行（体）
井澤・下村裕・

宮橋裕司（志木）

加納実久（経M2）
津田

― ―

第8期 7/25（月） 7/25（月） 8月5日（金） 8月6日（土） 8月10日（水） 8月12日（金） 8月15日（月）10時 8月18日（木） 8月23日（火）

担当者
安井・瀧本
安井美貴子

安井 松岡 杉山
松田・長沖・杉岡・

小林
山本勲 加納実久（経M2） ― ―

第9期 8月9日（火） 8月10日（水） 8月12日（金） 8月19日（金） 8月18日（木）10時 8月22日（月） 8月26日（金）

担当者
安井・瀧本
安井美貴子

安井 松岡 山本賀代（経) 安井・山本賀代
小林・桜井

片田真一（経）
境一三（経）

熊倉敬聡（理）長沖

加納実久（経M2） ― ―

第10期 8月9日（火） 8月13日（土） 8月17日（水） 8月19日（金） 8月22日（月）10時 8月25日（木） 8月30日（火）

担当者
安井・瀧本
安井美貴子

粟津 松岡 山本賀代（経）
安井・孟

村木・桜井
武藤浩史（法）

津田
加納実久（経M2）

長沖
― ―

【講演会・

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】

津田真弓（経）

杉岡洋子（経）

安井將之（経2）

【窓口】

瀧本佳容子（商）

粟津文香（経2）
安井美貴子（文1）

羽田健太郎（理工2）
小林郁美（商2）

（バス専任）中村仁（経4）

【窓口】
＊【窓口】の業務は
9.をもって終了。
以後、出発までの
緊急連絡先は
バスに乗車する
派遣参加教員の

携帯

7月24日（日）

瀧本

7月2７日（水）

羽田

7月31日（日）

羽田

8月3日（水）

羽田

8月7日（日）

羽田

8月9日（火）

羽田

8月13日（土）

羽田

7/31（日）? 8月23日（火）

粟津・羽田
粟津

【窓口】ズ・フィナーレ！

8月16日（火）

羽田

7/31（日）? 8月20日（土）

粟津・羽田 粟津

【窓口】によるプロジェクト行程表
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担当

太字は

【コア】

メンバー

山本勲（商）
瀧本

安井伸（商）
松田健児（商）

【窓口】

【現地活動

計画】

長沖暁子（経）

工藤多香子（経）

津田真弓（経）

山本（商）

加納実久（経

M2）
仲山（法4）

宮崎紗和子（経

4）
中村（経4）

【会計】

松岡和美（経）

【保険】

杉山由希子

（理）

【しおり作成】

長沖（経）

津田（経）

山本（商）

加納実久(経M2)
宮尾俊裕（経

4）
斎藤颯（商2）

【勉強会】
安井（商）
松田（商）
小林（商2）

村木志穂（文1)
桜井祐揮（法1）

[山本（商）]
第４期まで：瀧本（商）

ワークショップ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

1. 申込開始

仲山・山本

（瀧本）

2．申込締切

（定員に満たな

い場合）

3. 選考

デッドライン

名簿作成・アップ

4．参加可否

連絡

勉強会のテーマを
lib.アカウントに

アップ

5．入金確認

（入金締切日）
6．保険加入

来往舎205から
持って行って
勉強会で
配布

7．勉強会

参加同意書提出

8. 勉強会

成果

提出

9．最終チェッ

ク

参加者「確

定」

＊派遣参加

教員へ連絡

教員枠参加者
バス乗車

教員枠参加者
現地滞在
（予定）

出発 帰着

　　1) 7月6日
　　2) 7月13日
　　3) 7月21日

【補講：三田】

1), 2) 7月15日
3) 7月23日午前

＊定期試験

　　7月17日
　～8月3日

7月23日
（土）

14:00～
三田

第1期 7月4日（月） 7月12日（火） 7月13日（水） 7月14日（木） 7月19日（火） 7月23日（土） 7月22日（金）18時 7月26日（火） 7月30日（土）

担当者 粟津（・仲山） 安井・松田・瀧本 全員 松岡 杉山 山本・瀧本・迫桂（経）
杉山・長沖

井澤智浩（志木）
加納実久（経M2） ― ―

第2期 7月4日（月） 7月15日（金） 7月13日（土） 7月17日（日） 7月21日（木） 7月23日（土） 7月25日（月）18時 7月29日（金） 8月3日（水）

担当者 安井・松田・瀧本 安井 永井容子（経） 杉山 長沖・瀧本
松岡（経）

神田さやこ（経）
松岡悦子

加納実久（経M2） ― ―

第3期 7月11日(月) 7月19日（火） 7月20日（水） 7月21日（木） 7月25日（月） 8月1日（月） 7月29日（金）18時 8月2日（火） 8月6日（土）

担当者 安井・松田・山本 安井 松岡 杉山 瀧本・石光 長沖 加納実久（経M2） ― ―
第4期 7月11日(月) 7月22日（金） 7月20日（水） 7月24日（日） 7月27日（水） 8月1日（月） 8月1日（月）18時 8月5日（金） 8月10日（水）

担当者 山本・松田・山本 安井 松岡 杉山
瀧本・杉岡

小林・村木・桜井

津田
ヘルウィグ、ｼﾞｮﾝ
兒玉幸憲(広報室）

加納実久（経M2） ― ―

第5期 7/18（月）? 7月26日（火） 7月27日（水） 7月28日（木） 8月1日（月） 8月6日（土） 8月5日（金）10時 8月9日（火） 8月13日（土）

担当者 松田・瀧本 安井 松岡 杉山
安井・松田
小林・桜井

内堀（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ）

細田衛士（経）
内堀朝子（日大）

荻村恭子（仏合研）

加納実久（経M2）
津田

― ―

第6期 7/18（月）? 7月28日（木） 7月29日（金） 7月30日（土） 8月3日（水） 8月6日（土） 8月8日（月）10時 8月11日（木） 8月16日（火）

担当者 松田・瀧本 粟津 松岡 杉山
松田・石光
小林・桜井

福山欣司（経）
ヘルウィグ

加納実久（経M2）
津田

― ―

第7期 7/25（月） 7/25（月） 8月2日（火） 8月3日（水） 8月5日（金） 8月12日（金） 8月11日（木）10時 8月15日（月） 8月19日（金）

担当者
松田・瀧本

粟津
安井 松岡 杉山

安井・長沖
小林・桜井

野口和行（体）
井澤・下村裕・

宮橋裕司（志木）

加納実久（経M2）
津田

― ―

第8期 7/25（月） 7/25（月） 8月5日（金） 8月6日（土） 8月10日（水） 8月12日（金） 8月15日（月）10時 8月18日（木） 8月23日（火）

担当者
安井・瀧本
安井美貴子

安井 松岡 杉山
松田・長沖・杉岡・

小林
山本勲 加納実久（経M2） ― ―

第9期 8月9日（火） 8月10日（水） 8月12日（金） 8月19日（金） 8月18日（木）10時 8月22日（月） 8月26日（金）

担当者
安井・瀧本
安井美貴子

安井 松岡 山本賀代（経) 安井・山本賀代
小林・桜井

片田真一（経）
境一三（経）

熊倉敬聡（理）長沖

加納実久（経M2） ― ―

第10期 8月9日（火） 8月13日（土） 8月17日（水） 8月19日（金） 8月22日（月）10時 8月25日（木） 8月30日（火）

担当者
安井・瀧本
安井美貴子

粟津 松岡 山本賀代（経）
安井・孟
村木・桜井

武藤浩史（法）
津田

加納実久（経M2）
長沖

― ―

【講演会・

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】

津田真弓（経）

杉岡洋子（経）

安井將之（経2）

【窓口】

瀧本佳容子（商）

粟津文香（経2）
安井美貴子（文1）

羽田健太郎（理工2）
小林郁美（商2）

（バス専任）中村仁（経4）

【窓口】
＊【窓口】の業務は
9.をもって終了。
以後、出発までの
緊急連絡先は
バスに乗車する
派遣参加教員の

携帯

7月24日（日）

瀧本

7月2７日（水）

羽田

7月31日（日）

羽田

8月3日（水）

羽田

8月7日（日）

羽田

8月9日（火）

羽田

8月13日（土）

羽田

7/31（日）? 8月23日（火）

粟津・羽田
粟津

【窓口】ズ・フィナーレ！

8月16日（火）

羽田

7/31（日）? 8月20日（土）

粟津・羽田 粟津
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参加同意書（承認書）

慶應義塾・南三陸支援プロジェクト 殿 

直筆で記入のこと。参加者が未成年者の場合は保護者による直筆署名と押印を必要とする。 

私と私の保護者は、「慶應義塾・南三陸支援プロジェクト」（以下、「主催者」とします。）が主催する「夏

休み！南三陸支援プロジェクト＠慶應義塾」（以下、「本プロジェクト」とします。）への参加にあたり、別

途案内を受けている募集要項「参加資格」を確認し、また、下記の内容について同意します。 

 

記 
第１条（本プロジェクトの活動期間・場所・内容）

１ 本プロジェクトの活動期間は平成 年 月 日～同 月 日（全 期）とする。

２ 本プロジェクトの活動場所は宮城県南三陸町戸倉地区および、その周辺地域とする。

３ 本プロジェクトの活動内容は原則として以下のとおりとする。

水や物資の運搬・配給補助 / コミュニティカフェの運営 / 地元の小中学生・高校生との交流お

よび学習支援 / 地元の方からの支援ニーズのヒアリング / 南三陸町の魅力を伝えるための調査 

/ 震災後の復興過程についての調査 / 南三陸町の復興に向けた報告書の作成、報告会の実施 / 

後続の期に向けた活動や運営体制に関する改善の提案・実施 / その他

第２条（参加費の支払い）

１ 参加者は活動期間の長短に関わらず、初回参加時のみ一律 円の参加費を主催者に支払う。

２ 参加費には以下が含まれる。それ以外に発生する諸経費は原則として参加者が自己負担する。

指定の日時・場所にて発着されるバス往復の交通費 食事代、飲料水代を含む宿泊費 ボラン 

ティア保険代金

３ 主催者が一度受領した参加費は、原則として如何なる理由があっても返還されない。

第３条（強制帰還）

怪我や体調不良、「参加資格」に反する態度や行為等に因り、主催者によって活動の継続が困難である

と判断された参加者は、第１条第１項の活動期間中であっても自費での帰還を命じられることがある。

第４条（主催者の免責）

参加者は、活動中の負傷や罹患等に対する補償に関して第２条第２項の保険の適用範囲内においてのみ、

之を請求できるものとし、主催者の故意又は重大な過失に因る場合を除いて、主催者に対しては本プロ

ジェクトに関する一切の責任追求ができない。

以上 
 

参加者所属先・氏名（本人直筆） 

 
 
保護者氏名（本人直筆）※参加者が未成年者の場合のみ記入 

 
 
 

印
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南三陸町での活動

　南三陸町では戸倉地区にあるながしず荘に拠点を置き、
主にがれき撤去、草刈、開墾、お茶っこ、ベンチ作り、学
習支援を行いました。福興市などのイベントの支援もしま
した。 

◇瓦礫撤去・草刈り
　市街地は重機によって瓦礫撤去がされていました

が、重機が入れないようなところでは多くの瓦礫が

残されていました。そこで今後使えそうなもの、ノー

トや写真などの思い出の品などの分別とヘドロの掃

除などを行いました。また夏に入り雑草が生い茂っ

たため、重機が入れるように、草を刈り通り道を作

りました。また，仮設住宅への道路を使いやすくす

るために草刈と整備を行いました。

◇開墾
　船を流され漁業を続けられなくなってしまった方が農
業を始められるように，山を切り崩し平地にする作

業を行いました。この開墾作業は４月頃からずっと

続けられていて，重機などを使わずに作業を進めて

います。

◇お茶っこ
　仮設住宅にはさまざまな地区からの入居者がい

て、コミュニケーションが不足したり、人によって

は知人が周囲にいなくて孤立がちな状況が生じてい

ます。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

               1 日のスケジュール

 6:30   起床
 6:45  朝食準備
 7:00  朝食
      　　　　　 掃除、準備
 8:45  出発
　 　　　　　 活動
　　　 　　　  各班昼食 ( ながしず荘のおにぎり )
       　　　　 活動
 17:00　 帰宅
　　　            お風呂、夕食など
 18:45　  夜の学習支援班出発
　　     報告書作成
  ミーティング
 21:15　学習支援班帰宅
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宅訪問でした。テントを張ってソフトドリンク、菓子

などを用意し、来てくださる方と世間話などをしたり、

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。そこから出てきたイベントを週に 1 回ほど開催し

ました。夕涼みカフェや表札作りや流しそうめんは好

評で多くの方が来場しました。また、B-R サーティワ

ンアイスクリーム株式会社のご協力を得て、アイスク

リームの提供を行ったり、写真撮影会も行いました。
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　いずれの仕事も被災された方々と直に接する機会が

多いため感情表現や些細な発言に気を付けなければな

りません。そこでは事前のワークショップで学んだ傾

聴スキルなどを生かして対応しました。

◇ベンチ作成
仮設住宅のコミュニティ形成のために、廃材やヒノキ

の間伐材を使った慶應ペンマークの焼印つきのベンチ

を作成し、仮設住宅に設置しました。これらを仮設住

宅に配置することで、人が集まる場所ができます。制

作に携わった参加者からは、仮設住宅の方にお礼を

言って頂くことができ、とても達成感があったという

声がありました。

◇学習支援
　落ち着いて勉強できる環境の無い、避難所や仮設住

宅で生活する小学校から高校生までの子どもたちを対

象に、主に午前、午後、夜に勉強を教えました。現場

の努力によって学校の授業はほぼ通常のカリキュラム

通りに行われていますが、慣れない場所でも子ども達

が授業の予習・復習をできる空間を提供することが必

要でした。

　しかし参加者からは子どもたちは元気があり、勉強

せず遊びたいという子が多く、少しでも勉強させるよ

うに工夫することが難しかったという声もありまし

た。

◇福興市
　福興市とは、南三陸町で４月から毎月最終日曜日に

催されるイベントで、復興のシンボルとなっています。

福興市当日は南三陸町や宮城県内の物産、さらに全国

各地の選りすぐりの逸品が集まります。また、地元バ

ンドや特別ゲストがステージにてパフォーマンスをお

こない活気あふれる空間となっています。

　南三陸支援プロジェクトでは２期と１０期が福興市

へ参加しました。２期は第４回福興市 (7/31) を見学

し、南三陸町の写真展を見て震災前後のまちの様子を

知るとともに語り部の方から震災後の体験を聞く機会

がありました。

　１０期は第５回福興市 (8/28) が店舗を「とぐら友

の会＆慶應義塾・南三陸支援プロジェクト」として出

店し、チャリティＴシャツ、海藻おしばしおりなどの

販売をおこないました。結果、Ｔシャツ９５枚、しお

り６６枚などを売り上げました。

◇その他
　道がわかりにくい仮設住宅の入口に看板を作成して

設置したり、大きな犬小屋を運ぶ手伝いをしたり、現

地の方々の細かなニーズにも対応しました。
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夏休み！南三陸支援プロジェクト
のまとめ

　7 月 26 日から 8 月 30 日まで、日吉キャンパスと南

三陸町間で 10 便のボランティアバスを往復させ、のべ

223 名の学生と 39 名の教員が参加しました。

　１期につき 20 名から 30 名の学生が南三陸町に行き

ました。応募多数のための選考、保険など各種手続き、

物資調達、勉強会運営など、これらの参加者がバスに

搭乗するために、何十人もの学生・教員が支えとなっ

て働きました。8 月 29 日には塾長が南三陸町でボラン

ティア中の学生と交流し、慶應の森の、山神の碑があ

る所へ桜を植林しました。

　

 
出発 帰着 学生

第 1 期 7 月 26 日（火） 7 月 30 日（土） 20
第 2 期 7 月 29 日（金） 8 月 3 日（水） 20
第 3 期 8 月 2 日（火） 8 月 6 日（土） 22
第 4 期 8 月 5 日（金） 8 月 10 日（水） 20
第 5 期 8 月 9 日（火） 8 月 13 日（土） 19
第 6 期 8 月 11 日（木） 8 月 16 日（火） 17
第 7 期 8 月 15 日（月） 8 月 19 日（金） 30
第 8 期 8 月 18 日（木） 8 月 23 日（火） 23
第 9 期 8 月 22 日（月） 8 月 26 日（金） 31

第 10 期 8 月 25 日（木） 8 月 30 日（火） 21
合計 223

夏以後の動き

事後勉強会
　夏休みの各期とも、南三陸町の活動を終えてから 10

日ほど経ってから、再び集まり、現地活動で感じたこと、

帰ってきて変わったことを共有しました。これは活動

した一人ひとりが被災地と東京とのギャップに押しつ

ぶされたり、ネガティブになったりしないように自分

の思いを話すという意味でも重要でした。また、これ

から私たちが南三陸町のためにできることは何かにつ

いて話し合い、そこからさまざまなプロジェクトが生

まれました。

事後ワークショップ（10 月４日、10 日）
　全 10 期を一同に集め、参加者が期を超えてお互いの

夏休みボランティアバス参加者数

　 1年 2年 3年 4年 院 卒業 学部別
文 6 3 2 8 　 1 20
経済 10 18 8 8 11 　 55
法 23 20 9 2 1 　 55
商 13 16 17 10 　 　 56
理工 5 5 2 1 13 　 26
医 2 1 　 　 　 　 3
総合政策 　 　 1 　 　 　 1
他大学 3 　 　 　 2 　 5
社会人 　 　 　 　 　 2 2
合計 62 63 39 29 27 3 223 教職員：40

夏休みボランティアバス参加者（所属）

活動や思いを共有し、今後のプロジェクトを考える座談

会を開催しました。今回のボランティアツアーに参加で

きなかった学生も呼び、全２回行いました。両日 30・

39 人が参加し、３時間弱の座談会で自分の思いや支援

のアイディアについて熱く語り合いました。現在、この

時に出たプロジェクト案が実行に移されています。

学園祭
　◇日吉フェスタ　(9 月 30 日 )

ヒヨシエイジ主催の日吉フェスタに、本プロジェクトもブース
を出店。パネルを展示して活動報告を行い、さらに南三陸町や
宮城県の特産物を中心に物品販売を、ながしず荘の 3.11 に津
波から救出したワカメや木の屋石巻水産の「奇跡の缶詰」（津
波の後掘り出されたもの）などは大変な人気でした。

　◇矢上祭　(10 月 8、9 日 )
理工学部の矢上祭で、パネル展示で活動を紹介。また学
生団体 Youth For 3.11 と連携して、具体的なボランティ
アプログラムの紹介もしました。

　◇連合三田会（10 月 16 日）
慶應義塾の OB・OG 会である連合三田会の年に 1 度の同
窓会です。パネル展示、活動動画の上映による活動報告
を行い、南三陸町の様子を幅広い年代に伝えました。

　◇四谷祭（11 月 5、６日）
医学部の四谷祭で、パネル展示、わかめや写真集、宮城県・
南三陸町の物品の販売を行いました。

　◇三田祭（11 月 20 ～ 23 日）
NPO 法人の IVUSA の協力を得て、展示ブースを設け、宮
城県・南三陸町の物品の販売を行いました。また三田祭実
行委員会にてわかめの販売を行いました。

協賛イベント
　◇東京戸倉サミット 2 

9 月 26 日、 日吉キャンパス来往舎シンポジウムスペース。
南三陸町戸倉地区を支援する団体・個人が集まり、支援
内容のシェアとこれからの計画を発表しました。第 1 部
ではこれまでの「東北」を映像と写真で振り返り、ボラ
ンティア活動を報告。第 2 部では、これからの「東北」
をテーマに南三陸町在住の及川博道氏、南三陸町で戸倉
サテライトのボランティアリーダーをしていた渡辺啓氏、
本プロジェクト代表長沖暁子氏（経済学部准教授）によ
るパネルディスカッション。第 3 部では懇親会としてそ
れぞれの団体が自由に今後の活動について話し合いまし
た。当日は多くの方が来場し、とても好評でした。

　◇みちのく Photo Caravan
　11 月 7 日～ 11 日、日吉キャンパス来往舎イベントテラ
ス。東日本大震災の復興を願う有志の学生たちによる写真
展をで開催しました。東北の復興に興味を持つ学生と、被
災地に行く学生ボランティアを増やすことを目標に、プロ
のフォトジャーナリストによる写真を展示していました。
また、学生ボランティアによる写真も展示し、学生の目線
で東北を伝えていました。最終日には、ボランティア経験
者による活動報告などの説明会も開催しました。
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秋の陣！南三陸支援プロジェクト

　日吉の森の管理に携わってきた山輝園芸のご協力で、

南三陸町で活動する前の研修を行いました。
10 月中旬：日吉の森の間伐材で薪の試作会
11 月 13 日：日吉の森における事前枝打ち講習会

　そして再び、11 月 18 日～ 27 日まで、南三陸町へ。

全３期、仙台集合で、夏にはまだできなかった、我々の

拠点である慶應の森へ足を運びました。慶應の森へ西戸

地区から入る唯一の道が秋の台風で大きく破壊され、到

達するのに大変な労力のいる状態になっていました。

　また後藤一磨氏と共に、周辺の里山をめぐりました。

そして、秋までの活動を通じて、３１脚のベンチを制作・

設置しました。

　３期分の活動は以下の通り。

○慶應の森における作業、慶應の森

　周辺調査

○仮設住宅訪問

○ベンチ作成・ベンチ設営、設営ベ

   ンチの状況調査

○看板作成

○命の道プロジェクト準備

○写真家佐藤信一氏インタビュー

　 1 年 2 年 3 年 4 年 院 合計
文 　 　 1 　 　 1
経 　 4 　 1 1 6
法 1 5 　 1 　 7
商 1 　 2 1 　 4

理工 　 2 　 　 1 3
総 　 　 　 　 　 1

合計 2 12 3 3 2 22

秋の陣！参加者（所属）

教員：4

○合成した南三陸町管内地図

　（町道・   林道・農道）を建

　設課に贈呈

○仮設店舗の撤去

○福興市南三陸町内出店 支援

○南三陸・気仙沼見学、ひこ

　ろの里自然観察会
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　パネラーの意見発表の後、学

生を加えてこれからの慶應義塾

としての復興支援のあり方など

が議論されました。

また、質疑応答としてフロアか

ら広く意見が求められ、慶應義

塾 に よ る

復興支援活動をさらに充実させる

べきとの意見が出ました。その思

いは、参加者の多くに共通の思い

で、それぞれの立場で何ができる

か、あるいはどう連携できるのか、

お互いが模索する場になりました。

　パネラー：佐藤久一郎
　　　　　　清家篤
　　　　　　長沖暁子
　司会：津田眞弓（経済学部教員）
　討論参加学生：加納実久
　　　　　　　　粟津文香（秋期以後学生リーダー、経）

 

佐藤信一写真展
「南三陸から2011.3.11～2011.9.11」

　南三陸町の写真家佐藤信一氏が「写真家として、被災者

として」未来に伝えるため、地震当日から半年間、故郷の

人々を撮影した作品。本プロジェクト６期参加の北中克典

氏（福澤諭吉記念文明塾）が制作に関わっていた縁で、フ

ジテレビなどを会場に多くの反響をよんだ写真展が、報告

会にあわせて日吉キャンパスで開催されました。

　本プロジェクトでは、秋の活動で佐藤信一氏に直接取材

をして、写真集 * には載っていない作品も含め、展示され

る全ての写真についてのコメントを頂戴し、それを会場に

て放映しました。

* 写真集『南三陸から　2011.3.11 ～ 2011.9.11』
　（著者：佐藤信一、発行：ADK 南三陸町復興支援プロジェ
クト、　発売：日本文芸社、定価：1,500 円、1 冊に付き
300 円を南三陸町に寄付）

プロジェクト報告と
未来のための討論会

　開催：12 月 10 日

　共催：塾生新聞会

　日吉キャンパス J11 教室において、慶應義塾・南三

陸支援プロジェクトと塾生新聞会の共催によるシンポジ

ウム「南三陸—これからの復興支援を考える」を開催し

ました。

　第 1 部では、慶應義塾・南三陸支援プロジェクトに参

加した複数の学生により南三陸町での活動内容を報告。

　司会：加納実久（夏期現地コーディネーター、経院）

　全体報告：宮尾俊裕（夏期学生リーダー、経）

　お茶っこについて：牛久彩也乃（法）

　学習支援について：松下港平（経）

　木工製作・森林活動について：福田晶（商）

　福興市について：宮崎紗和子（経）

　アンケート結果の考察：山本勲研究会（商）

　第 2 部では、ご自宅が津波被害にあった南三陸森林組

合の佐藤久一郎代表理事組合長（卒業生）が自らの体験

と共に、震災後数ヶ月を経た南三陸町における被災状況

報告がありました。また東日本大震災復興構想会議委員

の清家篤塾長、プロジェクト代表の長沖暁子（経済学部

教員）が、それぞれ震災後の活動を通じて知り得た被災

の現状や復興に関する考えを述べました。
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春の陣！南三陸支援プロジェクト
三度、現地へ――

　3 月 15 日～ 28 日まで、三度目の南三陸町へボランティ

アツアーを組みました。全４期、秋に引き続き仙台集合

で南三陸へ行きました。

　活動はおよそ以下の通り。

○慶應の森における作業、慶應の森周辺調査
植樹されている杉の枝打ち
周辺の塩害にあった木の伐採
桜の植樹の準備
GPS を用いた地図作成

○ベンチ関連作業
ベンチ作成・希望箇所への設営
設営ベンチの状況調査・修理など

○ボランティアセンターの手配によるボランティア

○商店街や地域からの依頼によるボランティア

○福興市ブース支援

○石巻市・南三陸町の見学

　震災から一年が経ち、ボランティアに求められること

も最初の夏からは大きく変容しています。自分たちが南

三陸町のみなさんとどう関わっていくのかを模索する機

会になりました。

　

1　　　(3.15-18) 19 1 20
2　　　(3.18-20) 22 4 26
3　　　(3.20-22) 19 2 21
4　　　(3.22-25) 24 1 25

学生 教員他 合計

期

期

期

期

2012 年春の活動　参加者数

新しいスタートに向かって

　教員と学生が一緒に活動してきた本プロジェクト。地

震後の混乱が多かった夏の段階では、教員主導でプロ

ジェクトが動いていましたが、その時に築き上げたシス

テムが働いて、その後のボランティアツアーの運営に関

して、一つの形ができあがってきました。

　今後は、学生主体に運営していくことになります。

　また当プロジェクトは、新年度より、「慶應義塾・南

三陸支援プロジェクト」から「慶應義塾・南三陸
プロジェクト」に改称致します。これは、元来この
プロジェクトの精神であった「被災地行くのではなく、

南三陸町へ行く」という考えを反映したもので、南三陸

町と持続的な関係を築きたいという私達の意思表示でも

あります。

慶應の森をどう活かすか

　慶應と南三陸町の関係の基盤は、戸倉地区にある森で

す。復興や森林保全活動のお手伝いだけでなく、この森

をいかに教育や、社会的に有意義に活かしていくかを考

え、この森を起点に活動を行いたいと思います。

　その一歩として、慶應義塾大学の社会・地域連携室と

協力して、慶應の森の間伐材で商品を作る計画を立てて

います。ぜひ、ご期待下さい。

　また、海瀬亀太郎氏・林業三田会・杉並三田会・仙台

三田会などの諸先輩から、森で活動する本プロジェクト

の意義について、大きなご理解とあたたかい応援をいた

だきました。この場でお礼を申し上げます。

　そして、多くの方を、我々が近い将来整備する、慶應

の森へとご招待申し上げます。きっと、美しいハイキン

グコースになると思います。　

　ぜひ、慶應の森へ。そしてその森が育む海の幸を食べ

に、すばらしい南三陸町へいらしてください。
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■夏 1期 活動報告 

1期リーダー 増田聡（商・3年） 

 1 

【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あり、5 名く

らいずつ 2つか 3つの場所に分かれて作業を行った。 

 自然の家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

ンをとりながら学習指導を行った。 

 フリーペーパー作成・配布はお茶っこ班が担当した。

配布を行いながらツイッタ―普及を進めた。 

 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った。そ

の場合は午後からは別の活動に加わった。 

 全体としてはだいたい、お茶っ子 5名・肉体労働 15

名・その他 2～3名という内訳で活動することがほとん

どだった。 

 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それでも何とかな

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は皆

が心がけていたように思う。事前勉強会の時からも、

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。 
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■夏 2期 活動報告 

2期リーダー 出射寛人（法・2年） 

 

【期間】 

 7月 29日（金）～8月 2日（火） 

【参加者】 

 22人（学生 19人、教員ほか 3人） 

（学生）学部 1年：7人、2年：7人、3年：1人、4

年： 

4人、院生：0人／男子：13人、女子：6人 

【事前研究のテーマ】 

南三陸町の「ことば」「食文化」「歴史」「文化」 

「農林業」「漁業」「その他の地場産業」 

【現地での主な活動】 

●戸倉地区派遣ボランティア（終日、7 月 30 日～8

月 2 

日） 

●自然の家学習指導（午後・夜、7月 30～8月 2日） 

●歌津地区仮設住宅（終日、7月 30日～8月 2日） 

●福興市見学（終日、7月 31日） 

●自然の家お茶っこ（午後、7月 30～8月 2日） 

●たこ通信の作成と配布（7月 30～8月 2日） 

●慶應バー（水戸辺仮設）（夜、7月 30日） 

●町内見学（午後、8月 2日） 

 

2 期は主に自然の家で活動する班と歌津の仮設住宅

建設の手伝いをする班の 2つに分かれて活動を行っ

た。仮設住宅では、8 月 3 日の竣工を前に最後の詰

めの作業が大工さんたちによって行われており、私

たちはゴミの搬出・分別、室内の清掃、シンクやカ

ーテンの設置などを行った。また森林組合の方から

仮設住宅の現状や南三陸杉についていろいろなお

話を伺った。残念ながら 8月 3日に完成した住宅を

見ることはできなかったが、仮設の建設に微力なが

らも携わることができたよかったと思う。自然の家

での活動は屋外と屋内で行う活動に分かれていた。

屋外では農地として使うために戸倉地区の山の原

生林を開墾したり、倉庫として使われるプレハブを

設置するために木や草、流されてきた漁具などを運

び出した。どちらも不安定な地面で丸太を運んだり

草を刈るといった作業を行なっていたため、肉体的

に非常にハードなものだったが、慶應以外のさまざ 

 

まなボランティアの方々と一緒に活動を行なって

話をすることができたのはよかったと思う。屋内で

は、お茶っこ（コミュニティカフェ）をメインとし

て活動した。その他にも仮設に配布するたこ通信や

仮設住宅の地図、名簿を作成、自然の家の清掃、ゲ

ートボールのスコア係、子供の保育、学習支援など

多様な活動を行った。その他にも 2日目には水戸辺

仮設にて飲み会を行った。現地の人たちから被災し

た時のことなど、貴重なお話を聞くことができたの

と同時に、自身の南三陸に対する思いが変わったと

いうメンバーも多く、とてもいい機会を持つことが

できた。また震災以降、毎月最終日曜日に行われる

福興市にも参加した。第 2期というのは第 1期と同

様にこれから 10 期まで続くプロジェクトを方向付

ける非常に重要な期である、という意識を持って活

動を行った。そのためかボランティアとして活動す

ることの大変さを一番味わった期ではないかと思

う。あいさつの大切さ（とにかく元気に誰にでもす

る）、現地の人の差し入れへの対応（支援物資をボ

ランティアが受け取ってよいのか）などボランティ

アだからこその課題に直面した。でもその都度、夜

のミーティングで話しあったり、前からボランティ

アをしている方のアドバイスを頂いたりしながら

メンバー全員で今後にどのようにつなげられるか

ということを考えた。それらをきちんと実践するこ

とができたかどうかはわからないが、あとの期で生

かされていたらうれしく思う。 
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■夏 3期 活動報告 

3期リーダー 加藤諒（理・修 2年） 

 

【期間】8月 2日（火）～8月 6日（土） 

【参加者】21人（学生 20人、教員ほか 1人） 

（学生）学部１年 5 人、２年 8 人、３年 6 人、院生 1

人／男子 13人、女子 7人 

【事前研究のテーマ】南三陸町と漁業 

 

【現地での主な活動】 

●戸倉地区派遣ボランティア（終日、3～5日） 

●自然の家学習指導、保育（終日・夜、3～5日） 

●自然の家お茶っ子（終日、3、5日） 

●新設の木造仮設住宅清掃（終日、3日） 

●自然環境活用センター、高台見学（午後、5日） 

 

主な活動エリアは南三陸町戸倉地区で、志津川自然

の家という、震災後避難所として利用されていた施設

がボランティアセンターとしての機能も有しており、

こちらを拠点に活動した。 

自然の家ボランティアセンターに登録し、一般のボ

ランティアの方々と共に草刈、瓦礫撤去、テント設営、

自然の家館内清掃の仕事を行った。 

草刈作業では、コンテナを設置するための土地の片

付けで、他のボランティアと共同でチェーンソーを用

いての雑木や雑草除去、廃棄されていたゴミの分別作

業を行った。瓦礫撤去は浸水した個人宅の清掃で、ヘ

ドロ掻きや、人力で運べる大きさの瓦礫をカゴや一輪

車に積み運搬した。テント設営では、青果と鮮魚の販

売を行うための売り場作りを目的とし、砂利で舗装さ

れた空き地で草を刈った後に中国から寄附されたテン

トを設営した。館内清掃は、自然の家の施設管理がボ

ランティアによって行われていたことから施設保持の

ための清掃活動を 2日間行った。体育館、宿泊棟のモ

ップ、雑巾がけ、ベランダ清掃、梱包材等廃棄物の運

搬、加えて支援物資のパソコンの動作確認、修繕を行

った。5 日には 1 人が漁具の撤去、網洗い作業、YMCA

の炊き出し活動の手伝いを行った。 

自然の家学習支援活動では、施設内の音楽室を借り

て慶應大学生による学習支援教室を設け、午後と夜間

に 2人程で小学生～高校生に勉強を教えた。 

 自然の家お茶っ子では、憩いの場として設けられた

野外カフェの準備・運営を行った。お茶っ子は当初、

自然の家敷地内で仮設住宅と避難所に住む人々の間に、

立場の違いによる確執が生まれる事を緩和するための

コミュニケーションスペースとして作られた。3 期活

動時には、世帯訪問、情報紙「タコ通信」の作成と配

布、イベント企画等を行い、住民の交流を促進し、情

報通信を行い、生活向上のための重要な役割を果たし

ていた。3 日にはカウンセラーによる不眠相談イベン

ト、安眠カフェが催された。 

 仮設住宅清掃では、歌津館浜地区に新設された木造

の仮設住宅の清掃作業を行った。ここは、2 年間とい

う仮設住宅に無償で入居できる期限が過ぎた後にも、

人々が「家」として生活できるように、という目的で

地元の木材から建設され、8月 3日に竣工した。 

 活動最終日には、津波の被害に遭った自然環境活用

センターの見学、志津川中学校のある高台へ上がり志

津川地区を一望、各自、津波の恐ろしさを改めて胸に

刻んだ。 

 

 3期では、2期からの引継ぎで強調されたこともあり、

挨拶を徹底した。相手よりも先に、笑顔で、大きな声

で挨拶をするというものだ。田舎では顔を合わせた時

に挨拶するのが常識であり、特に外から来た人間に対

して警戒心が強いため挨拶は非常に重要であった。 

 反省点は、最終日に活動を終え施設、高台見学をし

ていた際に、気の緩みから騒がしくしてしまい地元の

方の反感をかった事である。常に周りに配慮した行動

が求められていた。 

仕事をする上では、マニュアルが存在するわけでは

ないため何が必要であるか自分で考え、想像力を働か

せ主体的に取り組む姿勢が求められた。 

参加して被災地に対する認識が大きく変化し、南三

陸町の現状と、自分達が活動を通して感じた事を出来

るだけ多くの人に伝えたいという意見が多かった。そ

して、再び南三陸町を訪れたいと皆が言っていた。 
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■夏 4期 活動報告 

4期リーダー 梶川洋祐（経・2年） 

 

【期間】8月 5日（金）～8月 9日（火） 

【参加者】22人（学生 19人、教員ほか 3人） 

（学生）学部 1年 3、2年 7、3年 4、4年 5、／男子 12、

女子 7 

【事前研究のテーマ】食べものと方言 

 

【現地での主な活動】 

●戸倉地区派遣ボランティア（終日、6～9日） 

●自然の家学習指導（午後・夜、6～9日） 

●歌津地区学童保育支援（終日、9日） 

●神割崎仮設フリーマーケット開催（午後、7日） 

●戸倉中仮設お茶っこ開催（午後、6～9日） 

●フリーペーパー作成と配布（終日、6・8日） 

●ベンチ作成（終日、7～9日） 

●志津川地区見学（午後、9日） 

  ●墓石の修繕、ながしず荘 柵の修理(終日、7日) 

 ●漁師さんの網の補修、整理の手伝い(終日、6日) 

 

自然の家でのボランティア活動に加え、ながしず荘

での作業が多かった我々は、ながしず荘の方々と交流

する機会が多かった。柵の補修ではおじいちゃんにお

世話になったり、ベンチ作りでも健さんなどに指導し

ていただいた。エムちゃんやホアちゃんとも遊んだ。

現地の方と一緒に作業をすることで信頼関係も築ける

し様々なお話もできる。ながしず荘の方々とのコミュ

ニケーションの大切さを感じた我々は、その気持ちを

後期の人たちに引き継ぎたかった。そこで僕らが感じ

た人柄を『ながしず荘の人々』という紙にまとめた。

これを後の期の人が読んで、さらに深い交流ができれ

ばよいと考えた。 

今ではすっかり有名になっている慶應のベンチだが、

これの製作は 4期がはじまりだった。ベンチを仮設住

宅に届け、住民のみなさんの憩いの場を作る、それが

ベンチ作りの目的だ。最初は瓦礫の中から木材を拾っ

てきてベンチを作っていた。その後、森林組合の方か

ら間伐材を提供していただけるようになった。慣れな

い木工作業ではあったが、仮設住宅で完成品に座るお

ばあちゃん方の笑顔を見ると、なんともいえない達成

感が湧いた。試験的に作り始めたベンチだったが、反

響が大きく今では戸倉地区のほとんどの仮設住宅には

設置されている。4 期では、ペンで『慶應』と描くだ

けだったが、後の期ではペンマークの烙印が押された。

4 期から始めたベンチ作りが話題になり、メンバーも

誇りに思っている。 

3 期からの引き継ぎの際、あまり現地での生活がイ

メージできなかったので、5 期に引き継ぐ際には口頭

だけでなく、紙に 1日のスケジュールを書いて、仕事

ごとの工程や注意点を細かくまとめた。後に続く期の

人にも最新の情報を更新してもらえるような形式にし

た。実際に 5期に引き継ぐ際はこれらの紙に沿って説

明し、それでもわからないところがあれば個々に質問

してもらうようにした。 

 

我々は、コミュニケーションを大切にした。前の期

が作り上げた素晴らしい土台を最大限に活かし、僕ら

なりの方法で現地との絆を深め、そして後の期にうま

く繋げる。南三陸から帰ってきた後も、現地の方と関

わっている人もいる。現地の方の顔を知っていると、

東京での活動も自然と力が湧いてくる。この夏に得た

現地との絆をこれからも大切にしていきたい。 
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■夏 5期 活動報告 

5期リーダー 佐藤 亮平（理院・修 1年） 

 

【期間】8月 9日（火）～8月 12日（金） 

【参加者】21人（学生 17人、教員ほか 4人） 

（学生）学部１年 2、２年 7、３年 4、４年 2、院生 2

／男子 8、女子 9 

【事前研究のテーマ】南三陸町の神話・伝説 

 

【現地での主な活動】 

●戸倉地区派遣ボランティア（終日、10～12日） 

●自然の家学習指導（午後・夜、10～11日） 

●自然の家保育支援（午前、12日） 

●歌津地区学童保育支援（終日、10～12日） 

●戸倉中仮設お茶っこ開催（午後、10日） 

●フリーペーパー作成と配布（終日、12日） 

●ベンチ作成（終日、10～11日） 

●神割崎仮設夕涼み会（カフェ）開催（夕方、11日） 

●志津川地区見学（午後、12日） 

5 期では、①自然の家ボランティア、②学童保育支

援、③ベンチ作成の 3つを中心に活動しました。 

①自然の家ボランティア：屋外で行う活動と屋内で行

う活動がありました。屋外で行ったものは、草刈や瓦

礫の撤去（元は誰かの大切な持ち物であり、「瓦礫」

とは言いたくない）、木の伐採、被災した家の片づけ

などです。これらは、肉体的にハードなものが多く、

男性の方が適任であり、どの活動をするかは挙手制で

したが、これらの活動には男性が優先されました。屋

内（自然の家内）で行った活動は、学習支援や保育支

援、カフェの運営などです。これらは、現地の方とお

話することが多く、震災のことも含め様々なお話を聞

くことができました。 

②学童保育支援：他のボランティアの方と共に活動し

ました。具体的な活動は、宿題などを通して勉強を教

える、一緒に図画工作をする、グラウンドでボール遊

びをするなどです。子供達は本当に元気であり、私た

ちの方が元気をもらうことが度々ありました。ただ、

子供たちからも震災の話が出ることがありました。 

③ベンチ作成：4 期から始まったベンチの作成を、5

期でも引き続き行いました。作成したベンチを仮設に

届けることもしました。ベンチの需要は多く、ベンチ

の作成はこのプロジェクトの大きな成果の 1つである

と感じています。 

これら以外の活動も行ったので、それらについても

記載致します。 

・夕涼み会の開催：神割崎付近にある仮設へベンチを

届け、飲み物やお菓子を振る舞い、カフェを開催しま

した。ここでも、ベンチ作成に対して感謝の言葉を頂

いたり、震災などのお話をお聞きしたりできました。

そして、何より、現地の方々の温かい人柄・雰囲気に

触れることができました。 

・フリーペーパー作成と配布：近日行われるイベント

などが書かれた現地のフリーペーパー「たこ通信」を

作成し、仮設住宅に住む方々へお配りしました。お配

りする時には、現地のみなさんは好意的に受け入れ、

私たちのお話しを聞いてくれました。 

また、活動最終日の午後に志津川地区の見学をさせ

て頂きました。丘の上に元々そこにはなかった車があ

ったり、震災時に止まったと思われる時計があったり、

メディアで見たようなあり得ない光景が広がっていま

した。目の当りにした私たちは多くのものを感じまし

たが、活動から 1か月以上経っても、それらを整理で

きていない人が多くいます。 

  

 5 期の活動は 3 日間という短い期間で、活動内容も

限られていました。最初は、「この活動は復興支援に本

当につながるのか。」という意見も出ました。しかし、

活動をするにつれ、私たちは学生であり、これらの活

動は今の私たちにできることであり、それを全力でや

ろうと思うようになりました。草刈は、短い期間でも

わずかだが確実に作業は進み、カフェの開催は仮設内

のコミュニティの形成へ繋がり、学習支援も私たち大

学生が力を発揮してできる活動でした。このように、

微力だが、私たちにもできることは多くあります。少

しでもボランティアに興味を持ち、志そうとしている

人は、是非行動に移して頂きたいです。活動を通して、

学べることや感じることも多くあると思います。 

 また、5期のメンバーでは、「感謝」というワードが

多く出ました。それは、震災直後から現地でボランテ

ィアされている方からある言葉を頂いたことが大きい

です。それは「活動をできることに感謝の気持ちを持

ってほしい。」、「「現地のため」という思いではなく、

ボランティアを自分の修行・鍛錬の場として欲しい。」

という言葉です。私たちには実際に震災の被害に遭っ

た人はいなく、現地の方から見れば私たちは「よそ者」

です。今回私たちが行っていたのは、そのような「よ

そ者」が勝手に土足で入り、「お手伝いしましょう。」

と言っているようなものでした。それは大変図々しい

ことです。それにも関わらず、現地で私たちが活動で

き、多くを経験できて、大変感謝しています。今後、

このプロジェクトに参加したり、ボランティアで活動

したりする時には、「感謝」という気持ちを強く持とう

と思っています。 

31



 

 

■夏６期 活動報告 

６期リーダー 菊池武朋（法・3年） 

 

【期間】8月 11日（木）～8月 15日（月） 

【参加者】16 人（学生 15 人、社会人 1 人、教員ほか

4人） 

（学生）学部１年 5、２年 4、３年 3、４年 2、院生 1、

社会人 1／男子 12、女子 4 

【事前研究のテーマ】南三陸町の冠婚葬祭 

 

【現地での主な活動】 

●ベイサイドアリーナ・ボランティアセンター派遣ボ

ランティア（終日、13～14日） 

●ベンチ作成（終日、13～14日） 

●フリーマーケット手伝い（終日、13日） 

●自然の家お茶っ子（午後、13～14日） 

●自然の家学習指導（午後、13～14日） 

●自然の家駐車場増設のための測量（午前、14日） 

●サーティーワンアイスクリーム配布（午後、14日） 

●ながしず荘手伝い（終日、12～14日） 

●石巻・女川見学（午前、12日） 

●子ども夢花火見学（夜、13日） 

●志津川地区見学（活動後、14日） 

 

第 6期の活動期間はちょうどお盆の期間と重なって

いた。震災・津波によって沢山の尊い命が失われたこ

とを考えると、「初盆」の期間に南三陸町で活動するこ

とは、亡くなられた方々への哀悼の意を思うという点

において、物理的なボランティア作業のみならず、も

う一度震災・津波を思い起こす機会が持てたことは意

義のあることであった。 

また、初盆の期間と重複していたことで、戸倉地区

の派遣ボランティアでの活動がなかったため、ベイサ

イドアリーナにあるボランティアセンターでの派遣で

作業をすることとなった。そして、往復共に夜行バス

であったため、時間的な余裕もあり、石巻・女川見学

もさせていただくことができた。他にも花火大会の見

学もさせていただくことができた。この花火大会は震

災・津波によって犠牲になられた方々への鎮魂の花火

大会でもあり、震災・津波による甚大な被害からの復

興を願う花火大会でもあった。街灯のない真っ暗な夜

の闇に映る花火の姿や聞こえてくる花火の音は印象的

であり、そしてそこには静寂があった。 

ベイサイドアリーナ・ボランティアセンター派遣の

活動においては、草刈りや老人ホームの施設内での不

要な物を運び出す作業や泥掻き作業などを行なった。

厳しい暑さで作業は大変ではあったが、作業をしてい

る中でもそこで生活された方々が思い出される品々に

接する機会もあり、メンバーがそれぞれ様々な思いを

抱きながら作業をさせていただいた。 

ベンチ作成においては、前の期からの引継ぎ資料が

充実していたこともあり、順調にベンチを作製するこ

とができた。神割崎の仮設住宅のベンチ設営場所で、

実際にベンチ作成をする機会があり、現地の方々との

交流を持ちつつ、作業できた。また、このベンチが仮

設住宅のコミュニティ形成に大いに役立っていること

も実感することができた。 

自然の家での活動においても、現地の方から震災当

日のお話や、様々なものを失ってしまったお話をお聴

きする機会があった。その際、事前ワークショップに

おける傾聴スキルが様々な傷を負った方々をさらに傷

つけないためにも大いに役立ったと思う。 

サーティーワンアイスクリームの配布においては、

ジョン・ヘルヴィグ先生がサンタクロースの衣装を身

にまとい、季節外れのサンタクロースではあったが、

冷たいアイスクリームを手にサンタさんと一緒に記念

撮影も行った。人々には沢山の笑顔があった。津波で

多くの方が思い出の写真を失ったことを考えると、こ

の記念写真は非常に意味のあるものになったのではな

いかと思う。 

今回我々6期はお盆期間の活動を通して、もう一度、

震災・津波を思い起こし、亡くなられた方への哀悼の

思いを持ちつつ、また、被災された方々の思いに寄り

添いつつ、活動を行うことができたと思う。
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■夏 7期 活動報告 

7期リーダー 小川恵理子（商・3年） 

 

【期間】8月 15日（月）～8月 19日（金） 

【参加者】33人（学生 28人、教員ほか 5人） 

（学生）学部１年 9 名、２年 4 名、３年 5 名、４年 4

名、院生 6名／男子 15、女子 13 

【事前研究のテーマ】海の生き物 

 

【現地での主な活動】 

●歌津、気仙沼、唐桑半島、折石、志津川湾見学（終

日、16日） 

●戸倉地区派遣ボランティア（終日、17・18日） 

・ がれき撤去・草刈り 

・ 余った支援物資の運搬 

・ ボランティアの方のお子さんの子守り 

●自然の家学習指導（午後・夜、17・18日） 

●歌津地区学童保育支援（終日、17・18日） 

●お茶っこ準備（フリーペーパー作成と配布）（終日、

17・18日） 

●ながしず荘のお手伝い（17・18日） 

 

 7 期はお盆期間と活動が被ってしまったために、活動

初日の 16日はボランティア活動自体が休みでした。その

ため、現地で長期間ボランティアをしていらっしゃる厨

さんに案内していただき、バスで被災地を回りました。

活動日が 2日間になったのは残念でしたが、気仙沼や志

津川地域の被害が大きかった場所を歩いて回ったことは、

半年経った現在でも手付かずの被災地が多く残っている

という現実を深く受け止める貴重な機会となりました。

このような機会をいただいたのは７期だけなので、他の

期の方にも共有していきたいと思っています。 

 3、4日目は、活動班ごとに分かれて活動を行いました。

基本的には、①自然の家学習指導、②ながしず荘、③歌

津地区学童保育支援、④お茶っこ、⑤自然の家ボランテ

ィア（瓦礫撤去・草刈り）、の 5班に分かれていました。

自然の家ボランティア班（15〜20 人)の中には、午前中

瓦礫撤去で午後からフリーペーパー配布のお手伝いや子

守りを任されるなど、自然の家ボランティアの方の指示

で臨機応変に活動内容を変更しました。 

①自然の家学習指導：仮設住宅に住んでいる子供達の勉

強を見ます。だいたい決まった子供たちが来るので、前

の期からの引継ぎを見ることにより、子供たちの特徴を

把握して指導に取り組むことができました。 

②ながしず荘：滞在させていただいているながしず荘の

お手伝いを中心に行いました。具体的には、旅館の掃除、

夕飯の準備、お子さんのお守り等です。 

③歌津地区学童保育支援：小 2,3年生の託児・保育を NPO 

の方の指導のもと、2日間男女 1名ずつで行いました。 

④お茶っこ：７期活動中にお茶っこはありませんでした

が、フリーペーパーの作成や配布、グランドゴルフ大会

の運営を行いました。 

⑤自然の家：主に瓦礫撤去・草刈りを他のボランティア

の方と共に行いました。数人は、ユニクロからの支援物

資フリーマーケットの準備の手伝いなどに借り出される

ことがありました。 

 

 7 期は人数も多く、また活動期間も短かったため、多

くのメンバーが 2日間瓦礫撤去・草刈りに従事しました。

しかしながら、現地の人との交流がなくても、力仕事か

ら学べること・考えさせられることが多くあったように

思います。それは、「自分達にもできることがある」とい

うことです。始める前は「1日かけて 20人の力でたった

これだけの場所しか片付けることができない」と後ろ向

きに考えていましたが、活動を通してメンバーの中に、

「自分達も役に立てるのだ」という前向きな意識が芽生

えてきました。「些細なことだからやらない」から、「ど

んな形でも、少しでも、自分が今やれることをやろう」、

という変化が、このボランティアを通して全員の中に生

まれたように思います。 

 このボランティアでの経験をこれからの活動につなげ

ていくために、7 期では事後勉強会を行ったり、東京で

もできるボランティアに参加したりしています。 

 これを読んでいる方にも、前向きな気持ちを持って自分

にもできることを探していただければと思っています。 
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■夏 8期 活動報告 

8期リーダー 幅岸千恵（理・修 1年） 

 

【期間】8月 18日(木）～8月 22日（月） 

【参加者】24人（学生 21人、教員ほか 3人） 

（学生）学部１年 10、２年 3、３年 6、４年 0、院生 2

／男子 11、女子 10 

【事前研究のテーマ】南三陸町の戦後史 

 

【現地での主な活動】 

●戸倉地区派遣ボランティア（終日、19～22日） 

●自然の家学習指導（午後・夜、19～21日） 

●サイエンスカフェ開催（午後、21日） 

●歌津地区学童保育支援（終日、19～22日） 

●神割崎仮設フリーマーケット開催（午後、20日） 

●戸倉中仮設お茶っこ開催（午後、20日） 

●自然の家お茶っこ開催（終日、19日） 

●フリーペーパー作成と配布（終日、19・20日） 

●ベンチ作成（終日、20日） 

●仮設入口看板作成・設置（終日、22日） 

●志津川地区見学（午後、22日） 

●三戸部仮設での交流会（夜、21日） 

 

我々が南三陸を訪れた時期は、自然の家の避難所の

閉鎖が行われていたので、その撤退作業のお手伝いが

一番大きな仕事であった。現地の方に指示を仰ぎなが

ら、自然の家の清掃や、荷物の運搬を行った。 

また、森の木や草を切り積む作業を行った。これは

職を失った現地の方々が農業を行うための土地を確保

するための作業であった。また、草刈りや新しいボラ

ンティアセンターの周辺の瓦礫などを片付ける作業等

を行った。 

お茶っ子の活動では、イベントとして仮設住宅の表

札づくりを企画・開催した。予想を超えた現地の方々

が来てくださり好評であった。現地の方々のコミュニ

ケーションの場を作ることができたと思う。フリーマ

ーケットも同時に開催したが、多くの方が物資を受け

取ってくださった。 

歌津地区での学童保育支援や自然の家での学習指導

など、子どもたちに対するボランティアも行った。子

どもたちは元気だが一方で大きなストレスを抱えてい

るようだった。思い切り遊べる場所も無く、慣れない

仮設住宅や避難所での生活に疲れているためであると

考えられた。 

看板の作成は、仮設住宅の入口が非常にわかりにく

いという問題を解消するために、それを示す目印を作

成したものである。目に見え残るものを作ることがで

き、設置している際にも仮設に住んでいる方々に感謝

していただけた。 

21 日の三戸部仮設での交流会は 10 人程の現地の

方々が来てくださった。三戸部は同じ集落でまとまっ

て入居できた仮設で、とても仲の良い雰囲気であった。

現地の方と近い距離で話すことで、参加者はそれぞれ

色々感じる部分があったようである。 

ベンチは 8期では 2つ作成することができた。設置

は最終日が雨だったため叶わなかったが、後日仮設に

設置されたときいている。憩いの場となりコミュニテ

ィの造成に一役かってくれることを祈る。 

 

現地において良いチームワークをもって一生懸命に

活動してきたことは、他の期と共通しており言うまで

もない。1 日目 2 日目と、時間が経過していくごとに

メンバー同士の結束が高まり、メリハリのある活動が

できるようになっていった。各メンバーは各自の目的

目標を持って自立して活動しており、得られたものが

多くあったようだ(メンバーの感想文を読んでいただ

ければより分かりやすいと思う)。 

8 期にのみ特徴的なことを上げると、避難所の閉鎖

の時期にぴったり重なって活動を行っていたため、他

の期以上にボランティア活動のありかたや移りゆく現

地の状況に関して特に意識をもっていた期であったと

思う。また、南三陸プロジェクトの中でも後半に位置

する期であったことから、プロジェクト自体を今後ど

のように展開していくのかということに関しても各自

思考していた。帰ってきてからの事後勉強会において

は、プロジェクトの今後に関する意見やアイデアが多

く話し合われた。 

我々が感じたことは多くあるのだが全て書ききれる

ものではないので、今後に繋がることの１つとして、

ボランティアのありかたに関して話し合ったことをま

とめる。 
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今現地においては何が必要なのか、いま行っている

ボランティアは需要に見合っているのかというのは、

避難所閉鎖など被災地の状況が大きく変わっていく中

で 8期が感じたことの１つである。派遣されたのに仕

事がほとんどない一方で、実は他の場所では多くの仕

事が残されていたりもする。ボランティアセンターが

どのように人数を配分するかの問題でもあるのだが、

現地の状況に見合った活動ができることが必要という

ことを感じた。 

現地の方々は漁業を奪われ、瓦礫撤去の日雇い作業

などで生計を立てている方も多かった。瓦礫撤去は需

要があり必要な活動なのだが、ボランティアが行うこ

とで仕事を奪っていると感じている方もいらっしゃる

ようだ。一方、現地には若い人が少なく(出稼ぎに行っ

ている)、高齢の方々には厳しい仕事には、手伝いが必

要不可欠であったりもする。現地の方の自立を支援し

ながら、必要な援助をしていくことは非常に難しい問

題である。 

お金を払うまでもない仕事や、現地の方が行うには

精神的につらいことはボランティアがやるべきであり、

また現地の方々の活躍の場やコミュニケーションの機

会も、ボランティアが造成していくことができるとい

う意見が、我々の中から出た。例えば、今回ベンチの

作成は我々が行ったが、それを木工の得意な現地の

方々の活躍の場としたり、一緒に作業をすることでコ

ミュニケーションにも使えると考える。 

今後は現地に行くだけではなく、今この場所ででき

ることも考えて行っていくべきであると我々は考えた。

これからは外部への発信により、ボランティアの輪を

広げていくことも大切である。ボランティア案の立案

に関しては、現地以外からでもできるボランティアで

あり、興味のある人への門戸は広いだろう。また、学

生であり自由に動けることを１つのメリットとし、他

大学と連携したり、各期の枠ではなく全期合同で行う

ワークショップを行って、場所や時間の軸で広く情報

を共有・把握することなどが発案された。これは現地

の需要にみあった活動を、という部分に繋がっている。

全期合同ワークショップは既に実現し、他大学との連

携に関しても動き始めている。8 期からのアイデアが

どんどん膨らんでいくことは一 8期メンバーとして嬉

しいことである。 

最後に、最終日のメンバーの感想をいくつか載せて、

報告を終わらせていただく。 

「百聞は一見に如かず。」「一人一人が無力でも、各

期が繋ぐことによって生まれる力を感じた。」「能動的

なコミュニケーションが良い関係を築く。」「現地の

人々の生活は続いていくことを忘れないでいたい。」

「この経験を自分のものにするだけではなく，多くの

人と共有したい。」「多くの人の支えがあって、ここに

来られたことを感謝する。」 
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■夏 9期 活動報告 

9期リーダー 朝日慎也（商・4年） 

 

【期間】8月 22日（月）～8月 25日（木） 

【参加者】34人（学生 29人、教員ほか 5人） 

（学生）学部 1 年 14、2 年 6、3 年 6、4 年 1、院生 2

／男子 16、女子 13 

【事前研究のテーマ】「南三陸町の漁業と森の関係」 

 

【現地での主な活動】 

●活動内容・期間 

◎活動内容の補足説明 

○反省点、良かった点、今後について等 

 

●海藻おしば作り（午後、23日） 

◎横浜康継先生（活用センター長）の海藻についての

講義の後、横浜先生と、地元の「さぼろう会」の三浦

ひろみさんの指導で、海藻おしば作りを行った。 

タオル、バスケット、ピンセット、シーツ、段ボー

ル、すのこ、トレイ、水、色とりどりの海藻などの準

備が必要。完成までに一晩寝かしてからパウチする必

要がある。 

○熱中して時間が押してしまう。横浜先生の講義があ

り、海藻の特徴を知ることが出来た点が良かった。 

10 期の福興市で海藻おしば栞の販売と体験を行な

った。この企画は好評だった。 

 

●波伝谷民家跡での草刈（午前、23～24日） 

◎波伝谷の民家跡のガレキ撤去を妨げていた草を刈る

作業。（後日ガレキは撤去された。） 

○休憩の度に決まったアングルで写真を撮っていくと、

作業の進行度合いがよくわかり、やる気につながった。

また声を掛け合って、手ごわい草は何人かで協力して

抜くと良い。 

草刈は、背の高い草から抜いていくとやりやすかっ

た。一軒の民家跡の草刈りをするのにあの人数であれ

だけの時間がかかるのだから、復興する際、全ての草

刈りをするのには膨大な人手と時間が必要。人手はい

くらあっても足りない。 

 

●フリーペーパー作成と配布（午後、23～24日） 

◎西戸、波伝谷、水戸部、髪割ザキ、戸倉中、津の宮

の仮設住宅へたこ通信の配布。 

○話したがる人、そうでない人がいる。津波の話が出

た時の反応が怖くて、うまくコミュニケーションが出

来なかった。 

他のボランティアと訪問が重なってしまう可能性が

あり、何回も訪問すると迷惑がかかる。 

たこ通信に記載のイベント場所から遠い地域に配る

と反応が悪い。 

 

●戸倉中仮設お茶っこ開催（終日、23～24日） 

◎たこ通信と看板の作製、たこ通信の配布、お茶っこ

の運営 

○方言がわからなくても、聞く姿勢・傾聴スキルが大

切。地元の方々と関われる良い機会なので自分たち・

相手の両者にとって良い場になる。 

仮設に入居している高齢者の方々は強固なコミュニ

ティを保っており、その維持が生活の上で欠かせない

と思った。数名の方がテントに寄ってくれたが、世間

話をしているうちに自然と会話が震災当日の話に帰結

していったことには驚いた。まだ鮮明な記憶が残って

おり、共有することで気が安らぐのかもしれない。 

 

●放置林の開墾（終日、23～24日） 

◎伐採、木々の仕分け、草刈。 

○木のとげ、切り株、道具の管理に注意する必要があ

る。仕分けする作業は女性でも活躍出来る。 

一緒に活動した他のボランティアの方々とお話が出

来たことは良かった点。 

昼に戻る際、他団体のボランティアを置き去りにし、

慶應の班のみでバスで出発してしまった。（置き去りに

した人たちは、機材用の軽トラックの荷台に乗って活

用センターへ戻った。）→バスに誰が乗るのかキャプテ

ンが確認する必要がある。 

開墾を行っている理由を知ると、南三陸の方々の工

夫や努力に気づいた。地域の地理的特性を生かした復

興や経済的再生はこの先の大きな鍵となると思ったが、

同時に限られた人員・資材での活動の限界にも触れ、

まだまだ時間のかかるプロセスであると感じた。 

 

●自然の家学習指導（午後、23～25日） 

◎問題・課題を作って子供たちに解かせた。 

○生徒をいかに机に座らせるのかが課題。夏休みが終

わる時期だったので、子供たちが少なかった。子供と

の距離感を大切にし、なめられないように気をつける

こと。 

 

●歌津地区学童保育支援（終日、23～25日） 

◎キッズドアと一緒に子供たちの学事保育。室内外で

遊ぶことや自由研究の手伝い。 

○子供たちは言葉遣いが汚いが、それにつられて汚い

言葉を使わないこと。子供のケンカはキッズドアの方

に任せるべき。子供たちはブラックジョークとして津

波の話をするので、傷口を広げないように流す。 
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建物全体に配慮が必要。（隣の部屋で会議をしてい

た。）おやつなどを勧められることがある。（お菓子・

かき氷）→支援物資などではないので、子どもたちと

の雰囲気を壊さないためにも食べた方が良い。 

 

●福興市の準備（午後、24日） 

◎海藻おしばの説明資料の作製、おしばの台紙選定。 

○横浜先生に再度お話を聞き、海藻と地球環境の関連

性などの理解を深めることが出来た。 

 

●ベンチ作成（終日、24日） 

◎ベンチの回収・配布、刻印押し、名前・日付の記入。 

○刻印を押す際、向きに注意する。押す時間は長すぎ

るくらいでちょうど良い。刻印は温まるまで 20分程度

はかかる。凸凹のある場所だとうまく出来ない。コー

ドは熱くなるのでヤケドに注意。 

あのベンチが慶應と南三陸の親睦の証になれば嬉し

いです。 

 

●看板作成（午前、24～25日） 

◎福興市用の看板製作。 

波伝谷仮設入口に設置する「進入禁止」「上り口」「下

り口」の看板の制作。 

 

○ペンキの乾燥に時間がかかることを計算して、同時

進行で他の作業をすべき。スプレーで色付けをする際

は他のものに付かないように注意する。ペンキを扱う

時は絶対に汚れても良い服で行うこと。 

看板は町がまだどちらを上り口にするか決めていな

いので未設置。仮設の方に看板を預けた。 

 

●ながしず荘（清掃、草刈、ペンキ塗り）（終日、24

～25日） 

◎避難経路、避難経路頂上の畑、ながしず荘の花壇（ゴ

ミ捨て場付近）の草刈。 

窓ふき、ベランダ掃除、福興市準備（タオル、T シ

ャツ梱包）、部屋掃除。ながしず荘非常階段のやすりが

け・ペンキ塗り。 

○おばあちゃんやお孫さんと交流出来たことが良かっ

た。おばあちゃんに「ありがとう」の言葉をいただい

て嬉しかった。おばあちゃんと朝食後に打ち合わせを

する。仕事が終わりそうになったら先回りして効率的

に。 

電動やすりの使い方が難しい。男が必要。防護の服

装。ペンキの順番を考える必要がある。（遠い所から塗

る） 

 

●志津川地区見学（午後、25日） 

◎歌津（木造の仮設・魚竜産地など）→志津川（志津

川中・防災庁舎など）→歌津（戸倉小の児童が避難し

た神社など） 

 

●西戸仮設住宅のひまわりの種収穫（午後、25日） 

◎（経緯）23日のたこ通信配布で、西戸の自治会長（ア

ベさん）とお話をして、誘われた。 

駐車スペースのペンキ塗り。 

ひまわりの種の収穫の手伝い。 

BBQに参加。 

○BBQ を近隣の仮設住宅に住む人と行うことで、被災

の状況などの話を伺えた。西戸の仮設住宅は、モデル

ケース。自給自足。個人的なつながり・コミュニケー

ションを大切にしている。 

ひまわりの種収穫は仮設住宅に住む子供たちと一緒

にやっていたのだが、子供たちと一緒に結構遊んでし

まった。BBQ は人手が少なかったので現地の方々とゆ

っくり交流が出来なかったのでそれは残念だった。次

来るときには稲刈りをして欲しいということだったの

で、是非お手伝いをしにまた訪れたい。交流が少ない

ながらも、現地の方々の生の声を聞き、貴重な体験が

出来た。 

 

●波伝谷仮設周辺の道路整備（終日、25日） 

◎山の上にある仮設へ向かう道の道路の轍をスコップ

等で平らにする。道のわきの草刈（待避スペースを作

る）。 

○三角の形のスコップの方が使いやすかった。休憩は

各自でとる。 

作業中に、仮設の方から感謝の言葉を頂いて嬉しか

った。仮設に往来する方々と少しではあるが会話出来、

その際感謝されたので人の役にたっているという実感

がした。 
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■夏 10期 活動報告 

10期リーダー 中村知香（商・4年） 

 

【期間】8月 25日（木）～8月 30日（火） 

【参加者】23人（学生 20人、教員ほか 3人） 

（学生）学部 1 年 3 人、2 年 8 人、3 年 3 人、4 年 5

人、院生 1人／男子 11人、女子 9人 

【事前研究のテーマ】東日本大震災における南三陸町

の被災および復興の状況 

 

【現地での主な活動】 

●戸倉地区派遣ボランティア（終日、26・27日） 

●自然の家学習指導（午後、26日） 

●歌津地区学童保育支援（終日、26・27・29日） 

●福興市出店、支援（終日、28日） 

●戸倉中仮設お茶っこ開催（午後、27日） 

●ベンチ作成（終日、26・27・29日） 

●志津川地区見学（午後、28 日） 

●荒島海岸清掃（午前、29日） 

●木の屋石巻水産缶詰洗い（午前、30日） 

 

戸倉地区派遣ボランティアとしては、仮設住宅周

辺の轍の整備や草刈り、瓦礫撤去を行いました。現

場作業では特に時間を見ながら休憩をしっかり取り、

水分や塩分を補給する必要があります。また、トゲ

や釘があるので丈夫な軍手をすることをお勧めしま

す。 

 26 日は学校が始まった日であったため、学習指導

の最終日でした。宿題を持ってきた子は一人だけだ

ったため、一人体制で正解でした。 

 学童保育に来ている子どもたちは外で遊ぶのが好

きでよく走り回っているため、全員から目を離さな

いように注意しなければなりません。また、体力が

あって笑顔で接することができる人が学童保育支援

に向いていると思います。子どもたちは地震や津波

の話題をブラックジョークのようにしてくるため、

そこで驚くのではなく、受け流すような対応が必要

となります。 

 お茶っこには、子どもからご年配まで幅広い年齢

層の方に来ていただけました。南三陸に来る前のワ

ークショップで傾聴スキルを教わりましたが、その

傾聴スキルを意識しすぎて、あまり会話が続かない

ことがあったのが反省点です。お茶っこでは仮設住

宅に住んでいる方々の生の声を聞くことができるの

で、とても勉強になりました。 

10期では、3日間で 10脚のベンチを作成しました。

作成したベンチを各仮設住宅に運んだときに、仮設

住宅の方々に喜んでいただくことができ、ベンチの

必要性を感じることができて嬉しかったです。 

他の期では行っていない活動として、福興市の出

店と支援が挙げられます。私たちの店では、チャリ

ティーでＴシャツ、タオル、海草おしばの栞の販売

と海草おしばの体験のコーナーを設けました。また、

福興市に出展している店の手伝いをさせていただき、

地元の方々と交流することができるよい機会となり

ました。手伝うときには、自ら話しかけ、仕事を申

し出る必要があります。 

10 期では、最終日に石巻で缶詰洗いのボランティ

アをさせていただきました。ずっと缶詰を洗い続け

るという作業でしたが、従業員の方から津波や避難

所について貴重なお話を伺うことができました。

「親・兄弟・友人を大切に」「震災を風化させないで」

という言葉は強く印象に残っています。 

 １～9 期が既に地元の人々との信頼関係を築いて

いたため、10 期では現地の人々とのコミュニケーシ

ョンに困ることはほとんどなく、とてもスムーズな

活動ができたと思います。一方で、ミーティングま

たは余った時間で一日の感想や地元の人々から聞い

た話をもっと共有すれば、より良い活動ができたの

ではないかということが反省点として挙げられます。 

 南三陸でのボランティア活動を通して、津波で何

もなくなった風景を見て、被災した方の生のお話を

聞き、震災の被害というものを実感できるようにな

ったと 10期のメンバーは口をそろえていました。も

し東北へボランティアに行こうか迷っているのなら

ば、ぜひ行ってほしいと思います。 
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■秋 3 期 活動報告 

秋 3期リーダー 岩野知佳（商・3年） 

 

【期間】11月 25日（金）～11月 27日（日） 

【参加者】13人（学生 11人、教員ほか 2人） 

（学生）学部１年 0、２年 9、３年 1、４年 1、院生 0

／男子 9、女子４ 

 

【現地での主な活動】 

●石巻市見学(午前、25日) 

●志津川地区見学（午後、25日） 

●テント片付け(午後、25日) 

●波伝谷仮設住宅飲み会(夜、25日) 

●慶應の森枝打ち作業(終日、26日) 

●復興市支援(終日、27日) 

 

秋 3期では、3日間すべて違う作業を行いました。 

初日午前 9時ごろ集合で石巻市を見学し、午後はテン

トの片付けと志津川地区見学でした。テント片付けは

初日にいたメンバー全員で行い、スムーズに終えるこ

とができました。夜に開催された波伝谷仮設住宅での

飲み会には地域の方がたくさん集まってくださり、震

災のことを含め様々なお話をしてくださいました。 

 2 日目は終日慶應の森で杉の木の枝打ち作業を行い

ました。津波被害に加え、9 月の台風被害等もあり森

に着くまでの道が割れているところもありましたが、2

期の活動のころに比べかなり整備されており、現地の

方のご厚意や期待を感じました。のこぎりを使った作

業は初めてのメンバーもいましたが、時間と共に慣れ

てきたようです。三田祭期間最後の慶應の森訪問だっ

たので、梯子や簡易トイレなどの片付けも含んでいま

した。 

 最終日には復興市のお手伝いに参加させていただき

ました。今回特別に出店していたわけではなく、主に

女子は佐良スタジオさんのブースで写真集やポストカ

ードの販売を行い、男子は水戸辺のブースで販売のお

手伝いをしました。語り部さんのお話も聞くことがで

きました。14時過ぎに復興市は終了しテントを片付け

て今回の活動は終了しました。 

  

 初日の飲み会や復興市での語り部さんのお話など、

震災のお話を直接聞く機会や志津川地区見学など改め

て考えるものがありました。夏の活動とはニーズも変

わっており今後何が重要か見極めることが必要だと強

く思いました。今回他大学のボランティアの方とも同

じ期間に一緒に活動しており、チームワークの大切さ

も実感したように思います。現地の方々は私たちのよ

うな短期ボランティアでも温かく迎え、様々なお話を

聞かせてくださいました。現地の方々との関わり、他

のボランティアの方との関わり、それぞれが大切であ

り、感謝の連続でした。飲み会では時折涙が見える場

面もありました。被災者でありボランティアという立

場で活動されている方の複雑な思いを目の当たりにも

しました。そして、復興の道のりはまだまだ長いです

が、確実に一歩を踏み出していると感じることもあり

ました。 

石巻市の日和山公園内の神社では七五三を迎える家族

を見かけました。私たちは今後もサポートできるよう

に考えていくことが必要ですし、力になれることを探

していきたいと思います。 

帰り際、多くの方にまた来てね！と声をかけて頂きま

した。受け入れて下さる方に感謝しながら、プロジェ

クトの意義を考え、メンバーそれぞれの今後の活動に

つなげられたらと思います。 

 また活動終了後ですが、仙台で立ち寄ったお店では

店長さんの被災経験も聞く機会があり、解散直前まで

全員にとって非常に重要な時間でした。 
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■春 2期 活動報告 

2期リーダー 廣田貴一(理・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。 

●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、あばあ

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。 

 

 

 

 

 

 

40



 

 

■春 3期 活動報告 

3期リーダー 石塚将基Ｃ．（法・２年） 

 

【期間】3月 21日（水）～3月 23日（金） 

【参加者】22人（学生 20人、教員ほか 2人） 

（学生）学部１年 10人、２年４人、３年 3人、４年

2 人、院生 1人／男子 16 人、女子 6人 

 

【現地での主な活動】 

●魚竜の湯 コミュニティスペース作り（終日、22,23

日） 

●慶應の森 枝打ち（終日、22日） 

●在郷の小屋の天上張り（午後、22 日） 

●ひころの里 桜の植樹（終日、23 日） 

●塩害木の片づけ（午後、23 日） 

●志津川地区見学（午後、23 日） 

 

この度、我々3期一同は宮城県南三陸町にてボラン

ティア活動行った。ながしず壮でお世話になった三日

間。短期間ではあったが、この南三陸町プロジェクト

を通じ、東日本大震災や支援のあり方など、各々多く

のことを考えさせられる機会となった。この報告書で

は、まず実際に現地で行われた活動を振り返り、最後

にプロジェクト全体の反省を述べることで締めとさ

せていただきたい。 

 

  この第 3期の活動を振り返ってみて、最も大きな

仕事だったのは魚竜の湯、すなわちコミュニティスペ

ース作りの手伝いである。魚竜の湯とは、心身の癒し

の場としての公衆浴場、そして手軽で身近な娯楽であ

るカラオケ等、地域の方々が集う場となるコミュニテ

ィスペースである。そして、我々が担当することにな

った仕事は主に２つある。１つが駐車場と建設途中の

建物の下に砂利を敷く作業、もう一つは建物の近くを

流れる用水路に流れ込んだ土砂を取り除く作業があ

った。 

そして後者の作業中、担当していたメンバーにとっ

て印象に残る出来事があった。土砂をどけ初めて数時

間がたち、段々と自分たちの作業の成果が見えてくる

ころだった。地元の方に、その土砂は重機でどけるか

らやらなくてもいいよ、と言われたのである。事実、

我々が帰ってからしばらく経って、Facebook に載せ

られた現場の様子の写真を見ると、そこにはショベル

カーとすっかり土砂がどけられた用水路が写ってい

た。地元の方は親切心で言ってくださったのだろうが、

重機でできることを人の手で行うことについて、作業

から帰ったその日から第３期の中で議論になった。 

またその他の作業では、慶應の森に茂る杉の木の枝

うちや津波によって塩害の被害を受けた木の除伐、桜

の木を植える仕事も任された。特に桜の植樹に関しだ

が、南三陸町とのルーツをもつことができたと喜んで

いた人がいた。だが一方で、その桜を植えた場所から

して誰のための支援だったのか分からなかったとい

う意見も出た。ただ桜の植樹をするだけでは森林組合

の負担になるのではないかと、支援のあり方について

考えるきっかけとなった。 

  

 以上、活動内容について触れてきたが、今度はプ

ロジェクト全体についての反省点をまとめる。まず挙

げられるのは、地元の人たちと交流する機会があまり

設けられなかったことである。ながしず壮の方々とは

話す機会もあったとはいえ、それでは物足りないと感

じた人が大勢見受けられた。今回はそもそも滞在期間

が短かったが、次回からは参加者全員に地元の人と交

流できる機会を設けてほしい。個別具体的なつながり

を現地ともてることによって、今後も南三陸町プロジ

ェクトに参加し続けようという気持ちにもなるだろ

う。もし可能ならば仮設住宅の方々や他のボランティ

ア団体とかかわりたいという意見も出た。 

 また、これは春のプロジェクトで言えることだと

思うが、事前勉強会がなかったことに加え、仙台での

直接集合であり、滞在期間も３日しかなかったため、

夏のプロジェクトと比べれば、メンバーとのつながり
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が築きづらい一面があった。３日間ともに活動をした

こともあり、メンバー同士仲良くなれたが、その新密

度に偏りが出てしまったのではないかという疑問も

ある。今後は事前勉強会など、現地に向かう前にメン

バーとの交流を深められる機会を設けることが肝要

だと感じた。他にも滞在期間を増やす、あるいはメン

バーの人数を減らすことによって、メンバーとのつな

がりをより強固なものにできたら良いのではないだ

ろうか。また、メンバーとの繋がりという点で、今ま

で活動してきた他の期のメンバーともかかわれる機

会をもっと設けてほしいという意見も出てきた。 

地元とのつながりやプロジェクトでのつながりへ

の求めが多い中、プロジェクトに参加申し込みをして

も参加できなかった人たちが、今後も関わっていける

ような試みを求める声もあった。具体的に言えば、参

加申し込みをした結果、選考に惜しくも落ちてしまっ

た人たちは、次回からは優先して参加できる仕組みが

挙げられる。 

そして最後に、こちらはボランティアの作業内容に

ついてだが、学生だからできること、もっと言えば自

分だからできることを南三陸町のために役立てたい

という意見が出た。3期に限らず、ボランティアとし

て現地で取り組んできた作業は、現地の求めというニ

ーズがあるからこそ成り立っている。だが、それは自

分ではなくてもできることなのではないだろうか。逆

に、もしも自分の得意分野を生かすことのできるボラ

ンティアがあれば、自分が行ったからできたという達

成感をより大きく味わえるのではないだろうか。南三

陸町のニーズなどを考えると難しい提案かもしれな

いが、実現ができたとしたらプロジェクトの活動にも

幅ができてより関わりやすいものになっていくと思

う。 

これらの反省が今後、慶應義塾南三陸プロジェクト

のさらなる発展につながり、南三陸町に住む方々の助

けになれば嬉しい限りである。我々3 期一同は今回の

プロジェクトに参加してから日常に帰り、自分たちの

経験を忘れることなく、他の人たちに伝える、またボ

ランティアの輪を広げていくためにはどうすればい

いか話し合った。今後の南三陸町、ならびに他の被災

地とのかかわり方についても同様だ。そうやって皆が

このプロジェクトで得た気持ちや意見が、被災した

方々やこれから参加するであろうプロジェクトメン

バーへとつながり、支えになっていけば幸いである。 
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■春 4期 活動報告 

4期リーダー 飯尾俊哉（理・4年） 

 

【期間】3月 22日（木）～3月 25日（日） 

【参加者】25人（学生 23人、教員ほか 2人） 

（学生）学部１年 12、２年 8、３年 1、４年 1、院生 1／

男子 13、女子 10 

 

【現地での主な活動】 

●ボランティアセンター（終日、23日） 

●慶應の森（終日、23日） 

●魚竜の湯（終日、23・24日） 

●福興市出店、支援（終日、24・25日） 

●さんさん商店街（終日、25日） 

●森林組合（終日、23日） 

●志津川地区見学（午後、22日） 

 

【3月 22日】 

我々4期は、春休み！南三陸支援プロジェクトの最

終組として南三陸入りした。初日は 1から 3期と同様

に、石巻市、南三陸町の現状を見て回った。以前にボ

ランティアに参加した人、そうでない人、様々な思い

を抱きながら現状を確認した。ながしず荘に到着後、3

期のリーダーより引継ぎを受けた。 

【3月 23日】 

・魚竜の湯 

まず、作業を行う魚竜の湯という施設のコンセプト

の説明があった。魚竜の湯は、仮設住宅に入ることに

よって希薄になってしまった地域のつながりの維持を

目的としたコミュニティースペースであり、これを説

明してくださったことで何のために作業をするのかと

いうことが明白になりよかったと思う。作業内容は主

に、建設途中の建物のビス打ちと、駐車場の砂利敷き

で、交代しながら行った。 

・慶應の森 

慶應の森で作業したグループは、昨年のプロジェク

トや、3期までが枝打ちを行った際に残った枝をきれ

いに落とす作業を行った。この作業は慶應の教員と先

生で行うもので、南三陸に住んでいらっしゃる方とコ

ミュニケーションをとる機会はなかった。 

・ボランティアセンター 

ボランティアセンターに向かったグループは、袖浜

地区にある港で、めかぶのそぎ落としや、わかめの選

別を行った。 

・森林組合 

森林組合で仕事の手伝いをしたグループは丸太や枝

の整理を行った。この作業は津波の影響で枯れてしま

った杉を腐らせ自然に還しやすくするために行う。作

業中には地元の方とお話しする機会もありいろいろな

話が聞けたようだ。また、南三陸でこのような作業を

すべき場所の4分の1しかまだ終わっていないようで、

復興にはまだまだ時間がかかるが作業を通して実感で

きた。 

・反省会 

反省会では、自分が行う作業の理由を理解すること

が重要だという話題が出た。たとえば、魚竜の湯や森

林組合では理由が説明されたため、理由を理解しなが

ら作業ができたと思う。一方、慶應の森で作業を行っ

たグループは、森の整備の大切さを十分理解せず作業

をしてしまった人も一部いる。慶應の森で整備をする

ことは、水産業を支えることにつながる。このような

作業の理由を理解していれば、中途半端に作業を行っ

たりはしないだろうし、メリハリをつけて作業をする

こともできるだろう。 

【3月 24日】 

雪の影響で、行った作業は魚竜の湯、ながしず荘近

くの長清水川の瓦礫拾い、福興市の準備となった。森

林組合や慶應の森での作業は中止となった。 

・魚竜の湯  

魚竜の湯での作業は、雪かきの後、午前中は防虫、

防腐剤の塗付、午後は断熱材の取り付けを行った。 

・長清水川での瓦礫拾い 

長清水川の瓦礫拾いは、プロジェクトの中では長清水

で初の作業でありお世話になっている地域のために作

業を行えたとういう実感が持てた。作業に当たる際の

注意点だが、リストにないものでは長靴とゴム手袋を

用意してほしい。リストにあるものでも軍手は、木を

扱う作業に備えて 2重にすることができるように準備

したほうがよい。 

・福興市の準備 

午後は長清水川で作業を行った中の一部の人で福興

市の準備を行った。仕事内容は主にテント張りだった

が、NECのボランティアの方と協力しながらの作業だ

った。福興市での作業は、テントの張り方を知ってい

る人が少なかったり、指示を出す人明確でなかったり

と効率よく作業を行うことができなかった。 

・反省会 
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反省会では、主に 2つのことが話題に上がった。一

つ目は、主に福興市での作業を受けて作業のやり方に

ついて。当たり前だが作業を行う際には、指示系統を

はっきりさせ、次に同じ作業をする人がやりやすいよ

うに作業や片づけを行うようにしなければならない。

25日も福興市の片づけを行う予定だったので、我々か

ら NECの方に作業方法について提案していこうと話し

合った。二つ目は、ボランティアとはどうあるべきか

について。魚竜の湯での作業中、他のボランティアの

方とお話をする機会があり、我々がつけていた名札に

ついて指摘があった。ボランティアの多くは、被災地

の方からよい印象をもたれているが、一部にはそうで

はないボランティアの人たちもいる。また、ボランテ

ィアを見ると警戒し、よい印象を抱かない被災者の方

もいる。我々が他の地域から来たボランティアである

ことをアピールすることは必ずしも良いことではない

という指摘だった。ほかにも、ボランティアがしてよ

い仕事なのかという疑問を持ったメンバーも多かった。

魚竜の湯での作業など、専門の人にやってももらえば

より正確に効率的にできることなのに本当に我々がや

ってよかったのだろうか。明確な答えは出なかったが

それぞれ個人でしっかりと考えることができた。 

【3月 25日】 

 最終日は、さんさん商店街での活動を行ったあと、

福興市の片づけを行った。 

・さんさん商店街 

さんさん商店街では、主に店舗で手伝いをするグル

ープと、震災についての語り部の勧誘を行うグループ

に分かれた。店舗でのお手伝いは飲食店を中心に、休

憩が取れないくらい忙しかった。ただ、遠方から目当

ての食事をとりにくる方もいらして復興を感じること

ができた。語り部の勧誘では、商店街入り口付近でお

客さんの勧誘を行った。地元の方か観光またはボラン

ティアでいらした方かの区別がつきにくく、中には表

情を曇らせる方いらした。また、地元の方でも明るく

ご苦労様と声をかけてくれる方もいらっしゃった。少

しではあるが、語り部さんのお話を聞く時間もあり、

一見前向きに見える人も悲しい気持ちをもっていて、

つながりが強い地域だった分親戚でなくとも悲しみが

大きかったというお話をされていた。被災の仕方やそ

の後の感情は人それぞれ異なるので我々は画一的に被

災された方の感情や生活を考えてはならないだろう。 

・福興市の片づけ 

さんさん商店街での活動後の福興市での作業ではテ

ントの片づけを行った。24日の作業よりも効率は上が

ったが、早く片付けることを意識しすぎて次に作業し

やすいように片付けることは徹底できなかった。ただ、

2日間他のボランティアの方たちと作業できたのは良

い経験になった。 

【事後勉強会】 

事後勉強会では、南三陸での経験をどう活かすか、

ということが話題になった。経験を身近な人に伝えて

経験や問題意識を共有すること、継続的に南三陸を訪

れることが重要だという意見が多かった。その他、大

学で何か南三陸の商品を売れないかなど少し具体的な

意見もあった。事後勉強会後には Facebookなどで発信

をしている人も多かった。 

また、作業を行う時の態度に注意してほしい。作業

を行う際に受け身の姿勢ではないか、現地の方と能動

的に交流できているかなど考えて、南三陸での経験を

より良いものにできるようにしてほしい。 

最後に、4日間と事後勉強会で我々はいろいろなこ

とを考えることができた。さらにボランティアとは何

か、自分が活動を通して得た経験をどう活かしていく

か、災害にどう向き合うか、などについて考えること

で南三陸という単位ではなく、日本や世界についても

目を向けることができた。このことが最たる成果だろ

う。それぞれのメンバーが 2011年 3月 11日に何が起

きたか、この活動で何を感じたかを忘れず今後につな

げていきたい。
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2011 年夏、
南三陸町へ行った参加者の
感想文

われわれは、戦争も震災も知らない。
不自由な暮らしも知らない。
今、人の役に立つ特殊な能力があるわけではない。猫の手のような手伝いがせいぜいの存在だ。
けれど。
せいいっぱいのお手伝いをするうちに、現地で、大学で、東京で、日本で、世界で、
やるべきことが見えてくるのではないか。

この地で語り合う寄せ集めの智恵が、少しでも文殊のそれに近づくことを願って。

45



 

 

南三陸にて 

                                              

                                              

                                              

       1期 石田真美（商・2年） 

 

 6 月初め、友人の強い希望と勧めで一度被災地に行こ

うということになった。微力にしかならないかもしれな

いが、今後自分たちが被災地、被災者のためにできるこ

とは何かを探るためにということで。そこでたまたまお

話をしていただけた現地の方のことば。 

「災害ボランティアの人は本当によくやってくれている。

家のがれき撤去作業など、本当に助かる。ありがたい。」

端的に言えば、その言葉をきき、自分でも役に立つこと

があるのなら、何らかの形で東日本大震災の被災地ボラ

ンティアに参加したいと思った。正直なところ、これま

で震災ボランティアに対しては多少懐疑的なところがあ

ったのだが、この体験で決心がついた。 

実際に南三陸町でのこのプロジェクトに参加してみて、

思うところは多々あったが、被災者の方々の心の傷がよ

そ者である私にも垣間見える瞬間があった。 

7 月 28 日、１期の実質的なボランティア活動２日目と

なる日には、自然の家（元々は公民館であったが、私の

行った当時はボランティア活動の拠点として使われてい

た）の体育館にて開催されたフリーマーケットの手伝い

に携わらせていただいた。フリーマーケットとはいえお

値段無料 all free!!つまるところ、“free free market”。

こういった形式のフリーマーケットは、規模はまちまち

だがこれまでにも幾度か開催されてきたとのこと。前々

からの宣伝があって行われる比較的大規模なフリーマー

ケットでは各地から人々が押し寄せてくるほどの人気を

博しているそうだ。しかし今回のフリーマーケットはこ

れまでのものとは少しばかり趣旨が異なる。今回客層は

日中、仕事をしていない、または仕事が何らかの理由で

できない被災者の方々。だから、平日の昼間、仮設住宅

などを回って当日告知で行われた。そんないきなり告知

して人が集まるのか。はなはだ私には疑問であったが、

開催時間が迫るにつれ、そんな心配は全くもって無用で

あることが発覚する。開場間際、入口には人々が迫って

きていた。 

そんなフリーマーケットで出会った人々の中で、とり

わけ印象的であった２人の人物を紹介したい。まず一人

目はこの地域のおじさんおばさんの例にもれず、強い東

北訛りの話し方をなさるおばさん。彼女が一方的に話し

てくださる話によると、家が流されてしまい、つい昨日

まで親戚の家に居候させてもらっていたらしい。今日か

ら仮設住宅に引っ越したとのこと。だが親戚の家にいた

際、ある日帰ってみると自分が家の跡地周辺から必死に

かき集めてきたものがごっそり捨てられてしまっていた

らしい。その話を大いなる憤慨を表しながら休む間もな

く私に語る。が、同様に休む間もないのは彼女の右手で

ある。ひっきりなしにフリーマーケットの品物を大きな

ゴミ袋に投げ入れていく。そんなに要らないでしょ

う？？と何度も言いそうになってしまうくらいに。「色々

な物を流されてしまったし、（親戚に）とられてしまった

から、このフリーマーケットは神様からの贈り物だわ。

ありがとね」とおっしゃっていたが、私の心の内は複雑

極まりなかった。 

そして２人目が（推定）２-３歳児。まだヨチヨチ歩き

しかできない可愛らしい女の子である。彼女はおもちゃ

のコーナーにおもむろに近づくとおもちゃを物色し始め

る。が、特別気に入るものがないらしい。最終的にはお

もちゃを乱暴に扱ったりと注意散漫であった。ただそれ

は悪気があってやっている様子ではなく、そこがまたな

んと私には歯痒かった。 

大切にしてきたものを一気に失ったとき、人は、自分

が何を欲しているのかが分からなくなってしまうのだと

いうことを目の当たりにしたようであった。 

ある方は、被災者のこういった症状を“くれくれ病”

と表現していた。それは、今回のプロジェクトで大変お

世話になった旅館“ながしず荘”のお母さんで、とても

感じの良い、気さくな方であった。そのながしず荘の玄

関口には素敵な百合の花が飾られており、近づくと香し

く香った。彼女が「綺麗でしょ？」とおっしゃる表情は

とても誇らしげだ。ただ、その後、「こういうことをする

気になったのは本当につい最近のこと。今まではそんな

気はおきなかった。」とおっしゃっていた。 

さて、私が現地で実際に役に立てたのかどうかは分か

らない。ただ、被災者の方々の心の傷にどう対処するの

かが今後の大きな課題となってきていることは間違いな

いと感じた。 

夏休み！第１期 
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南三陸支援プロジェクトに参加して 

1期 井関勇一郎（法・2年） 

 

私がこのプロジェクトに参加した目的は、被災地の

現状を TV の映像を通してではなく、直接自分の目で

見たいということと、微力ながら被災された方々の役

に立ちたい、ということでした。 

地震が起きた当初は、首都圏も混乱に陥り、しばら

くは計画停電などもありましたが、時間が経つにつれ

て徐々に普通の生活に戻り、いつしか地震のことを忘

れ、メディアの伝える地震関連のニュースは他人事の

ようになってしまったな、という思いがありました。

まるで戦争のあとのように火の海になっていた、地震

直後の夜の映像を見て受けた衝撃はよく覚えています

が、どれほどの被害であったのかという実感は、正直

に言ってあまりわきませんでした。こうした自分の意

識を改めるために、何らかの形でボランティアに参加

して、現地に行きたいと考えていました。 

そう考えながらもなかなか実行に移せずにいたある

とき、日吉の並木路でこのプロジェクトの看板を見つ

け、迷わず参加しようと決めました。そして、試験が

終わってすぐの 7 月 26 日から、第 1 期として南三陸

町へ行くことになりました。 

南三陸町に近づき、バスの車窓から地震や津波によ

る被害を最初に目の当たりにしたとき、印象に残った

ことは、海水を吸収したために山の木々の葉が赤くな

っていたことでした。町がまるごと流され、ただ瓦礫

の山だけが残っている、という映像は報道で何度も見

ていたので、改めて驚くということはありませんでし

たが、塩害については知らなかったので、その痛まし

い光景が目に焼きつきました。 

ながしず荘に到着してバスから降りると、「カナカナ

カナ」というひぐらしの大合唱が聞こえてきました。

ひぐらしの鳴き声というとどこかさびしいイメージが

ありますが、この時は歓迎されているようで、来るこ

とができてよかったなと思いました。 

その後、宿の近辺を歩いて、流されてしまった家屋

の跡を見て回りました。そこには、食器や写真立てな

ど、一瞬にして奪われてしまった日常生活を思わせる

物がたくさんありました。ただそうした中でも、どこ

からか流れついて、花を咲かせているジャガイモもあ

りました。 

翌日、私の班は川原の清掃作業に当たることになり

ました。岸辺の草を刈り、川にたまった様々なゴミや、

屋根瓦などをひたすら回収するという地道な作業でし

たが、一通りきれいになるとやはり達成感がありまし

たし、町のいたるところに積まれている瓦礫の撤去も、

人手さえあれば確実に少しずつ進められるのではない

か、と思えました。また、見ず知らずの人たちが協力

して作業をするという、なかなか得ることのできない

貴重な経験でもありました。 

活動最終日、町内を巡回し、震災当日の様子を詳し

く知ることになりました。実際に波が上がってきたと

いう高台で説明を受けても、本当に海岸から距離のあ

る、この高さ 10 数メートルのところにまで波が到達

したのかと、にわかには信じられませんでした。そし

て、志津川中学校のあたりから町全体を見渡すことが

でき、津波が町のかなり奥にまでとどいていたことが

わかりました。 

波の高さや被害を受けた町の広さは、その現場に立

って初めて体感することができました。現地で見た原

形をとどめない車や屋根の上に載った船、土台だけを

残した家のことを考え合わせると、津波の破壊力は想

像を絶します。ありきたりの言葉ではありますが、「自

然の恐ろしさ」というものを再認識しました。 

南三陸から帰ってきた後は、ニュースで「南三陸町」

という地名を聞くと、必ず反応しますし、画面に映る

景色にも親近感を抱きます。これは私に限ったことで

はなく、きっとこのプロジェクトに参加したすべての

人がそうであると思うので、「『被災地』にではなく、

『南三陸町』へ行く」というプロジェクトのスローガ

ンは、そういう意味で活きているのではないでしょう

か。 

今回ボランティアに参加して南三陸町に行ったこと

は有意義であったと思います。このプロジェクトに協

力して下さった皆様、本当にありがとうございました。
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「ボランティアの存在意義」を見出すために 

1期 牛久彩也乃（法・1年） 

 

日本全土が自然の恐怖に苛まれた 3 月 11 日は、私

個人にとっても忘れられない意味を持つ日である。高

校の卒業式だったこの日の朝、私は壇上に立ち、家族

や友人、今まで出会った全ての人々に感謝の気持ちを

述べていた。大勢の人々の前で感謝を伝えることがで

きる・・・今から思えば、私はなんて幸運な人間だっ

ただろう。 

いつものように 1 日の始まりをともに迎えた家族が、

その日の夜には二度と帰ってこないことを知る。悲惨

すぎる現実を受け入れなければならなかっただろう被

災者の方々を思うと、私は今一度「当たり前」の毎日

などないのだということを思い知らされた。連日報道

される被災者の姿は、メディアの切り取った事実の一

部分でしかないと思った私は、いつしか自分が被災地

に行き、直接被災者の方々と話をする機会を探し求め

るようになったのである。 

今回、私がこのプログラムに参加して得たもっとも

貴重な経験は、間違いなく自らの目標としていた被災

者の方々と直接交流できたことである。私は、プログ

ラム参加者の中で唯一、活動期間のすべてを「お茶っ

こ班」（被災者の方をつなぐコミュニティーカフェの

運営）として活動した。毎日さまざまな方々とお話を

させていただいた中で、今回は強く印象に残った２つ

のことを述べたいと思う。 

第 1 に、「被災者」は誰一人として同じ境遇にある

人はいないということである。仮設住宅を１軒１軒回

りながら体調を気遣う質問をする中で、私との交流を

極力避けようとする人もいれば、自ら震災のことを話

してくれる方まで、十人十色であったのだ。おなじ地

域の仮設住宅に住んでいたとしても、1 人残されたひ

ともいれば、家族全員無事だったというケースもある。

誰一人として同じ人間がいるはずはないということ

は分かっていたはずなのに、私は１つの災害によって

失ったものがまるで同じだったかのように考えてい

た。現実は、メディアが報道する「被災者」にまとめ

られており、一人ひとりが今何を求め、何を悩んでい

るのかにまで踏み込むことができていないのだとい

うことを痛感した。 

第 2 に、ボランティアがいかに存在意義を見出す

ことが難しいかということである。活動期間中、私

は肉体労働をする機会がなく、ひたすら被災者の

方々とお話をする活動をしていたので、他のメンバ

ーが言う達成感や、役に立てたという自負が生まれ

ることがなかった。関わるのは生身の人間であり、

日々変化していく状況に追いつくので精いっぱい

だったのである。たかが３日間であったにもかかわ

らず、私はどのように被災者の方々と接していけば

いいのか本当に悩んだ。心無いことを言ってしまっ

たと思っては落ち込み、気の利いたことを言えなか

ったことに悔しさを味わったりもした。だが、その

ようなひびだからこそ、ふとした時に見せる被災者

の方々の笑顔や、ちょっとした感謝の言葉が意欲の

源となっていたように思える。それらが自らの言葉

から生み出されるものかは分からないにしても、人

と直接かかわることは、多くの苦労がある分、自分

の気持ちが伝わったときの喜びも計り知れないも

のがあるのだろう。 

 

ボランティアの方々は、私たちに対してボランテ

ィアの型を強制することなく、自分ですべてを解決

しなければならない状況において下さった。初めて

ぶち当たる状況に戸惑ったものの、そんな状況だっ

たからこそ、私たちは直接被災者の方々の心情を察

しながら言葉を紡ぐことができるようになった。次

回は、初心者でなく本当のボランティアとして被災

者の方々と交流し、ボランティアとしての私の存在

意義を見出したいと思う。 
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南三陸町を目の当たりにして 

1期 奥田麻菜美（法・1年） 

 

がれきの山。くすんだ紅葉のように真っ赤な木。泥

に埋まったリモコン。ボランティアに行ったときは大

震災から 4 ヶ月は経過していたが、これらのものはテ

レビの中だけのストーリーではなく自分の目に見え

る現実であった。行きのバスから見えた景色は南三陸

町に入るとがらりと変わった。中心部にはまともに立

っている建物はほぼないに等しく、人っ子一人通って

ない。駅や線路はほとんど土砂に埋まり、どこが中心

部で以前どういう生活があったのか想像もできない。

志津川病院の上には自然の驚異的な力により船が乗

せられていた。人々の命を救うと信じられていた防災

対策庁舎は自身の中で必死に働いていた人々をも飲

み込み、今は震災の惨状を来る人に伝えるとともに住

民の無念や失望を抱え重々しい空気を纏っていた。少

し中心部を離れれば土台だけの家が整然と並び、その

狭間にある写真、タオル、おもちゃ、畳など誰かの生

活の一部がこの一帯が町であったということを気付

かせてくれる。 

 これらはまだ私が現実に目で見ることができた被災

地の現状である。直接目に見えないもの、すなわちこ

の震災に対するそれぞれの住民の想いを自分なりに

汲み取ることは非常に難しい。住民の方々は私が想像

できないような精神力の強さをもって南三陸町を少

しでも良くしようと前向きに生きていた。以前の南三

陸町や大震災当日のことについて私たちに懸命にお

話をしてくれたことは本当にありがたいことであっ

た。それでも時々、特に子どもにおいて頻繁に、深い

悲しみが顔をよぎるのである。それは「津波が怖い」

という小さな本音であったり、遺体収集のヘリコプタ

ーの音が聞こえたときのため息であったり、ボランテ

ィアの意味を取り違えている学生に対する不満であ

ったりした。もう少し密に話を伺ってみたかったが、

たったの 3 日間の活動では残念ながら限界があった。 

 どんなにがれきが積もっていても、南三陸町が昔は

自給自足的な生活を今に残す、伝統がある美しい町で

あったことは私にも見えたし感じることができた。山

と海に挟まれ、多くの住民は林業、農業、漁業のバラ

ンスを取って町を全て自分たちで管理していた。その

ため南三陸町の住民は比較的生活面での立ち直りが

早かったと言われている。しかし南三陸町の被害の範

囲は広大であり、終わりが見えない。低地にあった中

心部は高地に移転されることが検討されているが、そ

んな土地の余裕はない。それでも、伝統や昔ながらの

生活を残しつつ災害への対策や発展可能なシステム

の整備が徹底された新しい南三陸町を徐々に造り上

げるために私たちは長い時間をかけて少しずつでも

着実に手助けをしていく必要がある。 
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行ってみて思ったこと 

1 期 門脇瑛里（商・3 年） 

 

1 日目に行ったのは、私たちを泊めてくださった、な

がしず荘でのお手伝いでした。トイレ掃除や窓拭きの後

は、宿のお子さんを見ているよう頼まれたので、3 人の

お子さんと一緒に遊んでいたのですが、無邪気に遊んで

いた 5 歳の女の子に急に肩車をせがまれて、海が見たい

といったので肩車で連れて行ったら、友達の○○ちゃんや

□□ちゃんのお家はもう無くなっちゃったのよ、お姉さん

たちも流されちゃって、私の家に泊まりに来たの？と言

われて衝撃的でした。 

私が今回このプロジェクトに参加しようとしたきっか

けは 4 歳の時に大阪に住んでいて阪神大震災を経験し、

当時はボランティアにお世話になったと聞いたので、今

回は逆の立場として何か出来ないかと思ったことでした。

私は余震や地割れが怖かったことをぼんやり覚えている

程度なのですが、前述の女の子は大きくなった時、この

震災のことをどう思い出すのかなと思いました。 

そして 2 日目はフリーマーケットの準備と実施、そして

夜は近所の仮設住宅に住む子どもたち向けに学習支援を

行いました。 

フリーマーケットは全国からの支援物資を無料で仮設

住宅の人に取って行ってもらうというものでしたが、バ

ーゲン顔負けの勢いで、商品をちらっとしか見ずに各自

が持参したゴミ袋やダンボールにがばっと詰めていくそ

の迫力に正直驚きました。 

 あとから知ったことですが、「支援物資に慣れてしまっ

て、ものを大事にしないようになってしまっている。詰

めるだけ詰めて、仮設に戻っていらないものは捨ててし

まう人もいる。フリマも支援物資もありがたいけど自立

を妨げる要因にもなっているし、あのバーゲンみたいな

光景は一度行ったけどもう二度と行かない。」とおっしゃ

っている人もいるそうです。  

 しかしそうかと思えば、ほとんど人が去って物資も少

なくなったころにいらっしゃる方とはゆっくりお話も出

来たのですが、「こういう行事が生きがいなんだからやめ

ないでね。」とおっしゃったりもして複雑でした。  

また、私は衣類や靴担当だったのですが、「衣類が皆若者

向けで困る」と何人かに言われて、そういえば支援物資

を送ろうとするのは若者が多くて、でもフリーマーケッ

トにいらっしゃるのはご高齢の方が多くて、ニーズを満

たせていないなあと思いました。でもなかにはリフォー

ムするから色や生地が気に入れば若者向けでも良いの！

とおっしゃる方もいて尊敬しました。 

3 日目は流されて土台だけになってしまったお家の敷

地内に残ったものの撤去と分別、植え込みの剪定を行い

ました。年賀状など大事そうなものが見つかって良かっ

たです。この日 1 日かけて家一軒分の撤去活動が 10 人

位でやって終わるか終わらないかの状態だったので、こ

れを全部片付けるのにどの位かかるのやら…今回は被

害が広域に渡っているので復興が難しいと言われている

意味が分かりました。 

今回実際に行ってみて、報道されているよりまだ全然

進んでいないと感じました。でもそれは住んでいる方と

は違う感じ方であって、私が見て、流されたものが散乱

しているままになっているように見えたところも話を聞

くと、以前はもっと散乱していたけれど今は分別して整

理して片付けた後だったりして、今回の短期間の滞在で

分かった気になってはいけないとも思いました。 

それでも優しく接してくださり「また来てね。」と言っ

てくださったのがとても印象的でした。また機会を作っ

てお手伝いしに行けたらなと思うとともに、これから就

活でなかなか時間をとれないこともあって、せめて周り

の人に今回の経験を話して伝えていくなどこちらで出来

ることをやっていこうと今は思っています。 
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プロジェクトを通しての感想 

1・6期 木原元気（商・3年） 

 

私は東北地方とは縁もゆかりもなく、これまでの人

生を送ってきた。だが、今回のプロジェクトを通して

南三陸町が好きになった。それは自然や食事、そして

なにより地元の方々が素敵であったためだ。このこと

をまず記しておきたい。以下ではプロジェクトの感想

を思うままにまとめていく。 

プロジェクト参加に踏み切ったきっかけとして「自

分が納得したかった」ということがある。これまでは

行きたいと思っていても、何かと理由を付けて結局 1

度も行けずにいて、そんな自分にずっとモヤモヤした

感情を抱いていた。そのモヤモヤを晴らしたくて、自

分が納得したくて、プロジェクト参加に踏み切った。 

私は 1 期と 6 期にプロジェクトに参加したが、1 期

はまさに手探り状態であった。生活をしながらルール

を考えたり、ボランティア活動をしながらいかに分か

りやすく次の期に引き継ぎできるかを考えたりと、0

からのスタートの難しさを実感した。一方で、一緒に

活動したメンバーとは、ミーティングをはじめ話し合

いをする機会が多々あり、コミュニケーションを取り

ながら作り上げる面白さも知ることができた。 

1 期の活動は、現地の方と関わることが中心だった。

活動を通して「ボランティア」について考えさせられ

た。私は被災したわけでも現地の人でもない。それ故、

被災者の気持ちには絶対になれない。加えてカウンセ

ラーなどの専門知識を持っているわけでもないため、

仮設住宅を回ってもただタコ通信を配り、話を少し聞

くことぐらいしかできなかった。自分がどれほど役に

立っているのかと考えることもあった。しかしある仮

設住宅で「ありがとう」という一言をいただいた。被

災した人たちの笑顔を見て、逆に自分自身が元気をも

らうこともあった。現地に行くことが偉いわけではな

いし、現地に行かなくてもやれることはたくさんある。

それでも自分は現地に行ってよかったと本当に思った。 

6 期として再び現地に入った際、1 期で教えてもら

った現地の様子を詳細に思い出すことができ、短いな

がらも濃い期間を過ごせていたのだと実感した。同時

に 1 度来たことがあり少し現地の様子を知っているか

らといって、現地の方と同じように物事を話すべきで

はないことも感じた。また 1 期での感想として、「実

際のところどれほどプロジェクトの土台が作れたのか

分からなかった」というものがあったのだが、生活の

ルールや活動の引き継ぎがしっかりと 6 期まで残り、

改善されているものもあった。改めてプロジェクトの

繋がりを感じた。 

6 期はイベントが多くあったが、新盆の時期という

こともあり、どのように接すればよいのか迷いながら

の活動となった。そんな中 1 期の際にお話しした現地

の方や、ボランティアとして南三陸に残っていた方と

再びお会いした際、自分のことを覚えてくださってお

り、とてもうれしく感じた。とにかく自分のできるこ

とを精いっぱいやる決心がついた。ベンチを作り仮設

住宅に設置した際、たくさんの感謝の言葉をいただい

た。仮設住宅でアイスクリームを配った際、子供だけ

でなくお年寄りの方の笑顔も見ることができた。東北

の方の強さと優しさが、ひとつひとつ本当に胸に沁み

た。そして自然と生きること・人の力というものを感

じ、それらに敬意を払うような気持ちになっている自

分がいた。 

6 期の最終日に町内を回った時、帰りたくないと思

った。1 期からそれほど時間を空けずに 6 期として戻

ってきたわけだが、短い間でもいろいろな変化を見て

取ることができ、もっと南三陸町にかかわっていたい

と思った。現地の様子を目に焼き付けておきたいとい

う思いより、忘れないうちにまた戻ってきたいという

思いの方が強かった。 

帰ってきて思うのは、「百聞は一見に如かず」という

ことである。自分も参加する前はそうだったのだが、

ボランティアに対し消極的な考えが足を引っ張ってし

まい、一歩踏み出せない人が多くいるように思う。し

かし私が自分の目・鼻で現地に立ち感じたことは、テ

レビや新聞等で報道されているものと全く異なるもの

であり、計り知れないものであった。ここから日本が

立ち上がるためには、自分たちのような若い世代こそ

経験しておくべきだと感じた。また帰ってきてから、

東北地方を特集したテレビのドキュメンタリー番組や

新聞の記事などを自然と見るようになった。今回のプ

ロジェクトで完結させるのでなく、これをスタートに

していかなければならない。今後も常にアンテナを張

り、自分に何ができるのかを考えていくと同時に、た

だ考えるだけでなくアクションを起こしていこうと感

じた。 

最後に、貴重な経験をさせてくださった南三陸プロ

ジェクトのスタッフの方々、現地でお世話になったな

がしず荘のみなさまをはじめ、本プロジェクトで出会

ったすべての方に感謝したい。 
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ただひとつの関係 

1期 小林郁美（商・2年） 

 

「やっと玄関に花を飾れるくらいの気持ちになれ

たの。」 

私たちを出迎えてくれた玄関の大きなユリの花の

側で、宿泊先「ながしず荘」のおかあさんはそっと

打ち明けてくれた。花瓶は外で見つけて拾ってきた

ものだそうだ。 

震災から 4 カ月半。地震や津波は建物など目に見

えるものだけでなく、多くの人の「心」を根こそぎ

奪っていった。街並みは徐々に片付いても、心が片

付くことは容易ではないだろう。 

慶應義塾・南三陸支援プロジェクトで私が主に携

わった活動は、「お茶っこ」の愛称で親しまれるコミ

ュニティカフェの運営であった。仮設住宅の近くに

テントをたて、自然と集まった人がお茶を飲みなが

らお話できるスペースを開く。お知らせの配布や情

報を得る方法のひとつとして Twitter の紹介をしな

がら、仮設住宅の訪問も行った。 育てているお花が

きれいですね、そんな世間話で顔がほころぶことも

あれば、日陰がなくて困っている、といったニーズ

を伺うこともあった。  

なぜ今、このような取り組みが必要とされている

のか。その目的のひとつとして、「孤立」を未然に防

ぐことがある。阪神淡路大震災のときには、孤立が

原因となってアルコール中毒になってしまう人や、

自殺に追い込まれてしまう人が多くいた。ショック

や恐怖、不安、悲しみ……。 そうした震災による心

の負担 は、日常生活の混乱に隠れて、時に意識され

る以上の重みを持つ。しかし、定期的にお茶っこで

きる場所があったり、家に来てくれる人がいたりし

たらどうだろう。玄関先の立ち話やテーブルを囲ん

での何気ない会話が、気持ちの捌け口になることも

ある。  

ほんの 3 泊 5 日の活動で、私が南三陸の方々のた

めになれたかどうかはわからない。けれど、一方で

私自身はたくさんの「ありがとう」を言っていただ

けたことに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいであ

る 。そして、お茶っこや仮設住宅の訪問を通しての

コミュニケーションは、そのいずれもが私と相手と

の 「ただひとつの関係」であった。そこには一人ひ

とりの顔があり、話があり、人生がある。ボランテ

ィアと被災者としてではなく、人と人としての関係

の大切さは、南三陸に訪れたからこその気づきであ

った。 

 

南三陸を案内してもらっていたときのこと。 

「家が残っていても、家が流されてしまった人と距

離感ができてしまったりするし、残された方もつら

いんだ。」 

津波の甚大な被害を目の当たりにしながらその言

葉を聞いたとき、私は現地の方々の深い悲しみや喪

失感はとうてい理解できないと思った。しかし理解

することができなくても、ただ共感し、寄り添うこ

とはできる。そうした関係をもつことは、もはやボ

ランティアと被災者という関係ではなく、人と人と

の関係といえるだろう。心の被災の処方箋は、人と

人とが「ただひとつの関係」をいくつも、いくつも

築いていくことに尽きるのではないか。 

私は南三陸の人と町が好きだ。あたたかく、笑顔

で受け入れてくれた方々との「縁」は、今の私を動

かすパワーとなっている。颯爽とおいしげる草木や

穏やかな海は、震災を忘れさせてしまうかのような

はかなさと共に、自分たちが大きなものの上に生か

されているのだということを感じさせてくれた。こ

れからどこへ向かうのか。わからないからこそ描け

る今の積み重ねがある。復興でも支援でもなく、こ

れからを共に創造したい。 
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南三陸ボランティアで得た新たな視点 

1・2期 佐藤翔平（商・2年） 

 

実のところ、筆者は初めから南三陸ボランティアに

興味、関心があるわけではなかった。それ以前に、南

三陸がどこにあるのかはおろか、南三陸という地名す

らも知らない状態であった。それに加え、ボランティ

ア活動の経験もなかった。そのような中、転機が訪れ

る。6 月も中頃、いつもの通り授業に出る。先生が出

席をとり、その後、口を開いた。「夏休み中に学生を南

三陸に派遣し、ボランティアを行うというプロジェク

トが立ち上がりました。今度、説明会が行われます云々

…興味ある人、手を挙げて」。筆者は反射的に手を挙げ

た。先生の話に引き付けられたのだ。そして、今では

見慣れた、あの青いポスターを受け取る。 

はじめての説明会。会場に入ろうとする。中を見る

と、教室が人で溢れかえっていた。何とか着席し、実

際に現地に行ってきた方のお話を伺った。とりわけ、

動画で流れた現地の様子が印象的だった。わずか数分

だったが、衝撃的すぎて、言葉を失った。 

 初めての説明会の日以来、メディアが現地の報道を

する際には注意して見るようになった。何日かして、

ある種の違和感を覚えるようになる。説明会の日に見

た現地の様子に対して、筆者が衝撃を受けたのは前述

の通りだか、日を追うごとにメディアの報道の中で現

地のことを扱う尺が短くなっていっているのを感じ

た。たしかに、メディアは視聴者に対し、最大公約数

的に出来事を選択し、報道しなければいけないのはわ

かる。しかし、このまま徐々に扱われなくなっていっ

てしまうのかと思うと、なんとも言えない気持ちにな

った。この時、自分の目で現地を見に行こうと思った。

メディアで報道されない現地の様子や雰囲気を自ら

の感覚器官で感じ取りたい、そう思った。これが南三

陸ボランティアに参加することにした直接の理由で

あった。 

 3 度のワークショップおよび事前勉強会を経て、い

よいよ出発の日となった。バスに揺られること約 9 時

間。山を通り抜けたのち、突如、南三陸町の中心街に

入った。バス内から外の様子を見た。ただ、信じられ

ない。それが率直な感想だった。海を見てみた。穏や

かだった。この海が南三陸町の中心街からすべてを奪

ってしまったという事実を受け入れきれなかった。町

に残っているのは大量の瓦礫と建物の鉄骨、ひっくり

返った車や船、大きな建物数棟。道はガタガタ、人は

いない。木はえぐられ、葉は赤い。潮の影響だろう。

この状況を理解できなかった。 

 しばらくして、ながしず荘に到着した。荷物を置き、

散歩に出かけた。破壊された堤防と海をしばらくの間

見つめていた。この海がどうやって…確かに、周囲の

風景に目をやると、津波の傷跡は残っている。しかし、

目の前の光景を全く以て信じられなかった。翌日から

作業が始まった。作業初日は川沿いの清掃。瓦礫を中

心に様々なものを運んだ。茶碗やコップ、更には卒業

文集やマラソン大会のメダルまで生活感のあるもの

を次々と収集した。作業場所からは海と山の両方が見

えた。素晴らしい風景だったので、震災前はどうだっ

たのだろうと想像しようとした。しかし、無理だった。 

 1 期 2 期を通じ、作業中はただ無心に自分がやるべ

きことにふけっていた。筆者が専ら肉体労働に従事し

ていたためかもしれない。いつの間にか、周囲の環境

に慣れ始めている自分がいることに気が付いた。瓦礫

の山を見ても、それほど驚くことはしなくなった。認

めたくなかったが、感覚がマヒしていた。そして、関

東に帰る日が来た。 

 自宅までの帰り道。摩天楼に見下ろされながら、道

を歩いた。すれ違うおびただしい数の人々、コンビニ、

電車、バス、車、異様な感じがした。南三陸へ行く前

にはスルーしていた多くのものが目につくようにな

った。 

今回の訪問で、当初の参加目的であった、「メディ

アで報道されていない現地の様子を見る」ということ

は達成されたと言える。その点では、現地に行くこと

ができて、本当に良かったと感じる。ただ、現地を見

ることで「行かなければ、知りえなかった現地が抱え

る複雑な問題」の存在を認知したにも関わらず、ボラ

ンティアにはどうすることもできないという、ある種

の限界性も感じたことは事実である。 
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南三陸町ボランティア感想文 

  1 期 高橋融一（経・2 年） 

 

私がこのボランティアに参加しようと思ったきっかけ

は主に 3 つあります。 

1 つ目は、私は以前インドネシアに住んでいたのです

が、そのときスマトラ沖地震が起きたからです。インド

ネシアのメディアは日本のメディアと違って、死体を平

気で流します。なぜなら、インドネシアでは死体は物と

考えられているからです。つまり、私が言いたいのは、

本当の津波の恐ろしさを普通の人よりも知っているので

他人事ではないと思ったからです。その恐ろしさを私は

メディアを通してリアルタイムで学んだのです。例えば、

海から引き上げられた男性の死体から、しばらくすると

何十匹もの魚が首筋から出てくるという衝撃的な動画を

テレビで視聴しました。そのような経験を今回のボラン

ティアによって社会に還元したいと思い応募させて頂き

ました。 

  2 つ目は、ボランティアの重要性を誰よりも理解して

いるからです。これもインドネシアの津波の話になるの

ですが、彼らが復興を遂げることができたのは、間違い

なくボランティアのおかげだといっても過言ではないで

す。ボランティアに参加する人たちというのは、仕事で

強制的に来る人たちと違って、志願して来ます。その分、

士気も高く生産性も高いです。また、ボランティアは仕

事で来る人たちと違って、短期間の活動になるので、常

にフレッシュなエネルギーを保持して活動出来るので、

やはり被災地にかなり貢献出来ると思います。 

  3 つ目は、東北大学に通っている従兄弟も学校にいる

時に被災して、しばらくの間避難所暮らしをしていたか

らです。その後、メールで避難所の状況などを聞くこと

で、被災者たちはどのような生活を避難所で送っている

のかを知 

ることができました。それによって、ボランティアの人

手がまだまだ足りないと聞き、応募させて頂きました。 

以上の 3 つが私がこのプロジェクトに応募した理由です。 

そして、ボランティアの感想を書いていきたいと思いま

す。まず、最初の日に、東北地方にバスで入った時に、

あまりの凄惨な津波の被害の状況を目の当たりにして、

驚愕しました。ものすごい迫力でした。瓦礫を片付ける

だけでもまだまだ時間がかかるなということは、素人の

僕でも分かりました。そのくらいにひどかったです。 

 

 ボランティアの 3 日間はひたすらがれき撤去等の力仕

事をしました。事前ワークショップで培った傾聴スキル

は結局一度も使いませんでしたが、かなり有意義な時間

を過ごすことが出来たのでこのプロジェクトを企画して

頂いた方々の皆さんには感謝しています。東北の復興に

は少なくともあと 5 年はかかると思いますが、ボランテ

ィアの派遣を継続的に行って、1 日でも早く成し遂げて

欲しいです。そのためにも、長期休暇中暇な学生は沢山

いると思うので、そういう人たちには是非行ってもらい

たいなと思いました。 
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活動を終えた今、言えること 

1 期 津村恵里子（商・3 年） 

 

「行こう」と思ったこと。今考えると、私がこのプ

ロジェクトに参加した 1 番の理由は紛れもなくこれで

あると言える。 

私は参加当初、自分がこのプロジェクトに参加した

のは自分自身を成長させたいからだと思っていた。甚

大な被害をもたらした東日本大震災の被災地を自分の

目で見て、その雰囲気を自分の肌で感じてくる。そう

すれば今までの自分の考え方や価値観を変えることが

できるのではないか、そしてそれは自分の今後の成長

へとつなげることができるのではないかと考えていた

のである。しかし、活動を終えた今は、これは後付の

理由でしかなかったのではないかと思う。 

私は現地で、主に草刈りや瓦礫撤去などの力仕事に

携わった。思い返せば、活動中はとにかくその仕事を

やることに集中していて、ほかのことは何も考えてい

なかった。ただただ目の前の作業に向き合い、私がで

きることを精一杯やって帰ろう、そう思っていた。 

ほぼ無心で作業をしていた私だが、1 つだけ常に持

ち続けていたのは、必ず次につなげようという気持ち

である。次の期の参加者にバトンを渡すということは、

作業中もずっと心のどこかで考えていたという実感が

ある。それが 1 期のメンバーとしてプロジェクトに参

加したことの最も大切な使命だろうと感じていたから。 

そうこうしているうちに、3 日間という活動期間は

あっという間に終わった。そして、改めて考えた。私

がこのプロジェクトに参加した理由は何だったのだろ

うかと。そうだ、自分自身を成長させるためだったは

ずだ。けれども実際、現地ではそんなことを考えなが

ら活動していたわけではない。そのとき、私は思った。

私が考えていた参加理由は、実は本当の参加理由では

なかったのかもしれないと。 

それでは、結局のところ、私の本当の参加理由とは

何だったのか。帰ってきた今だから言える。このプロ

ジェクトの話を聞いて、ただ素直に「行こう」と思っ

たことだ。それが私の何にも勝る参加理由であり、活

動の原動力だったのだ。このプロジェクトに参加する

にあたって、私に一切迷いはなかった。それは参加理

由が明確だったからだと思っていたのに、実際はこん

なにも単純な理由だったなんて。正直、自分でも驚い

ている。 

本当の参加理由がわかったところで、現地での活動

を思い返してみる。頭に浮かぶのは、多くの人に支え

られながら活動していた場面ばかりだ。助けるという

よりも、逆に助けられたことのほうが多い。それは、

現地のボランティア団体の方だったり、ながしず荘の

方だったり、一緒に活動した仲間だったり。私は、多

くの人がいたからこそ活動できていたのだ。 

それならば、私は活動を通して少しも成長できなか

ったのだろうか。それはわからない。けれども、確か

なのは、私が過ごしたあの時間は無駄ではなかったと

いうことだ。私が南三陸町を訪れて感じたことすべて

が、今の自分に少なからず影響を与えている気がする

のだ。活動の様子が細部にわたって私の心に刻み込ま

れていることがそれを物語っているだろうか。感じた

ことや得たものは参加者 1 人 1 人で違っても、南三陸

町で大切な時間を過ごしたということは、全員に共通

して言えることだと思う。 

活動を振り返ってみて最終的に言えるのは、何より

も参加してよかったということである。参加したこと

に対して少しも後悔していない。具体的な言葉で表現

することはできなくとも、目に見える形として感じる

ことはできなくとも、後悔のない活動ができたことだ

けで私は満足だと考えている。それに加えて、このプ

ロジェクトが 10 期まで続いたという事実。この事実

が私に更なる自信を与えてくれている気がする。 

これから私がすべきことは、プロジェクトへの参加

を通して見聞きしたことを、絶対に忘れないようにす

ることだと思う。あのとき「行こう」と思ったまっす

ぐな自分が、全身で受け止めてきたことを大切にした

いからである。南三陸町はこれから必ず復興を遂げる。

そのとき、今回の体験は南三陸町の復興をより輝かし

いものにするはずである。これから私にできることは

小さく、限られているかもしれない。けれども、この

先も被災地の、そして何よりも南三陸町の復興を見守

っていきたい。 

最後に、このプロジェクトに携わったすべての方々

に対して、この夏、私に何物にも代えがたい貴重な体

験をさせてくださったことを心から感謝したい。プロ

ジェクト参加者全員の想いが、今後も多くの人々と被

災地とを結ぶ架け橋となることを願っている。 
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南三陸プロジェクトを振り返って 

1 期 中村仁（経・4 年） 

 

今回のボランティアバスで初めて足を踏み入れた南

三陸町は、街並みの全てがはぎ取られた白い荒野だっ

た。一見それは報道を介して見てきた被災地のイメー

ジに等しい。津波被害のシンボルとして注目を浴びた

志津川の防災庁舎や病院に乗りかかったままの漁船が

目の前に存在している。しかし、現地に立つことで報

道からは見えてこない空気を感じることができた。私

が感じたのは、孤立感であり、閉塞感である。山をひ

とつ越えただけで異質な土地が広がっていて、そこに

人間の生活は感じられない。 

私がこの慶應南三陸支援プロジェクトにかかわり始

めたのは 6 月半ばで、それから 7 月末の第 1 期出発ま

で微力ながらその準備に携わってきた。日吉から南三

陸戸倉までの貸切バス手配を担当させて頂き、1 つの

プロジェクトが形となる過程を経験することができた。

そして、第 1 便の出発に自ら乗車することができ、車

内では無事に次の段階へ進めたことへの安堵感に浸っ

ていた。けれども、それは志津川の光景を目の当たり

にした瞬間に吹き飛んだ。 

このような荒野で私たちに何ができるのか、本当に

疑問だった。わずか 3 日間の活動では少しも変わらな

い。学生を派遣するだけの資金があれば、それを義捐

金としてお渡しする方がいいのではないか。バスの往

復だけでも、参加者の想像を上回る費用がかかってい

るわけだから…幸いにもこの考えは 3 日後には、そし

て全 10 期のボラバスを終えた後には、派遣する価値

があったものだと感じることができている。それは、

1 か月の活動を通じて築くことができた戸倉と慶應と

の関係、そして、自分を含め多くの学生が現地で知る、

経験したうえでそれぞれに考えを巡らせたことにある

と思う。 

さて、現地で私は力仕事と、仮設住宅でのフリーマ

ーケット（支援物資の頒布会）の運営に参加すること

ができた。前者では基礎部分のみが残された家の跡地

で敷地内に残された瓦礫の撤去や草刈りを行った。ひ

とえに瓦礫といっても、それは陶器の破片であったり、

漁網の一部であったり、時には硬貨がみつかったりと

全てがかき回された津波の瞬間から時間が止まってい

ることの、何よりの証明だった。報道や広告に流され

てばかりで、遠く離れた東京から、さあ復興だ、「ひと

つになろう」と口にすることの軽率さを感じた。そん

なに甘くはない。 

自然の家のフリーマーケットでは、被災されて仮設

で暮らす方々と直に接することができた。戦場とも化

した物資の争奪戦を目の当たりにし、後にそれらが本

当に活用されるのかと疑問に感じ、物欲に溺れる人々

に嫌悪感も持ってしまった。しかしこれをひとつの祭

り・イベントととらえれば、刺激を求めているのかも

しれないとも考えた。津波で仕事や、精神的な拠り所

までも失った方々にとって、この先の見えない 4 か月

間はどれだけ苦悩であったことか。 

戸倉をはじめ、南三陸が、被災地がもとの活気を取

り戻すまでには気の遠くなるような歳月を要するだろ

う。もしかしたら、以前のようには盛り返せないかも

しれない。私は、今回のボランティア活動を通して、

厳しい現実とそれでも前向きな多くの方々の明るさを

目にした。今後どうなっていくかはわからないが、気

にかけて見守っていきたい、むしろ、何らかの形でか

かわっていきたい。現地へ行けないならば、義捐金で

も増税でもいいと思う。他者に対する同感を忘れずに

いたい。 

このプロジェクトは夏で終わることなく、来年以降

も姿は変われども継続していてほしい。4 年の自分に

残された期間は限られている、だからこそ、いま、次

に続くかたちを残したいと思う。 

最後にバス手配の当事者として、会社側の担当の方

の言葉を紹介させてください。1 か月続いたバスの出

発の度に日吉へ見送りに来てくださり、最終便に乗り

込んで作業着に身を包み、石巻で私たちと共に活動に

参加してくださいました。そして、日吉到着の時に挨

拶した折、「この仕事に関われたことを誇りに思いま

す」と。本当に頭が上がりません 
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南三陸プロジェクト感想 

1期 長谷川 万里子（法・2年） 

私が南三陸プロジェクトに参加してもっとも印

象に残っていることは、防災センターの前に置いて

あった遺族の方からの手紙です。そこには、防災セ

ンターを震災の象徴として保存しようとすること

への強い批判と拒絶が書かれていました。私はそれ

まで防災センターを残すことに対し特に何の疑問

も抱いていませんでしたが、その手紙を見たことに

よって遺族の方々の気持ちをひしひしと感じ、震災

の甚大さと復興の難しさを改めて考えさせられま

した。 

また、ながしず荘の方から聞いた話の中には、集

落全体で移動するという案があるがそれではなが

しず荘のように被害を受けなかった家が孤立して

しまう、というものもありました。このように、大

多数の人の意見で復興案が決まったとしてもその

裏にはきっと反対意見もあって、みなさんが納得す

る復興とは本当に難しいのだろうなと思います。 

他に印象に残ったことは仮設住宅の方々のエネ

ルギーです。南三陸町に行く前、私は現地の方々に

どう声をかければよいのか、どう接すればいいのか

不安でしたが実際はみなさん本当に気さくに話し

てくださりとても心強かったのを覚えています。た

いていの方が震災を受け止め前向きに今後の復興

を考えていて、人の強さを感じることができました。

しかしそんな方々も時にはポロっと弱音を吐かれ

ることもあり、継続的な心のケアや支援も必要なの

だろうと思いました。 

4泊 5日という短い期間ではありましたが、この

プロジェクトに参加して私は本当に多くのことを

学べたと思います。他では決して経験できなかった

ことをたくさんさせていただき感謝しています。こ

の経験を今後の学生生活や人生に活かしていきた

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57



 

 

プロジェクトを取材して 

1期 花田亮輔（法・4年） 

 

 大学１年生の時から、とある外資系報道機関でイン

ターンをしている。そのためあの 3.11 からしばらくは、

学生という身分ながら就職活動の合間を縫って震災報

道に携わっていた。 

  多くの人々が集まる都心で道行く人々の声をひたす

ら拾った。事態を冷静に見る人もいたが、記事に反映

されるのは主として不安げな人々の声。「日本でとにか

く大変なことが起こっている」。自分が集めたそんな声

が東京発の英文ニュースとして世界に配信されていっ

た。 

  だが、路上インタビューをやっているのは東京であ

る。どんなに通行人の声に耳を傾けても、東北の現状

をこの目で見て来たという人はほとんどいない。東京

の状況を伝えるというのが、その時の自分に与えられ

た役割であったが「現地の状況を知らないまま、震災

報道に関わるだけで良いのだろうか」という気持ちが

たまっていった。 

  だから南三陸支援プロジェクトの存在を知った時、

すぐに参加したいと思った。時間的余裕もできてきた

頃だったし、また「『被災地』に行くのではなく、『南

三陸町』へ行く――」というコンセプトも、「とにかく

現地で何が起こっているか知りたい」という自分の気

持ちとピッタリ一致した。 

  ちょうど私の所属する学生新聞会の後輩が、このプ

ロジェクトを記事にしたいと言っていたので、私が第

1 期に同行取材して現地リポートの部分を書かせても

らうということにした。取材というのは口実。ただた

だ現地の様子を自らの記憶に刻みつけたかった。（その

後、後輩との共同記事は慶應塾生新聞 8 月号に掲載さ

れ た 。 ご 興 味 の あ る 方 は

http://www.jukushin.com/archives/7135 を参照して

いただければ幸いである。） 

   そのような経緯があって参加した本プロジェクト。

私は瓦礫の撤去や草刈りなどの作業を担当した。正直、

到着するまでは「被災から数カ月経っているけど本当

にボランティアのニーズはあるのだろうか」といった

ようなことも考えていたが、まだまだやらねばならな

い事は多いのだと実感した。 

  住民の方々の話から、物資や支援に対する考え一つ

とっても様々な感情があると知った。「もう議会や行政

には何も期待しない。選挙の投票にも行かない」とい

った、政治学科の学生として無視できない声も聞いた。 

一体どれだけの人の日常が変わってしまったことだ

ろう。河原の清掃作業では、粉々になった屋根瓦の間

から病院の診察券やマラソン大会のメダル、さらには

家族写真も見つけた。持ち主の無事を祈りつつ、ただ

ただ作業に没頭した。そうしているうちに、数日間の

活動は終わり東京の自宅へと戻った。高層ビルが立ち

並び、当たり前のように商業施設が営業している東京

の光景が、大変不思議な存在のように感じられた。 

   たった数日間の活動で自分がどれだけ南三陸町に

貢献できたのかは分からない。そもそも短期的なボラ

ンティアのできる事はごくごく限られたものである。

実際、プロジェクトについて「そんなの行ったって自

己満足にしかならないんじゃないか？」と口にした友

人もいた。けれども、南三陸町に自ら足を運んだこと

は、震災復興や政治・行政に対する問題意識を自らの

五感で育むことができたという点で、自分にとって十

分意義あるものだったと考えている。 

  帰京後、私は就職活動を再開した。春の就職活動の

時点では自ら選考を辞退していた報道機関を第一志望

として秋採用を受けた。出来過ぎた話と思われるかも

しれないが、南三陸町での経験が私の企業観・就職観

を少し変えた。「ただ『頑張ろう日本』と抽象的な文言

を連呼するのではなく、『どうしたらあの東北にビジネ

スを取り戻せるのか』という視点で報道に携わってい

きたい」。そんな言葉を面接で吐いていた。 

  幸いにもその報道機関から内定をもらい、来春から

記者として働くことになった。これから先どんな部署

に働くにしても、あの時自分が南三陸町で感じた想

い・感覚を大切にしていきたいと思う。 
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南三陸での活動とその後 

1期 増田聡（商・3年） 

 

 がれきを片付けていると、様々なものが出てきた。家

族写真、15 時半頃で止まっている時計、マラソン大会の

メダル。日常では当たり前のものが当たり前ではなくな

っていた。 

 南三陸支援プロジェクトで 3 日間、南三陸町でボラン

ティアをした。私が主にした活動は草刈り・がれきの片

づけなどの肉体労働だ。現地に行く前のワークショップ

では傾聴スキルや被災者とのコミュニケーションといっ

た話題を扱っていたため、3 日間とも肉体労働をすると

は思わなかったが、現地の様子を肌で感じるためには肉

体労働をしたのが 1 番よかったと思う。 

肉体労働をしていると、がれきとともに冒頭に書いた

ような日常生活でよく見る物がたくさん出てきた。テレ

ビで被災の様子を見るだけでも衝撃をうけたが、実際に

自分の手でそれらの物を扱うと、なんとも言えない気持

ちになった。現地の方々と直接話す機会はあまりなかっ

たが、そのような品々を通して現地の方々の気持ちが間

接的に伝わってきたような気がした。 

また、外で作業をしていると南三陸町の自然を感じら

れた。休憩時間に遠くから作業の進行状況を見ると、た

くさんの木々がある山が見えてくる。その反対側へ目を

向けると今度は広々とした海が見えてくる。山と海とい

うと別々のようなものに感じるが、南三陸町では山と海

が同時に楽しめる。このような場所は自然が多い日本で

も珍しいのではないだろうか。 

 このように、活動を通して現地の様子を肌で感じるこ

とができたことは今回のボランティアの収穫の 1 つだと

思う。だが、それ以上の収穫が東京に戻って来てからあ

った。それは大きく分けて 3 つある。 

 1 つは物に対することだ。自宅に戻ってから身の回り

にあるものがとても大切に思えてきた。壁にかかってい

る時計、テーブル、椅子など今までは何も意識していな

かったものに意識を向けるようになった。それは南三陸

でのがれきの片づけがあったからだと思う。あって当た

り前だと思っていたものは実は当たり前ではなく、当た

り前だと「思い込んでいた」のだと気付いた。 

 2 つ目は人に対することだ。物に対することと同様に、

身近な人との何気ない会話も貴重なものに思えてきた。

人とのつながりも、特に家族とのつながりはあって当た

り前だと思っていたが、今まで以上に感謝の気持ちが出

てきた。毎日家族全員が帰ってくること、朝起きるとそ

こにいることなど、些細なことでも大切なものに思えて

きた。 

 3 つ目は日常生活に対してだ。それまでは、たとえば

電車が運休になっただけで「なんでだよ」という気持ち

になっていた。震災当日にＪＲが運転を再開しなかった

ことに対する批判が多かったことから、電車の運休で同

じような気持ちになる人は多いのではないかと思う。だ

が、よく考えてみると恵まれていると思う。ＪＲが運休

していても東京都内であれば地下鉄やバスを乗り継いで

少し歩けばたいていの場所には着くことができる。同じ

日本には電車の運行の目途もたたず、バスや車、徒歩で

移動するしかない地域もあるのにも関わらず、たった 1

つの電車がちょっとの間運休しただけで嫌な気持ちにな

っていた。現地に行くまではこの恵まれている環境に気

づいておらず、当たり前だと思っていた。 

 出発前、私はこのプロジェクトでの活動を通して、少

しでもいいから現地の人の力になりたいと思っていた。

だが、現地から帰ってきて逆に力をもらっている自分が

いる。ボランティアは現地でどれだけ活動を頑張れるか

が大切だと思っていたが、実際は現地の活動よりも、現

地で感じたこと・得たことを帰って来てからどう活かし

ていくかが求められているのではないだろうか。1 人 1

人のボランティアが現地での活動で与えられる力は小さ

いと思う。しかし、その 1 人 1 人が行動を起こしていく

ことでやがて 1 人 1 人では与えられなかったような大き

な力を現地へと与えることができると信じている。その

ためにもこれからこのプロジェクトやそれ以外の機会を

使って、小さな力を大きな力に変えていけるように活動

を続けていきたいと考えている。 
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南三陸町支援プロジェクトに参加して 

1期 松下亜希子（法・1年） 

 

私がこのプロジェクトに参加したきっかけは、大学

の授業での紹介だった。震災が起こってから、募金を

する等はしたが、人と直接関わりを持つようなボラン

ティアはしていなかった。そもそも、ゴミ拾い以外の

ボランティアはしたことがない全くの初心者が現地に

行って大丈夫なのかも疑問だった。だが、何もしない

傍観者でいいのか、という後ろめたさと、自分の目で

何が起きているのか確かめたい、という気持ち、自分

が成長するきっかけを得られるのではないか、という

思い、また、事前ワークショップでの参加者の熱心さ

にも押され、参加を決めた。 

現地では、町の建物が枠組みや土台だけになってい

たり、瓦礫が積んであったりして、初めて見たときは、

元の様子が想像できず、驚きというより戸惑いを覚え

た。最終日に町を見て回った際には、海から離れたと

ころまで潮の香りがしたこと、高台から見た町の様子

から、波がどれほど深く入り込んできたかがよくわか

った。同時に、震災の前は、この高台からは美しい海

と町並みが見えたのだろうな、と思い、少しさみしさ

を感じた。 

現地に行って行った活動のメインは刈った草の移動

や川掃除、雑木林の開拓といった肉体労働で、最終日

にはお世話になった民宿、ながしず荘のお手伝いもさ

せていただいた。基本的に適度な休憩をはさみつつ

黙々と作業を進めるのだが、川掃除では、大量の瓦に

加え、卒業文集や位牌といった思い出の品もあって、

普通の生活があったことを思うと、少し複雑な気持ち

になった。 

予想外に嬉しかったのが一般のボランティアの方々

との出会いだった。初めて会った人と共同作業をする

中で、声を掛け合い、時にはギャグをかまされ、最後

は笑顔であいさつを交わして別れる。まさに一期一会

で、もう会うことはないのかもしれないけれど、いい

出会いだったな、と思えた。また、繰り返し遠くから

足を運んでいる方もいて、良い励みになった。 

印象に残ったのは、夜に聞いたながしず荘のおばあ

ちゃんのお話だった。おばあちゃんは、自分の体験談

や聞いたこと等、様々な話をしてくださった。寸での

差で助かった人と、そうでなかった人がいたこと。病

院でベッドから手を振りながら流されていった患者さ

んがいたこと。避難所での生活。それを見た人、体験

した人は一生その様子を忘れられないだろうと思うと

心が痛んだ。また、物だけでなく、人の心が災害に遭

っていること、それゆえに、みんなが避難所で一致団

結していた震災直後よりも、これからの方がむしろ大

変なのではないかということを話していらっしゃった

のも印象深い。支援物資に頼り切ってしまう部分、他

人への僻みといった、人の心のきれいでない部分と付

き合っていかなければならない。物理的な復興だけで

は復興にならないのだと改めて感じた。 

子供の力というものも大きいと感じた。ながしず荘

のおばあちゃんは、震災後、子供の無邪気さに救われ

た、とも言っていた。お孫さんが寝ていたり、遊んだ

りしている様子を見て、この無邪気さが日常を思い出

させてくれるのだろうと思った。 

また、一日の作業が終わった後に行うミーティング

は、仮設住宅を回ったり、フリーマーケットの手伝い

をしたりといった、自分が体験したこと以外の話が聞

けて有意義だった。実際に行った人でないとわからな

い実感や今後の改善点等、それぞれが意見を交わし、

和やかな中にも士気の高さが感じられ、良い刺激にな

った。 

震災から半年が経ったが、新聞、テレビに加え、友

人や家族との会話の中でも地震や津波、原発のこと等

の話題がのぼる。関心の高さは様々だが、目を向ける

必要が増してくるのはむしろこれからなのだろうと思

った。ボランティアの派遣が震災後初期ほどではない

からといって、やるべきことはなくならない。復興に

は時間も資金も人手も十分必要である。現地のニーズ

と支援の合致も課題であろう。 

正直なところ、自分が南三陸町やそこに住む方々の

役に立つことができたかはわからないし、肉体労働の

ことだけ考えれば、もっと力のある人がやった方が作

業も速く進み、効率が良かったかもしれない。それで

も、南三陸町に来てよかったと思ったし、今も行った

ことを後悔はしていない。自分の目で南三陸町を見る

ことができ、ながしず荘の方々やボランティアの方々、

同期メンバーに出会えた。そして、ボランティアに携

わるだけでなく、普通の大学生活が送れていることに

感謝し、今自分がやるべきことを全力でやることも大

事なのだと気付くことができた。短い滞在期間ではあ

ったが、南三陸町が好きになったし、また行きたいと

思っている。今後も、直接現地に行くことに限らず、

何かの形で支援を続けていきたいと思う。 
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諸考察 

1期 松本康資（法・2年） 

2011 年 3 月 11 日、この日に起きた大地震は自分の

価値観を揺さぶってしまうほど大きなものだった。今

迄経験したことのない大きな揺れ。自室から逃げ出し

たとき、足の震えが止まらない自分がいたことに衝撃

を受けた。自分は割と冷めやすい性格である。共感が

できないというか、物事を自分のこととして捉える力

がかなり不足している。事実と認識の間に乖離を生じ

させがちなのである。そんな自分にも拘らず、地震に

大きな恐怖を感じている、自分自身の問題として地震

を見つめている。このある種ごく普通の体験が、地震

が引き起こした様々なことがやたらと自分自身の問題

のように感じてしまう最近の自分を形作ったのかもし

れない。日は経ち、次第に被害状況が明らかになって

いくに連れて、津波の恐ろしさというものを(メディア

越しではあるが)身につまされる思いで感じていた。そ

んな自分が被災地支援に行きたいと考えたのはある意

味では必然だったのかもしれない。 

実際に現地に行ってみると、廃墟があった。廃墟を

観るのは初めてだったが、廃墟だと思えた。自然の脅

威とはよく言ったものだが、立ち去ったあとを見てみ

ると脅威としか言い用のない力に押し込まれた街の姿

が転がっていた。ガードレールが根こそぎ橋の下に落

っこちていた。それほど大きな力に持っていかれたの

だということはわかったものの、偶然の成り行きと言

うよりも、作為的な何かを感じずには居られなかった。 

「ボランティアの有り様」の問題について。世間一

般では動機の如何に関わらずボランティアはプラスイ

メージを持って迎えられる行為だと思う。その一方で、

「ボランティアの相手のことを想っているのか、それ

ともボランティアをしている自分が好きなのか？」と

いう言葉に集約されるように、被ボランティアが活動

をどう思うかということを重視して、心の持ち方、有

り様を重視する人も多い。私たちはボランティアをす

る上で大切なのは気張り過ぎないことだとワークショ

ップで教わった。お金をもらってやることではないた

め、そこのところを割り切れないとやっていけないの

かなぁと個人的には思う。今回のボランティアでも果

たして自分たちがやった行為が被災地の人達のために

なっているのだろうかと疑問に思っている参加者が少

なくないらしい。これに対して今私が思うのは、被災

地の人々のためになってなくてもいいじゃないか、と

いうことである。確かに、自分がやったことが評価さ

れないというのは悔しいことではある。私個人はその

ような小難しいことは考えることなくただ黙々と作業

没頭していたが、ためになるからやる、とかではなく、

利害とか何もないまっさらな状態での作業が結果的に

何かの役に立っていたら、それはそれで 1 個のことと

して嬉しい。ボランティア＝自発的、つまり何かの目

的のために仕事を引き受けているわけではないはずだ。

だから、喜んでもらえたら儲けたものだという心持ち

で行けば気楽だし、つらそうな作業も楽しくなるのか

もしれない。もちろん、成果を求めるのが悪いことだ

とも思わない。何も考えずにのんきに作業することが

いいことだというわけではない。ただ、役に立ってい

るかどうか分からなくて作業が滞りがちになってしま

うのであったら、こういう気楽な考え方で望んでみる

のもありなのかなと個人的には思う。 

ボランティアから帰ってきた後、被災地の状況を知

ってもらうことがものすごく重要だと感じた。被災地

の実際、はたまた、そこに行くことによってどれだけ

のものが得られるかということを多くの人に知っても

らいたいと思うようになった。メディアで発信できる

情報が限られているのと同じように、何かを媒介して

伝えられる情報には限度が生じてしまう。私は、その

限られた情報からは得られないことを沢山南三陸から

学ぶことができた。だから、その経験をぜひとも他の

人にもしてもらいたいと思った。行くことができなく

ても、せめて関心を寄せてもらうだけでも十分だ。春

休みの自分のように、何かできないかと考えていなが

らも結局何もやらなかった人にはなおさら知ってほし

いと思っている。最後に、南三陸町にボランティアに

行って本当に良かった。スタッフの皆様、先生方、1

期の皆さん、この場を借りて感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

7 月 28 日 原生林開墾現場にて 
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南三陸プロジェクトで感じたことと今後のアプローチについて 

1期  本橋駿（商・4年） 

 

時間に非常に融通の効く学生時代も今年までという

こともあったし、父から気仙沼市を始めとする東北の

状況を聞いたということもあり、ボランティアや個人

的に行くなど形を問わず、何かしらの形でこれらの地

域に行ってみたいと思っていた。 

そんな中で、ゼミの先生からこのプロジェクトにつ

いてのメールが回って来て、参加者は同じ慶應の学生

であるし、他の条件も整っていると感じたため、この

プロジェクトへの参加を決意した。しかしながら、私

は今までボランティアをした経験はないし、ましてや

大きな傷の残る場所で、人々とどのように接したらい

いのかということがとても不安に感じた。ただ、自分

自身にできることを精一杯やるだけ、という気持ちを

事前ワークショップや事前勉強会を通じて持つように

なった。 

事前勉強会においても、現地に着いてからも、1 期

は 10 期全体の基盤を築く必要があるので、しっかり

とやってほしいということを念押しされ、とても身が

引き締まる思いがしたし、非常にプレッシャーも感じ

た。というのも、1 週間弱しか期間がない中で、どれ

ほど効果的な活動ができるのか、成果に値するものが

残せるのかということに疑問があっただけでなく、そ

のことに関して不安を感じていたからだ。ただ、実際

に動き出してからは、日々のやることが多かったこと

もあり、そのようなことは考えることはなかったよう

な気がする。 

私は第 1 期のみの参加だったが、人にも恵まれ、様々

なものを得られたと感じている。初日はながしず荘の

周りを見てまわる時間があったが、津波の惨状を目の

当たりにして、言葉が出なかった。父から「テレビで

見るのよりもっと酷い状況」と聞かされていたが、確

かにその通りだと思った。バス内でも、仙台市付近の

風景と、南三陸町・石巻市との風景は全く異なるもの

で、こうも違うのかとも感じた。現地でのボランティ

アの話に移ると、私は 4 日間全てお茶っこ班で活動し

ていた。ワークショップでやった内容が一番直接的に

役に立つ場所であったが、初めての会話はとても緊張

した覚えがある。けれども、向こうの方々がとても気

さくに話しかけてきてくださったので安心して話すこ

とができた。また、グラウンドゴルフを通じて自然の

家にある仮設住宅に住んでいる方々との親睦を深める

こともできた。一緒にグラウンドゴルフをやった方々

はとてもエネルギッシュで、人同士の繋がりが及ぼす

影響は大きいのかな、と 2 日目以降に様々な地区の仮

設住宅を回った後に思った。2 日目以降は仮設住宅を

回り、私達を認知してもらうこと、ニーズを調査する

こと、ツイッターを普及することなどを行った。仮設

住宅によって様々なカラーがあることを感じたし、仮

設住宅での暮らしがなかなかのストレスであることも

吐露された。ニーズ調査などを通じて、私達にできる

ことは何なのか、ということを非常に考えさせられた。

3 日目は南三陸町を回ることができ、震災前はどのよ

うな状況であったのかなどを聞くことができた。現状

を見ただけでは元の姿を想像することはほぼ不可能に

近かったので、とても参考になった。また、住居など

に関してのこれからの課題も聞くことができた。復興

までには 10年から 20年はかかるとおっしゃっていた

のを聞き、被害の大きさを痛感した。 

こちらに帰ってきてからは、こちらでの衣食住が整

っていて物には困らない暮らしと、あちらでの暮らし

の差の大きさに違和感を覚えた。こちらに住んでいる

からこそできることがあるのではないかとも思った。 

この南三陸プロジェクトでは多くの魅力的な人と出

会うことができたので、残り半年の学生生活の中で再

度南三陸町に行きたいと思っている。次回はボランテ

ィアという形ではなく、町を見て回るだけという形に

なるかもしれない。町が再生していく姿を見に行きた

いし、以前会った人達ともう一度話がしたい。もしこ

のプロジェクトの延長として何かがあるとしたら、そ

ちらで行くのもいいかもしれない。いずれにせよ、継

続的な繋がり、関わりを持っていきたいというのが私

の現在の気持ちだ。 

最後に、このような貴重な機会を作ってくださった

プロジェクトのスタッフの皆様、現地でお世話になっ

たながしず荘の方々、自然の家ボランティアの方々、

仮設住宅に住まわれている方々皆様に感謝したい。 
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「南三陸支援プロジェクト」に参加して 

2期 五十嵐 貴大（経・2年） 

 

感想文を書くという機会を得ることができたので、

あらためて自分が「南三陸支援プロジェクト」を通じ

て感じたことを振り返ってみたい。 

Ⅰあるべき「ボランティア」について 

私はこのプロジェクトに参加するまでいかなるボラ

ンティアもしたことがなかった。「ボランティア＝偽

善」という固定観念が自分の中にあったためだった。

確かに困っている人を助けることは必要なことだ。し

かしその行為に対して助けられた何も見返りを返すこ

とができないならば、その人の自尊心を傷つけること

にはならないか。もし善い行いならば、正当な見返り

があるべきだし、むしろそれを受けることが双方のた

めになる。…このようなことを考えていたと思う。 

では、なぜこのプロジェクトに私が参加したか。一

言で言ってしまえば「自分のため」ということに帰着

する。このように書くと悪い印象を与えてしまうかも

しれないが、私は災害救助のプロではないため頑張っ

たところで現地の方々に貢献できることは微々たるも

のでしかない。一方で私が南三陸町に行って得られる

ものは大きい。もちろん就活のためというような発想

はほとんどなかったが、実際に津波被害の現場を見る

ことで得るものは必ずあると考えていたし、事実その

現場を見たことで私の価値観が気づかない部分で変わ

っているような気がする。もちろん現地の方々に迷惑

を掛けまいとは心がけていたが、このプロジェクトに

参加し南三陸町のために貢献するというよりは、自分

が「何かを学ばせてもらう」というようなことを考え

ていた。 

では、実際に現地でボランティア活動をしてみてど

のようなことを感じたか。それは、自分も含めて『「ボ

ランティア」というものを深刻に考えすぎなのでは？』

というものだった。そもそも英語の volunteer には、

日本語とほぼ同じ名詞のボランティアの意味の他に、

動詞で「進んで引き受ける、自発的に～する」という

意味がある。今回のプロジェクトでは様々なことが起

こったが、その中には人によってボランティアの捉え

方が大きく違うことにより起こったものもあったと私

は感じている。 

私がボランティア活動をする中で、自ら南三陸町に

赴きボランティアセンターに登録して活動していた何

人かの社会人の方と触れ合う機会があった。私はその

方たちがなぜそこまでしてボランティア活動をするの

かについて邪推したが、その過程で思い当ったのは、

彼らはボランティアをすることで日常から離れている

のだということだった。もちろん彼らが東北の復興の

ためにボランティア活動をしているのだということは

否定しない。しかしボランティア活動をすることによ

り、彼ら自身も効用を得ることができている。このよ

うに、「誰かのために」活動を行うのではなく、「自分

がやりたいときにやりたいだけ」活動をし、それが結

果的に「誰かのため」になるようなボランティアこそ

が、望ましいボランティアの活動ではないだろうか。 

これはボランティアをする人だけではなくボランテ

ィアを受ける人にも当てはまるのではないだろうか。

私が南三陸町で感じたのは、これからの復興のために

はより一層地元の方々が主体的にまちの復興に関わら

なければならないということだった。そのことで、ま

ちの方々の自尊心が生まれ、それがさらに復興のエネ

ルギーとなるからだ。このように、ボランティアが何

でもするのではなく、まちの方々が主役の復興にボラ

ンティアがやりたいことをやることで少しだけお役に

立つ、これこそが今後求められるボランティア像であ

ると感じた。 

Ⅱ復興政策について 

復興政策について私が感じたことは、「マクロ」の視

点と「ミクロ」の視点双方から検討する必要がある、

ということだった。復興はもちろん早急になされなけ

ればならないので、「マクロ」の視点から効率的かつ公

平な政策が行われる必要がある。しかし先ほども述べ

た通り、これからの復興政策は地元の方々が主役とな

るようなものでなくてはならない。そのような「ミク

ロ」の視点、すなわち地元の方々の意見に基づいた政

策が行われる必要も一方ではあるのだ。この両方の視

点のバランス感覚を持つことが政策立案者だけではな

く私たちにも必要であると、強く感じた。また、この

両者は決して二律背反的なものではなく両立しうると

思う。「地元の意見に根付きかつ即効性と公共性のある

政策」という口で言うのは簡単であるが現実的にはな

かなか難しい政策こそが、今必要とされているのでは

ないだろうか。また、政策立案者のみではなく私たち

もそのような望ましい政策が行われるために、様々な

知恵を絞るべきなのではないだろうか。今こそ、「国家

があなたのために何をするかではなく、あなたが国家

のためにに何をできるかを問え」というケネディの言

葉を思い起こすときであろう。 

最後になってしまったが、今回のプロジェクトに尽

力して下さった方々、及びお世話になった南三陸町の

方々に厚く御礼を申し上げたい。 
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南三陸に行って 

2期 出射寛人（法・2年） 

 

このプロジェクトに参加した感想文を書いてくださ

い。―今の私にとってこれほど難しいことはない。確

かに南三陸支援プロジェクトに私は参加して、ボラン

ティアとして南三陸に行った。しかし私が実際に南三

陸に行って見たこと、聞いたことが果たして私をどの

ように変えたのか、私にとってどんな意味があったの

か。それを言葉でうまく表すことは今の私にはできな

い。 

東日本大震災が起こった 3月 11日、私は日本ではな

くドイツにいた。つまり日本にいた人がその日以降経

験した地震、日本にいた人たちが感じた恐怖や不安、

メディアの報道・・・そういったものすべてを私は経

験しなかった。日本にいる人たちが大変な思いをして

いた時に、私は全く違うところにいて全く普通の生活

を送ることができていたのである。もし日本にいたら

何かできることがあったのではないのだろうか・・・

あの日以来、そんな何かうしろめたさのようななんと

も表現のしがたい気持ちを抱えていた。もちろん 3月

11 日に日本にいなかったからという理由だけではな

く、おそらくこの震災を経験したあらゆる人が何かし

らの理由でこのような気持ちを持っていたに違いない。

とにかく、この南三陸支援プロジェクトに参加したき

っかけはそのような気持ちをずっと抱いていたからで

はなかろうか。ボランティアに行ってみれば何かが変

わる。きっとボランティアに行けば自分の中のこのモ

ヤモヤが晴れるのではないか。今から思えばなんとも

安直な考えで私は南三陸に行った。 

当然のごとく、物事はそう簡単ではなかった。現地

の光景は私の想像など遥かに超えたすさまじいものだ

った。まるで戦争が終わったあとの街のようだった。

片っ端から建物は壊れ、道路はボコボコ。確かにそこ

に家があったという形跡はあるが、家がない。何もか

もがめちゃくちゃになっていた。特に印象的だったの

が、ながしず荘の近くで見た光景だった。ガレキの山

と化した、かつて家があったところに英語のノートが

泥だらけの状態で落ちていた。それは中学 1年生の女

の子が書いたと思われる英語のノートだった。不謹慎

だとは思いつつそのノートを開くと、そこには授業で

習ったのだろう、いろいろなことが英語で書かれてい

た。自分のこと、家族のこと、好きなこと、将来の夢。

ところどころには落書きの絵やその日の出来事も書か

れていた。そのノートは半分くらいまでしか使われて

いなくて、あとは真っ白なページだった。もし震災が

起きていなかったらこの子はどんな生活を送っていた

のだろう。そもそもこの子は無事なんだろうか―そこ

までいって私はもう考えるのをやめた。考えたくなか

った。 

南三陸での経験はそんなことの連続だったように思

う。学習支援で会う子供、仮設住宅の大工さん、自然

の家の人、ながしず荘の人。会った人みんなが表向き

には明るくて何もないように見える。でもその裏でど

んな思いを持っているのだろうか。それが全く見えな

くて、それを聞くのが怖くて普通に接することができ

なかった。まともに考えられなかった。 

そんなこんなで 4 日間が終わってしまったのである。

こちらに帰ってきてからは、自分でもびっくりするく

らいに元の生活に戻った。まるで南三陸にいた 4日間

だけぽっかりと空白になってしまったかのようだった。

一体何をしに行ったのだろうか。ボランティアをしに

行ったはずなのに、一体何ができたのか。全くわから

なかった。 

今度私は三田祭の休みの期間中にもう一度南三陸に

行くことになった。今回の場合はボランティアをした

いとかそういう動機ではなくて、純粋にもう一回南三

陸に行きたいと思ったからだ。ただ今回は南三陸、南

三陸の人たちにもっともっときちんと向き合いたいと

思う。ありのままの人として向き合いたいと思ってい

る。 
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ボランティア体験記 

2期 岩﨑貴大（商・2年） 

 

南三陸から私たち２期が帰京して２ヶ月が経ちま

した。ここでは私がこのプロジェクトに参加する以

前の心境と参加するに至った経緯、現地での活動を

終えての心境がどのように変化したのかを記したい

と思います。短い紙幅にどれほどの想いを載せられ

るか分かりませんが、この体験記を読んで、より南

三陸や現地での活動に関心を抱いていただけると幸

いです。 

 まずは参加以前の心境です。東日本大震災の発

生当時、新宿にいた私は津波が女川や石巻の街を襲

う様子をアルタの大きなビジョンで茫然と眺めてい

ました。電車も止まり、携帯も繋がらず、何をした

ら分からない状況の中、どうか夢であってくれと願

わずにはいられない、そんな悪夢のような光景がそ

こには映し出されていました。帰宅してからも寝る

時間を除いてパソコンの前に張り付き、ラジオやツ

イッター等での情報収集に明け暮れる日々が続きま

した。「被災者の為に何か自分にできることはないだ

ろうか。」多くの人と同じ様に私もそう思いましたが、

日々更新される被害状況を目にして私はナイーブす

ぎました。友人の中には即座に現地にボランティア

に行った人も居ましたが、あの凄惨な現場に行って

一体自分に何ができるのか、食料や寝場所も確保せ

ずに現地に赴く覚悟が私にはなかったのです。 

 そんな私がこのプロジェクトに参加したのはい

くつかの偶然が重なったことが大きかったと思いま

す。まず南三陸という地が、高校時代の研修旅行先

として大変印象深かったこと。南三陸が比較的多く

メディアによって報道されることで、当時お世話に

なった宿泊先や研究施設が地震と津波の影響で壊滅

的な被害を受けているという情報が入ったこと。こ

のプロジェクトがボランティアの生活を全面的に支

援していたことや単発ではなく長期的な活動を展望

したこと。事前と事後にワークショップを開催し、

行っただけでは終わらない継続した支援を標榜して

いたこと。費用が大変に安かったこと。これらの条

件が重なったことでそれまでボランティアをしたこ

とがなかった私のような者の不安をできる限り取り

除いて下さったことには感謝の気持ちしかありませ

ん。それほどに今回のボランティアでの体験は非常

に貴重なものでした。 

 いざ現地に赴いてみると、事前ワークショップ

で集中的に勉強した傾聴スキルを駆使して仮設住宅

に住んでいる方と対話する機会というのは（私の班

には）なく、瓦礫の撤去や仮設住宅の設営現場での

手伝いなどの肉体的な労働を主として、仮設住宅に

住む子供たちの学習支援もしました。私たちが活動

した 4日間で何かを目に見える形で変えたとは思い

ません。実際に特別なスキルも何も持たない私たち

が出来たことは草むしりであったり資材運びのよう

なことであって、その効果は微々たるものでした。

しかし、それでも宿の女将さんやボランティアセン

ターの方は「また来てね」と言って下さいます。微々

たる力でも必要として下さいます。それが私にとっ

てはとてもありがたいことでした。行く前の私では

行っても大したことはできないのではないかという

懸念がありましたが、そんなことよりも現地の方は

実際に足を運ぶことを求めているように思いました。

「東北を復興させる必要があるのか」と言った方が

いらしたと聞きます。今回の天災で殺意を持ったか

のような津波に見舞われ、かろうじて今も生きてい

る人というのは自分の存在意義のようなものが揺ら

いだのではないでしょうか。そういった時にボラン

ティアなり観光なりで実際に足を運ぶことで、被災

された方が自信を取り戻せればいいし、現地にお金

を落とすことで経済を活発させられることもできる

のではないでしょうか。 

 あれから２ヶ月、自分の体験を人に話す機会が

度々ありました。それを通して言えるのは被災者の

為に何かをしたいと考えている人は多いということ

です。ただそれぞれの社会生活を営む中、簡単にボ

ランティアに行けるわけではないし、長い間活動す

るためには犠牲を伴います。今回のプロジェクトも

慶應によって支援されている部分が非常に大きいの

で、次回行くことになれば、今回のようにスムーズ

には行かないかもしれません。個人が出来ることが

限られている以上、より多くの人に関心を持って頂

いて、現地に足を運んで欲しいと思いつつ、東京に

いながら復興を手伝う方法を考えなければならない

と思いました。
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5日間の体験で思ったこと 

2期 大坪実佳子（文・4年） 

 

バスから見えたのは、廃墟と化した町だった。異様

な壊れ方をした車や建物が、半年も経とうというのに

まだ手つかずのまま多く残っている。ある程度は覚悟

していったつもりだったが、実際に南三陸の街並みを

見た途端、体がこわばるのを感じた。 

「何かしないといけない。」地震が起きてからという

もの、被災地の現状をＴＶや新聞で目にするたびにそ

わそわと落ち着かず、自分にできることを探していた。

出来れば現地に行って炊き出しなり泥かきなりしたい

と思っていたが、なかなか日程が合わず参加する機会

がなかった。そんな時、友人が見せてくれたのが大学

主催のボランティアの企画だった。すぐに参加しよう

と決めた。 

被災地は、窓の外にどこまでも続いている。ひしゃ

げた車やヒビの入ったビルがそこかしこに転がり、原

形を留めていないものも多かった。この車に乗ってい

た人は助かったのだろうか。このビルにいた人は、大

丈夫だったのだろうか。目に映る物全てからいろんな

想像が浮かんでは消え、胸が締め付けられるように痛

んだ。町中では、人の姿はほとんど見かけない。目に

つくのは不快な音を立てる重機とトラックばかり。車

が通るたびに、アスファルトが剥がされ土がむき出し

になった道路から埃が舞う。暗澹たる思いがした。 

私の班の最初の作業は、土台しか残っていない家で

「瓦礫」を拾うことだった。「燃えないものは分別して

ください」と言われたから、それらはきっと「ゴミ」

として処分されてしまうのだろう。しかしよく見ると、

スプーンや 1 円玉、化粧品の容器など今まで普通の家

庭で使われていたものである。本来は「瓦礫」でも「ゴ

ミ」でもないものだった。あぁ、ついこの間まではこ

こに日常があったのに、なんと儚いことだろう。一瞬

にして破壊されてしまうなんて。心底、悲しかった。 

そんな中、作業の休憩時間ぼんやり立っていると、

ふと鳥のさえずりが聞こえてきた。足もとを見れば、

野良猫もいる。森林の木々も塩害でさえ塩害で枯れか

けているけれど、鳥は、猫は、生きている。巨大津波

を生き延びて命を繋いだのだ。その時、私はほっと安

堵した。生命は、ちゃんと息づいている。どれだけ時

間がかかってもいつか必ず元に戻れる。全てが流され

たわけではない。必ず復興できるという希望が胸に広

がった。 

2 日目以降は、仮設住宅の清掃だった。15 軒の集落

が丸ごと移転する場所で、家族構成に合わせて部屋の

数も調整してあった。大工の方が釘を打つ横で、私た

ちは床を掃き雑巾掛けをした。入居者が、少しでも良

い気持ちで生活を始められたら嬉しい。きっと避難所

で大変な思いをしているはずだ。一つ一つの家に、新

しい生活への希望と願いを込めて、丁寧に床を磨くこ

とを心掛けた。 

そうして 5 日間のボランティアはあっという間に終

わった。約 2 カ月が経った今、いろいろなことが思い

浮かぶが、感じたことを一言にまとめるならば「一生

懸命、生きねばならない」ということだ。私が歩いた

道の上で、亡くなった方がいるかもしれない。見かけ

た車の中で、亡くなった方がいるかもしれない。どん

なに無念だっただろう。残された私たちは、生きねば

ならない。持てる時間を精一杯使って、100 パーセン

トで生きていたいと思う。今、学んでいる国文学、農

業、ダム、教育などの問題は、直接的に被災地の支援

にはつながらない。けれど自分の目の前にある課題や

為すべきこと・成し遂げたいことを真剣に取り組むこ

とが、間接的に東日本の復興につながるのではないか

と信じている。これからの未来を担っていくのは私た

ち若者だ。震災を超えてこれからどんな日本をつくっ

ていきたいのか、決めるのは私たちなのだ。より良い

選択をするために、自分の目で見定め自分の心で感じ

るために、1 秒たりとも無駄にしたくない。しっかり

学んで、いつか役に立てる人間になりたい。 

5 日間で私ができたことは、結局大したことではな

かった。家のあった場所が少し片付いただけ、仮設住

宅がちょっと綺麗になっただけ。これから先、何年も

かけて南三陸と関わっていきたいと思うけれど、今は

現地に何度も足を運ぶお金を持ち合わせていない。寄

付もできない。でも、支援というのは自分の身の丈に

合う方法で進めればいいのだと思う。お金がある人は

寄付をすればいい。時間に余裕がある人は、現地に足

を運び最前線で復旧作業をすればいい。音楽家は音楽

で人々を励ますし、お笑い芸人はお笑いで元気を与え

てくれる。それぞれの人が、その人に合った方法で支

援の形を表現できたら、少しずつ良い状態になってい

くはずだ。私はまだ何もできないけれど、将来的に貢

献できるように、残り半年の大学生活は助走期間と位

置付けたい。「今」を大事にして、日々を誠実にこなし

ていくこと。それが現時点で私に与えられた課題なの

だと感じている。 

最後になりますが、ながしず荘をはじめ南三陸でお

世話になった方々、企画を立てて下さった方々など、

プロジェクトに携わって下さった皆様にお礼を申し上

げます。本当にありがとうございました。 
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ボランティア体験記 

2期 岩﨑貴大（商・2年） 

  

南三陸から私たち２期が帰京して２ヶ月が経ちました。

ここでは私がこのプロジェクトに参加する以前の心境と

参加するに至った経緯、現地での活動を終えての心境が

どのように変化したのかを記したいと思います。短い紙

幅にどれほどの想いを載せられるか分かりませんが、こ

の体験記を読んで、より南三陸や現地での活動に関心を

抱いていただけると幸いです。 

 まずは参加以前の心境です。東日本大震災の発生当時、

新宿にいた私は津波が女川や石巻の街を襲う様子をアル

タの大きなビジョンで茫然と眺めていました。電車も止

まり、携帯も繋がらず、何をしたら分からない状況の中、

どうか夢であってくれと願わずにはいられない、そんな

悪夢のような光景がそこには映し出されていました。帰

宅してからも寝る時間を除いてパソコンの前に張り付き、

ラジオやツイッター等での情報収集に明け暮れる日々が

続きました。「被災者の為に何か自分にできることはない

だろうか。」多くの人と同じ様に私もそう思いましたが、

日々更新される被害状況を目にして私はナイーブすぎま

した。友人の中には即座に現地にボランティアに行った

人も居ましたが、あの凄惨な現場に行って一体自分に何

ができるのか、食料や寝場所も確保せずに現地に赴く覚

悟が私にはなかったのです。 

 そんな私がこのプロジェクトに参加したのはいくつか

の偶然が重なったことが大きかったと思います。まず南

三陸という地が、高校時代の研修旅行先として大変印象

深かったこと。南三陸が比較的多くメディアによって報

道されることで、当時お世話になった宿泊先や研究施設

が地震と津波の影響で壊滅的な被害を受けているという

情報が入ったこと。このプロジェクトがボランティアの

生活を全面的に支援していたことや単発ではなく長期的

な活動を展望したこと。事前と事後にワークショップを

開催し、行っただけでは終わらない継続した支援を標榜

していたこと。費用が大変に安かったこと。これらの条

件が重なったことでそれまでボランティアをしたことが

なかった私のような者の不安をできる限り取り除いて下

さったことには感謝の気持ちしかありません。それほど

に今回のボランティアでの体験は非常に貴重なものでし

た。 

 いざ現地に赴いてみると、事前ワークショップで集中

的に勉強した傾聴スキルを駆使して仮設住宅に住んでい

る方と対話する機会というのは（私の班には）なく、瓦

礫の撤去や仮設住宅の設営現場での手伝いなどの肉体的

な労働を主として、仮設住宅に住む子供たちの学習支援

もしました。私たちが活動した 4 日間で何かを目に見え

る形で変えたとは思いません。実際に特別なスキルも何

も持たない私たちが出来たことは草むしりであったり資

材運びのようなことであって、その効果は微々たるもの

でした。しかし、それでも宿の女将さんやボランティア

センターの方は「また来てね」と言って下さいます。微々

たる力でも必要として下さいます。それが私にとっては

とてもありがたいことでした。行く前の私では行っても

大したことはできないのではないかという懸念がありま

したが、そんなことよりも現地の方は実際に足を運ぶこ

とを求めているように思いました。「東北を復興させる必

要があるのか」と言った方がいらしたと聞きます。今回

の天災で殺意を持ったかのような津波に見舞われ、かろ

うじて今も生きている人というのは自分の存在意義のよ

うなものが揺らいだのではないでしょうか。そういった

時にボランティアなり観光なりで実際に足を運ぶことで、

被災された方が自信を取り戻せればいいし、現地にお金

を落とすことで経済を活発させられることもできるので

はないでしょうか。 

 あれから２ヶ月、自分の体験を人に話す機会が度々あ

りました。それを通して言えるのは被災者の為に何かを

したいと考えている人は多いということです。ただそれ

ぞれの社会生活を営む中、簡単にボランティアに行ける

わけではないし、長い間活動するためには犠牲を伴いま

す。今回のプロジェクトも慶應によって支援されている

部分が非常に大きいので、次回行くことになれば、今回

のようにスムーズには行かないかもしれません。個人が

出来ることが限られている以上、より多くの人に関心を

持って頂いて、現地に足を運んで欲しいと思いつつ、東

京にいながら復興を手伝う方法を考えなければならない

と思いました。 
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感想 

２期 大谷峻弘（商・１年） 

 

今回私がこの南三陸復興プロジェクトに参加理由と

して、特にボランティアをしたいという想いがはじめ

からあったわけではありませんでした。私はこの１９

年間、人に支えられ続け生きてきたと思っています。

それは家族や先生はもちろん、友達などすべての人た

ちに対する想いです。そして大学一年生という社会人

への階段を登る人生の節目において、今度は自分が人

を支える側に回れるような人間になりたいと思いまし

た。しかし、自分はまだ大学生という身分であり、や

れることは限られている、何をしたらいいのかわから

ず、なんとなくもんもんと過ごしていた中見つけたの

が本プロジェクトでした。 

だから今回私が復興支援に参加したのは、ある意味自

分のためであったという気持ちを持っています。 

  私が現地でまず感じたのは、やはり実際にみた被災

地の悲惨さでした。どこを見渡しても目につくのは津

波の爪痕を感じさせる瓦礫の山、骨組みだけかろうじ

て残された建物や、崩壊した陸橋など。初日のどんよ

りとした灰色の空も相まって、私はどこか異邦の土地

にきたような気分で言葉が出ませんでした。 

そんな被災地の負の面だけを見た初日が終わり、２日目

からは現地の人と実際にふれあう機会ができました。被

災地から「絶望」を感じたとすれば、私が被災者から感

じ取ったのは「希望」でした。地震から半年近くが経っ

たということもあるのでしょうが、誰一人悲しい過去を

振り返り下を向く事もなく、明るい未来を信じて前へ前

へと歩いていることを実感しました。私は東日本大震災

の後、日本中、そして世界中の人間が一つの事に対し協

力する様子をニュースで見て、希望で心が震えたのを今

でも覚えています。被災地では、老若男女が手を取り合

って生活し、復興のために動いていました。私はそんな

被災者の方々の様子から、あの日感じた希望に似た気持

ちを感じました。 

 今回、私はボランティアとして被災地、被災者を助け

希望を与えようという想いで現地に向かいました。しか

し、実際行ってみると、私は現地で明るい未来に進もう

と生きている現地の人達と接することで温かな希望をも

らい、不安を抱く今の日本での未来に光をさしてもらっ

たような気分になりました。ボランティアにいって希望

をもらったのは私のほうかもしれません。 
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ボランティアを通して 

２期 大島隆太郎（商・１年） 

 

 前日までテストをこなし、徹夜でレポートを仕上げた

私は、バスの中で今までの睡眠不足を解消するかのよう

に深い眠りについた。トイレ休憩の時間までをも睡眠に

費やした私だったが、ふと眺めた窓の外の風景は眠気を

覚ますのに充分過ぎるものだった。テレビで何度も見た

景色が目の前に広がっていた。がれきは綺麗とは言えな

いまでも山になって片付けられていた。しかし全体を見

渡せば、がれきの広がった陸地に、ぽつぽつと残ったビ

ル、そしてその奥にはそれを生んだ海が見え、テレビで

みる限られた映像からは想像できないものが、私の目に

は見えた。 

 今回のボランティアを通じて日常では決して体験し、

感じることのできないような経験をいくつも得られたが、

その中で一番心に残っているのは、学習支援を通して知

り合った現地の子供達だ。まだ小学生くらいの子供たち

が勉強に集中するわけもなく、私たちもいろいろと手を

焼いたが、それは東京で普段私たちが見る普通の小学生

と同じ姿だった。家を失くし、家族や友達を失くし、慣

れない環境で生活しているのに、それを悲しむような素

振りを彼らは私たちには見せなかった。ただ、ひとつだ

け彼らに聞かれて戸惑った言葉がある。「みんないつ帰る

の？」これを聞かれた時に、私は何と答えればいいのか

わからなくなってしまった。慶応のボランティアのプロ

グラムだけであって、そのほかにもたくさんの人と接し

ているのだから、震災後に会った人の数は、数えられな

いほど多いだろう。そして彼らはいずれその人たちがい

なくなってしまうことを知っているのだ。 

最終日、前日に最後の学習支援を終えた私は、もう彼

らと会うことはないと思っていたのだが、他のボランテ

ィア作業中にたまたま何人かの子供たちと遭遇した。普

通に会話をして、遊ぶとまでは言わないまでも少しだけ

触れ合っただけだったが、私と彼らの距離は、初めてあ

った時に比べると、かなり縮まっていた。そして宿舎へ

戻るという時に、私はもう長い間彼らと会うことはない

だろうし、もしかしたら彼らと一生合わないのかも知れ

ないと思うと、涙は出てこないまでも、なかなかすぐに

はその場を去りたくない思いになった。子供たちは、特

に何事もないかのように仲間内でふざけあっていたのだ

が。 

その時、ボランティアで何週間かそこに過ごしている

方が「子供たちは何人ものボランティアの人と仲良くな

っても、すぐに別れなければいけないことを知っている。

彼らの方が私たちよりよっぽど強い」と言っていた。何

日か前に、ある子に「いつ帰るの？」と聞かれたのは、

私たちと別れるのが悲しいなどという気持ちなど無しで

発したのかもしれない。もしかすると、私たちが帰るの

を悲しんでの言葉だったのかも知れないが、そうだとし

ても彼らはもうその悲しみを何回も乗り越えて日常の一

つとして生きているのだと、その時わかった。 

誰かがテレビで、幼いころに苦境に立たされた人間は

将来強くなると言っていた。その言葉を聞いたときはな

んとなくそんな気がするようにしか思っていなかったが、

今ではその言葉の意味を１００％ではないにしろ、しっ

かりと理解できる。 

誰かが言っていたその言葉のとおり、子供たちが強い

大人に成長して大きな被害を受けた彼らの町の復興と成

長を大いに助けることを願い、またそうなるであろうと

確信している。 
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感想 

2期 大谷峻弘（商・1年） 

 

今回私がこの南三陸復興プロジェクトに参加理由

として、特にボランティアをしたいという想いがは

じめからあったわけではありませんでした。私はこ

の１９年間、人に支えられ続け生きてきたと思って

います。それは家族や先生はもちろん、友達などす

べての人たちに対する想いです。そして大学一年生

という社会人への階段を登る人生の節目において、

今度は自分が人を支える側に回れるような人間にな

りたいと思いました。しかし、自分はまだ大学生と

いう身分であり、やれることは限られている、何を

したらいいのかわからず、なんとなくもんもんと過

ごしていた中見つけたのが本プロジェクトでした。 

だから今回私が復興支援に参加したのは、ある意

味自分のためであったという気持ちを持っています。 

  私が現地でまず感じたのは、やはり実際にみ

た被災地の悲惨さでした。どこを見渡しても目につ

くのは津波の爪痕を感じさせる瓦礫の山、骨組みだ

けかろうじて残された建物や、崩壊した陸橋など。

初日のどんよりとした灰色の空も相まって、私はど

こか異邦の土地にきたような気分で言葉が出ません

でした。 

そんな被災地の負の面だけを見た初日が終わり、

２日目からは現地の人と実際にふれあう機会ができ

ました。被災地から「絶望」を感じたとすれば、私

が被災者から感じ取ったのは「希望」でした。地震

から半年近くが経ったということもあるのでしょう

が、誰一人悲しい過去を振り返り下を向く事もなく、

明るい未来を信じて前へ前へと歩いていることを実

感しました。私は東日本大震災の後、日本中、そし

て世界中の人間が一つの事に対し協力する様子をニ

ュースで見て、希望で心が震えたのを今でも覚えて

います。被災地では、老若男女が手を取り合って生

活し、復興のために動いていました。私はそんな被

災者の方々の様子から、あの日感じた希望に似た気

持ちを感じました。 

 今回、私はボランティアとして被災地、被災者

を助け希望を与えようという想いで現地に向かいま

した。しかし、実際行ってみると、私は現地で明る

い未来に進もうと生きている現地の人達と接するこ

とで温かな希望をもらい、不安を抱く今の日本での

未来に光をさしてもらったような気分になりました。

ボランティアにいって希望をもらったのは私のほう

かもしれません。 
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戸倉でのボランティアを終えて 

2期 後藤泰佑（商・3年） 

 

5日という短期間ではありましたが、被災地でしか

体験できないことをできるだけ感じとってみようとい

う意気込みのもと、あらゆることに積極的に取り組み

ました。主体的に考え行動する貴重な機会を与えてい

ただき、感謝しております。この経験を生かし、今後

も機会があれば積極的に社会活動に関わっていきたい

と思います。 

防災庁舎前に咲く花 

 

参加に踏み切ったきっかけ 

 

計量経済学の授業中に、商学部の山本教授が夏休みに

震災ボランティアに行くことを勧めてくださったこと

がきっかけとなりました。 

 

行く前に考えていた参加目的 

 

被災地でボランティアをさせていただくことを通して、

何かしらそこでしか得られないものを学んで帰って来

ようと考えておりました。 

 

現地で思ったこと 

 

建物・車・お金など「かたちあるもの」は、地震や津

波の影響で倒壊・流失し、使えなくなってしまいまし

たが、思いやり・人の縁・家族の絆など「かたちなき

もの」はしっかりと残り続けていました。 

そんな現実を目の当たりにして、サン＝テグジュ

ペリの著書、星の王子様にある「ほんとうに大切

なものは目に見えない」という詞が心におちつき

ました 

 

帰ってきたあとの変化 

 

行動を起こさずにあれこれと考えるよりは、行動を起

こし、そこで得た経験を活かしながら考えた方が良い

結果が得られるとより強く思うようになり、フットワ

ークが軽くなりました。また、誰かの役に立つことに

喜びを感じる意外な一面があることを、実感しました。 
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私にできること 

2期 木田一絵（文・4年） 

 

今回の南三陸プロジェクトに参加したのは、小さ

なきっかけからでした。授業の終わりに配られた一

枚のチラシ。「行ってみない？」という私の誘いに、

ふたつ返事で「行きましょう！」と乗ってくれた友

人の一声で参加が決まりました。正直なところ、一

人だったら 3 回の事前研修の段階で挫折していたか

もしれません。 

 私はそれまで特にボランティア経験もなかったし、

震災に関していえば、暇な大学生にありがちな、「経

済活性化に協力しよう！」などといって昼から居酒

屋にいく程度のもので、私が渋谷でビールを飲んで

いるときに同じ人間が「被災」しているということ

は、言葉で理解していても、どこか遠い世界の話の

ような感覚で日々を過ごしていました。 

 そんな「被災地支援」と縁遠い生活をしていた私

でも、ニュースや SNS、実際に被災地へ行った人の

話など、色々な情報を耳にします。兄が福島で勤務

していて、震災の翌日、ようやく連絡が取れたいつ

も冷静な兄が涙声で逼迫した状況を訴えるのを聞い

てから、地震や津波によって人生が大きく変わった

人たち、今も生死の境にいる人たちが 300 キロ先に

居るんだということは、実感はできないけれどいつ

も頭のどこかにひっかかっている状態でした。 

お金は無いけど時間はある大学の夏休み。募金も

できない罪悪感に苛まれていても仕方がないので、

行ってみる。見てみる。不安はあるし、向こうで何

が起こるか分からないけれど、「知っておく」ことで

何か変わるんじゃないか。出不精で面倒くさがりの

私が、事前勉強会を終えるころには、前向きに「震

災」と向かい合っていました。 

実際に南三陸でのボランティアを経験することは、

被災地、被災者の現状、復興することのむずかしさ。

私の想像を遥かに超えた現実を目の当たりにするこ

とでした。 

4 日間の作業日数で、私は 3 日間、宮城県で初と

なる木造仮設住宅の建設現場のお手伝いをしました。

ちょうど私たちの作業最終日の翌日が入居日で、被

災者の方たちが温かみのある木の家で安らぐ姿を想

像すると嬉しい気持ちと清々しい達成感を感じまし

た。しかし未だ街は瓦礫の山と、住宅の基礎がむき

出しで野ざらしになった衣類やテレビなどが散乱し

て荒涼としています。「普通の生活」がどれだけあり

難くて、それが抗いきれない大きな力によって無く

なってしまうということを見せつけられ、自分の無

力を感じました。 

印象的だったことがあります。仮設住宅で暮らす

漁師の方々と食事を共にしたとき、最初は私たちも

緊張していたのですがお酒も入って、みんな和気

藹々としていました。みなさん明るく優しくて、「三

年後にまた来てください。美味しいカキを食べさせ

てあげるから！」と未来に向かって今自分のやるべ

きことを一生懸命やっている姿がかっこいいなあ！

と頼もしく思いお話していました。とても陽気に酔

っぱらう一人の漁師さんがいて、結局酔いつぶれて

しまいました。違う方が私の耳元で「勘弁してやっ

て。あいつも今回の津波で母ちゃんと娘、亡くして

るからなあ。」とささやきました。一瞬、楽しくお酒

を酌み交わして、同じ気持ちになったような気がし

ていたのでショックでした。やはり津波を経験した

ひとの心はまだ全然癒されていないし、生活も心も、

回復の時間と支援が必要です。 

今回南三陸プロジェクトに参加して、前は「他人

の震災」でしたが、「私たちの震災」に大きく変わり

ました。東京に戻ると日々の生活に追われてしまい

がちですが、わたしのなかに確実に、あの一週間の

経験で「東北を応援する」という心構えができまし

た。私は来年から社会人なので、大学生のうちはで

きたような支援が難しくなるかもしれませんが、そ

の時々の自分に見合った支援をしていきたいと思い

ます。 
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ボランティアの意義とは 

2期 芝崎陸斗（法・2年） 

 

今回は書く量が制限されているのでボランティア前

後におけるボランティアというものに対する心情の変

化について書きたい。 

今回は偶然慶応大学の主催ということで参加するこ

とができたが、以前の自分はボランティアという行動

に対して憧れを持ちつつも周りの目を気にして行動に

移せなかった。私的な見解だが一般にボランティアは

いいことなのだけれど、どこかいいかっこしいじゃな

いかという目を向けられ気味な気がしていた。今でも

このボランティアに参加する直前に友達と話した時

「おまえらいい子ちゃんかよ」と言われたことをよく

覚えている。しかしこの言葉は自分も以前ボランティ

アに参加する人に対し抱いていたことであるし、これ

が一般的な反応なのかなと考えていた。それについて

事後勉強会で話すと次のような考えが出てくる。「そう

いった人達は自分も行きたいけれどやはり友達からの

視線を気にして、どこか恥ずかしくて行けないんだよ。

だから実際に行く人に対してうらやましい気持ちと自

分が行けないことに対しての不満との入り混じった感

情が出てくるんじゃないかな。その結果が出てきた言

葉に表れているんだよ。」その言葉で今まで自分が抱え

ていたモヤモヤがすっきりした気がした。 

またボランティア後、どうして自分はボランティア

に参加するのに抵抗があったのか考えた時、浮かんで

きたのはボランティアへの参加意識についてだった。

つまりボランティアに対するモチベーションである。

以前自分はボランティアに行く人は心の底から人の力

になりたいと思っている人しかダメだと考えていた。

でもその一方でそんな人はほとんどいないのではない

かという気持ちもあった。本音を言えばボランティア

に行った前後でその考えは変わらない。全員が自己満

足や好奇心、経験のためだと考えているとは言わない。

しかしながら純粋に被災地のことだけを思って参加す

る人はそれほど多くないのではと思う。正直以前はそ

のモチベーションの方向で果たしてボランティアに参

加していいのだろうかと悩んだ。でも今、自分はそれ

でかまわないと言える。自分が否定的な考えを払拭で

きたのはおそらく第三回のワークショップの時だった

と思う。その中で講師の方々が目的は様々でいいとい

った旨の話をしていた気がするのだが、それで心がだ

いぶ楽になった。もちろん行くにはそれなりの覚悟が

必要であり観光気分ではいけない、それは最低限のマ

ナーであると思う。そこは注意すべきだが人助けにも

なるし自分の経験にもなるという考えは容認されるべ

きではないかと今では思える。 

人は基本的に利己主義なものだと思うので意識面を

考えすぎると、大抵の人がボランティアに行けなくな

るのではないだろうか。そうすると今尚足りないと言

われているボランティアの数はさらに減ってしまう。

そういった面からもやはり精神面において神経質にな

ることは無用であると考える。しかし多くの人がその

ことに関して考えるのを避けられないだろうし、それ

によりボランティアを断念することもあると思う。ま

ずはボランティアに行こうと考える人の壁を壊してあ

げることが大事なのではないかと感じた。そして一度

行ってみることで、その土地の方々に愛着が湧きまた

関心を持つことができるようになるのではないかと思

う。とにかく参加してみることが次につながるのだろ

う。自分はボランティアに参加できて本当によかった。

その思いをこれから周りに伝えていきたい。 
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南三陸に思いを寄せて 

2期 鈴木護修（商・1年） 

今回、南三陸に行って復興への道は途方もなく長

いと感じました。町の状況は、建物がほとんど流さ

れ、大破した車や瓦礫が沢山残っているだけでした。 

自分は高校２年生の時、気仙沼と南三陸町を訪れ

たことがあり、貴重な体験が出来、とても良い思い

出があったので、津波が来て変わり果てた景色を見

て、とても胸が苦しくなりました。 

現地での活動は、主に力仕事が多く大変でしたが、

子供と触れ合う機会もありました。ながしず荘の方

たちはすごく優しくて、ご飯も美味しく、津波が来

た時の話も聞くことが出来、お世話になり感謝して

ます。短い時間でしたが少しでも手伝うことが出来

て良かったです。 

東京に帰って、何不自由な暮らせる日常は幸せだ

なと感じました。 

今回行ったことだけで終わりにしないで、南三陸

町の元の日常が取り戻せるまで、自分なりに活動を

続けていきたいと思います。 
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南三陸ボランティアを終えて                     

２期 竹田 晴紀（商・２年） 

 

私は、東日本大震災当初ボランティアに直ぐにでも

参加しようと決めていました。しかし東北大震災の被

害があまりにも深刻だったことに加えて、原発事故の

為に学生ボランティアを募集していない為行けません

でした。そのまま学校が始まり、ボランティアに行か

ないまま月日が流れました。授業開始後、授業を休み

ボランティアに参加することはできました。しかし、

ダブルスクールが忙しいことを理由に内心ボランティ

アに参加することを諦めていました。 

ある英語の教授との出会いで意識が変わりました。

その英語の授業は The New York Times の記事を解説

する授業で、毎回日本の原発問題に関する話がありま

した。現在の日本政府では瓦礫撤去もままならず、東

日本大震災復興構想会議は何も決まらず、唯々時間を

浪費して何をやっているのか、菅直人首相はいつまで

首相の地位にしがみついているのかと痛烈に批判する

授業でした。日本の政治は今ひどく歪み、国会は国民

の為ではなく、政治家達の利益保持の争いの場と化し、

憤りを隠せません。それ故、自分は日本の政治を忌み

嫌い、震災復興の遅れを全て政治のせいにしていまし

た。 

この授業を通して４か月間ずっと震災問題と向き合

って考えたことは、この地震は日本にとって大きな転

換点であり、かつ我々が生きていく間ずっと向き合っ

ていかなければならない問題です。それゆえ、これか

ら日本の未来を担ってゆく我々若者世代が、震災復興

と無縁なまま被災者とは違う普通の生活を送っていて

いいのかと悩み、先ずボランティアに参加しようとい

うことで応募しました。    

実際にこの南三陸ボランティアに参加して、現地で

感じたことは、テレビでは到底伝わりきらない被災地

の深刻な状況です。瓦礫の山、むき出しになったまま

の家の基礎部分、横転した車、寸断された線路、そし

て鉄骨部だけになった防災庁などを見ると、東日本震

災後まるで時間が止まっているかのように感じられま

した。約５か月経っても未だこの現状かと思うと、人々

が普通に暮らせるまでへの道のりは果てしなく遠いの

だと痛感しました。 

そして、ボランティア活動を通してボランティアと

は無償の愛ではなく、そこに自分の大切な人の為に奉

仕することが一番自然な形であるということ。だから、

実際に現地に行って地元の人達と交流することで、人

との絆を作ることが復興への一番の近道だと感じまし

た。宿のおばあちゃん、さっちゃんさんや森林組合の

浅野さん、仮設住宅の建築に携わる佐藤さん、組合長

の佐藤さんが自分のおじいちゃんやおばあちゃんのよ

うに思えて南三陸町が自分の第二の故郷になりました。

大好きなおばあちゃんがいるから、おばあちゃん、お

じいちゃんが住んでいる南三陸町を助けたい。こうい

う想いは、長期の南三陸町さらには東北全体の復興へ

の原動力になるのではと思います。 

最後に加納さんから「東北を復興させる意味（大阪

を発展させた方がいいのでは）」について問われました。

考え続けましたが結論はでませんでした。現在日本は

電力不足、放射能汚染問題、ギリシャ危機など世界的

金融不安による円高の加速、そして少子高齢化これら

によって日本産業の空洞化が一層進行し、経済がもは

や立て直しが効かない位までになっています。故に、

経済立て直しの為には関西の大阪周辺の事業に力を入

れた方が、きっと良い方向に向かうでしょう。 

しかし、東北復興は、東北の人々が安心して暮らす

為に絶対に必要なことです。彼らだけが犠牲になって

はいけないのです。経済が良くなれば復興も進みます

（資金的余裕が生まれる）。 

これから社会に出ていく私達一人一人がやるべきこ

とは、少しでも日本経済に活気を取り戻させる努力を

すること、つまり沢山働き、税金を沢山納め、沢山寄

付し、日本の為に勢力を尽くす議員に投票することで

す。一見普通な事に思えますが、こういった当り前な

事が結果的に東北さらには日本を救うことにつながる

のではないかと思います。 
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被災地でわかったこと 

2期 田矢広樹(経・2年) 

 

このプロジェクトを計画してくださった皆さんにま

ず感謝の気持ちを伝えたい。このプロジェクトを知る

前までは、3.11 以後自分でも何かしたい、と思っては

いたものの、自分で調べて被災地支援に参加しようと

までは至らなかった。しかし、このプロジェクトの宣

伝は大学に通っていれば、嫌でも目に入り、その結果

僕はこのプロジェクトを詳しく知り、参加して貴重な

体験をすることができました。 

このプロジェクトに参加した理由はまず、被災地の

現状を知りたい、と思ったからです。目的が不純であ

ると言われるかもしれませんが、現状を知らずして、

どうして何かアクションが取れるでしょうか？今まで

被災地の情報はすべて伝聞でした。例えば「被災地は

今も食料や水が不足して困っている」といった情報。

確かに納得しそうでしたが、実際に現地に行くと、食

料や水は支援物資が十分に足りているといわれました。

このような想像との違いが現地ではほかにも知ること

ができ、最初の目的は達成されたかと思います。 

そんな思いを後押ししたのはやはり友人の存在が大

きかったです。最初のワークショップは誘い合って友

達と二人で参加したのですが、そのワークショップの

場でさらに友達と会うことができました。今までボラ

ンティアについてなんて話したことのなかった友人た

ちでしたが、思わぬ共通の話題となり、いろいろ話し

た結果、皆同じように被災地のために何かしたい、と

いった思いを持っていたことが分かり、一人じゃない、

と感じ最終的に参加を決めました。 

そんなことを考えながら、いざボランティアバスで

東北に入った最初の感想は普通の生活が営まれている、

といったことでした。しかしそれは高速から見える内

陸部だけの話でした。高速を降りて被災地に向かうと

そんな感想は全くなくなりました。津波が到達した地

域は今もなお、片付けが終わらず車やがれきが散乱し

ているという想像以上の惨状でした。戦中の爆撃後よ

りひどい、という意見を聞いたことがあったのですが、

まさにその通りだと思い、非常にショッキングで今で

も光景を覚えています。そしてこんな中で自分が一体

なにができるのだろう、という無力感も同時に感じま

した。 

まず参加させていただいたのは瓦礫撤去の手伝いで

した。ボランティアセンターのボランティアの人をリ

ーダとして作業を行いました。瓦礫撤去の場所は津波

が来て家が破壊された跡地でした。建物の面影は土台

のみ、といった状態でした。 

また休憩時には作業の際にリーダーをしてくださっ

たボランティアの人の話を聞くことができました。そ

の方は仕事も辞め、長期のボランティアをなさってい

るとのことでした。現状の瓦礫撤去などの作業を地元

の人やボランティアに頼らざるを得ない現状を考える

と、ボランティアをサポートするシステムの乏しさを

思い知らされました。 

このようにボランティア中は被災者だけでなく、外

から来たボランティアの方とも話せていろいろな刺激

をいただきました。しかし、やはり一番影響を受けた

のは実際に地域に住んでいる被災者の方の話でした。 

被災地の子供たちは表面上はあまり気にしていない

ようでしたが、とてもどう思っているのかなど聞こう

と思えなかったので、実際にどう感じているのかはわ

かりませんでした。 

しかし、大人の方々はいろいろな心境を語ってくだ

さいました。仕事がなくなったが、支援物資と年金で

最低限の生活ができている人は、あからさまな不満を

言うというよりは、生きがいを失った、とおっしゃっ

ており、例え自分や大切な人の命が助かったとしても、

それだけで幸せですね、と言いそうになった自分を恥

じました。仮設住宅の設営に関わっていた被災者の方

は自嘲気味に仕事が無くて、生活できないとおっしゃ

っており、安全圏から支援している自分はなんと返し

てよいのかもわかりませんでした。 

こういった様々な経験を味わえたプロジェクトから

帰ってきて、感じたことはやはり、一人一人の助け合

いの重要性と、求められている助け合いの重要性です。

被災地では本当に一人一人の善意の集積で生活が営ま

れていました。しかもその善意がきちんとお互いの利

益になるようにみんな努力していました。それを見習

い、安全地帯にいる我々はきちんと被災地について調

べ、自分なりにできることからしていくことが必要な

のではないかと思います。 
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南三陸で感じたこと 

2期 中尾篤志（医・1年） 

 

僕は今回のプロジェクトでお茶っ子班の一員として

活動しました。けれども、お茶っ子をやっている広場

まで来てくれる人が少なかったために主な活動は仮設

住宅をまわり、たこ通信を説明しながら配るという感

じでした。そのため、一緒に現地へ行った他の班より

は現地の方と接する機会は多かったのですが、その中

で僕が感じたのは現地の人と話す難しさでした。普通

に考えてみて、いきなり知らない人が自分の家を訪ね

てきて気さくに接する人は少ないと思いますし、当た

り前の事だとは思いましたが、今回僕が南三陸に行っ

た目的のひとつにはやはり現地の人から話を聞きたい

という事があり、なんとか話を聞きだしたかったわけ

です。初めて仮設住宅を回った時はほとんどたこ通信

を配るだけで終わってしまったのですが、2 回目 3 回

目とたこ通信を配りに行く中で徐々に話ができるよう

になりましたし、向こうからも顔を覚えてもらえたの

か声をかけてもらえたりしました。人と人との信頼関

係は会えば会うほど深まって行くものだし、実際現地

に長い期間いるボランティアの方はかなり現地の方々

から信頼されているように見えました。5 日間という

短い期間でしか南三陸に行けなかった事は残念に思い

ますが、自分なりに成長できたので良い経験になりま

した。お世話になった皆様ありがとうございました。 
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学びのボランティア 

2期 前田薫乃（法・1年）

  

東日本大震災が発生した日、私はまだ高校生でした。

高校で卒業式の予行練習をしていて、突然激しい揺れ

が持続的に起こったときは何が何だかわからず、とり

あえず友達と先生と急いで避難をと校庭に集まりまし

た。その日は結局電車などほとんどの交通手段がスト

ップしたため一晩学校で泊まることになりました。3

月 11 日のあの日には、まだこんなにも恐ろしい事態

が東北で起こっているなど全くわかっていない状況で

した。 

私が慶應でボランティアを募集していることを知っ

たのは、友達の紹介からでした。はじめはいい社会経

験になるかもしれない程度の気持ちだったのですが、

何度もワークショップを積み重ねているうちに、被災

者の深刻な精神状態や現場の状況がだんだんクリアに

見えてきて、この軽い気持ちではだめだと思い直しま

した。自分の 3 月 11 日を振り返ると、あの日学校に

寝泊まりしたのは実際つらい経験でした。テレビはな

く、携帯も電波がなかなかつながらず家族との連絡手

段が閉ざされ、狭い空間で友達と身を寄せ合って眠り

ました。また食事も制限され、たびたびくる余震にび

くびくしながら寝たため、とても落ち着くことはでき

ませんでした。あのプチ避難生活が何か月も続いてい

るのかというのは想像しただけでも辛いものがありま

す。よほど辛い思いをして被災者の方々は生活をして

いるのだという覚悟で、私はボランティアに臨みまし

た。 

私が初めてお会いした被災者の方は民間宿泊施設で

あったながしず荘の方々でした。彼らは被災者であり

ながら、ボランティアにきた私たちを支えて下さって、

明るく迎え入れて下さったことに本当に私は心をうた

れました。彼らが被災者であることを忘れさせられる

ような態度だったので私は驚きました。そして、私が

主にボランティアに通った自然の家という施設でも、

被災した方々がボランティアの側にまわってコミュニ

ティを作り上げ、団結して生活している姿にも私は感

動しました。長期滞在でボランティアに来ている方々

も、地域コミュニティの構築に必死で、不便になって

しまった仮設住宅生活をよりよくするために自治会を

つくるという目標などを一つ一つ確実に達成させてい

きながらあくまで被災者を支援する側にたちながら働

いている姿や真剣に討論している姿にも私はひたすら

感心しました。あるとき、せっかくだから仮設住宅間

で自治会をつくるためのアイデアを慶應生から出して

ほしいと言われたことがありました。そのとき、私と

一緒に働いていた 4 年生の先輩は様々なアイデアを出

していたのですが、私は残念ながらそこで発言をする

ことができませんでした。そこで私は自分の未熟さや

考えの甘さを実感しました。また、自分がここでいい

アイデアを出すことができたらこの世の中に変化をも

たらすことができるのかもしれないという感動もあり

ました。それほどすごい場所に自分はきている、ここ

の人たちは本当に大変な目にあって、自分の意見でこ

の事態を少しでもいい方向に持って行けるかもしれな

い、そう思うと興奮しました。しかし自分はそこでア

イデアを出せなかったのです。本当に勉強不足だと実

感しました。そこで思ったのが、絶対に東京に帰って

から大学で勉強を重ねてこういった場で発言できるほ

どの人材になりたいということでした。その思いを胸

に、この体験を活かして慶應で勉強をしていきたいと

思いました。 
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繋がり 

２期 籾木佑介 (法・１年) 

 

「今日は基本的にバス移動、ただ南三陸町の沿岸

部に入ると辺り一面瓦礫の山…ボートが建物の上

に乗り、建物は基礎だけ残して流されており、林は

根こそぎ流されていた…基本的に TV に出る景色だ

けれど、とてつもない無力感をおぼえたｰｰｰ写真は何

枚か撮ったけれど内容が内容なのでちょっと考えて

から」これは南三陸に初めて入った日の夜にツイッ

タ―に投稿したもので、その時の私の感想に近いも

のだ。 

この時抱いた無力感、これはまず自然に対する人

間の無力さについてだった。だが、それ以上にボラ

ンティアの一員としてどこか意気揚々とバスに乗っ

ていた私の「甘さ」に対して突き付けられたものだ

った。 

そもそも何故このプロジェクトに参加したのか考

えてみると、第一に実際に自分で「被災地」を見て

みたいという思いからだった。メディアを通じてみ

る「被災地」からは瓦礫の山などを思い浮かべるこ

とはできたが、それが現実だとは想像できなかった。

第二は、今プロジェクト以前に参加した被災児童へ

の学習支援のボランティア活動において、子供たち

の笑顔を見ることにある種の達成感や心の癒しを感

じていたからだ。第一の理由は、春、「何かしなけれ

ば」と思いつつも放射能が怖く東北に行こうとしな

かったことへの罪滅ぼしのようなものであるし、第

二の理由に至ってはボランティアで得られるカタル

シスで自己満足しようとしていた。そんな問題意識

のなかった私にとって、初めて見る南三陸町志津川、

戸倉沿岸部は想像の範疇をこえていて衝撃的であっ

た。 

この時受けた衝撃は今も私の中にある。南三陸に

行ったこと、また先ほど述べたボランティア経験に

より、何よりも私の価値観は大きく変わった。産業

文明の生み出すものを享受していた以前の私は、新

自由主義的思想をもった自称保守だった。そんな私

にとって、経済成長イコール数値化可能な国力の向

上であり、震災や原発事故がおきてもその考え方に

変わりはなかった。むしろこれを機に、市場開放等

を進めるべきでないかと考えていた。したがって、

春先の私は政府の復興構想会議や識者が出す荒唐無

稽な政策提案に飛びついてばかりだった。だが南三

陸の人々や福島の子供たちと会ってみたらどうだろ

う。もっと重要な価値、人間生活にとって不可欠で

根源的なものがあると感じてならなかった。 

それは言ってしまえば、人と人との「繋がり」で

ある。もっとも東京で人間関係の希薄さを感じたこ

とはない。だけれど東北の「繋がり」の意識は、し

かもそれが地震と津波で分断されたのにもかかわら

ずたしかに残っていた。早朝から起きて家事を行う

人たち、複数の世代が同じ食卓を囲む習慣、行き交

う人が当然のように挨拶をする場所。それがお世話

になったながしず荘の生活であったし、南三陸で出

会う人々が、いや南三陸にいれば私で自然としてい

ることだった。これは不思議だった。しかしうまく

言えないがが心地いいのだ。いると温かい気持ちに

なる、そんな空間だ。これがどれだけ私にとって羨

ましかったか。私が持ちえない故郷の姿、地域共同

体であることがより南三陸のことを第二の故郷のよ

うに思いたい気持ちにつながった。そして、ここに

しかない価値を大切にして復興してほしい、そして

また「戻りたい」と思った。  

もちろん、仮設住宅の諸問題、共同体の破壊、東

北三県の復興が進展していないこと、そして被災さ

れた方々の気持ちに立つと、楽観的なことは言えな

い。であるけれども、これからの復興の先にあるの

が震災前の「東北」でいいはずもない。その時、東

北の財産になるのは南三陸町戸倉地区長清水のよう

な集落にこそあるのではないかと思う。重要になっ

てくるのは単なる経済的利潤だけではなく精神的な

豊かさや東北が含有する歴史性、文学性であると信

じたい。 

結局、何か南三陸のためになったのか。このこと

を考えた時本当に微々たるもの、いや迷惑ばかりか

けたのではないかと率直に思う。むしろ前述のとお

り私が学んだことの方が多い。けれども学生ボラン

ティアはそれでもいいのではないか。実際の活動も

重要だがそれ以上に自らの経験を思慮する時間が求

められている。                     

「ボランティアとは何か」という問いに対して最近

考えるのは二つだ。「経験、感じたことを他人に伝え

共有すること」そして「対象について意識を持ち続

けること」である。今回は後者は現在進行形だが前

者は伝えるべき相手が見つからずうまくいっていな

い。だが少なくとも南三陸はこれからも想い続ける

対象であり、その気持ちを誰かと共有していきたい。 

 ながしず荘の方、仮設の方、また福興市で会った

方々に「これは何かの縁」と言われた。本当にそう

思う。経験が必ずしも役立つわけではなく固定観念

にとらわれると自分の行為ばかりか他人の行動にも

制限をかけかねない。常に謙虚な気持ちでできるこ

とは何かないか、と模索中である。そしてこの「縁」

に感謝し大切にしていきたい。 
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「3.11が私を変えた」        

  2期 安井美貴子(文・1年) 

 

3月 11日。地震が発生した当日、私は国際線の飛行機

に搭乗していた。目的地に到着後、その足でホテルに向

かい部屋の TVをつけた時、私は漸く事態を認識した。ど

す黒い色をした猛烈な勢いの津波に押し流される街の姿

を見て、私は言葉を失った。十数時間前、一抹の不安も

無く旅立った母国がその時とてつもない被害に飲まれて

いたことを、私は遠い他国の海外ニュースによって知っ

たのである。震災発生以前は、他のニュースを押し退け、

主にリビア内戦の報道が四六時中伝えられていた。しか

し、その日を境に、朝から夜まで常に東北被害の映像が

流されるようになっていた。その旅では二か国をまわっ

たものの、どちらの国の海外ニュースでも、連日連夜日

本の報道が行われていたのである。アナウンサーの話す

スピードに耳がついていけず、詳しい内容を理解するこ

とは出来なかったものの、TVに映る避難所生活を送る現

地の方から、無力感に溢れた表情、悲壮感漂う表情、怒

りを露わにした表情、等、様々な感情が読み取れ、それ

を見た私は非常に複雑で形容しがたい感情を抱いた。同

時に、自分が偶々地震被害に遭わなかったことが信じら

れなかった。 

帰国後、入学前の自由な時間が有り余っていた私だか

らこそ、どのようにして現地と関わることが出来るかイ

ンターネットを利用して調べた。しかし、ボランティア

経験も無い上寝泊りする場所や移動手段でさえも用意出

来ない私は、震災直後の現地のニーズには全く合ってお

らず、何も出来ぬまま入学式を迎えてしまった。その頃

には次第に震災関連のニュースが減りつつあったことも

影響し、直接現地に赴くボランティアのことはあまり頭

に無かったように思う。しかし、授業で慶應のプロジェ

クトの案内を受け、学生スタッフとして関わり始めたこ

とを契機に、再び直接的に震災について考えるようにな

った。 

学生スタッフとして後方支援に努めるだけでなく、実際

に現地に行くことが出来たことは私に大きな影響をもた

らしたと思う。第一に、現地への考えが変化した。南三

陸に赴き、現地との縁が作られたことで、南三陸町を単

なる「被災地」という言葉では表せないようになった。 

第二に、「復興」について考えるようになった。瓦礫等は

徐々に撤去されてきたものの、現地活動の中で長期ボラ

ンティアの方のお話を伺ったことにより、被害を受けた

地を元に戻すだけが復興ではないと考えるようになった

のである。今まであったものをそのまま元通りにするだ

けでなく、今回東日本が大きな被害を受けたことにより

行政等の機関が日本の在り方について再び熟考するよう

になったのだから、より良い日本を作り上げていく契機

となったように思う。第三に、ボランティアの在り方に

ついて考えるようになった。震災発生直後は混乱状態の

中、現地の方々をサポートする人々は不可欠だった。し

かし、次第に経済活動が復興しつつある中で、今後のボ

ランティアの関わり方は更に変化していく。震災の記憶

を風化させることは避けつつも、次第に現地の方が「自

発的に」行動する時期になっているのではないだろうか。 

こうしたことを考え学ぶことが出来たため、今回のプ

ロジェクトに参加したことは非常に有意義であった。未

曽有の大震災から今後の日本のために学ぶことは多くあ

る。しかし、それだけでなく、これからもより被災地の

ニーズに合わせた支援を続けていきたいと思う。 
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南三陸へ行って 

2 期 山崎明日香（法・4 年） 

 

「夏休みになったら東北にボランティアへ行こう」と

漠然と考えていた。そんな中、キャンパスに掲示されて

いたポスターを見かけ、私は自然とこのプロジェクトに

興味を持った。 

私は今までボランティアに取り組んだことはなかった。

時間がない、他に優先することがあると思いこみ、ボラ

ンティアに携わることを避けていた。それでも「今しか

できないことをやろう」と強く思い、参加申し込みをす

ることを決意した。 

申し込み当初は「被災地にボランティアに行く」とい

う意識が強かった。正直に言うと活動する地域にはこだ

わりはなく、南三陸町についても何も知らなかった。ま

たワークショップを重ねても、自分に本当にボランティ

アができるのかずっと疑問に思っていた。南三陸町に行

く意味があるのか、ボランティアの知識が浅い私が行っ

てもいいのだろうか。果たして自分に何ができるのか。

様々な不安が残る中、ついに現地へ入る日がやってきた。 

私が南三陸町を訪問したのは震災から 4 カ月以上が経

過していた。しかし、町は依然としてどこに何があった

かは全くわからない状態であった。車が走れる道路があ

る、ライフラインは整い始めている。しかしながら、今

までの暮らしには程遠い状況であることが一目瞭然であ

った。そして、現地で活動する全ての方々が「これでも

マシになった」と言う。そのことが私には信じられなか

った。以前はこれより悲惨な状態であったことにも驚い

たが、今後どのように処理していくのか、そして本当に

復興できるのかという不安な気持ちが拭い去れなかった。

何度も町を車で往復したが、その度に「この状態からど

のように元に戻っていくのか」と考えると、何とも言え

ない悲しさ、やるせなさがこみあげてきた。 

活動期間中、仮設住宅に入居されている地元の方々と

お話をする機会があった。南三陸でとれる牡蠣やアワビ

の話をされる時のいきいきとした表情が印象的であった。

そのなかで「津波が来る前は朝から港へ行き、やること

があった。今は本当にやることがなく時間を持て余して

いる。仕事ちょうだいよ。」と言われた。笑い混じりの言

葉であったが、それまでの生活環境やリズムが失われ、

さらに今後の見通しがつかない状態にあることを改めて

実感した。自分がもしそのような状況であったら、と考

えると非常に心苦しくなった。 

様々な環境にいる方々とお話をする機会があったが、

一番心に残っているのは、福興市で「語り部」ボランテ

ィアの方々のお話を伺ったことである。「語り部」の皆さ

んは実際に津波の被害に遭われて感じたことをありあり

と私たちに話して下さった。そして話して下さった皆さ

んが「来てくれてありがとう」「被災状況をみてくれてあ

りがとう」と言っていたことが忘れられない。つらい経

験を初めて会った大勢の人に話すことは非常に覚悟のい

ることであると思う。この話を聞けた私たちは、伝えら

れたことを周囲へと伝えていくこと、さらには次世代へ

と受け継ぐことが必要だと感じている。 

 ボランティアから帰ってきて変わったことは、震災関

連のニュースにより敏感になったことだ。特に新聞やテ

レビで南三陸について取り上げられていると、必ずチェ

ックしている。しかしながら私たちは南三陸町という一

地域を訪問したにすぎず、復興が必要な地域が他にも多

くあることを心に刻んでおくべきであろう。同じ日に被

害を受けていても状況は地域ごとに異なり、それぞれ違

う問題を抱えている。さらに言えば個人によっても抱え

る苦しみは異なるのだ。実際に被害を肌で感じることで、

「被災地」「被災者」と一括りに呼ぶことに違和感を覚え

るようになった。 

最後に皆さんに考えてほしいことがある。「東北を復興

する意味があるのか」ということだ。これはながしず荘

の及川さんから投げかけられた質問である。「地方」であ

る東北に莫大な予算と時間をかけ、「新都市」として復興

するべきか。それぞれ考えがあると思うが、このプロジ

ェクトを通して私は復興を支援していくべきだと痛感し

ている。短い期間ではあったが現地の方々と関わりを持

てた私たちは、各人が抱える苦しみや悩みを理解できる

力がついたのではないだろうか。だからこそ、私たちは

深く長く復興を支援していくべきだろう。私自身、これ

からも復興を支えていきたい。 

81



 

 

さようならの連続 

2期 山本さくらこ（文・4年） 

 

今まで、自分がボランティアに参加する事など一生無いと思っていた。理由は「私なんかが行くよりも、ボラン

ティアに行っている時間にアルバイトでもしてその分の時給を全額寄付した方がよっぽど助けを必要としている人

達のためになる。」と考えていたからである。それは今回の震災ボランティアに関しても同じであった。先に謝って

おきます。本当に申し訳ありません。それではどうして参加したのかというと、ゼミの友人と一緒に出た事前ワー

クショップで、担当の教員の方が、「あなた達はもちろん役立たずかもしれないけれど、現地の人達はこれから日本

の社会に出ていく学生に、今被災地がどんな状況かを見て欲しいから、『来て欲しい』のではなく、『来ても良い』

と言っている。」といった内容の話をしてくれたからである。本当はもっと遠回しな言い方だったが。 

現地に行って最初に感じたのは、思っていたより片付いているな、という事だった。車は難なく走れるし、港町

らしく海がよく見えるし。しかしそれは後になって心から反省する事になるのだが、「車が難なく走れて見通しが

良い。」のは、津波であらゆるものが流されていたのと、震災直後に自衛隊の方々がすぐにやってきて主要な橋や

道路を復旧してくれたからだった。だから、被災地の子供達には自衛隊はヒーローだ。お金を送ればいいとか、物

資を送ればいいとか、そうではなくて、実際に行って、微々たる力でも良いから現場で働く事がこんなにも重要な

のだと、自分の目で見て初めて気付いた。 

現地で分担された仕事は、「おちゃっこ班」というコミュニティーカフェの運営の仕事であった。２期という比

較的初期の段階で参加したせいもあって、仕事はきっちりとは決まっておらず、避難所の案内表示や仮設住宅の住

民名簿作成、子供達と遊ぶ、仮設住宅の方の意見や不満を聞く、などの様々な内容だった。その中で私は主に、あ

る中学 1 年生の女の子の教育支援を任された。彼女は、Ｒ子ちゃんといって、仮設住宅に住むバスケ部所属の素直

で可愛くて賢くて優しい小説家志望の女の子で、数学と英語と地理と歴史があまり得意ではなかった。数学と英語

と地理と歴史以外は教えきれなかったので全教科の得意不得意は分からない。基礎から時間をかけてゆっくりしっ

かり説明をすれば、出来なかった問題もすらすら解けるようになってくれるので教えていてとてもやりがいがあっ

た。しかし、一度教えた内容でも次の日の復習になると突然出来なくなってしまう。勉強は積み重ねでしか出来る

ようにならないから仕方ないのはわかっているし、家庭教師のアルバイトをしていたので想定の範囲内ではあった。

出来ないのなら何度でもやればいいし何度でも教える覚悟もあった。でも、私は本当に困った事に、「どうして地

理や歴史や英語や数学の公式を覚えなければいけないか？」というのをＲ子ちゃんに上手く伝えられないかもしれ

ないと気付いてしまったのだ。震災で自分の家が無くなって、知り合いも亡くなって、今も仮設住宅で、自分は紙

一重で助かって、現実の脆さや命のあっけない終わりや未来の予測不可能性を私なんかよりよっぽど身をもって知

っている女の子に、「将来のために。」とか、「大人になるとやっとけばよかったと思うよ。」なんて言って説得力が

あるわけないじゃないですか。少なくとも自分がＲ子ちゃんだったらそんな話いまは信じられない。だから、「知

識は将来のためのもの。」ではなくて、「知識は、それを知ったら今まで見ていた自分の世界がちょっと変わってく

るもの。」という事を全力で伝えようと思った。地理の世界地図を前にしながら地動説と天動説の話をしたりして

いたため宿題は捗っているとは言えなかったが、それでも、「あ、こんな面白い事を知らずに生きていくのは損だ

な。」と思ってもらって、「数式ってやれば解けるんだな。」と希望をもってもらおうと、かつてないほど真剣に授

業をした。 

最終日、最後の授業が終わって、名残惜しくて何度も抱き合ってＲ子ちゃんとバイバイをした後、ボランティ活

動をしていた自然の家にいる看護師さんから、「Ｒ子ちゃんがあんなに楽しそうにしていたのは久しぶりに見た。」

と言われた。その時、嬉しかったのと同時に、「ここには何人もの学生や社会人のボランティアが来て、Ｒ子ちゃ

んはこんな風なさようならを今までもしてきただろうしこれからも何度もしていくんだ。」と思ったら自分が何も

してあげられない申し訳無さで涙が止まらなくなってしまった。それを看護師さんに言うと、「大丈夫よ。バイバ

イにはここにいる子供達は慣れているから。あの子たちの方が強いのよ。」と言われた。 

あの時の気持ちを、今もどうしたらいいか分からないので、今はどうしたらいいのかわからないまま、ずっと忘

れずにいようと思う。 
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南三陸町と震災          

3 期 秋場絵理（商・2 年） 

 

私がこのプロジェクトに参加したきっかけは「大学

生のうちに何かやろう！」という、ただその漠然とし

た気持ちと、ボランティアに対する好奇心がこのプロ

ジェクトへの参加意欲を掻き立てました。（「好奇心」

という言葉は不適切かと思われますが、当時の私の気

持ちはまさにそうでした。）今になって振り返ると、誰

かのために何かをしようというような気持ちよりも、

どちらかと言うとその先にある自己満足を求めていた

ような気がします。何らかの活動により、何かを学び、

そこで人と触れ合い、新しいつながりを持つ。そのよ

うな自分にとっての貴重な経験を求めて参加しました。 

そしてこのプロジェクトに参加するには、３回の講

習会と１回の事前勉強会に参加しなければなりません

でした。講習会は想像以上に事細かく、実践的であっ

たので、受講するたびに以前の安易な考えを改め、責

任の重さとプレッシャーを感じ、同時にやる気が沸い

てきました。 

実際に南三陸町に行ってみると、何もなくなってし

まったその景観にただただ呆気に取られるばかりでし

た。映像でしか見た事がなかった大地震と大津波の爪

あとが、そのままそこにありました。津波の被害によ

り、無残なほどにめちゃくちゃになった家が点々とし、

建物の土台だけが続く地域もありました。所々にその

残骸、瓦礫が積まれていました。その光景を目にして

私が感じたことは、津波に対する恐怖と私たち人間の

儚さです。3 月 11 日、大地震と超巨大津波が発生しま

した。しかし、それはほんの一瞬の出来事で、その一

瞬の出来事が、人間が長い歳月を経て創り上げてきた

町や村、建物、職、そして人間自体をも奪い去ってし

まいました。私は、バスの窓からひたすらその光景を

眺めるだけでした。ながしず荘に到着してからは、す

ぐに 2 期のメンバーからの大事な引き継ぎが待ってい

ましたが、なんと私はそのとき体調を崩し、高熱を出

してしまったために引き継ぎは愚か、翌日の活動にす

ら参加できませんでした。恥ずかしながら、その間ず

っとながしず荘で寝込んでいました。私はボランティ

アの一員として、現地の人の手助けをしに行ったのに、

逆に現地のながしず荘の方にお世話になってしまい、

とてもやるせない気持ちでいっぱいでした。 

2 日目からは、なんとか体調も良くなり、みんなと

一緒に活動することができました。その日の私の活動

内容は、周辺の保育施設が機能しなくなってしまった

子供たちの保育でした。私は子供が大好きなのでとて

もやりがいがありました。ここで注意すべきことは、

家族について触れないことです。南三陸町では人口の

約一割の人が津波によって亡くなりました。私たちが

受け持つ子供の家族も亡くなっていてもおかしくはな

いのです。しかし、私が保育した子供たちは想像以上

に普通の子供たちでした。ボール遊びをしたり、お絵

かきをしたり、おままごとをしたり。普通に遊んで普

通に笑顔を見せてくれました。それを見て、少し安堵

の気持ちもありましたが、やはり胸の奥には未だ癒さ

れない傷を抱えているのかな、とも感じました。 

3 日目、活動最終日は、草むしりをしました。津波

の被害によって住めなくなってしまった家の周辺の草

むしりをしました。もちろん、たくさんの草が生い茂

っていましたが、それよりも驚いたことは、草の中に

小さな瓦礫がたくさん落ちていたことです。お風呂場

かキッチンに使われていたと思われるタイルの破片等

もありました。タイルが剥がれて家の外まで流された

のかと思うと、ぞっとしました。 

2 日目、3 日目とも、活動終了後に貴重な場所へ行

くことができました。その中でも印象に残っているの

は、海のすぐ近くの小高い丘の上にある神社です。そ

のすぐ下に小学校と幼稚園がありました。小学校の校

長先生は、大きな地震のあとに津波避難場所の変更を

決意しました。普段ならば津波の避難場所は小学校の

屋上だったそうですが、尋常でない大きな地震により、

巨大な津波がくるだろうと確信したそうです。そのた

め、小学校の児童と幼稚園の児童を全員丘の上の神社

まで避難させました。校長先生の予想は当たって、そ

のすぐ後に超巨大津波により、神社のすぐそばまで波

が押し寄せてきました。そして、そこに避難した児童

は全員助かったそうです。その校長先生の決断力と迅

速な行動が多くの命を救いました。私はとても感動し

ました。 

そして、南三陸町から帰ってきて約 2 か月の月日が

経ちました。今、当時を振り返って思うことは、南三

陸町を含む被災地の復興です。私が訪れたときはまだ、

瓦礫の処理のために道を作っていたような状況でした。

きっとまだまだ復興に向かうにはたくさんの時間と労

力が必要だと思います。たった一人の僅かな力では被

災地の復興にほとんど役に立ちません。しかし、私は

南三陸町で経験したことを、家族に、友達に伝えてい

き、啓発することで少しでも被災地を思い、復興を願

い、行動を起こす人が増えればよいと思います。 

夏休み！第３期 
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南三陸プロジェクトに参加して 

3 期 新井崚太（経・2 年） 

 

ある日いきなり友達から 

「南三陸ボランティアに参加しないか？」 

と言われたので驚きました。 

そして正直なところ、戸惑いました。 

それというのも、まず僕は海なし埼玉で生まれた者

です。南三陸の人々のように海と親しい関係の中にい

たわけではありません。 

また、埼玉のなかでも都会の地域で育ってきたため、

地方の暮らしを知っているわけでもありません。 

したがって、ボランティアとして被災地に行って被

災地の方と話しても、共感し励ますこともできず、力

になれる部分は少ないのではないだろうか…。 

けれど、行く前からそんなことを考えてためらって

いるよりは、やってみたほうが早いだろうと考え直し、

ここはひとつ参加してみようと決心しました。 

南三陸に行って実際にやったことは、森林のごみや

草木を取り除く作業、テント設営の手伝い、仮設住宅

の駐車場利用に関する調査、小中学生への学習支援で

した。 

森林のごみや草木を取り除く作業は、まさに森林開

拓でした。長野や千葉から来たベテランの方と一緒に

作業をしました。力仕事で体力を使いましたが、その

ぶんやりがいがありました。 

テント設営の手伝いでは、津波の被害のあった土地

で新しくお店を始められる依頼主の方のためにテント

を張りました。途中、依頼主の方がいらっしゃり、 

「ありがとうございます」 

と声をかけていただいたときは、やはりボランティア

に来てよかったと思いました。テントが完成したとき

の達成感はすばらしいものでした。 

仮設住宅の駐車場利用に関する調査は難しい仕事で

した。仮設住宅では駐車場が不足しており、どうにか

工夫して駐車スペースを多くできないかを調査しまし

た。何から始めてよいかわからず最初は測量などをや

ってみましたが、どうにも結論の出る気配がありませ

ん。そこで、直接住民の方からご意見を伺おうという

ことで、仮設住宅を一軒ずつ訪ねてまわりました。こ

こで多くの現地の方と接することができました。 

小中学生の学習支援には、二日間にわたって携わり

ました。 

一日目は小学校低学年の子が何人か来て、夏休みの

宿題に一緒に取り組みました。しかし皆さん元気がよ

ろしく、最初は宿題に取り組んでいた子も、すぐにゲ

ームなどを始めてしまいます。注意しようにも、何と

いえばいいのかわかりません。子どもに何かを教えた

ことの無かった僕にとって、こうした経験は初めてで

した。 

二日目は小学校高学年の子や中学生の子に勉強を教

えました。前の日のように「勉強してくれなくてどう

しよう」といったことはありませんでしたが、こんど

は「どうやって教えれば理解してくれるか」という難

題に直面しました。 

宿泊した「ながしず荘」での生活は、想像していた

よりずっと快適でした。三度の食事を作っていただき、

さらにはお風呂まで使わせていただきました。 

最終日には被災地の現状を見学しました。実は僕は

高校のとき、研修旅行で南三陸に行ったことがありま

した。そのとき訪れた研究施設に今回再訪することが

できたのですが、津波によっていまや廃墟になってい

る施設の姿を見て、なんともいえない気分になりまし

た。 

ボランティアから帰ったあとは、特に何事もなく普

段の生活にもどりました。場合によっては気持ちの面

で無気力になったり平常心を失うことがある…と聞い

ていましたが、僕の場合は特にそういったことはあり

ませんでした。 

ボランティアに参加して得たものは多かったように

思います。現地での活動中、とくに駐車場調査や学習

支援では今まで考えたことの無かった問題に出会い、

とてもよい勉強になりました。また、一緒に頑張れる

仲間に出会えたのも、とても意味のあることだったと

思います。 

たかだか三日間のボランティア活動で、「復興の役に

立つことができた」などというのはおこがましいかも

しれません。現にいくつかの事柄について、課題を残

したまま帰ってきてしまいました。やはり三日間だけ

では満足いくまで活動できなかったという「やり残し

た感」があります。 

しかしまた、「満足ゆくまで活動できなかった」ほう

が、却ってよいのではないかとも思います。なぜなら、

まだやり足りないと思うからこそ、その気持ちを今後

のボランティア活動につなげていくことができるから

です。 

今後もこうしたかたちでボランティア活動があれば、

ぜひ参加したいと思っています。 

最後に、こうしたボランティアを企画し、被災地支

援の機会を与えてくださったプロジェクトチームの

方々、また、ながしず荘の方々、その他関係者の方々

に心から感謝いたします。ありがとうございました。 
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3.11からこれまでを振り返って 

3・7 期 名前 加藤諒（理・修 2 年） 

 

3 月 11 日、私は就職活動をしており会社説明会に

行っていた。地震が発生した時、幸い自宅の近くだ

ったためすぐに帰宅した。震度４弱。これまでに体

験した最も大きな揺れであったが自宅では本が棚か

ら落ちた程度で済んだ。夜に電気が復旧しテレビを

付けると東北沿岸部を津波が襲い、建物が流されて

いた。その時見た津波の映像はあまり憶えていない。

あまりに現実味が無く実際に起こった出来事だと認

識できなかった。 

それから一週間程は茫然とテレビを眺めていた。

建物の屋上で助けを求める人々、信じられない規模

の行方不明者、さらには原発事故。私には何もでき

ない。時間が経つにつれてボランティアが泥掻きや

炊き出しの活動を行っていることを知り、私も役に

立ちたいと思った。しかし私は当時足を骨折してい

て歩くことが出来なかった。 

非常時に役に立てない不甲斐なさを悔やみつつ、

就職活動と研究に励み 8 月、ようやく小走りできる

程度に足が回復した。震災から 5 ヶ月が経過しよう

としていた。今から被災地に行って何ができるのだ

ろう。そんな思いを抱えつつ 8 月 2 日、ボランティ

アバスに乗って宮城県本吉郡南三陸町へ出発した。 

2 日夕刻、高速道路を降りて市街地を通る。眼前

に 

は、鉄骨とコンクリートの残骸と瓦礫しかない光景

が広がっている。何が起きたらこうなるんだ。何も

ない、生活の面影さえないその光景に困惑の表情を

隠せない。恐怖心が込み上げる。これが震災後 5 ヶ

月の街の姿なのか―――。 

現地で行った主な活動は子供の学習支援、保育、

瓦礫撤去、草刈等であった。3 日間の活動期間で出

来ることは限られていて、現地の状況もよく知らな

い。ならばせめて元気を送ろうと、あいさつと笑顔、

可能な限り元気に振舞った。私自身が行った作業は

新設の仮設住宅清掃、学習支援と草刈、テント張り

と、さほど体力を必要としなかったにも関わらずた

った 3 日間でくたびれてしまった。 

当然ながら、3 日働いても被災地の現状は何も変

わらない。帰宅後、無力感に打ちひしがれつつも、

悔しさや怒りといった感情が込み上げてきた。どう

にもならないことなど世の中には数え切れぬほどあ

り、津波も発生してしまった以上どうしようもない。

それが分からない程子供ではないと思っていたが、

どうにも我慢ならなかった。 

8 月 11 日、再び南三陸町へ出発した。もっと被災

地のことを知り、何が必要か、何が出来るか模索し

ようと思った。 

滞在中最も感激し、目からウロコだったのは、木

製のベンチを製造して仮設住宅エリアに設置する活

動だ。抽選で入居した仮設住宅では住民どうしの交

流が行われにくい。隣人は知己ではなく、庭も縁側

もない。必然的に居場所が家の中しか無くなり、隣

人と顔を合わせる機会さえ失われてしまう。そこで

共同で使用できる空間、ベンチを設置することで住

民の方どうしが交流しやすくなり、笑顔が生まれた。

このベンチは各地域の仮設住宅から好評を得、注文

が殺到していた。 

辛かった経験について話そう。瓦礫という表現に

関して、地元の方からこんな言葉を聞いた。「瓦礫」

と一言で表現しても住んでいた人にとって、それは

家であり家具であったものだから「瓦礫」と呼ばれ

ることは大変辛いのだと。だが目の前にある、よく

わからない破片の集合体をどれだけ眺めようと、私

にはどうしても生活の面影を感じ取ることは出来ず、

瓦礫にしか見えない。そのことが私の胸を締め付け

た。 

辛い思いをした経験はこれだけではない、しかし、

初めは悲惨な現実を目の当たりにして焦燥感に駆ら

れ、「何かしなければ」と思っていた私であったが、

南三陸町の人、熱いハートを持った長期ボランティ

ア、美味しい食べ物、美しい自然に触れている内に

この土地が持つ魅力に惹き込まれていった。そして

いつしか、「素晴らしい魅力を持ったこの町に貢献し

たい」と思うようになった。 

自分に出来る貢献のカタチは何か。答を出すのは

難しいが、今後も関わり続け、考え続けようと思う。 

約 3 週間に渡る滞在で、もちろん良いことも沢山

あった。同じ志をもった素晴らしい仲間に出会えた

こと。そして、南三陸町をいつの間にか大好きにな

っていたことだ―――。 
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私たち短期学生ボランティアができること 

3 期 小山築（法・3 年） 

 

「被災地の現状について知り、今の問題点やニーズ

にこたえ、現地の人の役に立ちたい！」 

これが私の到着したときの決意でした。とはいって

も、はじめからこんなこと考えて参加を申し込んだわ

けはありません。東北大地震の後 1 か月くらいは毎日

のようにメディアでとりあげられていた被災地。それ

は私がプロジェクトのチラシをもらったときにはほと

んどメディアではとりあげられなくなっていました。 

「東京に住んでいるとどうしても他人事としてしか

見られない。みんなすでに忘れかけているが、今被災

地はどうなっているのだろう。」 

ここまでは実際に参加した人としていない人で考え

ることに違いはないと思います。私の参加を後押しし

たのは、私が慶應義塾志木高校出身であり、以前訪れ

た土地であったということでした。またボランティア

に行く前にワークショップ、事前勉強会があり、意識

の高い人たちが集まるのではという点にも惹かれまし

た。サークル活動、就職活動、旅行などと並行して行

えるか心配ではありましたが、私自身の糧になるだろ

うと考え、参加の申し込みをしました。 

「自分の経験のため」という考えから、気付かない

うちに「人のため」というふうに意識が変わっていき

ました。このボランティアで私自身が関わったすべて

の人に刺激され、現地の様子を見るうちに自然と変化

していました。バスの中からみた平坦な町は今でも忘

れられません。もちろんきれいに平坦なのではなく、

家がすべて崩れ、基礎はむき出し、電柱はへし折れて

いました。もはや人が住んでいたリアリティを実感で

きない廃墟のような別世界でした。特に海水によって

茶色く枯れたスギの木はとても悲痛でした。復興は進

んでいるというイメージが一変したのを覚えています。 

私は現地において、コミュニティーカフェ「おちゃ

っこ」の運営、がれきの撤去、保育、学習支援などい

ろいろなことをさせていただきました。 

おちゃっこの運営においては、仮設住宅に住む人と

避難所に住む人の溝というものを考えさせられました。

避難所から仮設に移るには抽選に通る必要があり、避

難所の人にとっては仮設に住める人がうらやましいの

です。しかし仮設は決して天国ではありません。一般

的には保護を受けられなくなるといいますが、それ以

外にも単純に仮設住宅におけるインフラが完全には整

っていなかったり、部屋の広さは等しいのに家族の人

数によって 1 人当たりのスペースにばらつきがあった

り、抽選によって入居者が決まるため、地元のつなが

りを大事にしている現地の人たちにとっては住みにく

いなど問題点は山積みなのです。そんな中もともと避

難所で苦楽を共にして一致団結してきた人とも仮設と

避難所で住む環境が変わったことで溝ができてしまっ

ていました。その溝を埋めるための中継地点としての

おちゃっこの重要さは計り知れず、イベントや通信を

発信していくことで、小さなところからだんだんと解

決していくしかないのだと思いました。肉体的な労働

のイメージが強いボランティアですが、私にとって本

気で復興のお手伝いを考えている方から、設立の理由

を聞けたことはとても有意義でした。 

がれきの撤去、片付け作業においては個人がいかに

無力か、それと同時に無力の中でもやれることがある

ことを知ることができた。1 日片付けをして、片付い

たがれきの量は本当にわずかでした。1 日まるまる働

いたとはいえ、どんなに頑張ってもあくまで 1 日であ

ることを目の当たりにしました。じゃあ私たちみたい

な短期のボランティアって何なのだろうと自分の無力

さを感じました。「長期で継続してやらなきゃまったく

意味がない」、本気でそう思いました。救いだったこと

は、がれきの中には思い出の品があり、それが持ち主

の手に渡ったときの持ち主のうれしそうな顔を見られ

たことでした。機械でやったほうが早いに決まってい

ますが、私たち人が地道に手で片付けることにも意味

があることを感じました。 

様々な活動や現地の人に話を聞き、ボランティアを

終え東京に帰ってきて、私たちのこれまでの生活は当

たり前のようで当たり前ではないことを改めて感じま

した。私たち短期の学生ボランティアができること。

それは私たちが体験したことを、家族や友人、SNS で

発信していくことだと思います。そうすることで、自

分の周りでまたボランティアに行く若い人が現れ、ま

た今度はその人が発信していく。この連鎖を終わらせ

ないことが大事なのではないでしょうか。現状につい

てほとんどメディアにとりあげられることはなくなり、

地震について思い出されることも少なくなりました。

ですが、まだまだ完全に片付くのは多くの人と時間を

要すると思います。みんながみんな長期でいけるわけ

ではありません。短期でしか行けない人の連鎖を作り

出し、支援を終わらせないことが私たち短期学生ボラ

ンティア使命である、そう思っています。最後にこの

プロジェクトで関わってくださったすべての方々に感

謝いたします。 
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南三陸の体験から考えたこと 

3 期 佐藤大地（商・2 年） 

 

 まず、なぜ南三陸支援プロジェクトに参加するこ

とを決心したかというと、とにかく「何かやらない

といけない」「生の現状を見なければならない」とい

う思いに駆られたからだ。 ３月１１日に起こった

東日本大震災により 2 万人以上の人々が死亡あるい

は行方不明になり、また日本経済への打撃も甚だし

いものとなった。これから、あの悲劇からの復興を

担って行くのは間違いなく私たち学生の世代である。

だからこそ、「私たちが被災した地域を実際に見て、

微力ではあるが活動しなければ誰がやるんだ！」と

感じたのである。  

 南三陸町では、本当に様々な活動に携わる機会に

恵まれた。 谷に堆積したゴミや瓦礫の撤去・草む

しりなど単調な力仕事が多かったが、自分が少しで

も役に立っているという感覚があり、非常にやりが

いがあった。 

 中でも最も心に残っている作業が、木造仮設住宅

の建設補助である。 建設中に出るゴミの片付けや

住宅内部の掃除などを行う作業である。 その作業

の休憩時間中に建設に携わっている方から聞いた話

が、非常に考えさせられるようなものだった。 

 その方のお話によると、被災地にある仮設住宅の

中でも木造のものは非常に少なく、ほとんどの方々

は従来型の仮設住宅で暮らしているという事だった。 

私は従来型の仮設住宅を見学する機会が無かったの

だが、話によるとさまざまな問題点があるというこ

とだった。 

 まず、建材に断熱・蓄熱を十分にできるような素

材が使われていないため、夏は暑く冬は寒い。 ま

た、防音に配慮されていないため隣の住宅からの音

が非常に気になり落ち着けない。 その他にも雨漏

り・料理の際に出るにおいの漏れなど、非常に不便

な環境での生活を強いられているという。 

 一方、木造の仮設住宅に住む人々は様々な面で快

適な生活を送ることができる。（もちろん、「従来型

の仮設住宅と比較して」という意味である。） 

 話を聞いた後、私は次のような疑問をもった。「木

造仮設住宅を建てるということは、本当に望ましい

のだろうか？」 木造の仮設住宅ができることで、

そこでの快適な生活を享受できる人が増える事はと

ても重要であるし、そうしてゆくことが望ましいと

思う。 しかしその一方では、不便な環境での生活

を続けている多数の人々がいる。 

 この疑問に対する適切な解答はその時出なかった

し、今でも分かっていない。 被災地が復興・繁栄

してゆくということは、このような答えの無いよう

な問題に立ち向かわなければならないということな

のだと強く実感した。 

 私たちに課せられた課題は非常に重い。難しい意

思決定をする立場に立つ可能性もある。その未来に

準備するためにも、私は想像力を働かせながら、学

習し行動するしかないと思う。 
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被災地に対する意識 

3 期 清水秀晃（経・2 年） 

 

 私がこの南三陸支援プロジェクトに参加した直接

のきっかけは友人の誘いであった。東北関東の震災は

未曽有の大災害として連日大きく報道され、自分自身

でも何か行動をしたいと思いつつも、きっかけが見つ

けられず何もできなかった。このプロジェクトを知っ

たとき、学校が主催であり事前に丁寧な講習会がある

ということでボランティア経験のない私でも力にな

れる可能性があると思い参加を決めた。 

 南三陸についた初日、周りは瓦礫だらけであった。

連日報道されていたままの光景であった。私はその時

になってようやくその光景を改めて認識できたと思

う。事前講習会で講師の方が「私たちに瓦礫に見える

ものでも、それぞれの方にとっては家であったり大切

なものであったものである」とおっしゃられていた。

その言葉の意味が少しだけ理解できたと思う。 

 二日目からの活動日は主にボランティア施設の雑務

を手伝わせていただいた。正直に言うと私は現地の方

とコミュニケーションをとるのが少し怖かった。常に

慎重かつ思慮深い発言が求められると思っていたから

である。実際には現地の方は私達が仕事をしていると

それを労ってくださったり、昔の話を聞かせてくださ

ったりした。 

今、改めて考えてみると私が自分自身にプレッシャ

ーをかけてコミュニケーションの幅を狭めてしまった

ことは、好ましくなかったと思う。もちろん、私達が

会話の上で配慮すべき点はある。しかし、それらはど

んな人と話すときにでも多かれ少なかれ存在しうるも

のであり、それを考慮したうえで、自然体で会話をす

ることは決して難しいことではなかったからである。

実際に、滞在期間が長いボランティアの方は自然体で

会話をしているように見えた。気を遣いすぎることは

信頼関係を築く上で妨げになる。私は現地の方と話す

ときに、相手を被災者として特別な認識をしていたよ

うに思える。 

 プロジェクトから帰ってから考えてみたことがい

くつかある。中でも最も重要に感じたのは、南三陸町

をはじめとした被災地に対する意識だ。私の住んでい

る場所は南三陸町から自動車で半日くらいの場所であ

った。しかし訪れる前はそんな意識などなくまるで自

分の日常とは離れた場所であるかのように感じていた。

とても恐ろしいことであると思う。帰ってきてからは、

災害の光景を見たときに自発的に行動ができなかった

自分自身に対して、ただただ後悔と恥ずかしさを感じ

た。 

 事後勉強会で上記のことについてふれると、プロジ

ェクトに参加する前の意識や参加するきっかけは、あ

まり関係ないという意見も聞くことができた。確かに、

プロジェクトに参加せずにこのことを自覚しないまま

でいるよりは良かったと思う。私は現状を知る貴重な

機会を得ることができたのだからこれからは、小さな

ところからでも支援に協力していきたい。また、以前

の私のようにあまり実感がわかない人に対して積極的

に働きかけていきたい。現状を知らない人に対して自

分自身の体験を語るだけでも力になれると思う。支援

の輪を拡げることで継続的な支援や産業の早期回復へ

の貢献ができると思う。 

個人が被災地に意識を向けることができるように私

は今後も行動していきたい。 
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ボランティア活動を通じて 

3・4 期 高橋洸一郎（商・3 年） 

 

きっかけは三田の教室の机に置いてあったチラシで

した。元々僕は、夏休みに東日本を訪れたいと思って

いました。なぜ東日本を訪れようと思っていたのか、

その理由はいくつかあります。自分の目で東北の現状

を見てみたかったこと、機会があればボランティアな

どで現地の人の役に立てれば良いと思っていたこと。

ただそれには移動手段を始め、超えなければならない

ハードルがいくつもありました。そのため、今回のこ

のプロジェクトは僕にとって絶好の機会だったのです。

東京で重要な用事があるわけでもなく、この機会に行

かない理由はないと思い、友人 2 人とこのプロジェク

トに申し込ませて頂きました。 

僕にとって初めて現地の状況を目にしたときの気持

ちを言葉で伝えるのは非常に難しいことです。人間の

目はとても高性能で、僕の目に入ってくる南三陸の風

景は、テレビや写真で四角く切り取られたものとは全

く異なっていました。視覚だけでなく、肌で感じる空

気や匂いや音など、実際の瓦礫の山の前に自分自身の

体で立ってみると、本当に圧倒される思いがしたもの

です。今まで僕にとってそういった瓦礫の風景は、テ

レビや本などで見る、遠い、別の国の出来事でした。 

それでもながしず荘に着いたときには暖かいご飯が

出て、お風呂に入ることが出来ました。周りの家々が

流されてしまっているような状況でよく、と驚きと感

心で複雑な気持ちを抱えながらも、食事はとてもおい

しかったです。 

ボランティアでは様々な仕事をさせて頂きました。

初めての仕事は木造仮設住宅内の清掃で、それから瓦

礫撤去、教育支援、お茶っ子と呼ばれるコミュニティ

ーカフェのスタッフ、草刈り。 

こうした様々なボランティアの仕事に共通して印象

に残っているのは、現地の方やボランティアの方、全

て含めて、そこにいた人々のことです。 

初めての仕事で清掃させて頂いた木造仮設住宅は、

プレハブの仮設住宅と比べて木の暖かみが感じられ、

とても居心地の良い、綺麗な内装でした。現地の木材

を使用して木造の仮設住宅を建てることは宮城県では

初の取り組みらしく、現場の監督さんはそのことをと

ても誇らしげな顔で説明して下さいました。僕たちの

班は最後に清掃をしただけなのですが、大工さん達が

撮る完成記念の集合写真に入らせて頂きました。とて

も光栄なことです。 

瓦礫撤去、草刈りでは他のボランティア団体の方々

と一緒に、民家の庭の瓦礫を運び、畑や家の跡地に生

えた草を刈りました。あそこまで汗をかいた経験は今

までの人生でそんなに多くはありません。瓦礫撤去で

は結婚式の記帳が見つかりました。それはその家のお

じいさんが息子さんの結婚式の時に書いたもので、お

じいさんがそれを手に取ったときの顔はまだ覚えてい

ます。草刈りは、むしろ開墾と言っていいほどの大変

さでした。頭を働かせると余計なことを考えてしまう

ので、とにかく無心で草を抜き、作業が終わる頃には

背の高い草で覆われていた場所が畑になって目の前に

広がっていました。他のボランティアの方々は本当に

タフでした。 

お茶っ子と教育支援では現地の方々との交流が主な

もので、僕としては楽しくお話しできたと思います。

時折さらっと津波の話が出てきて、それが通常の会話

の中で自然に出てくるものですから、とても驚かされ

ました。 

そこで働いている人々は、皆やりがいを感じて動き、

充実して汗を流しているように感じました。現場監督

の誇らしげな顔や、作業が終わった後のボランティア

の方々の笑顔を見て、曖昧な表現しかできませんが、

僕には彼らがとても溌剌としているように見えたので

す。それはとても素晴らしいことで、僕も彼らと同じ

顔が出来ていたらいいと思います。 

暮らしている人々は、前を向いて生きているようで

ありながらも、当時の記憶をちゃんと残しています。

それらを吹っ切ることが出来たのかどうかなんて、僕

にはわかりませんが、とにかく皆さんは南三陸で生活

を営んでいました。そして、地震はもう既に起こって

しまったことでした。僕自身、避難所の方々とそんな

に深い交流が出来たわけではないと思いますが、それ

でも何か感じるものがありました。それを言葉で表す

のは難しいことです。ですが、確かに皆さんとふれあ

えて、僕自身にとって、それはとても貴重な経験にな

ったと感じています。 

今回のボランティアを通して、僕は今までよりもっ

とたくさんのことを考えるようになりました。本当に

得難い経験です。多分、僕なんかの働きよりよほど多

くのものを頂きました。自力で、他県から車でやって

きて、テントで暮らしてボランティアをしているよう

な方々と共に汗を流すことが出来ました。僕はバスや

ら宿やら、なにからなにまでこのプロジェクトにお世

話になりました。どれほどの手間とお金がかかったの

か、見当もつきません。大切な、素晴らしい仲間とも

出会えました。心から感謝しています。ありがとうご

ざいました。 
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南三陸支援プロジェクトに参加して得たもの 

3 期 土屋晴香（商・1 年） 

 

 私は、授業がきっかけで、このプロジェクトを知り、

最初のキックオフ講演会にも参加しました。正直に言

って、ボランティアバスに乗ることを決めたのは、そ

の授業で、夏休み明けに東日本大震災に関係したボラ

ンティア活動などをしたか報告する、という課題があ

ったのが大きいです。もちろん、東日本大震災につい

て何か力になることをしたいということは、漠然とで

すが地震の発生以来ずっと思っていました。何かした

いなあと思って何もしていなかった私には、とても良

いきっかけになりました。 

 実際に南三陸町に行ってみて一番に思ったことは、

自分のしたことは現地の人の役に立ったのだろうか、

もっと何かしたかったなあということです。この考え

は自己中心的だとも思うのですが、やはりそう思って

しまいました。できればもっと長く現地にいて、現地

の人ともっとコミュニケ―ションをとりたかったで

す。しかし、この悔いがあることによってより、どん

なボランティアが必要なのか、これから何かできるこ

とはないかと考えることができました。 

 そして悔いだけかといえば決してそうではありま

せん。まず、現地で見た景色、仮設住宅に住んでいる

方に聞いた不満、一緒に遊んだ子供たちの明るさ、な

がしず荘の方や他のボランティアの方の姿は忘れら

れません。実際に現地に行くという経験ができ、今ま

で他人事のように感じていた被災地を身近に感じる

ことができるようになりました。 

 また、一緒にこのプロジェクトに参加した人たちと

の出会いは大変大きなものだったと思います。ワーク

ショップや勉強会も含めこのプロジェクトを通して、

今まで他の人としっかり話したことがなかったボラ

ンティアについての話題を多くの人と話すことがで

き、様々な考えを聞くことができました。特に、自分

の参加した期の事後勉強会で、一緒に活動したメンバ

ーの感想やこれからしたいことなどを聞くことがで

きたのはとてもいい刺激になりました。中には、3 期

以外の期でも活動した人もいて、3 期で私たちがした

活動以外の色々な活動をしたという話を聞き私もし

たかったとうらやましく思いました。自分たちより後

の期の様子や、これからどんな企画を考えているかと

いった話を聞くことでこのプロジェクトが続いてい

るのだということを感じうれしく思いました。私以外

にも悔いを感じている人もいましたが、その思いに対

する向き合い方も話し合うことができました。事後ワ

ークショップに参加する前は自分のできたことに疑

問を感じることが多かったのですが、前向きな意見を

聞き改めて参加できてよかったなと思いました。 

このプロジェクトに参加して、まだまだボランティ

アは必要とされていると知りました。私のように何か

したいと思っている人は多くいるはずなので、その人

たちにきっかけを持ってもらいボランティア活動に

参加してほしいと思います。そのために、まず自分の

周りの人にこのプロジェクトに参加して知ったこ

と・感じたことをしっかり伝えようと思います。実際

に、南三陸に行ってきてどうだった？という質問をよ

くされ、私の場合答えづらいなと思ってしまうことが

あるのですが、しっかり答える義務を果たそうとます。

そして、つかんだきっかを大事にして自分もこれから

も何ができるかを考え、できることがあったら実行し

ていきたいです。受動的だった自分が、今度は少しで

も能動的になれればいいなと願います。 
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南三陸でのボランティアを通して 

3 期 寺田雪美（法・1 年） 

 

3 月 11 日の東日本大震災。津波で多くの人や物が流

され、安全と言われていた原発は煙をあげた。この未

曽有の衝撃によって、恐らく日本中の殆どの人々が「何

かしなくては」という焦燥感にも似た義務感を覚えた

に違いなく、また私もそんな日本人の一人だった。節

電、節水、募金――高校生の範囲で出来る支援はあま

りにもちっぽけで、惨めだった。 

かと言って、被災直後の東北に素人としてボランテ

ィアしに行くような間違った正義感を振りかざせる訳

もなく、結局私はこれといった行動に出ないまま慶應

義塾大学に入学し、忙しい毎日を送っていた。 

 そんなある日、津田さんの授業でこの「南三陸支援

プロジェクト」の存在を知って、素人の私が出来る最

大限の行為なのでは、と思い参加を決意した。 

復興の後押しをするのに私一人の力など本当に微力

だろうと思ったが、東京の人間が被災地に行って現状

を知る為、そして震災を「他人事」にしない為に、南

三陸に行く必要があると考えたのだ。しかし今思うと、

何も出来ない不甲斐なさのような自己嫌悪から自分

を救う為であったようにも感じる。 

さて、あれよあれよという間に事前講習会や勉強会

を済ませ、無事に日吉を出発し、南三陸に到着した私

達 3 期がまず目にしたのは、テレビで既に何度も観て

いたはずの、しかし衝撃で絶句してしまうような光景

だった。原型を想像だに出来ない建物や車に乗る車、

生活感の溢れる瓦礫の山…。バスの中には「うわぁ…」

「酷い…」といった声が漏れ出た。遠目ではごちゃご

ちゃとゴミが散らばっている様に見えるが、バスから

降りて歩いてみるとその「ゴミ」一つ一つが食器や遊

具などの生活雑貨である。「この持ち主は今どこで何

をしているんだろう」とは、途中から努めて考えない

ようにした。 

 混沌とした街並みの中で、人々の表情も暗かった。

目に見えて落ち込んでいる、というよりも、笑顔なの

に目が笑っていない、常に何か疲れたような表情をし

ている…といった印象だった。 

救いだったのは、子供たちの明るさだった。私は南三

陸滞在中、活動の殆どを保育などの子供との時間に充

てたが、子供たちは元気に遊びまわり、その表情はと

ても楽しそうだった。 

この子供たちがもう少し大きくなったら、大人たちを

どんどん前向きな方向へ引っ張っていってほしいと

思った。 

 南三陸での活動を通して私が感じたことは「景色を

生で見てさえ、作業してさえ、現地の方から当時の話

を聞いてさえ、彼ら・彼女らの気持ちにはもう一歩も

近づけない」ということだった。感情移入なんて一瞬

も出来なかったし、同情のような気持ちも生まれない、

ただただ遠い、別世界の人々のような感覚だった。 

もちろん、突き放している訳ではない。しかし彼ら・

彼女らの気持ちを少しでも理解しようだなんて、お門

違いも甚だしい、傲慢な考えだったのだと知った。 

 しかし、だからといって「他人事」にしていい訳で

はもちろんない。自分達の「想像」が現実とはかけ離

れた稚拙なものであることを自覚しながら、自分があ

る種の「部外者」であることを自覚しながら、しかし

同時に自分は「日本人」という「当事者」でもあるこ

とを自覚しながら、東北の人々に対し今何が出来るの

か模索していきたい。 
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南三陸に行ってきて 

3 期 堂尾恵(法・2 年) 

 

私がこのプロジェクトに参加したきっかけはボラ

ンティアをやってみたいという気持ちと、被害の様子

を一度自分の目で見に行きたいという思いからでし

た。 

実際に南三陸に行ってみて、絶望や悲しみというよ

り、現状をつかみきれないという感じでした。まるで、

工事現場のように画一的に積み上げられた瓦礫の山

と基礎だけが残っている住宅街。震災前を知らない私

はここで震災がおこったのだということを実感でき

ませんでした。 

３日間の活動のなかでながしず荘のおかみさんに

震災直後のお話を聞く機会がありました。内容は私の

想像を超える壮絶なものでした。いつもあんなに元気

いっぱいのおかみさんがつい数カ月前に本当に大変

な思いをしていたんだと思うと、一気に「自分は今被

災地でボランティアをしている」という事実がリアル

に感じられました。 

もうひとつ、心に残ったお話があります。最後の夜

に、同じく南三陸にボランティアに来ていらっしゃっ

た方にしていただいたお話です。被災地に行くときに

考えなければならないもののひとつとして被災した

方の気持ちというものがあると思います。自分の思慮

の不足で、現地の方を不快な気持にさせてしまうこと

がないようにしなくてはいけないからです。しかし、

実際南三陸で活動する中でおもったのは、思いやりを

持ってしても完全に被災した方の気持ちを瞬時に予

想する、というのはとても難しいということ。そうい

う思いをかかえていた最後の夜に「自分の地元が被災

したと考えてみてください」というお言葉をいただい

て、確かにそうだなと思いました。自分の家が廃墟に

なってしまい、周りに家もない、跡形もない状況を想

像しました。そうすると、おのずとボランティアの人

がいたとしたら、してほしいこと、逆にやってほしく

ないこともおもいうかびました。短期でボランティア

に行くという場合は短い分現地の方と交流する時間

も限られてくるし、気持ち的に追いつききれない、慣

れたころに帰るというデメリットがあるとおもいま

す。けれど、その一方で現地に行くということは自分

にとってとてもいい経験になると思います。そこで、

これから短期で被災地にボランティアに行こうと思

っている方には、現地入りする前に「自分の地元が被

災したと想像する」ということを是非やっていただき

たいです。現地での活動の密度が変わる気がします。 

ここまで、南三陸で活動してきての感想なのに、活

動の内容を全くのべていません。というのも、活動内

容ももちろん大事なのですが、それより、活動の中で

何を見、何を聞き、何を考えたかということを記録し

ておきたかったのです。南三陸に行って、行かなけれ

ばわからないこと、出会いがたくさんありました。こ

の記憶を大切にしていきたいとおもいます。 

３期の活動が終わって、もう約２か月がたちます。

私自身も含め、周りでは、節電もだんだんと終わり、

東北での出来事から遠ざかっていると感じます。が、

そんな今だからこそ、気持ちだけでも現地によりそっ

ていけたらいいなと思っています。 
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東日本大震災の記憶 

3 期 中村優（経・3 年） 

 

3月11日の昼下がりに、突然強い揺れを感じました。

母親と共に机の下に潜り込み、ついに東海地震がきた

か、と思っていました。しかし揺れが収まりニュース

を見て愕然としました…震源地は東北地方の太平洋沖

だったのです。 

それから数週間はニュースをはじめとして新聞や各

メディアもこの一連の大震災の話題で持ち切りになっ

たように感じます。東京も混乱に陥っており、私自身

も水を買う為に開店前からスーパーに並び、まるでオ

イルショック時のように万が一の時に備える日々を送

っていました。 

しかし震災から 1 ヶ月、2 ヶ月と経ち、余震の頻度

の低下し東京での生活が戻るに従い、テレビに映る東

北地方の映像が非現実的に見えるようになってしまっ

たのです。今後復興に何年がかかるか分からないとい

う未曾有の大震災のたった２ヶ月後に、その記憶を過

去のものにしようとしている。それが私は恐ろしく感

じました。 

私はこの震災は私たちの子供の世代に語り継ぎ、こ

のような自然災害に備えるべきだと思います。いつ起

こるか分からないと言われている東海地震の為にも、

今私たちがすべきことはこの震災を記憶することだ、

そう思っていた矢先に友人から南三陸でボランティア

を行うプロジェクトがあると聞き、参加することを決

意しました。 

私たちが今回向かった南三陸町の戸倉地区は、地震

や津波で家屋の８割以上が流された地方で、ながしず

荘に着き散策した時に、辺りには何もありませんでし

た。骨組みだけ残った家の屋根に乗っている船、なぎ

倒された電柱、基礎だけを残して消え去った家の跡地、

大量に散乱した瓦礫、不自然に残されたそれらの光景

は、津波が生活の痕跡さえも海の底へと連れて行って

しまったように感じました。 

ボランティア活動は、朝ボランティアセンターで当

日割り振られた仕事を行いました。ボランティアセン

ターは、元は志津川海洋青年の家という施設で、駐車

場に仮設住宅を作り、ボランティアセンターとして被

災者の方の集会場としての機能も果たしていました。

私は滞在期間 4 日の内、３日間その施設の清掃を主に

行っていました。 

瓦礫撤去や資源調達の為に森林伐採を行ったチーム

がいる中、施設の清掃という地味な仕事をやっている

ことに正直な話、少しがっかりしたこともありました。

というのも、施設清掃の仕事内容はモップがけや雑巾

がけ、ベランダのはき掃除やレンガの汚れ落としなど

がメインで、家でもやるような仕事が多かったからで

す。しかし同じ期の仲間とも夜に話し合いをして行く

うちに、このような仕事も誰かがやらなくてはいけな

い仕事だという認識に変えることができました。仕事

を続けて行くうちに施設内で会う人たちも挨拶をして

くれ「お掃除ありがとう」と言ってくれるようになり

ました。初日と３日目では挨拶を交わす頻度も増えた

ように感じ、結果的には瓦礫撤去のような直接的なボ

ランティアではないけれども、少しでも掃除をしてい

る自分たちを見て元気になってくれた方がいたのだと

感じ、清掃を行ってよかったと思いました。 

４日目は仮設住宅の駐車スペースの改善のため、簡

単な測量と駐車場の現状の問題点を調べる仕事を行い

ました。その時に仮設住宅に住んでいる方とお話をす

る機会があり、現地の方々の生活や悩み、不満などを

改めて聞くことができました。こういった生の声は実

際に聞いてみないと分からないことが多いと思ったの

で、非常に貴重な意見を聞くことができたと感じまし

た。仮設住宅に住むほとんどの人々は、色々な地域か

ら来た人が多く互いに顔見知りがいないのが当時の状

況でした。こういった不満や悩みをどのようにしたら

解消できるのか、それを継続的に行っていき現地の

方々同士が共に再興を目指す環境づくりをしていかな

ければ、長期的な復興へは繋がらないと感じました。 

 私はこのボランティア活動を通して、多くのことを

知りました。ボランティアというと、無償奉仕活動と

いう敷居の高いイメージから、興味があっても敬遠し

がちです。しかし実際は技術を持たない一介の大学生

でもボランティア活動は行えること、遠くから来る私

たちが頑張ることで勇気づけられることがあること、

また現地でしか感じられないことや、現地の人々を通

して知られる事情などがあります。 

 これからの復興や今後起きる災害への備えとしても、

自分の目で見て肌で感じ考えることが大切だと思いま

す。この震災を決して忘れないようにすることこそが、

今回私がこのボランティア活動を通して一番大切だと

思ったことです。 
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南三陸町で感じたこと 

3 期 野田翼（法・2 年） 

 

私は、3 月 11 日の地震の時自宅にいました。地震直

後から、停電でテレビの電源が落ちて、情報源は手回

しラジオのみとなり、体験したことのない揺れの大き

さで近くの小学校のサイレンも聞こえ、このままどう

なるのかと不安になりました。そして、夜遅くに停電

が直りテレビがつき、そこで流れていた津波の映像に

衝撃をうけました。あの時の記憶はいまだ鮮明に覚え

ています。 

春休みの間、一度ボランティアに行こうと思いまし

たが、何をすればいいのか分からず、行動しないでい

るうちにタイミングを逃してしまいました。その後も

何か参加できる機会がないかと思っていたところ、今

回のプロジェクトの存在を知り、自分が参加できると

したらこれしかないと思い、参加を決めました。 

私がボランティアに参加したのは、メディアを通し

て伝えられる情報以外にも、自分の目で被災地を見て、

震災の恐ろしさだとか復興の難しさなどを肌で感じ、

ボランティアを通して自分に何か還元できないか、そ

して自分の感じたことを家族や友人に伝えることで、

ひいては被災地のためになればと思ったからです。ま

た、今回の震災は非常に大きなもので、他人事ではな

く自分もなにかしたい、将来子供に、「震災の後何をし

ていたの」と尋ねられたときに何も答えることができ

ないのは嫌だと思ったからです。 

8 月 2 日、南三陸町へ向け出発しました。仙台空港

に近づいた頃、丁度高速道路を境に津波が届いた範囲

とそうでないところが分かれていて、海側の土地はた

くさんの重機が土をひっくり返していました。報道で

は復興に関するニュースが中心となり、あたかも復興

がかなりすすんでいるかのような印象をうけてしまい

ますが、この時私は、まだ全然復興は進んでいないと

いうことを改めて実感しました。 

お世話になる、ながしず荘についてからは、付近を

歩いて回りましたが、映像では感じられない津波の恐

ろしさをまさに肌で感じました。土台だけが残ってい

る家、原型をほとんど留めていない軽自動車、鉄骨だ

けが残った家の上に乗ったボート、大量の瓦礫、すべ

てが元の生活の中にあったものだと考えると恐ろしく

なりました。 

3 日は、瓦礫の撤去作業を行いました。その土地に

は津波は届かなかったそうですが、どうやら道路開通

のため、瓦礫をそこに集めていたようでした。多くの

漁具や家具等があり、地面の中からどんどんでてきま

した。1 日作業しましたが、撤去できた量は、来る途

中に見た積み上げられた瓦礫の量と比べるとほんのわ

ずかで、どれだけまだ時間がかかり、人手が必要なの

かを身をもって知りました。また、道路開通の際にも

う少しなんらかの工夫ができたのなら、こういった二

次的な作業も減らせるのではないか、と感じました。 

3 日目は、主にテント設営を手伝いました。一つは

店舗として、もう一つは倉庫としてのテントでした。

この作業は復興の助力になれているとすぐに実感でき、

実際に翌日から依頼者の方は店を開いたということで

私自身も非常にうれしく感じました。ふたつ目のテン

トの依頼者の方は、ずっと暗い顔をしていたのが非常

に気にかかっていました。しかし、その人は漁師のよ

うで、ロープを結ぶときになると色々と手伝ってくだ

さり、私にもロープの結び方を教えてくれました。そ

の時の表情がとても生き生きとしていて、このような

被災者の方も生き生きと作業できるような復興が一番

望ましいのだなと感じました。 

4 日目は、仮設住宅内をまわり、駐車スペースの実

態を見たり聞いたりし、仮設住宅内の方の生の声を知

ることができました。行政への不満、駐車場の問題や、

自治会立ち上げの際の被災者と集落の部外者でもある

ボランティアの方との軋轢などです。こういったこと

は現地に行かなければわからないのでいい経験をでき

たと思いました。 

横浜に戻ってからは、南三陸町に親近感を抱くよう

になり、震災関連の新聞の記事なども以前よりよく読

むようになりました。また、同じ内容の情報を見ても、

その背後にある状況や人々の生の声について想像力を

働かせられるようになりました。災害や事件を知った

時にそれを他人事でないと感じることができるように

なったのではないかと思います。また、まだまだ被災

地に関する肝心な情報は十分に首都圏に伝わっていな

いと感じたので、被災地に行ったことのある自分たち

がどれだけ被災地の話を広めていくかが大切だと改め

て思いました。 

義援金よりも何よりも被災地のためになるのは、実

際に被災地に行き、ボランティアをせずとも被災地の

今を知り、そこにある人々の生活に少しでも触れるこ

とだと思います。ぜひ今後も被災地と関わりを持って

いきたいと考えています。 
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帰ってきて考えたこと 

3 期 畑中一馬（経・3 年） 

 

 今回のボランティアに参加した理由は、自分がかつて

地震で被災したときに多くの人のお世話になり、その感

謝の気持ちを行動で示す必要があると感じたからです。 

私は阪神淡路大震災の影響で一時的に自宅を離れざる

を得ない状況になりました。家財道具を多く失い、不安

を抱えながらの避難でした。しかし、避難先では近所の

方々に家財道具など物的支援をして頂いたほか、積極的

に交流してもらい、早くなじめるよう助けてもらいまし

た。私の中で、その時近所の方々にこれほど支援しても

らったのだから、このような機会を活かして自分ができ

ることをやろうと思いました。 

南三陸町の被害はテレビ・新聞などのメディアを通じ

て見たことはありましたが、実際に見ると、言葉にでき

ない気持ちになりました。南三陸町に初めて入ったとき、

添付された写真の光景を見て圧倒されたことを今でも鮮

明に覚えています。自分たちのように滞在期間が短く、

メンバーが頻繁に入れ替わるボランティアはこのような

ところで受け入れられるのか少々不安にもなりました。 

私は主に瓦礫撤去を行ったほか、青果を売るためのテ

ントの設営作業を行いました。私たちのような学生ボラ

ンティアは専門的な技術を全く持っていないので、技術

を持っているボランティアの方々に助けて頂きました。

作業中に他のボランティアの方々と少し話す機会があり

ました。会話の中でその方々がどのような経緯でボラン

ティアに参加されたのか教えて頂いたのですが、皆さん

は個人で南三陸町に来られたとのことでした。私たちの

ようにプロジェクトの呼びかけに対して受動的に参加し

ている者とは覚悟が比べ物にならないと感じ、せめてこ

の短期間はできるだけこの土地に貢献して帰ろうとより

強く思いました。 

私は基本的に肉体労働をしている時間が多かったので

すが、仮設住宅に住んでいらっしゃる方とお話をする機

会がありました。基本的には、なんでもない世間話をし

ていたのですが、不満に思っていることを耳にする機会

もありました。私はそれに対しただ頷きながら聞くこと

しかできませんでしたが、少しでも発散してもらえたの

なら良かったのかなと思います。たかが数日しか滞在し

ないボランティアである自分に対しても、「来てくれてあ

りがとう。」と声をかけてくれたことは有難かったです。 

南三陸町に滞在した間は「覚悟が甘い」など、いろい

ろとネガティブなことを考えていることが多かったので

すが、今は自分がこうしてボランティアに参加したこと

にも意義はあったのではないかと考えています。なぜか

と言うと、実際に南三陸で見たもの、聞いたことを記憶

に焼きつけたことで、あの震災の事実が自分の中で風化

することはないと思うからです。南三陸町に行ってきた

話を家族、アルバイトやサークルの友人に話すことで彼

らに生の情報を伝えることができたと思います。中には

私の話を聞いた後、今回のようなボランティア活動に参

加した友人もいました。このようにボランティアに参加

した人々の記憶に見聞きしたものがしっかり残り、ニュ

ースを見るたびに敏感に反応して考えるようになるとい

うことは、国全体として、この先長い時間をかけて復興

していく上で必要なことだと思います。 

個人的には、私は今回のボランティアを通じて阪神淡

路大震災のときに感じた感謝の気持ちを行動で示すこと

ができたのではないかと思います。しかし、これで終わ

りではなく何らかの形で今後も何かをしていこうと現在

は考えています。 
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震災後の南三陸町が教えてくれたこと 

3 期 林暁咏（経・2 年） 

 

南三陸という所は、実に外国人である私にとって、

この東日本大震災を経て、初めて耳にした場所です。

今回の大震災によって、この東は太平洋に面し、三方

を高山に囲まれており、海山が一体となって豊かな自

然環境に恵まれている南三陸町があまり奇麗ではない

姿で世界の人々の目に入り込み、人々の心を捕まえま

した。私もその中の一員でした。 

 真剣なボランティア活動に参加するのが今回は初

めてでした。2008 年 5 月に中国の四川省にも大きな

地震が起きましたが、その時大学試験のことも重なっ

て、ボランティアに行くチャンスはありませんでした。

その時の気持ちも含めて、今回の南三陸支援プロジェ

クトのことを知ってすぐ行く決心をつけました。しか

し当時ボランティアでどんなことをするのか、まった

く知りませんでした。自分はボランティアに行きたい

と思っていても、現地の状況やボランティアについて

の知識をぜんぜん把握していませんでした。幸い出発

前、3 回のワークショップに参加し、何となくボラン

ティアに関しての基本知識が分かるようになりました。 

ワクワクしながら、ようやく出発の日に迎えました。

南三陸についたのは出発の七時間後でした。現地に近

づくに繋がって、窓から景色も大きく変わりました。

田んぼはどんどん少なくなり、やっと今回活動する所

までついた時、目に入ったのは瓦礫しかいませんでし

た。自分の目でみる状況は、本当にテレビなどの報道

で見る様子とは異なりました。大変厳しい現状に置か

れた気持ちがその時生じまして、周りの空気も重く感

じられました。しかしバスの窓から見た迎えに来た民

宿の女将さんの親切な笑顔に私を救われました。今で

も時々その時の笑顔を思い出すと、心が暖めさせられ

ます。 

 その時初めてボランティアの生き甲斐が分かるよ

うな気がしました。被害を受けた人々の笑顔を取り戻

すことでした。私一人の力は弱くて、誰を救うことは

決して簡単ではないが、せめて自分のしたことによっ

て、一瞬でも良いから、誰かを笑顔にさせたいです。 

 そこから、三日間のボランティア活動が始めました。

私は運が良かったため、この三日間で全く違うことを

やらせてもらいました。一日目は森林組合の所に行き、

木造仮設住宅の最終掃除をやりました。同じ二班の仲

間と一緒に汗をかけて床をふって、工事最終日のため

最後に大工さんたちと一緒に集合写真をとりました。

二日目は一日目と違って、他のボランティアセンター

の人と協力し、瓦礫の撤去と草むしりを一生懸命やり

ました。大きな瓦礫もあって、女性である私にとって

結構厳しい作業でしたが、皆と一緒に協力して、最後

に瓦礫の山を見たときに 1 日にできる量がわかって、

自分も感動しました。作業の中で時々瓦礫の中から写

真やぼろぼろのノートなど持ち主にとっては大切な

思い出だったりする貴重な物を発見したとき、凄く興

奮して、何やら宝を見つけたような気持ちになりまし

た。その夜にボランティアセンターに仮設住宅に住ん

でいる子供たちへ学習支援にも行きました。教室で３

０分の待ち時間を経て、ようやく一人の男の子が来て

くれた時、その嬉しさは本当に言葉で表せませんでし

た。自分がやっていることをやっと認められるという

気持ちで心が一杯でした。最終日に私一人と同じ東京

からの上智大学の女の子一人と一緒に近くの漁師家

に手伝いに行きました。初めてトラックの後ろにのせ

られ、初めて海に漁網を洗いました。お昼の時漁師さ

んに連れて近くの仮設住宅地で昼ご飯をしました。ち

ょうどその日 YMCA の炊き出しがあって、一応手伝

いしました。何とダブルボランティアを体験しました。 

 三日間のボランティアはあという間に終わってし

まいましたが、私にとって非常に貴重な経験でした。

素晴らしい仲間に恵まれて、本当に充実した日々をお

くることが出来ました。その中で得たものは大変大き

いと思いました。東京に戻って来た今も、これからも、

この僅か三日間の南三陸ボランティア活動は、そして

そこで感じたこと、考えたこと、自分道標として、私

の生き方を左右しています。 

 ありがとう、南三陸 

 

96



 

 

想像できない心 3 期 早田 浩紀（商・1 年） 

 

 東日本で起こった地震や津波の影響を、当時福岡県に

いた僕はテレビやネット、新聞の画像や文章を通して見

ていました。進学後、被災地の現状を自分の目で確かめ

たい、復興に少しでも力になりたいと思って、ボランテ

ィアに参加させていただきました。   

 この活動をするなかで、被災地を見て回っています。

現地へ行く前に映像で被災状況を見てはいましたが、実

際に見るとまた驚いてしまうのだろうなと思っていまし

た。事実、驚きもしたのですがそれ以上にあったのが強

い違和感です。木々が倒された山、廃墟になった崩壊し

た建物、スクラップとなった車など、一つ一つは被災地

ならずとも見たことのあるものがありましたが、それら

が一つの風景に収まっていて、かつその全てが水浸しに

なっている状況が理解できませんでした。被災者が見る

と悲しむ風景に違和感ばかりを感じてしまった自分には、

彼らの気持ちにほとんど近づけないと思いながらせめて

物質的な復興には少しでも役立とうと、数日間活動させ

ていただきました。 

僕が直接かかわった活動は、新しくできる仮設住宅の掃

除、テント立て、草抜き、チラシ配りなどです。これら

全ての活動の中に被災地の方とのかかわりがありました。 

 仮設住宅の建設は、地元の大工さん達が請け負ってい

ました。建設を依頼した方々の話によると、地元の大工

さんに依頼することで建設住宅の費用となったお金を地

元に還元し、同時に被災した大工さんたちの雇用作りに

なるのだというお話を聞きました。 

 テント立てや草取りの作業は淡々と進みました。ここ

でももちろん、現地の方々と共に作業しています。仮設

住宅の掃除にせよテント立てや草取りにせよ、僕達はほ

んの数日間活動しただけでしたが、被災した方々は何ヶ

月もの間、しかも一変してしまった地元を見つめながら

作業しているのかと思うと、自分の状況とのあまりに違

う彼らの気持ちがまた理解できませんでした。 

 仮設住宅では、住民の方に向けた情報を載せたチラシ

を配ってまわりました。僕は被災者の気持ちが散々わか

らなくなっていましたが、ここでは思わず共感し 

た苦しみがあります。仮設住宅はお互いに見ず知らずの

人々が入居しているため、コミュニケーションがうまく

進まないことが多いと聞いてはいましたが、どう見ても

すぐには打ち解けられないような人が隣どうしで住んで

いました。血縁者の家に住むことを気兼ねして仮設住宅

から離れられない人もいました。お互いをよく知らなか

ったり、気を使ってしまうあまりでてしまうストレスも

あるのかと、いくつも重なった問題を知りつつも、その

ままボランティアの期間は終了しました。 

 大きく横たわった数々の問題が少しずつでも解決して、

被災者の方々の心が安らいでいってほしいと願っていま

す。 
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南三陸町ボランティア感想 

3 期 深石 隼（経・2 年） 

 

ボランティアに行く前日、私は「深刻なダメージを

負った被災地や被災者の方々に何ができるのか」「ボラ

ンティア活動の経験や知識が無い自分が現地に行くこ

とで迷惑になってしまうのではないか」などのネガテ

ィブなことを考えていた。しかし現地に赴くと、私の

浅はかな考えは一変した。 

そこには約半年もの時間が経ったにもかかわらず、

道路の脇には積まれた瓦礫の山々が散在し、鉄筋のみ

が残った建物が点々と虚しく建っていた。この想像を

絶する景色を目にした人は、誰もが、南三陸町復興の

ために役に立ちたいと思ったことだろう。現に私は現

地の状況を目にして「自分に何ができるのか」「自分

の存在や無知な行動が迷惑にならないか」などといっ

た、小さく無駄な考えは消え失せ、まず少しでも南三

陸町の役に立ちたいと強く感じた。現地に実際に行か

なければ、ネガティブなことを考えるよりも先に、何

とかして役に立ちたいと感じることはなかっただろ

う。 

実際のボランティア活動では、個々人の力はたかが

知れている。一人では、少し大きな瓦礫や水分を含ん

だ畳すら除去することができない。また、一人で行動

したら、膨大な量の瓦礫の前にただただ唖然としてし

まい、思うように瓦礫除去ができない。私は、民家の

瓦礫除去や庭園の掃除のボランティアから、個人の無

力さを学んだと同時に、個々人が集まり集団となれば、

想像以上の大きな力を得ることを学んだ。震災後の募

金活動はまさしく集団の力の結晶ではなかろうか。た

とえ、個の力は微力でも集団となれば、大きな力や流

れを生む。一部の人々が募金やボランティアを行えば、

その周りの人々も同じような行動をし、それがまた多

くの人々の動きを創りだすだろう。私はボランティア

活動を通じて、このような集団による流れの発生が、

大きな力を生んでいるのだと感じた。 

南三陸町では様々な人がボランティア活動を行っ

ていた、彼らはみな、一丸に南三陸町のために行動し

ていた。そして、今もなお日本各地から集まったボラ

ンティアの方々が、南三陸町を復興させようと日々努

力しているのだろう。このボランティア活動の流れを

風化させないためにも、私自身、自分の経験を周りに

伝え、新たな流れを生み出していきたいと思う。 
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東北大震災復興支援に微力ながらも関わって 

3･10 期 福田 晶（商・1 年） 

 

自分の中では今回の東北大震災は３月９日から始ま

る。３年ほど前から兄が仙台に住んでおり、オンライ

ン上で知り合い仲良くなった仙台近辺に住む友人が多

くいた為、仙台には３連休や大型の休みの日にはちょ

くちょく遊びに行っていた。３月９日も仙台におり、

友人に会うために名掛丁アーケード内の娯楽施設にい

たのだが、その最中、11 時 45 分に（のちに前震と言

われる）震度５の地震が起きた。自分は大きい地震を

経験したことがなかったので焦り避難しようとしたが、

友人や周りの人は特に焦りも気にもせず娯楽を楽しん

でおり、東北の人達はこの程度の地震には慣れている

んだなと勝手に解釈した。その日は何事もなかったか

のように夜に新幹線で東京に帰り、そして平凡な 10

日が過ぎ 11 日が来た。 

震災当時は巨大な揺れに畏怖し、何時間も国道をひ

たすら歩き、自宅に帰ってみれば家は停電と混乱する

ことばかりで不便なことが多かったが、特に生活に支

障をきたすことはなかったし、失ったものなど何もな

かった。なので東北の被災状況をテレビなどで知れば

知るほど増していったのは「罪悪感」。自分だけ運良く

逃げてきたという気持ちが強かった。電話で兄や友人

が無事なことを確認し、元気に振舞っているが電話越

しにも分かる彼らの悲しみや疲労を感じた時は申し訳

ない気持ちが増した。ならばと東北自動車道が再開し

てからは彼らに物資の支援をしたりして自分に何か出

来ることはないかと探しては実行を繰り返していたが、

その「罪悪感」が拭われる事はなく、彼らの生活もあ

る程度元に戻り支援が終わった。知り合いへの支援で

はなく、助けが必要である方のお手伝いが出来ればと

思い今回の南三陸支援 PJ に参加した。 

自分は今回のボラバスには3,10期と2回参加したが

主な作業としては 3 期は自然の家の清掃、ながしず荘

の手すり交換の手伝い、10 期は滞在期間のほとんどを

ながしず荘でのベンチ作成に費やした。やはりボラン

ティアといえば瓦礫の撤去と思われるだろうし、ボラ

バスに参加した学生も瓦礫の撤去は色々と考えさせら

れるから一度はやったほうがいいと言う者が多かった

が自分は未だに瓦礫の撤去をしたことがない。 

しかしながら各作業において何も思うこと、感じる

ことがなかったわけではない。清掃は陰ながら黙々と

作業をするものであったが、自然の家仮設住宅が近く

夏休みということもあって子供達と触れ合うことが出

来たおかげで現地の雰囲気を感じることが出来たし、

ながしず荘の手すり交換においては、作業の最初はぎ

こちなさがあったものの若旦那から貴重な話を聞かせ

ていただき、作業のおいての積極性の大切さを教えて

頂けた。ベンチ作成は作業自体ただの DIY だが、ベン

チを各仮設住宅に運び、直接仮設住宅に住んでいる方

から感謝の言葉を述べられた時は自分たちの活動が役

に立ち、喜ばれているのを感じることが出来た。 

また 3,10 期と参加して一番印象に残っているのは、

両期共登米の山中を抜けて志津川に入りバスの車内か

ら被災した光景を見たとき、バス車中が全員の絶句か

らなる不思議な雰囲気に包まれたこと。学生達のなん

とも言えない複雑な心境が体があふれ出し出来たよう

なあの雰囲気は今まで経験したことのないものであり、

これからの人生絶対に忘れないであろう。 

加えて現地に足を運んで作業をし、見聞きした結果、

一番強く思ったのは、現地を見て現地の人に震災当時

の話を聞いたとしても今回の震災自体想像を絶するも

のである為、自分には決して彼らの心情や彼らが経験

したことを理解するのは無理だということ。それに分

かった気になったとしてもそれはきっと勘違いであり

失礼だから無理に理解しようとするのをやめようとい

うこと。 

最終的に今までの期間で南三陸町へは 3 週間弱ほど

滞在したが、現地で働き、様々な人と触れ合った結果、

今では特に罪悪感を感じることもなくなり、その気持

ちは積極的な気持ちに転換されたと思う。これからは

瓦礫の撤去なども少なくなりボランティアというより

は復興支援の意味合いを持つ活動が増えると思われる

ので自分たち学生が積極的に関わっていくのは難しく

なるとは思うが、南三陸町（戸倉）へはこれからも継

続的に足を運び関わらせていただきたいと思う。 
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南三陸町に行って気付いたこと 

3 期 丸山紗季(法・2 年) 

 

 私はこのプロジェクトに広報スタッフとして参加

をしました。なぜ、私が『広報スタッフ』としてこの

プロジェクトに関わりたかったかというと、6 月に被

災地に行った際に人手の不足を感じたからです。「瓦礫

撤去等、力仕事の多い被災地でのボランティア活動に

人手が足りない、特に学生の姿が見えない」というこ

とに気付きました。現地での力仕事は若さと体力が物

を言います。また、被災地の方は学生が東京から来た

というだけで元気になると伺いました。私は現地に行

くまでは学生は足手まといでなるだけで現地に行くべ

きではないし、歓迎されることもないのだろうと思っ

ていましたが、予想に反して現地での学生の需要は大

きかったのです。東京に帰り「1 人でも多くの学生が

被災地に行って欲しい、そのためには何をすべきか」

と考えている際に、教授数名と学生数名でこのプロジ

ェクトが動き始めている事を知り、スタッフの仲間入

りをさせて頂いたのです。手探りで、失敗もしました

が、最終的には広報スタッフが積極的に動いて参加者

を増やす必要のないほどの学生が参加して下さり、大

変嬉しく思っています。 

このようにスタッフとして参加したのですが、もち

ろんボランティアとしても南三陸に行きました。南三

陸はリアス式海岸で形成された地域で、海岸ごとに集

落が形成されるような複雑な地形をもった町です。こ

のような地形故なのか、津波も複雑な経路でこの町を

襲ったのだなという印象を受けました。と言うのも、

隣り合わせの家屋でも片一方は流されていて、もう一

方は無事に残っているという状況が何件か見受けられ

たのです。私達がお世話になった、ながしず荘も無事

に残ったうちの 1 つです。ながしず荘は海に面した民

宿です。宿のある海岸地域には、何も残っていません。

ほとんど全ての家屋が津波によって流されていて、私

達が訪れた際には、ここに集落があったと言われなけ

ればそれに気付かないというほどの状況でした。この

ような大きな被害を受けた海岸の集落にあって、海に

面したながしず荘の被害が少なかった理由は、高台に

あったからでした。『地形状況のわずかな差が被害の大

小に大きく影響した』という点が、この南三陸におけ

る鍵だと思います。 

私が南三陸で主に行ったボランティア活動は、瓦礫 

の撤去の他に、学習指導や『お茶っこ』でした。学習

指導は、避難所や仮設住宅で生活する子供たちの夏休

みの宿題の手伝いをしました。『お茶っこ』と言うのは

南三陸の方言で、『お茶をする』という意味だそうです。

テントを設けて、その下でゆっくりコーヒーやジュー

ス等を飲みながら、そこで暮らす方々のお話を聞いた

り、映画の上映等のイベントのお知らせを各仮設住宅

に配ったりしました。このように、南三陸で実際に津

波の被害を受けた方々とお話をする機会が多かったの

ですが、その中でショックを受けたことがあります。

それは、先ほど私が鍵と述べたことと関係するのです

が、同じ施設の中で暮らす者同士の関係があまり良く

ないということです。私達が活動した施設は比較的早

い時期に受け入れが始まったところで、様々な部落で

暮らしていた人々がバラバラに暮らしています。その

ために、新しい施設と比較して不満に思ったり、部落

意識から出身部落以外の方との交流を持とうとしなか

ったり、被害の大小で僻みあったり、など精神的なス

トレスが絶えない状況にいるという事実は非常にショ

ックなことでした。それと同時に、瓦礫撤去などの力

仕事の他に、カウンセリングなど精神面でのボランテ

ィア活動の必要性を強く感じました。『被災地でのボラ

ンティア』と言うと、力仕事のイメージがあり女性は

参加をためらいがちですが、体力に自信がなくても出

来ること、必要なことはあるのです。 

震災から半年以上がたった今、『被災地』の状況を伝

える報道はほとんどありません。報道がないからと言

って、被災地が復興したわけではありません。むしろ

復興は程遠いというのが現状です。南三陸で見たあの

海岸は、被災地で暮らす方にとっての故郷です。いつ

かボランティアとしてではなく観光として訪れること

が出来るように、これからも自分が出来る復興のお手

伝いを継続していこうと思います。 
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南三陸町プロジェクトに参加して 

4期 井沢由香里（文・4年） 

 

地震が起きた時、私はマンションの 9 階にいた。

揺れが怖くて何も持たず、手すりにすがりながら非

常階段を下りた。外に出てからもしばらくの間、家

族は大丈夫かととても不安だったのも覚えている。

しかし、そう思ったのも束の間、私は地震に対する

どうしようもない苛立ちを感じた。これからいよい

よ就職活動が本番という時に地震が起き、セミナー

と面接のキャンセルが相次いで、就職活動に対する

モチベーションを全て奪われてしまったからだ。私

はそれから、東北をどこか遠い存在と感じてしまい、

自分から主体的に行動を起こすことができなかった。

就職活動を終え、心に余裕ができた 6 月、私は当時

の自分を悔いた。日本が大変と言う時に、現地の方

の気持ちをよく考えることが出来ず、自分のことで

精一杯だった。そして、私はボランティアへ行って、

自分自身の目で東北を見て活動することで、当時の

自分の罪滅ぼしをしたいと考えていた。また、自分

自身もボランティアへ参加することで、何か変われ

るのでは、成長できるのではという期待もあった。

そんな時に見つけたのが、この南三陸町プロジェク

トである。自分一人で NPO 団体やボランティア団

体へ飛び込む勇気のなかった私にとって、このプロ

ジェクトは、慶應が運営していることから十分に信

頼できる内容であった。 

バスに乗り、南三陸町に近づくに連れて、次第に

メディアで見た悲惨な風景が広がってきた。病院の

上に車が乗っていたり、鉄骨だけとなった防災庁舎

があったりと、思わず目を覆いたくなるような信じ

がたい光景だった。私達は、テレビの一画面の限ら

れた時間しか被害を見ることはなく、災害について

つい忘れてしまいそうになる。しかし、南三陸町に

住んでいる人々は、悲惨な状況を毎日毎日見なくて

はならないと思うと胸が痛んだ。私が見た建物の中

で、最も印象的だったのは、防災庁舎である。近く

に行ってみると、お花やお線香、飲み物がたくさん

供えてあり、この建物で、「高台に逃げて下さい」と

呼びかけて亡くなった人がいると思うと涙が出てき

そうになった。また、お供え物の近くに「息子を奪

ったこの建物なんか早く壊して欲しい、どうしてこ

の建物を海岸の近くに作ったのか」という遺族の方

が書いた手紙があった。それまで私は個人の視点か

ら地震について考えることがなかったので、この震

災は、数えきれない死者だけでなく、数えきれない

人の悲しみを背負っていることに気付かされた。 

ボランティアで私は、仮設住宅向けの通信作りと

配布、おちゃっこ、保育、草刈り、ボランティアセ

ンターの清掃、小学生の学習支援等、様々なことを

体験させてもらった。中でも心に突き刺さったこと

は、戸倉中にて、おちゃっこをした時のことである。

そこで出会った仮設住宅に住むおばあちゃんは、現

在を「生き地獄」と言っていた。夜中目が覚めると、

前の生活が思い出されて、それから一睡もできない

そうで、「全て津波に持ってかれてしまった」と話し

ていた。「生きててよかった」ではなく、「生き地獄」

と感じている人がいる。こんな人がいるとは想像も

できなかったし、そのように思っている人がいると

いう事実を知って、とても悲しくなった。それなの

におばあちゃんは、私達ボランティアに対して「本

当にありがとう、ご苦労様です」と言ってくれた。

おばあちゃんが「生きててよかった」と言ってもら

えるように現状を変えていきたいと心から強く思っ

た。 

たった 5 日間のボランティア経験は、私にとって

かけがえのないものとなった。自分ができることは

本当にちっぽけなことで、私 1 人がどれだけ貢献で

きたのかはわからない。時には虚しささえ感じるこ

ともあった。しかし、日が経つに連れ、チームとし

ての団結力が高まり、個人では出来ない成果と達成

感を生むことができた。このちっぽけな 1 人 1 人が

集まって、団結し、それが積み重なることで、復興

へと結びついていくのだと体感した。また、海外志

向の強い私が、日本の為に頑張りたいと思うように

なったのは大きな変化だと思う。しかし一方で、一

度行っただけで、満足している自分もいる。南三陸

町が大好きになったのは確かだし、復興の為に何か

したいとは思うもののなかなか行動に結び付けられ

ていない。そんな現在の自分に発破をかけると共に、

今後、継続的に支援に携わっていきたいと思う。 

最後となりましたが、温かく迎えてくれたながし

ず荘をはじめとする現地の方々、私達をサポートし

てくれた栗谷さんと美紅さん、運営に携わった先生

やスタッフの皆さん、4 期のみんな、本当にありが

とうございました。 

夏休み！第４期 
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南三陸支援プロジェクト参加した理由と感想 

4期 大塚悠（経・3年） 

 

「夏休み 南三陸支援プロジェクト」と大きく書か

れた白黒のチラシが配られたのが、とある大教室での

授業前の時である。南三陸～と、聞いてふと頭に浮か

んだのは、南三陸という言葉をどっかで聞いたことが

あったような…という疑問である。その時はチラシに

興味を持つこともなく、気が付いたらチラシを鞄にし

まっていた。 

その日家に帰ってテレビを点けたら、ニュースがや

っていた。特集されていたのは震災からの被災地の復

興の進行度合いや、震災がもたらした現実といったド

キュメンタリーである。そこでたまたま南三陸町とい

うテロップを見て、南三陸町を、「被災地」として頻繁

に特集されている場所じゃないかと思い出した。テレ

ビで放映されている被災地の現状は、悲惨という言葉

では収まりきらないほど惨かった。しかしそれはあく

までブラウン管越しに感じた心境だった。しばらくす

るとニュースでは被災地への復興支援状況が放映され

ていた。芸能人や海外の著名人が物資を支援したり、

募金を行ったり、なかには被災地に直接足を運んで地

域の人とともに復興を呼びかけている活動も見られた。

そういった姿を見て、「あのチラシをもう一回見てみよ

うかな」という好奇心に駆られた。 

そしてチラシを見てテレビ越しではなく、実際に被

災地へ足を運んで、人々の生の声を聞き、絶望の淵に

立たされている状況の中、どのように生きているのか

をこの目で確かめたかったと同時に、なんでもいいか

ら何か自分に出来ることはないかと思い、個人で参加

を申し込んだ。人間ひとりで出来ることなんて本当に

限られているだろうけど、今回は自分と同じ慶應生が

何十人も参加する大規模なプロジェクトだし、同じ世

代の人がこうした状況にどんな考えや持論を抱いて参

加しているのかという興味もあった。あまり公言でき

ないが、内心今回のプロジェクトには全員、被災地へ

しかもボランティアとして参加するのだから、きっと

いい人達に違いない、本当に素晴らしい仲間に出会え

るのではないかという期待もあった。そういった様々

な感情が自分の中で飛び交いながら応募に至った。 

そしてプロジェクトへの参加が決まり、事前勉強会

に足を運んで一緒にボランティアをする人達と話し合

った時に、先の期待が確信に変わった。この人達とこ

れから一緒に経験することは自分の人生にとって大き

な糧となるに違いない。それほど素晴らしい仲間達に

出会えたことが、南三陸支援プロジェクトの始まりだ

った。 

ボランティア活動の初日、南三陸町へバスで移動し

ていく途中で、被災地の領域に入り、窓から見た景色

は想像を絶する光景だった。それは、一言で言えば「破

壊」だった。自然の驚異には、人類がどんな手段を以

ってしても敵わないということを、一目で理解させら

れるような悪夢を見させられた気がした。活動後にわ

かったことだが、あの時見た光景は震災の日からかな

り清掃作業が進んでいたらしい。それにも関わらず僕

にとってあの日バスの窓から見た景色は凄惨たるもの

だったことを、今でもハッキリと覚えている。 

私が今回参加した主な活動は、5 日間お世話になっ

たながしず荘のお手伝いである。その中でも特に感慨

深かったのは、救援物資の整理とベランダの手すり作

りである。 

ながしず荘の倉庫には救援物資が沢山あり、その量

は段ボール箱が天井に届く程である。宿の人達も、自

分達では整理しきれないと嘆いていて、ほとんどの段

ボールを開封することなく放置していたという。普通

では考えられない量の物資を整理していて、善意で救

援物資を送るのはいいことだが、ただ送るだけじゃな

くて人々のニーズに合った量だけ送るべきなのではな

いかと思った。 

ベランダの手すり作りは今までやったことがなく、

最初は宿のおじいさんが一人で作っているのをただ傍

観しているだけで、おじいさんは従来あった手すりの

撤去やネジ等の小道具の用意、新しい手すりの取り付

けといった一連の作業を全て一人でこなしていて、私

は感服していた。しかし、ただ見ているだけじゃ、何

の為に来たのかわからないので、私は作業中のおじい

さんの傍ら次に使う小道具を予測して用意し、時間が

経過したら、手すりのネジを締める役割も任されるよ

うになった。最終的に手すりが完成した時は、今まで

にない達成感を感じ、かいた汗もとても心地よく思え

たと同時に、おじいさんの背中の大きさに脱帽した。 
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南三陸プロジェクトを終えて 

4期 大和田真生（商・2年） 

 

2011 年 3 月 11 日、空前絶後の大震災が日本を襲っ

た。その時僕は矢上キャンパスにいた。ボロディンの

ピアノ五重奏曲を演奏している最中だったが、鈍感な

僕でもすぐに揺れに気が付いた。まるでタイタニック

のようだなと思いながら演奏し続けた。同じ日本の小

さな村で起きている惨事など、予想だにしなかった。 

日本の悲惨な様子を知ったのは、翌日だった。テレ

ビで、ひっきりなしに津波の映像が流れていた。非常

に驚き唖然としたが、何故か涙は出なかった。2 週間

ほど経ち、親を亡くした女の子が「ママー、ママー」

と泣き叫んでいる映像を見た。居た堪れない気持ちに

なったのを覚えている。少しでも力になりたいと思っ

た。 

このプロジェクトに参加した理由は言うまでもない。

そういう思いがあったにもかかわらず、主体性に欠け

た生活を送っていたからである。日吉キャンパスでた

またまポスターを見つけ、このチャンスを逃すまいと

必死になり、主体的に動いた。ボランティア経験がな

かったので、はじめは町について、そして震災につい

て何も知らない自分が、本当に人の役に立てるのか本

当に不安だった。しかし、各ワークショップやシンポ

ジウムを重ねるごとに、不安は好奇心に変わっていっ

た。 

南三陸町に初めて着いた時のことは、2 か月経った

今でも鮮明に覚えている。窓から見た光景は、想像を

絶するものだった。よく「南三陸どうだった？」と尋

ねてくる人がいるが、そんな風に一言で語れるような

ものではなかった。視覚だけでなく、においや音など

からも情報を得ようと思った。五官をフル活用して南

三陸町を感じ取ろうと努めた。そこには、テレビから

では伝わらない、リアルな空気が流れていた。現地に

来て、肌で感じてみなければ分からないことがたくさ

んあったように思う。 

今回のボランティアで行った仕事は、ながしず荘の

お手伝い、おちゃっこ、草刈り、保育、学習支援等、

様々であった。その中でも一番心に残っている仕事は

学習支援である。学習支援とは、仮設住宅に住んでい

る子供たちに勉強を教えるという仕事である。僕は、

バイトで塾講師をやっていることに加え、子供が大好

きであるが故、適材適所であったと思う。 

僕は、今回の震災で一番可哀想なのは子供だと考え

ている。まだ精神的にも幼い子供たちは、自分なんか

よりも比べ物にならないくらい辛く、厳しい境遇にあ

る。このボランティアに参加して何としてでも子供た

ちを元気づけようと思っていた。しかし、実際には僕

の方が元気づけられてしまった。子供たちはそういう

一面を見せず、常に元気な姿でいる。ただ、つい半年

前には想像を絶するような恐ろしい体験をしているの

だということは忘れてはいけないと思う。ある日、学

習支援をしている時、幼稚園生の子が絵を描いていた。

何を描いているのか聞いてみると、震災時の光景を描

いているのだと彼は言う。そこには人が死んでいく様

子が描かれていた。平然としているのかと思えば、や

はりそういうわけでもない。皆、何かしらの傷を抱え

ているのだ。その時、子供たちには長期的なケアが必

要なのだと強く感じた。 

このボランティアを終えて、やりがいや満足感だけ

を感じるのが一番良くないことだと思う。たしかに現

地に行けば、やらなければならないことはたくさんあ

る。それ故、必然的に自分は必要とされるだろう。だ

が、本当に必要なのは、この先 10 年 20 年と、見捨て

ずに一緒になって考えていくことだと僕は考えている。 

南三陸プロジェクト終了後に、僕はいくつかのボラ

ンティアに参加した。南三陸の商品を販売するボラン

ティアである。今後もわずかながらではあるが、自分

の可能な範囲で長期的な支援に携われたらと思う。 

最後に、この南三陸プロジェクトは、本当に多くの

方の支えがあって実現した企画だと思う。企画をして

下さった先生方、運営をして下さった学生、そして何

よりながしず荘をはじめとする南三陸の方々、本当に

ありがとうございました。 
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南三陸町での活動を終えて 

4・5期 梶川洋祐（経・2年） 

3.11 の震災が起こって以降、誰もがなにかをしたい

と思ったでしょう。 

当初は、ただ被災地に行きただボランティア活動を

するという意識でいましたが、南三陸町の自然やたく

さんの人々と触れ合うことができました。一般のボラ

ンティアとして現地で活動するだけではそういったこ

とは感じられなかったと思います。慶應の学生が一ヵ

月に継続的に現地に赴いたからこそ、現地の方々も

我々を受け入れやすくなっただろうし僕らも活動の幅

を広げられたのでしょう。 

また、自然の恐ろしい破壊力を目の当たりにするこ

ともできましたし、それと同時に自然の豊かさや美し

さを感じることもできました。津波の被害があった場

所とない場所の境目は、こうも簡単についてしまうも

のだなと感じました。一見無事なながしず荘を出ると

一面津波で流された平地が広がっており、自然の惨さ

を体感しました。 

神割崎の仮設住宅に夕涼みに行った時の話です。仮

設住宅に到着し、ベンチを設置して夕涼みの準備をし

ていると続々と住民のみなさんが集まってきました。

夕涼みを始めるとみなさんとても朗らかな表情をして

おり、ここが被災地であることをつい忘れてしまいそ

うでした。神割崎の仮設住宅は他の地区に比べてご近

所付き合いがうまくできているように思います。夕涼

みの会場はたくさんの笑顔に溢れ、歌を歌い始める方

もいました。歌詞が現地の言葉で意味はよくわからな

かったのですが、とても愉快な曲でした。震災前には

こういった光景が南三陸町のあちらこちらで見られた

のではないでしょうか。ほんの一瞬でもその場にいる

ことで現地に馴染めたような気がしました。ベンチを

作成している間は現地の方が実際に座ってお喋りして

いる光景をあまり想像できなかったのですが、実際に

おばあちゃんたちの笑顔を目の当たりにして自分の働

きは少しだけでも現地の復興に繋がっているんだなと

実感できました。 

南三陸町から横浜に帰ってくると平然と建ちならぶ

家や、きれいに舗装された道路に違和感がありました。

しかし、横浜での生活を続けているとそういった感情

も徐々に薄れていってしまいます。メディアでも東北

の様子はあまり報道されていない気がします。報道さ

れたとしても『～再開』などの前向きな報道です。も

しかしたら震災に関心のない人間はもう東北は復興し

ているなどと考えているかもしれません。もちろんそ

ういった前向きな報道も大切ですが、被災地ではまだ

まだたくさんの人が苦しんでいます。現地に赴き人々

と触れ合った我々は、被災地の現状を伝えていく義務

があると思います。学生にできることは限られていま

すが、学生にしかできないことがたくさんあるのも事

実です。ぜひとも一人でも多くの学生に日本のことを

考えていただきたいです。今回はたまたま東北で震災

があっただけで、僕らが生きていく将来、関東で大き

な地震が起こってもおかしくありません。関東で地震

が起こった時、この夏の活動で経験したことは必ず活

かせると思います。これからを一緒に生きていく同世

代の学生に今の日本の状態をしっかり考えてもらいた

い、それが今の僕の気持ちです。 

現地で活動しているときに僕はこう思いました。と

くに専門的な技術のない慶應の学生が作業をするよ

り、職人さんを呼んだほうが作業の効率も上がるし草

刈りの作業などはどんどん進むのではないかと。しか

し、ながしず荘の方々は我々の慶應の学生を 200 人以

上、約 1 ヵ月にわたり受け入れてくださいました。被

災地のニーズ、そして我々のニーズをよく照らし合わ

せて、これからも復興に向けた活動を広めていきたい

と思います。日本がたくさんの笑顔であふれますよう

に。 
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まずは行動を起こすこと 

4期 木庭 一憲（経・2年） 

 

東日本大震災の被害を受けた東北地方を幾度となく

テレビで見て、何か小さなことでもできることはない

だろうかと考えると同時にこの歴史的な出来事を自分

の目で確かめなくてはならないという思いを私はかね

てから持っており、そんなときにこのプロジェクトの

ポスターを見かけ、参加するに至った。ボランティア

というものを１度も経験したことがなく、また「ボラ

ンティア」なんて簡単に言うけれど実際に何ができる

のか、現地の人の役に立つのか、そもそもボランティ

アなんて必要なのか（特に短期の場合）など、ボラン

ティアに対してあまり肯定的な立場ではなかった私で

あったが、３回のワークショップを通して「ボランテ

ィア」について考える機会をいただき、また「自分の

ためにボランティアに行く」というお話を聞いて、目

的意識もはっきりとし、少し気が楽になって南三陸に

出発することができたのではないかと思う。 

実際に南三陸に行き、津波の被害にあった場所を見

て、歩き、一番に感じたことは報道されていることは

現実のたった一部であるし、ときにはそれが歪曲され

ているということである。それを本当に実感した。震

災から半年以上が経過した今、どれほどの人が震災の

こと、未だに復興の進まない東北地方のことを日々気

に留めているだろうか。震災当時には計画停電や物資

の品薄などで大騒ぎした東京も、すっかり震災のこと

を忘れてしまったかのように思える。大きく取り上げ

られた海外のニュースでも現在では原発も含めて全く

取り上げられることはなく、今の日本がどのような状

況にあるのかわからないといった話も外国の方から耳

にした。現実には戸倉地区では半年が経過したとは思

えないほど未だに多くの車や家の残骸が残されており、

やっといくつかの商店が再開し始めたという状態であ

った。自分の目で見ることの重要さを痛感した経験と

なり、学ぶべきことは無限に広がっていることを感じ

る経験となった。 

また、短い期間ではあったが共に活動をした４期の

メンバーや先生方との出会いは私にとって非常に刺激

的となった。見ず知らずの２０人はこれまで出会った

ことのないような様々な背景を持った人ばかりで、そ

の仲間たちと共に時には真面目な話を、時には他愛も

ない話をしながら、テレビもパソコンもほとんど使わ

ない５泊６日を過ごしたことで、多くの考えを知る機

会になり、ここでもまた私はまだまだ勉強が足りない

ことを感じることができた。４期のメンバーとはその

後も Facebook のグループで連絡を取り合ったり、再

び集まって後日勉強会をしたりと非常によい関係が続

き、今でも多くの影響を受けている。 

当初は短期のボランティアなんて行く意味があるの

だろうかと考えていた私であったが、今回の活動を通

してその考えは大きく変わった。特に檜の間伐材を使

用して仮設住宅に設置するためにベンチを製作した際

には、普段慣れない作業であることから時間もかかり

出来映えも完璧とは言えないものであったが、抽選順

に入る仮設住宅では周囲の住民とのコミュニケーショ

ンが不足しておりその構築に役に立つと非常に喜んで

いただいた。少しは役に立つことができたかなと実感

することができた経験となった。後日仮設住宅に住ま

れている方達が実際にベンチに座り笑顔でお話をされ

ている姿を垣間見たときには言いようのない喜びがこ

み上げた。今回のプロジェクトでは事前学習としてボ

ランティアに行く心構えやコミュニケーションの取り

方を学んでおり、そのような最低限の準備は必要であ

るが、短期のボランティアであっても役に立たないな

どというようなことはなく、まずは行動してみること

が重要であるのだ。 

この活動以降、私は常に南三陸での写真を持ち歩き、

機会があれば私の経験を話すことで少しでもニュース

とは異なる現実、そしてボランティアとはどのような

ものなのかを広めるように努めている。一日も早い復

興のために私にできることは少ないが、その１つはこ

の経験を忘れないこと、そして多くの人がこの震災の

ことを忘れないように私の経験を伝えていくことだと

思う。 
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私と南三陸との距離 

4期 笹本理乃（商・2年） 

 

南三陸に行ってから約 2 か月。私の中で南三陸はま

たリアルなものではなくなってしまった。あの時感じ

たことも、思ったことも、遠くにある感覚である。も

ちろん、南三陸のことを忘れたわけではないし、南三

陸は自分に大きな影響を与えてくれた。自分の中で消

化不良になるくらい、沢山のことを感じたり、経験し

たりした。南三陸に行ったことで自分は変わったと思

う。行く前よりも断然震災について考えるようになっ

た。でも、2 か月たった今、だんだん遠くのことにな

ってきている気がしてならない。 

「朝、日吉に戻ってきて、日常も戻ってきて。わた

しはまた『南三陸町の戸倉地区』に行きたい。多くの

人との関わりを持つ中でこの『つながり』を残してい

きたいと強く思った。ああ、あのおじいちゃんにろく

に挨拶しないで帰ってきちゃった。それが凄く心残り。

戸倉で関わった皆様、本当にありがとうございました。

そして、4 期のメンバーが本当に良かった。みんなあ

りがとう。この経験を忘れないうちに何かに書き留め

ておかなきゃなあ。」 

南三陸から帰ってきた 8月 10日の自分のツイート。

あの時はすごく近く感じた。この感想文を書くことか

ら、感じたことを振り返り、少しでも南三陸を自分と

近いものにしていけたらと思う。 

 

私が、南三陸プロジェクトに応募した一番の理由は、

この目でいま（応募の時点からすると、震災から 5 か

月経った）の南三陸を見てみたかったから。一回目の

事前ワークショップに参加するまで、これが応募の一

番の理由でいいのだろうかと思っていた。 

事前ワークショップで、ボランティアとしてできる

ことについてお話があった。「ボランティアは自分が安

定してこそ。相手の為より“自分が楽しいからやる、

自分が満たされるためにやる”というようでないと、

影響を大きく受けてしまい、場合によっては、自身の

存在が脅かされるほどの不安に駆られる場合もある。」

この話を聞いて、この理由でも大丈夫そうとちょっぴ

り安心した。そして、第 4 期のエントリーに踏み切っ

たことを今でも覚えている。 

事前ワークショップは、非常にためになった。予備

知識を付けて行くのと行かないのでは大きく違う。私

は戸倉で、主におちゃっこをしたり、看板を描いたり

することが多かった。事前ワークショップの内容は、

戸倉の方とお話しするとき、とても役に立った。おば

あちゃんとお話したり、時には高校生とお話ししたり。

相手の話に身を任せて、同じ時間を過ごした。予備知

識がなかったら、あたふたしてしまったと思う。 

看板を描くことでもいくつか感じたことがあった。

戸倉の中のある地区の方に依頼されて「大津波水位 

東日本大震災」という看板を描いた。その方は「ここ

まで津波が来たってことを残さないとね」と仰ってい

た。震災から 5 か月、次のステップに進もうとしてい

る人がいた。少しでも力になりたいと思った。その看

板を設置した所は、海からほど近いところだったが、

高台だった。こんなところまで波が来るとは思えない

ところに津波の爪痕があったことが非常に衝撃的だっ

た。事実として胸に刻んだ後、この衝撃を忘れないよ

うに……と写真を撮った。しかし、やはり写真では残

せない部分が多すぎるとも感じた。そこには行かない

と分からないことが沢山あった。 

 

このプロジェクトで多くの方に出会った。戸倉の方

との「つながり」、このプロジェクトの仲間との「つな

がり」を大事にしていきたい。事後勉強会にも、東京

戸倉サミットにも参加することができなかったが、も

うすぐある事後ワークショップには絶対参加しようと

思っている。これからは、感じたことを振り返ること

はもちろんだが、主にそういうところから、自分の中

で南三陸との距離を縮めたい。それがきっと微力なが

ら、南三陸への継続的な支援につながるのではないか

と思う。 

 

最後に、このプロジェクトを立ち上げ・運営して下

さっている先生方、学生スタッフのみなさん、ありが

とうございました。これからも良いつながりかたがで

きますように。どうぞよろしくお願いします。 
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未来への連帯 

4期 須田浄（法・2年） 

 

敗戦により自前の軍隊を持たず、他人に依存するこ

とに味を占めた戦後日本は、長らくうんざりする自由

に包まれていた。現実に対して疑問を抱かない者のみ

が享受することが出来る自由ばかりが溢れていた。こ

の自由は、自立と規範の喪失から起因し、金銭のみで

物の価値を決定する個人主義の蔓延によって支えられ

ていた。 

2011 年 3 月 11 日のあの大震災は、利己的でかつ保

身的な、言うなれば「我欲」に塗りたくられていた日

本人に衝撃を与えた。ちょうど多くの命を奪いながら

も、海の再生のために、津波が海底のヘドロを一掃し

たように。 

実際に被災地に行かずとも、多くの人が被災者のた

めに募金をし、自らの出来る行動を起こし始めた。勿

論個人個人にとっては、金銭的にマイナスの行為であ

る。然し皆が本当の豊かさの一欠片を見出した瞬間で

はなかったろうか。 

日本の新しい連帯感は、偏狭なナショナリズムでは

なく、ローカルな利他主義として開花し始めている。

実際に南三陸町での活動に参加させて戴くことは、そ

の現実を触知的に把握することが出来る素晴らしい機

会だった。そもそも日本が大好きで、実際に貢献した

い気持ちが胸から溢れていた私には、参加しない理由

など端からなかったのだ。 

「はでんや」と呼ばれる地域に山と積まれた瓦礫の

中から使えそうな木材を見つけ出し、鉋をかけてベン

チを作る。この一文で表現出来る活動の中には、実に

多くの感動があった。 

 多くの国や地域からの援助に感謝しながらも、依存

体質に陥ることを嫌い、ローカルな自立性を目指す

「姿勢」がこのベンチが支える「姿勢」である。及川

さんの提案と遠藤健さんのお力添え、そして栗野さん

の指導で進められたベンチ作りは、「姿勢」を正して

行われた「憩いの創造」であった。 

 一つにはベンチを利用してくれる仮設住宅の人々

が感じてくれるであろう一時的な憩いがある。 

 もう一つは、日本に何かしら貢献している、という

社会参加の充実感、を私達が感じることで内面に生じ

る憩いである。 

 人々が新しい日本、豊かで持続可能な社会を作るに

あたって大切なことは連帯である。そして連帯に必要

なものこそ、活動を支える「憩い」ではないだろうか。 

 パソコンを主体とする都市生活に慣れきった怠惰

な肉体には、連日の作業は厳しいものであり、日焼け

と筋肉痛によって身体的には疲弊した。然し、精神的

には随分安らぎ、憩いを感じ、更なる日本復興への活

動のバネを体内に貯めているような心持ちがした。 

 前出の現地に根ざしたローカルの英雄達とのコミ

ュニケーションは勿論、ボランティア同士の結びつき

も新しい活動への新鮮な喜びとなった。特に、木工班

でまさに協業を実践した、木庭君や横幕君とは、精神

レベルでのベンチも共に作ることが出来たのかもし

れない。 

   ＊   ＊   ＊   ＊   ＊ 

 往々にして善意の押し付けや、受給のアンバランス

が発生してしまいがちなボランティア活動に於いて、

親族の命や財産を失った人と付き合うこと（或いは単

に語ること）は当然難しい。然し、日本を思う気持ち

を持ち、自分の出来ることを一所懸命に行うことで、

驚くほど素敵で楽しい関係を築くことは可能なのだ。

この小さな成功は、日本全体が一丸となって世界の荒

波を超えていくための希望の濫觴ではないだろうか。 

 はきはきと挨拶をし、働き、皆と美味しくご飯をい

ただく。この当たり前で且つ理想的な労働を経ること

で、私は少し変化した。盆に親戚と会った時には、開

口一番「頼もしくなった」と言われた。仮設住宅でお

ばあさん達に拝みながら「ありがとう」と言っていた

だいた、その言霊が私の周りに漂っているのかもしれ

ない。 

 自分の得意な分野で尽力することで、他人に喜んで

もらい、その結果自尊心を得ること。先人の尋常では

ない努力に感謝し、後世の日本人が生きる社会に責任

を持つこと。惻隠の情に単を発するさりげない行動が、

感謝と責任を歓呼し、変化をもたらしたのだ。 

 ボランティア活動は所詮猫の手に過ぎない。医療ボ

ランティアや建築ボランティアと異なり、若者はただ

の雑用にしか成り得ない。然し、私達の目の輝きが専

門性を凌駕する場合もある。そしてその純真さと利他 

精神を保持したまま、それぞれの専門性を高め、レジ

ャーとしての一時的なボランティアではなく、人生そ

のもの、生き方の問題として人のため、公のために生

きたいと思う。 

 こんな歯の浮くような、然し本質的で大切なことを

真顔で言っても良いのだ。そして言うべきなのだ。 

 ボランティアは一過性の体験だが、それを後の人生

に生かすことすら可能にさせる、そんな魅力に満ちて

いた活動であったことは疑いがない。 

 多くの皆さんに感謝しながらも、将来に対して責任

を持ちたい。時には、「ベンチ」で憩いながら。 
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南三陸ボランティアについての感想 

4期 須藤正隆（商・1年） 

 

今回、自分が初めて参加したボランティアであるこ

の南三陸ボランティアは思っていた以上に自分を見つ

め直す良い経験となりました。日数としては 5 日間と

いう短い期間でしたが、その 5 日間で得たものは、自

分にとって貴重な財産となりました。 

中でも、1 番印象的であったのは、自分の軽率な発

言についてでした。僕は思ったことをつい言葉にして

しまうタイプであったので、相手にそれがどのような

結果を招くのかということを今まではっきりとは認識

していませんでした。今回のボランティアを経て、自

分がいかに未熟であったかを改めて、実感させてくれ

たことに本当に感謝していますし、この経験を次のボ

ランティアあるいは、この先自分の身に起きるであろ

うことに活かしたいと思いました。20 歳になったばか

りの僕にとって、このようなことを経験でき、また自

分を見つめなおす機会を与えてくれたこのボランティ

アは、宝物のようなことです。 

自分の反省ばかりを書いてしまいそうなので、ここ

からは自分や他のボランティアに参加した皆さんの仕

事について書こうと思います。まず、草刈りという一

見、簡単そうにみえるこの仕事も実際やってみると、

本当につらい・・・。腰や足、腕にも負担がかかると

いう肉体的疲労に加えて、8 月の暑さのせいで思うよ

うに体がうごかず、精神的にも参ってしまいました。

あの仕事を震災直後の春先から行っていたボランティ

アの方々は、本当にすごいなと思いました。この草刈

りで思い出したのですが、大学からの募集でなく、自

発的に参加していた高校生や大学生がいたのには、素

直に驚きました。もし、自分が同じ立場であったなら

ば、少なくとも、TV で震災の情報を見るだけで終わ

っていただろうし、「ボランティアに参加」しようとす

る意思さえもっていなかったはずだと思います。自分

もこんな風に知らないことへ興味をもち、自発的に行

動をするように出来ればと実感しました。もう 1 つ僕

が、参加したのは教育支援ボランティアでした。先ほ

どにも書きましたが、ここでの僕の行動は軽率なこと

ばかりで、今思えば、本当に反省点ばかりです・・・。

仕事内容は、その名の通り、現地の子供たちの教育を

支援するということでした。しかし、実際これをする

のは、難しいの一言でした。相手は幼稚園の子から中

学生までと幅が広がっており、自分のレベルで物事を

説明しようとしても、相手がそれを知らないことが

多々あり、説明するのに本当に苦労しました。特に、

幼稚園の子たちは年頃から考えてもわかるように、す

ぐ遊んでしまうようで、自分 1 人で 3 人を相手にした

ときは、3 人それぞれの課題を見てまわることが出来

ず、子供につられてしまうということがありました。

何かを人に教えるということをバイトでしたことがな

かった僕にとっては、この教育支援プロジェクトは難

しい仕事でもありましたし、自分に無いものを気付か

せてくれたものでもありました。 

被災した場所ということもあって、現地の様子は数

ヶ月がすぎた当時でさえも、ひどい光景であったし、

バスから見たあの瞬間は今でもはっきりと覚えていま

す。草刈りをしていても、自分が手をきってしまうほ

ど、ガラスの破片や瓦礫の山がたくさんあり、TV で

見るだけではわからないこと（僕の言葉では書ききれ

ないほどのこと）を直接、この目で見ることができま

した。 

そして、忘れてはならないのが、「ながしず荘」の方々

です。10 期にもわたる約 200 人ものボランティアに

参加した僕たちに優しく接してくれ、そして、3/11 の

出来事を直接、話してくれたことには感謝の思いでい

っぱいです。ボランティアということもあり、テント

などで生活すると思っていた僕には、暖かいお風呂が

あり、寝る場所もちゃんとあった空間が贅沢すぎるほ

どのものでした。そこで食べた料理も今、思えば、贅

沢すぎるものであったと思います。怒られるかもしれ

ませんが、正直にいってしまえば極普通の料理のとき

もあったけれど、見た目からはわからない人情という

ものが料理にこめられており、その料理のもつ味以上

においしく感じられました。あの味は一生忘れられま

せん。この場をお借りして、改めてこのボランティア

に携わった方々、全員に感謝を言いたいと思います。

本当にありがとうございました。これからもこの経験

を活かせるよう自分も精進していきたいと思います。 
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地道に続ける情報発信の大切さ 

4期 武山翔泰（理・3年） 

 

3 月 11 日私は 1 人自宅にいた。春休みで家にいた

私は変わらない一日を過ごしていた。そんなときに

忘れもしない、あの大きく、そして長い横揺れを感

じて飛び起きた。我が家では物こそ落ちなかったが、

驚いた犬が騒々しく吠え続けていた。そんな中まず

家族の安否確認と情報収集に取り掛かったのを覚え

ている。結局私の家族は全員無事連絡が取れた。母

を迎えに行く車の中、一向に進まない渋滞の中でツ

イッターやテレビから次々に伝わってくる東北の情

報。それによってようやく「とてつもないことが起

こったようだ」という認識がやっと芽生えてきた。 

私には東北出身の友人はそれ程多くはない。まし

てや東北に住んでいる親類はいない。そんな私が被

災地ボランティアをしようと思ったのはインドで参

加したボランティアの影響が強い。そこで知り合っ

た人々、一緒に行った友人。彼らは着々と Facebook

上で連絡を取り合い、被災地に乗り込んで行く準備

を始めていた。そこで初めて、被災者の方々のため、

日本人である私に何かできることはないかと考え始

めた。 

少しそれまでの自分について話をしたい。インド

に行くまでの私はボランティアに正直あまり関心を

持っていなかった。結局のところ自己満足だと考え

ていたし、参加したい人が参加すればいいものと思

っていた。しかし、コルカタでの暇を持て余した私

が、友人に誘われるままに参加した実際のボランテ

ィアは全く違うものだった。まさに『情けは人のた

めならず』なのだ。どんな状況にあろうとそこで触

れ合った相手はすぐに身近な存在になった。その人

と一緒にいて他愛ない会話をすることで、できたつ

ながりは相手だけでなく自分をも幸せにするという

ことを理解した。そのことに気付いた私は今までの

自分が恥ずかしくなり、今までの時間をとても後悔

したのを覚えている。 

そうして漠然と自分は夏休みに被災地に行こうと

考え始めた。先に現地で活動している友人を頼って

わが身ひとつで乗り込もう。そう考えていた。そん

な折に日吉の掲示板で見つけた WS に興味本位で参

加した。そこで様々な人々と話をして知った。「1 人

で行くのも悪くはない。ただ様々な背景を持つ仲間

と行くのはもっといい」と。この『南三陸支援プロ

ジェクト』に応募した理由はこれだ。 

私に現地で割り振られた仕事。それは私たちがお

世話になる宿、ながしず荘のお手伝いだった。言わ

れたことはなんでもやった。仕事がなくなったらす

ぐに次はと聞きに行った。私たちには 4 日しかない。

できるだけのことをやらねば。そう気張っていたの

だ。しかし、すぐにそれは違うと気付いた。私たち

だけでは結局何もできないのだ。おかみさんに指示

されないと何をすべきかわからない。補修の手伝い

にしてもご主人の傍らで道具を差し出すことしかで

きない。同行する外国人の先生と英語で会話するこ

とはできても、ドライバーすら握ったことのない都

会っ子。そんな私たちはご主人にとって結局のとこ

ろよくわからない慶應のお坊っちゃんたちだった。

それに気付いてからはとにかく必死にご主人の仕事

を見て覚えた。同時に他愛無い話をたくさんして私

たちを知ってもらった。 

そうして過ごした 2 日間。ながしず荘の補修、流

されてしまったお墓の修繕、支援物資の整理、娘さ

んたちのお守り。様々な手伝いをした。仕事も大分

覚えて簡単な作業を任せてもらえるようにもなった。

息子さんから長清水の集落を襲った津波、地震以前

の長清水の暮らしなどいろいろな話を聞かせてもら

った。残り 2 日ながしず荘のお手伝いを離れて、私

たちは草刈りに参加する。そんな私たちにおかみさ

んがかけてくれた一言。「今日あんたたちがいなくて、

おじいちゃん寂しそうだったよ！」それが最高に一

番嬉しかった。「あー、私たちはしっかり役に立てて

いたんだな」そう実感するとやはり嬉しくてたまら

なかった。 

私たちが南三陸ボランティアに参加して被災者の

方たちのためにできたこと。それは本当に小さなこ

とだ。それよりは私たちがその経験によって知り得

たこと。そちらの方が断然に大きい。学生という本

業がある私たちにできることはこの知り得た情報を

できるだけ発信していくことだと思う。別にこれは

小さなことでも構わない。友人に話すなり、ツイッ

ターで地道につぶやくなり、そんなことで構わない。

現状をできるだけ多くの人に正確に知ってもらうこ

と。どれだけ大変なことが起こって、どれだけ現地

の方々が頑張っているのかを知ってもらうことが重

要であると私は考えている。そのことをこれからも

地道に継続して行っていこうと考えている。 

最後に、このような有意義な機会を与えてくださ

った慶應義塾の諸先生方、職員の方々、学生スタッ

フの皆様、4 期の仲間、そして南三陸の皆様に心か

ら深くお礼申し上げます。 
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ひとつの気付き 

 

 

 

4期 恒川英里（文・4年） 

2011 年 3 月 11 日。私はゼミ合宿のため、西東京に

位置する奥多摩にいた。滞在していた民宿は、地盤の

固いところに建っていたので、揺れはそこまで大きく

は感じなかった。一日中会議をしており、テレビを観

る時間も、インターネットを通してニュースを目にす

る時間もなかったため、その時は東北の惨状を想像も

していなかった。余震が少し長く続くな、と思うだけ

だった。 

夜通しの会議を終え、くたくたになりながら朝方テ

レビを観たとき、まさに目を疑った。津波の猛威、続

く余震、鳴り響く緊急地震速報、福島第一原子力発電

所での事故、危機迫る放射能汚染…。想像以上のこと

が起きていた。日本を揺るがす大惨事が起きているに

も関わらず、情報から取り残された場所にいる自分を

悔しく思った。今起きている事実を知らないでいるの

は、私にとって恐怖だった。 

東京に帰ってすぐに、名古屋に住む両親から連絡が

あった。自分たちよりも東にいる私を心配して、すぐ

に名古屋へ帰って来いということだった。私は反発し

た。ただでさえ情報から遠いところにいたのに、これ

以上西へ行くことはできない。せめて、距離だけでも

近くにいたかった。 

この歴史的な出来事を自分の目で見たい。現地に訪

れ、現地の人と触れ合わなければ、知らないままであ

ることがたくさんあると思った。私が現地でのボラン

ティアを志願するまでに、時間は必要なかった。 

ただ、短期の学生ボランティアができることなどな

いと思っていた。ましてや、きれいな恰好のまま、き

れいなバスに乗り、一週間足らずで学生が入れ代わり

立ち代わり訪れるなんて、現地の人にとって失礼なこ

となのではないかと悩んだ。無知な私たちが現地に行

くことで、むしろ迷惑をかけることになるのではない

かと思ったこともあった。しかし、現地でできること

を見つけて、それをただがむしゃらに取り組むことは

できると思った。できないなりに、ただ純粋に、がむ

しゃらに。 

南三陸町での活動を今振り返ると、何もできなかっ

たというのが素直な感想である。困っている誰かを劇

的に救ったわけでもないし、被災地の状況を一変させ

たわけでもない。ただ、現地での「気付き」がただひ

とつの財産だったように思う。 

私は、被災された南三陸町の方々に、あるひとつの

ことを問い続けた。「被災していない私たちにできるこ

とはどんなことか」という問いだ。それに対して、そ

れぞれが時間をかけて答えてくださった。その中でも、

ほとんどの方たちが口を揃えてこうおっしゃった。「私

たちのことを忘れないで欲しい」と。 

震災直後、日本全国そして世界各地の人々が義援金

や物資など多くの支援の手を差し伸べてくれた。救援

物資には助けられたし、義援金もこれから活用されて

いくだろう。しかし、これからは長期的な支援をして

欲しい。それは、物でも金でもない、精神的な支援だ。

時間が経つにつれて、この震災の記憶は薄れてしまう。

それでも、被災した私たちのことを忘れないで欲しい

のです―。 

それを何度も繰り返し聞くにつれて、私はあるひと

つの答えにたどり着いた。今、南三陸で何もできない

と悩む必要は一切ない。東京に帰って、そしてその先

に待つ社会人としての生活の中で、被災地への長期的

かつ精神的な支援をいかにしていくかが私の課題だと

確信したのである。来年の春から私は放送局の一員と

なる。放送を通して、被災地の現状や被災者の姿、復

興への課題などを伝えることで、何かしらの手助けは

できるかもしれない。長い時間をかけて、放送を通し

て支援に寄り添いたい。それが私の「気付き」だった。 

私の地元である名古屋は、以前から大地震がいつ起

きてもおかしくないと言われている。その土地で放送

人として働くとはどういうことなのか、南三陸に訪れ

てからそれを深く考えている。愛する地元が震災に見

舞われたとき、放送人としてできることはきっとある

はずだ。それを探し求め、達成するためのきっかけが

南三陸町での日々だったのだと思う。 

放送メディアの存在意義は「災害」と「選挙」にお

いてあらわれると言われている。近頃は既存メディア

に対する批判も多く、それらの状況ですら存在意義を

発揮できていないという声もある。しかし、私は放送

の力を信じたい。真摯に放送に取り組むことで、取り

戻せるものはあるはずだ。「放送人としてできることは

何なのか」と問い続けながら、私なりに、ただ純粋に、

がむしゃらに。 

この場をお借りして、南三陸支援プロジェクトを通

してお世話になりました皆様にお礼を申し上げます。

先生方、みくさん、スタッフの皆さん、ワークショッ

プの講師の方々、同期のみんな、そして南三陸町の皆

さん、本当にありがとうございました。 
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現地へ行くことの大切さ 

4期 沼田美南（文・2年） 

 

 3 月 11 日 14 時 46 分、私は母の運転する車に乗って

いた。突然大きな揺れを感じたので、自宅の近くにいた

私たちはすぐに引き返すことに。嫌な予感がして、車内

のワンセグテレビをつけてみると、東北で震度 7。余震

や津波の注意の呼びかけや各地の状況を絶え間なく報道

し続けていた。Twitter も地震の話題で持ち切り。しば

らくして津波が東北を襲ったという情報を知る。津波と

言っても、堤防だってあるしたいしたことないだろうと

思っていたが、実際は全く違った。津波は街の全てを飲

み込み、多くの人々を巻き込んで押し寄せていた。 

 翌日テレビをつけると、津波が家々に押し寄せる映像、

建物の上に辛うじて避難した人の様子など信じられない

ような光景が映し出されていた。定期的に発表される死

亡者・行方不明者の数はどんどん増え、とても恐ろしく

なった。津波が引いた後の街の様子が映し出されると、

唖然とした。何も残っていない。街があったとはとても

思えない。ニュースを見れば見るほどこれから日本はど

うなるのかと不安が募った。 

 私は今までボランティアというものに参加したことが

なかったが、今回はすぐに東北へボランティアに行きた

いと思った。被災地に行く不安は大きかったが、多大な

被害の様子を知っても何もできない自分が嫌だったし、

東北の方たちの助けになりたいという気持ちもあったが、

実際に被災地の様子を自分の目で見たいという思いが強

かった。時間が経つにつれ世の中も前向きに復興してい

こうという雰囲気になる中で、今回のボラバスのことを

友人を通して知った。自分の大学でこのような企画があ

るというのはとてもありがたいことだと思い、友人と一

緒に参加を決めた。 

 申し込んだのはいいものの、多くの方が亡くなった場

所に行きそこの人々と接すると思うと不安だった。しか

しWSに参加することによって不安は少しずつ和らいで

いった。事前勉強会でも一緒に行く仲間と顔を合わせ、

みんなで頑張ろうという気持ちになった。 

 8 月 5 日。私たちは宮城県南三陸町へと出発した。バ

スが街へ入ると、その悲惨さが分かった。震災からもう

すぐ 5 ヶ月。被害が少なかったところでは地震の記憶が

薄れつつある中、東北では地震の爪痕がくっきりと残っ

ており、壊れた建物、散乱する瓦礫を見ると胸が苦しく

なった。ここには街があったのだと思うと信じられなか

った。 

 到着して二日目、いよいよボランティア活動が始まっ

た。内容は人それぞれで、草むしり、保育、学習支援、

ベンチづくり、お茶っ子などの班にわかれて活動した。

活動をする中で、現地の人々と話をする機会もあった。

思っていたよりずっと明るくて元気で、街が流され、家

も仕事も失ったのに笑顔で話してくださった。頑張って

助け合って生きていこうという気持ちが伝わってきた。

津波から逃れた時の様子を話してくださった方も。崖の

植物に捕まってやっと助かったという貴重なお話だった。

仮設住宅やボランティアセンターには子供もいて、みん

な元気に遊んだり勉強したりしていた。街の様子とは対

照的に人々は明るく前向きだった。南三陸にいた 5 日間、

このような人々の様子に、私はたくさん元気をもらった。

多くを失っても、こんなに笑っていられる強さを人間は

持っているのだと学んだ。それでもやはり、皆それぞれ

悲劇的な体験をし、それが今も現地の方々を苦しめてい

るのは間違いない。ある仮設住宅で、「生き地獄だ」と語

る女性にも出会った。笑顔の裏には、震災の辛い記憶が

あることを忘れてはいけない。 

 このボランティア体験を通して、ある日突然、日常生

活を奪われた地域を見て考えるようになったことは、毎

日を大切にしよう、家族・友人を大切にしよう、自分を

大切にしようということ。津波から逃れ、生き延びた人

と出会い、人の命は尊く大切なのだと実感できた。この

気持ちを忘れないようにこれからの人生を生きていきた

い。 

今も東北地方での復興作業は続いている。まだ瓦礫の

片付けも建物の再建も終わっていない。家をなくし、仕

事をなくし、家族をなくした方が大勢いる。地震は恐ろ

しいものだ、津波は恐ろしいものだということ、そして

東日本大震災で多くの尊い命を失ったことを忘れないた

めにも日本中の方々に是非、被災地に赴き、現状を肌で

感じて頂きたいと願う。 
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タイトル 南三陸町ボランティアを終えて 

4期 升川かおる（文・2年） 

3 月 11 日、私は大阪にいる祖母のお見舞いに行ってい

ました。地震が起きた時刻に、大阪の病院では震度 3 の

地震を観測しました。私はテレビを見るまでよくある小

規模な地震が起こったものと思っていましたが、病院の

ニュースを見て一瞬事実を信じることができず呆然と立

ち尽くしていました。東京に戻る新幹線の中で、窓を眺

めながら私はふと、世界中国は違っても、みんながこの

広い空の下に生きているのだと当たり前のことに気付か

されました。何かできることがあるならば、行くしかな

いと思いました。ボランティアというのは、行かない理

由はあっても行く理由はごく単純なことで、ただそこに

行くべき場所があるからというだけのことなのかもしれ

ません。同じようなことを講演会に行った時におっしゃ

っている方がいました。ボランティアは、普段私たちが

誰かが落としたプリントを拾ってあげることぐらいに単

純で身近で、誰にでもできることなのです。 

とはいってもやはり出発まではセミナーを重ねるごと

に不安が募りました。しかし、不安に思うのは私だけで

はないのだと思い変えていました。現地に行って思った

ことは、どんなにテレビや新聞で見聞きしていても、現

状は行かないと分からないということです。街ごと流さ

れ土台しか残っていない家や、陸地に乗り上げて家の天

井にのしかかる漁船、がれきの山、同じ風景が並ぶ仮設

住宅・・・すべて自分の目で見なければ一体今東北のあ

らゆる地域で何が起きているのかを知ることはできませ

ん。 

私は 1 日目に漁師をされている方の網の修理をお手伝

いに行きました。漁師の息子さんが、「この町はいい町だ。

津波が来なければもっといい町だったんだが。」とおっし

ゃっていた姿を忘れることができません。津波がどれだ

けの被害をもたらし、多くの命を奪い、人々の生活の基

盤を奪い去ったのかを思い知らされました。しかし同時

に、この町の人々は、大きな津波、人の力ではどうにも

できない自然の力で大切なものを奪われようとも、故郷

を愛する心はずっと持ち続けていることも身にしみてわ

かりました。最初、漁師さんが船を早く出したいとおっ

しゃったときは、こんなに大きな被害にあっているのに

なぜまた海に出ようなどと思うのか理解できませんでし

たが、5 泊 6 日のボランティアで現地の人々と触れ合っ

ていくうちにそのわけが少しわかった気がします。福島

県の原子力発電所の事故の影響で、自宅に帰ることすら

きない人たちの苦しみも以前よりは共感できるようにな

りました。 

もうひとつ感じたことは、子供の力です。私は保育の

お手伝いもさせていただいたのですが、子供の無邪気な

笑顔はそれだけで私たちをいやす力を与えてくれます。

仮設住宅地帯も、子供がいるところといないところでは

雰囲気もだいぶ違いました。子供たちも私たちが想像で

きないくらいつらい体験をしたのだと思います。それで

も元気に明るく頑張っている姿が、この町の未来を創っ

ていくと思うと素直に勇気がわいてきました。東京に戻

る前日、保育の子供たちに「明日も会えるよね！」と言

われた時、本当のことが言えなくて「うん！」と答えて

しまいました。ですから絶対にもう一回行ってその子達

の成長と、南三陸町の復興を見届けようと思います。そ

してそのために少しでも協力できることがあれば、やっ

ていきます。一番恐れなければならないのは、この大地

震の記憶が人々の中から薄れていくことです。いつでも

同じ空の下に私たちは生きていくことを忘れないように

していかなければなりません。 

この夏にともにボランティアに参加して出会った素敵

な仲間たちとの出会いにも感謝しています。ありがとう

ございました。 
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日本に足りないもの 

 

 

４期 松崎奈央（理・4年） 

 

私が今回のボランティアバスに参加した一番の目的は、

日本全体で取り組むべき震災という問題に対して、日本

人がどのように行動しているのか、日本には何が足りな

いのか、ということを知ることでした。わずか５日間で

したが、ボランティアでは、そのような視点で物事を見

ることで、感じた事がいくつかありました。その中の主

な３点について以下に記したいと思います。 

 １つ目に感じたのは、日本人の被災地への関心が足り

ないということです。私達が南三陸町へ赴いた時は、震

災から５か月が経とうとしていたのに、支援が行き届い

ていない状況を目の当たりにしました。南三陸町にバス

で入った途端、私の目の前に広がったのは、復興とは程

遠い景色でした。家や車の瓦礫がいたるところに積まれ、

ガードレールや家の柵がグニャリと変形し、船が建物の

上に乗りあげたまま放置されていました。また、修理や

瓦礫撤去に来ている人は、ほとんどいなくて町は静まり

かえっていました。５ヵ月目にして町が悲惨な状況であ

る上に、復興に取り組んでいる人が非常に少ないという

事実に私は衝撃を受けました。東京には人が溢れてい

る・・・東北への道のりは安全である・・・東北へ向か

おうと思えば、容易に向かうことができるのに、そうし

ない人々が多いのが日本の現状である、と気付きました。

震災を他人事と考えず、自ら行動を起こして改善しよう

とする点が日本に欠けているのではないか、と思います。 

 ２つ目に感じたのは、日本のボランティア制度が整っ

ていないということです。なぜそう感じたかというと、

自然の家（ボランティアセンター）で仕事の割り振りが

スムーズにされていなかったからです。南三陸町にボラ

ンティアへ来た人は全員、朝９時に自然の家で、それぞ

れが１日に行う仕事を割り振られるという制度でした。

しかし、ある朝私達が自然の家へ行ったところ、私達は

３０分以上経っても仕事を与えてもらえず、待ちぼうけ

てしまいました。待っている間には、割り振り担当の人

達が「人が多すぎるんだよなぁ」「仕事ねぇよ」「割り振

りの仕事だけで疲れるよ」などと話す声が聞こえてきま

した。被災した状況が残る町を見渡せば、今やるべき仕

事が溢れている事が明確であるにも関わらず、ボランテ

ィアの仕事内容は限定されすぎていて、人手が余ってい

る状況に違和感がありました。労働力を、必要な場所に 

 

適切に配置するという仕組み作りを、もっと考えなけれ

ばならないのではなかと思いました。 

 ３つ目は、被災地支援の方法を良く考えることが必要

であるということを感じました。これは、仮設住宅へ行

き、日本各地から送られてきた支援物資を目にして感じ

ました。不必要な飲食物が賞味期限切れになって捨てら

れていたり、大量のぬいぐるみが段ボールの中に詰めら

れて使われていなかったりと、支援物資は必ずしも有効

活用されていませんでした。また、コーヒーメーカーの

企業が、支援としてドリンク配布をしていましたが、需

要が少なく、ボランティアの人々にも配らざるを得ない

という状況があったりしました。これらのことから、現

地で本当に必要とされている物事を判断して支援するこ

とは実に難しいことであると改めて感じました。 

 

最後に 

 このボランティアの経験から、私が得た貴重なものは

沢山ありました。 

 特に、現地の人々からいただいた温かさは忘れること

が出来ません。日々の生活が大変なときに、私達のよう

な未熟な学生を、笑顔で迎えて下さった“ながしず荘”

のみなさん・・・。体調を崩しても、私達のために早朝

からおにぎりを握って下さったり、「たんとお食べ～！」

と、夕食のおかわりを沢山用意して下さったり、とても

嬉しかったです。 

 また、ボランティア仲間との絆は、かけがえのないも

のとなりました。４期の皆は、周囲の人の仕事を助けた

り、「自分には今、何ができるか？」と考えて積極的に行

動したり、自分の目標を持っていたり、尊敬できる仲間

達でした。また、女子全員で超特急でお風呂に入ったり、

声をひそめて夜中に話をしたり、普通の友達とは作るこ

とができない思い出がいっぱいです。  

お世話になった南三陸町の方々、先生方、４期の皆さ

ん、本当にどうもありがとうございました。 
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「南三陸支援プロジェクト」を通じて 

4期 水野善仁（商・1年） 

 

今回ボランティアとして南三陸町に行ったきっかけ

は「一緒にボランティアに行かない？」と友達に誘わ

れたことでした。当時東京で地震に遭い、いつかボラ

ンティアとして被災地に行きたいと思いつつなかなか

行くことができないでいた私にとって、この「南三陸

支援プロジェクト」はこれ以上ない機会でした。 

結局その友達とは日程が合わず私と友達はそれぞれ

別の期に参加することになったのですが、事前のワー

クショップやシンポジウムに参加し被災の状況を知っ

ていくにつれ「被災地のために活動するというだけで

なく、震災を後世に伝えるためにもこのプロジェクト

に参加したい」と参加への気持ちがより強くなってい

きした。 

しかしそうした強い意気込みで出発した後、実際に

その被害の状況を目の当たりにしたときに感じたあの

衝撃は、おそらく一生忘れることができません。 

このプロジェクトに参加する前は 3 月 11 日の震災

以降毎日のようにニュースを通じて被害の様子を見聞

きするたび「東北が大変なことになっている」ととて

も現実味のあるものとして感じていたのに、実際に南

三陸町へ行き、以前は人が住んでいたであろう基礎だ

けが残っている住宅の跡や、自分の周囲数キロにもわ

たって広がる瓦礫の山を目の前にすると、まるで映画

か何かを見ているような非現実感を覚え、どうしよう

もない目の前の風景に頭が空っぽになってしまったの

を覚えています。震災から 5 カ月後に、しかもよそか

ら来た私でさせこんな状態になったのですから、家族

や友人、ついこの間まで生活していた家や職場を一瞬

で失った地元の方々の心の衝撃の大きさは想像するこ

とができません。 

しかしそんな中でも南三陸町の方々は私たちに対し

てとても明るく、温かく接してくださいました。はじ

めは前の期の人たちからの引き継ぎがうまくいかず戸

惑いや不安な部分もありましたが、心の中に傷を負い

つつもたくましく復興に向けて歩きだしている地元の

方々を見ると、なんだか私たちの方が逆に励まされて

いるような気がして「よし、頑張ろう」という気持ち

になりました。 

私が南三陸町で行った活動は、主に草刈りや物資保

管用のテント張り、学習支援、保育、お世話になった

宿の補修作業、丸太運びなど様々でした。このプロジ

ェクトに参加する前は瓦礫撤去が主な活動なのかと思

っていましたが、ほかにも「お茶っこ」（南三陸町の風

習で「お茶会」に近い）で使う椅子の製作、フリーマ

ーケットの準備・運営などその日のニーズに応じて

色々な仕事があり、私が思っていた以上に数多くの仕

事を私たちは任されました。 

特に山の畑で行った草刈りは大変で、避難生活のた

め放置されていた畑はすでに畑と呼べるような状況で

はなく、半日以上かけて行ったまさに「開墾」とも呼

べるような大掛かりな作業でしたが、作業の前と比べ

ると別の場所に思えるくらいその差は歴然で、それを

見ると疲れもなくなるくらいの充実感と達成感を得る

ことができました。 

学習支援や保育で南三陸町の子供たちと触れ合い、

一緒に勉強をしたり遊んだりできたのもこのプロジェ

クトで得た大切な経験だったと思います。 

このプロジェクトを通じて、私は多くの貴重な経験

を得ることができたと同時に、多くの新しい仲間と出

会い、津波の被害を直接感じ、日本の未来を考え、実

際にボランティアとして活動したことによって、私自

身以前よりもわずかながら人間的にどこか成長できた

ような気がします。 

被災地がまた以前のように、いや以前よりさらに良

い状態へと復興するためには、一時的な支援ではなく

長期にわたった継続的な支援が必要です。今回は 5 日

間というとても短い期間でしたが、いずれまたこうし

た活動に、今度はもっと長い期間参加したいと思いま

した。 

最後になりましたが今回この貴重なプロジェクトを

支えてくださった先生や職員、学生スタッフ、ながし

ず荘の方々を始め、みんなをまとめてくれたリーダー

や、ともに活動したメンバーに、心から感謝したいと

思います。 
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前進 

4期 宮尾俊裕（経・4年） 

 

私がこのプロジェクトに参加した理由は誰もが恐ら

く抱いたであろう気持ち「私にも何か出来ないか」と

いう吐き出し先のない気持ちによります。私は WS や

スタッフとして関わることで、同世代の多くの「経験」

をもつ学生に出会いました。（震災後ずっと現地で活動

してきた学生や学生時代の多くをボランティアに捧げ

てきた学生など）そのため自分は役に立てるのだろう

か、無駄なお金を使ってしまうだけなのではないかと

いう葛藤も経験しました。そのような中で考えた個人

的な感想を以下にまとめます。 

まず、実際に現地に行って表層的な部分だけを感じ

取り、「あれ、意外と片付いているな」と思いました。

これはテレビのニュースなどで最も状況がひどかった

時期を媒体を通じてという形ではあるものの見ている

からです。ただし、現実はやはり未だに復興が進んで

いないというのも事実であり現地の人々の暮らしは厳

しいままであります。このような思いは意外と多くの

人が感じたものなのかなと勝手に思っているのですが、

それはおそらく今が「日々生命が脅かされる」状況か

ら、如何に「もとの生活に戻していけるか」というフ

ェーズに差し掛かっているということであります。こ

れまでメディアを通じてしか関わりがなかった私は前

者を想定していました。 

従って、目下ボランティアを行うということは即ち

もとの生活に戻すお手伝いをするということでありま

す。ここで、またある問いが想起されます。どこまで

がボランティアとして「他者」が入っていけるものな

のでしょうか。私が現地で行ったフリーマーケット（蚤

の市ではなく Free なマーケット）でも食器が家族人

数分揃っていないと受け取らないなど、今現在絶対に

必要としているという訳ではないという事態が多く見

受けられました。勿論人が人を助ける無償の愛は美し

いですが、東北の被災地の自治、復興のプランは現地

の人が決めるべきことであり、こちらが介入すべきで

はありません。敷衍すれば、復興のフェーズとして後

者が復興のプランに当てはまるものであり、我々「他

者がどこまでやるか」の棲み分けをする難しさを今回

痛切に感じました。 

また、「もとに戻す」という言葉は既に様々なメディ

アを通じて既に流布していますが、元通りに高齢化が

進み、介護・医療費に財政が圧迫され、地域経済にと

って重要なセクターである第一産業を継ぐ労働人口の

減少など様々な問題が跋扈する地域へともとに戻して

も前途多難と言えます。抜本的な改革、再生プランが

必要であるとの思いを私は拭いきれずにいます（前途

多難というのは言葉が過ぎるかもしれませんが、誤解

を恐れず敢えて言葉を選んだつもりです。）現地に向か

い、素敵な人柄、生活を送ってきた現地の方々に出会

い、元通りの暮らし、漁業や農業を何の不安もなくし

てもらいたいと思ったのは紛れもない事実ですが、前

途多難な地域に戻すために健やかに暮らす国民の負担

を増加させたくないとも思っています。とりわけ、復

興に向けて成長産業の集積を何らかの形で生み出す必

要性を感じています。しかし先にも述べた通り、復興

のプランは「彼ら」が作るべきであり、偉そうに口を

出せるわけではありません。ただ、現地で鍵を握るこ

とになるのは、これから地元を支えていく若い人材で

あるし、私は彼らを鼓舞することは出来るかもしれな

いし、刺激することは出来るかもしれない。昨今何か

あると政治家の責任にするような風潮が見受けられま

すが、彼らに何かを求めることよりも自分で考え行動

することの大切さを被災地にいる学生、または日本全

国の学生に伝えていきたいと私は考えるようになりま

した。かの J・F・ケネディは“Ask not what your 

country can do for you, ask what you can do for your 

country.”との名言を世に残しましたが、若い世代に

必要なのはそういった自らが主体的に取り組む姿勢で

あるのではないでしょうか。 

 乱雑で抽象的な文章になってしまいましたが、私の

本質的な考えが詰まった文章になったと思います。現

地は皮肉なほど海が綺麗でしたが、その美しさが実は

現地の人達の美しさを反映していると思うに至るの

に時間を要しませんでした。伝統的な美しい生活と、

若者の活気が折衷する魅力的な地域へと「前進」する

ことを信じています。 
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活動を通して 

4期 村上由依子（商・3年） 

 

東北出身者として何かしなければ。それが私の参

加した理由です。 

3月 11日のあの日、私は実家の家族とは連絡が取

れず、被害状況を確認したい一心でテレビに釘付け

でした。翌日、家族の安否が確認されるも、映し出

される津波の映像を見てはただひたすら泣いていま

した。だんだんと被害の全貌が明らかになってくる

につれて、全国からボランティアが集まっていると

いうニュースが報道されるようになりました。続々

と集まってくるボランティアの映像を見て、私も参

加して役に立ちたいという気持ちはあったものの、

その一方でどうせ私が行っても何もできないとも思

い参加できませんでした。その間私にできることと

いえば、わずかばかりの金額を募金し、ひとりでも

多くの方が助かるのを祈るだけでした。行きたい。

けど怖い。そんなもやもやした気持ちを抱えたまま

春学期を過ごしていたとき、この「夏休み！南三陸

支援プロジェクト」の募集を知り、これだと思って

応募しました。 

私が参加した 4期は 8月 5日の早朝に日吉を出発

し、その日の夕方には南三陸町に到着しました。夜

には 3 期の方々との引き継ぎが行われ、次の日から

活動が開始されました。私は主にお茶っこ担当にな

りました。炊き出しの情報や、求人情報などを載せ

た『たこつうしん』を作成しては仮設住宅へ配布を

しました。仮設住宅に配布する際には一軒一軒訪ね

て、直接手渡しをしました。その他には営業を再開

する商店の看板作り、また水戸部地区の記念碑作り

といった活動を行いました。 

幸運なことに私は地元の方とお話しする機会を持

てたので、色々とお話を伺いました。中でも印象的

だったのは記念碑を依頼された水戸部地区の方の言

葉です。 

その記念碑を建てる場所は道路からよく見える山

の斜面で、しかも海からは距離があるので到底こん

なところまで津波は来まいと思うほどの高さでし

た。その方の「3月 11日にここまで水が上がってき

たことを知ってほしいから、残してほしい。」とい

う言葉から、これからのことを考えた前向きさと力

強さを感じました。 

すべての活動を終えてこの南三陸での活動を振

り返ってみると、参加する前では解らなかったこと

がいくつかあります。まず、現地に行くことだけが

ボランティアではないということです。例えば現地

に行かなくてもできる募金や支援物資をするのも

ボランティアだし、そもそもボランティアなのだか

ら無理をせず自分のできることをするということ

も学びました。加えて被災地の商品を買うこと、情

報を発信しより多くの人に興味を持ってもらうこ

となども必要なことだと思いました。最後に一番大

事なことが、単発では効果が薄いということです。

継続的に活動を行うことがより中身のある支援、ひ

いては復興に繋がることを感じました。この活動で

終わることなく、これからも個人単位でも集団単位

でも活動を継続していきたいと思います。そして復

興が進んだときには、また南三陸の様子を見に行き

たいです。 
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南三陸町を訪れて 

第四期 横幕正典（商・4年） 

 

今回、南三陸支援プロジェクトに参加しようと決断

した一番の理由は、今動かなければ一生後悔すると考

えたからです。困っている方々の力になりたいという

想いはもちろんですが、被災地の惨状を自分の目で直

接確かめ、自分に今、そして将来何が出来るのかを見

つけたいと思い参加させて頂きました。就職氷河期と

叫ばれる昨今において、私は幸せなことに来春から社

会人として働かせて頂くことになりました。社会の一

員として、これからは世の中を少しでも良くしたいと

いう想いを常に胸に秘め、私は働きたいです。月給取

りのただのサラリーマンになるのではなく、社会に少

しでも良い影響を与えることができるビジネスマンに

なるのが私の夢であり、使命であると考えています。

その為には、現在日本で何が起きているのかを自分の

五感を通じて直接感じとり、歴史の転換点となるであ

ろう 3 月 11 日の震災を直視することが社会人になる

為の第一歩であり、日本の将来を背負っていかなけれ

ばならない我々にとって、非常に有意義な経験になる

のではないかと思い参加いたしました。 

 南三陸町に到着した私は言葉を失いました。テレビ

の画面越しでは何度も見ていましたが、その場に立っ

て初めて、私達日本人は危機の真っただ中にいるのだ

と実感しました。惨状を目の当たりにし、改めて被害

の甚大さを実感したと同時に、自然の脅威に恐怖を覚

えました。しかし、我々外部の人間は現地の以前の姿

を知っていない為、現地を直接確かめても、現実の出

来事として受け入れるのに時間がかかりました。まる

で戦後の焼け野原の写真の中にいるような感覚で、ど

こか他の国に来ているかの様な錯覚を覚えました。私

はただただ茫然として眺めることしかできませんで

した。 

現地の活動では、私は主にベンチ製作に携わりまし

た。ベンチに使う木材は、近隣の森林から伐採した檜

を使用しました。不慣れながらも、流しず荘のご主人

を始め多くの方々の協力により、無事ベンチを仮設住

宅に届けることが出来、皆様には大変感謝しておりま

す。届けた際に住民の方々にお会いできたのですが、

やはり住民の方々同士の交流は少なく孤独を感じて

いる方々もいるのだと実感しました。ベンチ一つで何

が変わるかは分かりませんが、住民の方々の心と体を

少しでも休めることができればと、ただ願うのみです。

あまり知られていませんが、初期に作ったベンチ第一

号は瓦礫の山から拾った廃材を再利用して作りまし

た。外から既製品を運んでくるのではなく、わざわざ

廃材から作った事には大きな意義があったと思いま

す。あの瓦礫の山には、地域の人々の生活の証と想い

出、伝統が詰まっているのだと実感すると共に、3 月

11 の出来事を深く心に刻み、周囲へそして次の世代へ

と伝えていかなければならないと強く感じました。 

 このプロジェクトを通して私が一番印象に残って

いる事は、流しず荘のご主人の言葉です。「だんだん

以前の町の風景を忘れてきてるんだよね」という何気

ない会話の中の一言が今も忘れられません。自分が生

まれ育った故郷が突然無くなるという事がどれほど

辛く哀しいことなのかは、想像の域を超えます。しか

し、とてつもない悲しみに沈みながらも、明るく前向

きに生きていく姿に、私のほうが元気づけられました。

そしてもう一つ、脳裏に焼き付いているのが、南三陸

町の素晴らしい自然です。被災地としてではなく、海

と山に囲まれた自然豊かな南三陸町として覚えてお

きたいと思いました。是非またこの町に来たいです。

そしてもう一度、郷土料理のはっと汁が食べることが

出来れば嬉しい限りです。 

慶應としてのプロジェクトは今回で終わってしま

いましたが、私はこのプロジェクトがもっと大きなム

ーブメントに繋がる事を願っています。活動を通して、

今回だけなく今後も継続して支援していかなければ

ならないと強く感じました。既に震災から半年が過ぎ、

被災地以外の生活は普段通り流れています。最も恐れ

るのは、人々の関心が薄れてしまう事です。私はもっ

と多くの人々に現地を訪れてほしいと思います。特に、

これから社会に出ていく若い人達には是非行ってほ

しいです。被災地に行けば分かることがある等とは

軽々しく言えませんが、少なくとも何か感じる事があ

るはずです。 

最後になりましたが、流しず荘のご家族の方々を始

め、多くの人々に本当にお世話になりました。改めて

ここで感謝申し上げます。ありがとうございました。

そして、今後ともよろしくお願いいたします。必ず、

南三陸町にまた行きます。 
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被災者への礼儀 

4期 渡邊由比（経・1年） 

 

私がこのプロジェクトに参加したきっかけは、後

学のためという非常に軽いものだった。こんな自分

勝手な動機で参加してよいものかと悩んだが、結局

は参加することにした。しかし、後になって考えて

みると、これでよかった気がする。なぜなら、背負

うものがあまりにも大きいからだ。中途半端に強い

使命感をもって被災地にいくと、必ず己の無力さに

絶望するだろう。もしくは、その責任感から気を病

んでしまい、自分の日常に戻れなくなってしまうか

もしれない。それほど南三陸は破壊し尽くされてい

た。だが、そこには一生懸命生きようとしている人

がいて、それを助けようとしている人がいる。そこ

では独特な雰囲気が漂い、何かが確かに蒸留されつ

つあった。このようなリアルを知り、将来その経験

を生かすことが、この未曾有の災害に大学生という

身分で立ち会った私たちの義務ではないだろうか。

動機はなんでもいい。まずは行ってみることが重要

である。4 泊 5 日という短い期間だったが、私は多

くのことを考えた。これからそれらのことを記して

いきたい。 

4 泊 5 日のボランティア活動は、様々な疑問を私

に問いかけてきた。例えば、私は現地で主に畑や家

跡の草刈りをやっていたのだが、草刈りひとつにし

てもきりがない。では、町全体の復旧にはどれだけ

の手間と時間がかかるのだろうか、また被災地全体

では・・・、と考えずにはいられなかった。これは、

テレビの前では決して達することのできない心境

だろう。このことを肌で感じることができただけで

も、私は参加して本当によかったと思っている。ま

た、毎日の肉体労働で疲労を感じるなか、仮設住宅

に住む方がつぶやいた印象的な言葉がある。「働か

ないのはとても疲れる。」この言葉はボランティア

活動にやりがいを見出しつつある私を、はっとさせ

た。ボランティアと雇用のバランスも、考え直す必

要があるのではないだろうか。このように、被災地

は様々な問題を提起してくる。 

仮設住宅についても考えさせられる点があった。

私たちは民宿で 5 日間「他人」と共同生活したわけ

だが、なかなかストレスフルな生活であった。ただ

でさえ自分の家のようにくつろげず疲れるのに、仲

間との些細な行き違いの積み重ねが、無意識のうち

にストレスになってしまう。知らない人が周りに多

く住む狭い仮設住宅も、相当なストレスが発生する

のではないだろうか。私たちは 5 日経てば日常に戻

ることができるが、被災地に住む方々は日常に戻る

まで何十年、いや、もとの日常にはもう戻ることは

できない。そう考えると帰ることが急に申し訳なく

思えた。 

ボランティアから帰ってきたら、はい、もう終わ

り、では全く意味がない。ある意味、帰ってきてか

らが最も重要だ。大学生の私は被災地のために一体

何ができるだろうか。一時期悩んだが、2 ヵ月が経

った今、自分なりの答えがおぼろげながら見えてき

た。もちろん、またボランティアに参加することも

ありだが、それだけが被災地のためになるとは限ら

ない。むしろ一般人の短期間ボランティアは、やる

ことが限られているし、自己満足で終わってしまう

ケースも多い。今回のボランティアでそれを痛感し

た。では何ができるだろうか？それは、自分の人生

に一生懸命取り組むことである。当たり前のことな

のだが、実は難しいことだ。私たちがいま生きてい

るのは、全くの偶然だ。次に地震で命を失うのは私

たちのほうかもしれない。もし、あなたが命を落と

したり、家を失ったりしたときに、何の被害もない

五体満足な人間が、その人生を無為に過ごしている

としたら、どう思うだろうか。私は悲しいし、悔し

いと思うだろう。自分の人生を一生懸命生きること

が被災された方への、最低限の礼儀ではないだろう

か。今回のプロジェクトで様々なことを学んだが、

一番の収穫はこの礼儀である。お世話になった南三

陸の方々に対して恥じることのない人生を、これか

ら歩んでいきたいと決意することができた。 
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振り返って強まる感謝                              

5期 岩野知佳（商・3年） 

 

3 月 11 日震災が起こった時、校内に泊まり、携帯は繋

がらない、地震についての情報がほとんど得られず、正

直何が起きたのかよく分かりませんでした。自宅に戻り、

テレビの映像を見て愕然としました。想像すらしたこと

ないくらいの映像が続き、自分自身の生活も混乱したま

ま震災後数日が過ぎ、なんだか遠い世界になるようで怖

くなり、何ができるでもなくもどかしく感じていました。

日が経つにつれて忘れてしまうのではないかとも思い、

プロジェクトのポスターを見た時、即決意しました。プ

ロジェクトの参加目的は何か一つでも出来ることがない

か、ということの他には自分の目に焼き付け、記憶に残

すということでもありました。そして、帰った後に何を

するかを考える機会にしたいと思いました。実際、出来

た事はあまりに小さく、私自身が得た事の方がはるかに

大きいものでした。 

南三陸町に入った時、バスの中で絶句し自分の力では

何もできないと怖くもなりました。私は、自然の家での

お手伝い、神割での夕涼み会など関わらせていただきま

した。自然の家で片付けをしている時、「あなた達にはタ

ダの物かもしれないけど、私達には大切なものなんだか

らね」という声を聞き、改めて瓦礫やゴミの撤去という

言葉に違和感を感じることとなりました。夕涼み会では、

地元の方に眺めの綺麗なキャンプ場を案内していただき、

町の美しい場面に触れることができ、当初の目的とは異

なりますがとても好きな場所となりました。大切な品や

土地を短期ボランティアの自分に託してくださったり、

受け入れて下さっている方々に感謝の連続となった数日

間でした。震災から５か月目であり、初盆を控えた現地

の空気は忘れられませんし、学習支援等で出会った子ど

もたちの顔や名前もはっきり覚えています。また、ボラ

ンティアの役割についても考える機会となりました。出

来ることの限界、知って良いこと悪いことの判断、生活

空間へ入ること(例えば見学で仮設住宅付近に訪問する

など)への疑問なども感じました。長期ボランティアの方

が現地の方とのコミュニティや信頼関係を築いているか

らこその活動でもあると思いました。 

南三陸町から帰ってきて、何ができたかと言えば、ま

だ先に進めていないように思います。まだまだ整理がつ

かないくらいに色々なものを見たり、感じました。しか

しまた必ず南三陸町に行きたいという思いは変わらず、

それまではこちらで出来ることを実践したいと思ってい

ます。周りの人に「伝える」など、積極的に行いたいと

思います。私が思っていた以上に知りたい、行きたいと

思っている人は多いように思います。一方で、無関心や

偏見を持っている人がいるのも事実で、その人たちにど

のように伝えるか考えていきたいです。定期的にお手伝

いさせて頂いている築地のアンテナショップも東北を身

近に感じていられる場としてとてもありがたく思ってい

ます。 

ながしず荘・南三陸町の皆様、プロジェクト関係者の

皆様、5 期メンバー、家族すべてに感謝しています。あ

りがとうございました。普通に生活できることの奇跡や

日々の感謝、人とのつながり、これからを想う機会を与

えて頂きました。プロジェクトの数日間はここには書き

きれないほどの経験であり、思いがあります。必ずまた

南三陸町に行きます。 

夏休み！第５期 
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繋がり 

5期 大島幸（商・2年） 

 

大学生活の中で自分の周りには様々な選択肢と可能

性が溢れているけれど、自分はその殆んどを見て見ぬ

振りをして素通りしているのではないか。 

とふと思い、もっと興味のあることに体当たりして

積極的になろうという目標を持ったことをきっかけに

私はこのプロジェクトへの参加を決めました。 

今思えば、こんな理由で南三陸町という素晴らしい

町に足を踏み入れたことを申し訳なくも思い、またそ

の時の自分に感謝してもいます。 

それだけ、このプロジェクトに参加できたことは自

分の中でとても大きい出来事でした。さらに、確信を

持って参加して良かったと思っています。 

南三陸町に行ってまず思ったことは、南三陸町その

ものが発する力は想像を遥かに超えているということ。 

バスの窓から目に飛び込んできた光景はもちろん、

子供たちの笑顔と元気、南三陸町の方々の言葉一つ一

つに感じる重み、ボランティアの方々の熱意と想い…

など。 

正直町全体が沈み込んでいると思っていたけれど、

子供たちは笑顔で無邪気で強さを感じました。また、

仮設住宅に住んでいる方々の思いやりや気遣いには何

度も感動し驚きさえしました。想像し得なかった様々

な想いや感情やドラマが存在していました。 

自分の想像力が如何に乏しかったか思い知らされた

ようでした。 

同時に東京で見ていた、聞いていた情報は限定的で

一面的だったことにも気付きました。 

しかし、これらのことは南三陸町に行かないと分か

らないことであったし、東京に居ても知ることができ

なかったと思います。 

積極的になることの大切さを身を持って学ぶことが

できました。 

そして、東京に帰ってきて思ったことは、たった 4

日間のボランティアで自分は実際的に何の役に立てた

のか？ということ。あくまで、あの 4 日間は自分の中

では非日常であって、しかし南三陸町の方々にとって

は日常でいて当たり前の場所であり光景です。 

この事実を否定することはできません。 

 では、私たちにできることは何なのか？と考えて出

た答えが、南三陸町の今を変えることはできなくても、

未来を変えることはできるのかもしれないというこ

と。 

 南三陸町をはじめとする被災地と、長期的に何十年

後までをも視野に入れて寄り添っていく社会を創っ

ていくこと。そしてまさにその社会を創っていくのは

これから社会に出て行く私たちであるということ。 

すごく大きい上に抽象的なことを言っていますが、

このように思っている若者は絶対たくさんいます。そ

の気持ちを忘れないような繋がりを今のうちに持っ

ていれば、いずれ社会に出た時により強い繋がりにな

ると思います。 

この繋がりとは、例えば今回のプロジェクトに参加

した者通しの繋がりでもあり、南三陸町で出会った

方々との思い出でもあると思います。 

まずはその繋がりを大事にして、忘れずに、しっか

り向き合っていきたいと思っています。 

今言えることはこれだけです。これからもっと自分

の中で具体的にしていきたいです。 

このように考える機会を頂き、貴重な繋がりを与え

て頂いた全ての方に感謝しています。 
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日々を強く生きる 

5期 嘉戸明日香（法・3年） 

 

 「困っている人達の助けになりたい。」 

 ボランティア活動の動機としては在り来りすぎる台詞

だが、プロジェクトに応募した当初は純粋にこのような

思いを抱えていた。だが、ボランティアの経験もない只

の一学生がたった数日間現地に行ったところで、何の役

に立てると言うのか。事前勉強会で「傾聴スキル」など

の技術的な話を聞けば聞くほど、自分に対する無力感は

強まった。だから出発の直前は、強い期待を持たないよ

う意識的に努めた。 

「学生らしく明るく元気にいこう。」それだけを目 

標にすることにした。 

 ところが実際現地へ行ってみると、逆にこちらがパワ

ーをもらうこととなった。 

 町が壊滅状態になったこと、家族を失ったことの悲し

みは簡単に癒えるはずもないが、生き残った人々は前向

きに頑張ろうと、着実に自分達の手で復興作業を進めて

いた。その予想以上に力強い姿に強く感銘を受けた。 

 また、南三陸はとても綺麗な町だった。 

 海は皮肉なほど穏やかで、静かなさざ波の音が心地よ

く響いていた。数ヶ月前に、この海が恐ろしい津波に姿

を変えて町を飲み込んだなど、想像も出来ないほどであ

った。 

  ところが、ふとしたきっかけで、あの恐怖の瞬間が思

い起こされる。 

 バスを降りて庁舎の辺りを歩き居住の跡を目の当たり

にした時、また丘の上から町全体を見下ろした時には、

高木の高さ以上もある津波が一気に襲ってきて、子供か

ら老人まで町の人々が叫びながら逃げ惑う光景がまざま

ざと浮かび、寒気がした。 

 また、ある仮設住宅を訪れた時のこと、私達のメンバ

ーが作成したベンチに腰掛けて談笑しているおばあさん

達に出会った。写真を撮らせてほしいと頼むと、是非と

も撮ってほしいと逆にお願いされた。何故かと思ってい

ると、「持っていた写真は全て流されてしまった。だから

今は自分の写真を一枚も持っていない」と言う。一人が

こう呟いたのを聞いた。「私も一緒に流されてしまえばよ

かった。」 

 それぞれが胸の内に複雑な気持ちを抱えながらも、カ

メラに向かって素敵な笑顔を見せてくれた。私は、この

人達に元気に生き続けてほしいと強く思った。帰ってき

てから写真を現像し、小さなアルバムと一緒に送った。

これからも素敵な思い出を作って欲しいという願いを込

めて。 

  

  

 お茶っこの手伝い、草刈り、ベンチ作り、学習支援。

与えられた日々の仕事をこなすことで、復興に向けての

一助にはなったかもしれないが、何も大きな役割は果た

せていない。自分が普段の生活に戻った後も、現地の人々

の作業は続いている。 

 だが、自分の中で感じたものは大きかった。テレビに

映し出される被災地の人々が、日々どのような気持ちで

どのように過ごしているのかが分かるから、決して他人

事とは思えないし、頑張って欲しいと心から願うように

なった。 

 ただ、今の自分には被災地に思いを馳せ、応援するこ

としかできない。もどかしい思いもするが、仕方のない

ことだ。私達の心の中に南三陸への想いがある限り、直

接的なボランティアの形ではなくても、それぞれが尽力

する仕事や活動を通じて役に立つ日がいつかは来るのだ

と思う。そう信じて、自分も日々を力強く生きていきた

い。 

 

 

 

121



 

 

誰のためのボランティアか 

5期 久次米雄太（理・3年） 

 

不満だらけのボランティア初日であった。与えられ

た仕事は自然の家の館内清掃や他団体のボランティア

が使った食器洗いというお世辞にも復興に携わってい

るとは感じにくいものだったのだ。体育館からは自然

の家で生活している人々が楽しそうに遊びに興じてい

る声が響いてくる。「こんなことをするために南三陸町

に来たのではない」心の中ではそう思っていた。 

私が今回このプログラムに興味を持った理由として、

復興に携わりたい、被災地の現状を自分の目で見てお

きたいというものも、もちろんあったのだが、最大の

理由は実は他のところにあった。これまでの生き方を

振り返ってみて、ほとんどの行動の動機付けが自分の

ためであったので、今回のプロジェクトで人のために

働いてみることで自分の価値観がどのように変化する

のか知りたかったのだ。人のためと謳ってはいるもの

の、これはレトリックのようなもので、つまるところ

最大の関心は自分自身の内面の変化にあったのだ。 

  ところが、事前ワークショップに参加する中で私の

前提が覆されることとなった。講師に来ていただいた

方が口を揃えて「ボランティアは自分のためのもので

いい」とお話されたのであった。ボランティアは人の

ためのものと考えていた私にとって、これは予想外で

あり、当然すんなりと合点がいくものではなかった。

だからこそ、答えがどちらなのかを知りたくなってま

すます参加が楽しみになり、初日を迎えていた。そこ

で、初日の仕事内容ときた。人のために何かをしてい

るという実感が湧きづらかったことが不満だったのだ

が、のちにこれが大きな間違いであったことに気づく

ことになる。 

  2 日目からは津波の被害にあった民家の清掃という、

復興に携わっている、人のために役に立っていると感

じやすい仕事をすることとなった。そこでは、震災直

後から南三陸町でボランティアをされておられる職人

さんの指示のもとで仕事に取り組んだ。仕事中は厳し

くも、それ以外ではあたたかく接してくださり、休憩

時にはボランティアに対する考え方などをお話してく

ださり、深く考えるきっかけとなる貴重な出会いだっ

た。 

  職人さんいわく、震災直後には仕事をしようにも、

地元の人たちからの信頼は低く、仕事を任せてもらう

のが難しかったそうだ。そこで小さなことからお手伝

いし、徐々に信頼関係を築くことで現在ではより多く

の仕事を任されるようになったそうだ。それゆえに仕

事には感謝の気持ちを持って取り組んでいると教えて

いただいた。 

また、職人さんのボランティアに関する考え方も例

に漏れず自分のためであった。信頼がなかった状態で

は「何かをしてあげますよ」といった人のためではな

く、「自己鍛錬のために何かお手伝いをさせてくださ

い」という自分のための姿勢でなければ、仕事をいた

だけなかっただろうというお話は印象的で説得力があ

った。 

私たちのプロジェクトの現地での活動は震災から数

カ月後であるのでこれまでのボランティアの方々によ

って信頼関係が築かれていたこと、さらに私の参加し

た 5 期では前の期までの活動によって慶應生の印象も

よかったことから、仕事を任されるのに苦労すること

は少なかったように思う。それゆえに仕事をいただく

までにそのような苦労があったとは想像さえもしてい

なかった。 

このような経緯を聞いて、初日の仕事に対してあま

り気が乗らずに取り組んでいた自分がいかに愚かだっ

たかわかり、恥ずかしく思えた。これまでのボランテ

ィアの方々が築いてきた信頼を壊してはいけないと身

が引き締まる思いがした。仕事をいただけることがあ

りがたかったのだと気づいて、自然に感謝の気持ちが

生まれていた。 

 そのように考え方が変わると、次の日はどんな仕事

に対しても前向きに、丁寧に、そして常に感謝の気持

ちを持って取り組むことができた。不思議なことに仕

事後は心が洗われたような充足感に満たされていた。 

ボランティアに参加してみて、参加前の疑問に対す

る私なりの結論は、ボランティアは自分のためでなけ

ればならないというものである。自己の未熟さ、卑小

さゆえに仕事をいただき自己鍛錬を行う。その結果と

して復興のお手伝いになる。自己を生かし、他者を生

かすのだ。「自分のため」というと、自己中心的な意味

に捉えかねられないが、ここでは違う。自分のやりた

いことよりも、依頼者のニーズに即して与えられた仕

事に対して、成果を依頼者のためになるという結果が

その先にあるからだ。つまり、取り組む際の意識が異

なるだけで、仕事の内容やその成果は「人のため」を

思って取り組んだときのものと、同じなのだ。それな

ら「人のため」でもいいのではと考えるが道理だが、

この考え方だと復興に携わっていると感じにくい仕事

や依頼者から感謝されにくい仕事への取り組みが甘く

なるように実際に参加して感じた。 

今回、南三陸町で学んだことをいつまでも忘れない

ために、また自分を高め続けるために、これからも自

分のためのボランティアを続けていかなければならな

い。 

122



 

 

あたたかくて、優しくて、大きくて、強い方々との出会い 

5・7期 佐藤亮平（理・修 1年） 

 

参加動機 

主に 2 つある。1 つ目は、何か行動をしたかったか

ら。募金は大きな支援になるが、自分の体を使って何

かしたいと思っていたときに、このプロジェクトを知

り、参加したいとすぐに思った。2 つ目は、今回の震

災に対し、本気で向き合える機会だと思ったから。私

の周りには震災に遭った人はいなく、自分も今まで通

りの生活を過ごしていた。しかし、同じ日本には苦し

んでいる人はいる。こういう所に何かもやもやしたも

のを感じていた。そこでこのプロジェクトを通し、震

災というものを真剣に考えたいと思った。 

現地で感じたこと 

ここに到底書ききれないほどのことを、現地で感じ、

学べたと思う。それらは、帰ってきて 1 か月という現

時点ではまとめきれていない。だが、活動中から強く

感じていることがあるので、ここではそれについて述

べたい。 

2 点あり、1 点目は「感謝」。まず、現地の方々への

感謝。震災直後から南三陸でボランティア活動されて

いる方に伺った話だが、震災直後はボランティアに来

る人を受け入れる人は多くなかったようだ。「よそ者」

扱いされることも多々あったという。私たちが現地に

行ったのは震災 5 か月後だが、「よそ者」であること

に変わりない。そういう「よそ者」を受け入れてくれ

て、仕事を与えてくれることに感謝したい。ながしず

荘の方達も、多くの学生を 1 か月に渡りお世話して頂

き、本当に感謝である。いつも笑顔で接して、美味し

いご飯を作ってくれて、私たちが活動しやすいように

配慮して頂いた。感謝だけでなく、現地の人、南三陸、

戸倉が本当に大好きになった。 

また、プロジェクトに携わって頂いた方々にも感謝

したい。プロジェクトを立ち上げてくれた先生方や学

生スタッフ、参加した学生のみんななど、多くの人の

力が集まってこのプロジェクトが進んだと思う。帰っ

てきて学生スタッフの方と話す機会があり、話を伺う

と私たちの知らないところで多くの苦労があったと知

った。今回のプロジェクトに参加できたことに、本当

に感謝したいと思う。 

2 点目は、現地の方々は「強い」ということ。現地

の方々は、大事な人を失っている方が多いと思うが、

私がお話させて頂いた方はそれを感じさせない方が多

かった。みなさん明るく、前に向かっているように感

じた。また、ながしず荘の方々、自然の家の方々など、

私たちを温かく迎え入れてくれて、私たちは活動でき

た。こういう意味でも、現地の方々は寛大で、あたた

かくて、優しくて、強い人であると、強く感じた。こ

の出会いを大切にしたい、また、自分もそのような人

になりたいと思う。ただ、もちろん、現地の方の震災

によっての悲しみ、苦しみというものは、会話の中で

も感じる。私たちは震災を経験していない、現地の方

は震災を経験しているというものが根本にあることを

常に忘れてはいけない。 

帰ってきて感じていること 

天災は、不意に人を苦しませ、悲しませる。人の命

を奪ったりもする。命がなくなるほど怖いものはない

と思う。しかし、そのような危険性と共に生きていか

なければいけないと強く感じている。2011.3.11 に東

日本大震災が起きて、今回南三陸に行き、実際にその

被害を見た。それはありえないような光景であったが、

現実に起きたものである。気持ちの変化はあるものの、

正直、今、私は今まで通りの生活送っている。しかし、

今回のような大きな震災が今後も起き得るということ

を頭のどこかに入れておかなければならない。そして、

大げさだが、一日一日を精一杯悔いの残らないように

生きていきたい。 

今後 

まず、プロジェクトについて。慶應と南三陸は以前

から強い繋がりがある。復興支援に関しては今後も続

けていくべきである。個人的には、多くの学生に現地

に行ってもらい、たくさんのものを感じて考えて欲し

い。しかし、今回のようなプロジェクトは莫大な費用

や労力掛かっていて、難しいところも多々あるだろう。

ただ、それでも、多くの学生が現地に行ってほしいと

いう強い願いはある。 

次に自分自身について。私は今後、就職活動や学業、

研究に励まないといけず、長期的に現地に行ったり多

くの活動に参加したりということは難しいかもしれな

い。ただ、その中でも自分にできることを見つけてい

きたい。まだ、何ができるかということは見い出せて

いなが、今回現地に行って感じたことを知り合いに伝

えること、宮城のアンテナショップのお手伝いをする

ことなど、限られた時間の中でもできることはあるは

ずである。 

 

最後に 

先にも述べましたが、このプロジェクトに関わって

頂いた方々に本当に感謝しています。今回の経験や、

人との出会い、つながりというものを今後も大事にし

ていきたいと思います。本当にありがとうございまし

た。
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南三陸町ありがとう 

5期 菅原望（法・2年） 

 

3 月 11 日に、東北での大きな被害をテレビで見たと

き、私は、この災害は日本全国のみんなの力で乗り越

えなければならない問題なんだということを強く感じ

ました。しかし、具体的に何をすればいいのか、自分

に何ができるのか皆目見当もつかず、女の自分が、一

人で被災地に乗り込む勇気もなかったため何もできず

にいました。そんな時、友人から、「慶應の教授も一緒

にボランティア活動をするプロジェクトがあるよ。」と

聞いた時、すぐに飛びつきました。 

正直言うと、このツアーの直前までは、本当に参加

するか、辞退しようか、ずっと迷っていました。最後

の事前勉強会は、日吉の来往舎で行われたのですが、

日吉の駅におりてからですら、引き返そうか迷ってい

ました。その時の自分の心にあったのは、「被災地の現

状がショックで 5 日間のボランティアツアーを乗り切

ることができなかったらどうしよう。」という思いでし

た。しかし、この機会を逃せば、一生、この東日本大

震災の復興へ協力する機会は失われると思ったので、

勇気を出して参加しました。 

ただ、こんな心配は本当に無駄であったことが、行

ってすぐにわかりました。確かに、果てしなく広がる

瓦礫の山々を見たときには、「自然はなんてむごいのだ

ろう。」と、心を痛めました。しかし、私が出会った東

北の方々はみな、元気で明るい人達ばかりでした。印

象的だったのは、仮設住宅のご老人達が夢中になって

いるグランドゴルフというスポーツに参加した時のこ

とです。ご老人たちが 5 人でこのゲームに夢中になっ

ているのを、ただ黙って眺めている一人のおじいちゃ

んがいました。ゴルフクラブが一本余っていたので、

「おじいちゃんも、参加したらどうですか？」と、声

をかけても「私はいい。」の一点張り。しかし、しまい

には周りに促されて参加することに。その時、一人の

おじいちゃんがこっそりと、私に耳打ちしてくれたの

が「あの人はね、仮設住宅で独り暮らしで、孤立気味

で、みんな心配しているんだよ。今日やっと、家から

でてきてくれたんだ。だから、もしうまくゴールとか

入れられたら、たくさん、声をかけてあげてね。」私は

いろんな意味で衝撃を受けました。震災で、地域の絆

がバラバラになり、仮設住宅で孤立してしまう人の問

題は、以前からニュースで知っていました。そして、

そんなご老人が本当にいるのだということを私は目の

当たりにしたのです。何とも悲しい現実だ。と思いま

した。ただ、私の目の前のこのおじいちゃんは、正に

私の目の前で、孤立から回復しつつあったのでした。

そして、その手助けをしたのは、ほかでもない、同じ

津波を経験したのに、毎日を楽しく生きようとする、

ご老人達でした。私が被災地に行って感じたのは、力

を合わせて生きよう、生きようとする、東北の人々の

パワーでした。東北の方々は、大きな震災に見舞われ

て、確かにかわいそうです。でも、かわいそうと言う

には失礼なほど、東北の人々は、強くたくましかった

のです。私が、元気をもらいました。 

南三陸町の山々や、海や、空は、本当に美しかった

です。なんて素敵な所なのだろうと思いました。夏の

太陽の光を浴びて穏やかにきらめくあの美しい海が、

町をひとつ飲み込むほどの津波となって、全てを持っ

て行ってしまったというのは、南三陸の海を愛してい

た人からすれば、なんという皮肉なのだろうと感じま

した。ただ、あの美しい自然の魅力を一度知ってしま

えば、地元から離れたくないと思う、そんな被災者の

方々の気持ちもわかりました。ボランティアで行った

部外者の私も、たったの 5 日間で南三陸町が大好きに

なりました。だからその分だけ、はやく復興してほし

い、復興の力になりたい、という気持ちが強くなりま

した。そして何より、一緒にボランティアに行った 5

期のメンバーには、本当に恵まれていたと思います。

一人ひとりが、この東日本大震災に何らかの問題意識

を持っていて、プロジェクトに参加していました。東

北の震災のことを真剣に考え、自分にできることを探

す、責任感や人としての愛情などにあふれる素晴らし

い人ばかりでした。このボランティアの経験は、私の

心を豊かにしました。本当に行ってよかったと思って

います。これからも、何らかの形で、東北の、南三陸

町の復興の力になりたいと思っています。
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南三陸への感謝と愛情 

5期・7期 高桑啓介（経・2年） 

  

八月某日南三陸町を訪ねた。燦然と降り注ぐ太陽の下

澄んだ青い海。冬にはもっと水が澄むという。その海を

地元の人は誇りにするし、沖合に浮かぶ島々はとても優

美だ。 

震災の傷は癒えず、瘡蓋すら出来ていないような町が

眼前に拡がっていた。完全に破壊された堤防。放置され

た瓦礫の山。津波が貫通したであろう家の窓。荒々しく

残存する家の土台。その周りに生い茂る雑草と数少ない

花々。ガードレールにひっかかる青のブラジャー。ある

べきものがそこにはなく、ただ自然だけは雄大にそこに

ある。リアス式海岸という独特な地形は、山の脊梁が海

に迫り出し、またその谷には海が入り込む。その谷によ

って集中した津波は、山の部分をも塩で枯らした。破壊

の境界線は痛々しく感じとられる。平地部分を壊滅せし

めた津波の凄まじさがそこにはある。無慈悲な破壊。人

間の卑小さ。何を感じていたのか言葉にならないのが本

当のところだ。 

悲劇を内に抱えながら暖かく他所者に接する暖かさが

地元の人にはあった。神割崎の仮設住宅の漁師の方に、

神割崎を案内していただいた。その時の、案内してくだ

さったおじさんの笑顔といい、美しい自然を誇る表情は

忘れがたい。夕暮れ時の海の反射に増幅されて、その男

性的で力強い光景や言葉は、心の底に訴えかけられるも

のがあった。その魅力に対して敬服しながらも感じる一

種の憧憬は、その土地を愛する気持ちを自分に芽生えさ

せた。 

しかし、忽然とその悲劇は会話の端々に散見される。

ストレスと再生の狭間に生きることは難しい。またそれ

に向き合うことも難しい。児童の学習支援では、子供た

ちが、算数の問題を解く合間に、滔々と震災の話をする。

私が問うたわけではないにも関わらず突然始まり、物語

るというより、ぽつぽつと溢れ出てくるような話し方が

印象的であった。ある男の話は、自衛隊の損壊住宅の撤

去の話に及んだ。自衛隊に感謝する意見はたくさん伺っ

ていたが、彼は自衛隊によって完全に取り壊された家か

ら、もっと家に残されたものをもっと取っておきたかっ

たようだ。自衛隊を非難するというより、諦観を抱きな

がらも、かつての所有物への未練を抱えているようだっ

た。自分よりもはるかにの 

 

小さい男の子がである。 

現地の活動中は、仕事を頂くのも本当に難しいと痛切

した。部外者である自分が数日間だけそこで、働くこと

に否定的な人もいる。そのような環境で、そのような環

境だからこそ、人のために何かできたらとシリアスに考

えるし、アクションをおこそう思える。そうして、よう

やく自分がその社会にコミットすることが出来る。そう

して、自然と、周りの人々周りの環境に感謝できる。そ

れは、横浜に帰ってきてからも忘れては行けない。人の

ためになろうとする自己実現のエッセンスを少しでも感

じられたことを。そこには、シニシズムも偽善も存在し

えないという気持ちを、今まであまりボランティアに携

わらなかった自分が抱けたことが自分にとってとても大

きなことであった。 

 全体を通して、南三陸が好きになりました。しかし与

えたものは些細なもので、学んだことは多大。自分にで

きることは小さくて、人に支えられながら、人のために

なろうとするそんな日々であった。 

「Life is simple, but at the same time complex and 

sinful.」Cradle Orchestra「Only One」の歌詞より 

 南三陸での活動を踏まえこれから自分がどう震災と、

そして社会と向き合えるかが大事である。今回、作るこ

とができた「つながり」に感謝し、大切にしなくてはと

感じました。この活動を支えてくださったすべての皆様

に感謝いたします。 
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 「感謝」の気持ち 

5期 中山小百合（商・2年） 

 

私は第 5 期として、8 月 9 日から 12 日まで南三陸

町でボランティアをしてきました。震災が起きてから

ずっと、東北へボランティアしに行きたいと思ってい

ましたが、授業やサークル活動などもあり、なかなか

踏み出すことができずにいました。そして夏休みに何

かしらの団体を通してボランティアに行こうと決心し

たときに、このプロジェクトの存在を知りました。 

私がボランティアに参加したのは、メディアを通し

た情報ではなく自分の目でちゃんと現状を見たい、少

しでも被災地の方のお役に立ちたいという気持ちから

でした。現地に行く前は、私たち学生が行っても邪魔

になるだけなんじゃないか、怒りをぶつけられるんじ

ゃないかとすごく不安でしたが、実際は全くそんなこ

とはなく、南三陸の方々は本当に温かく迎え入れてく

れました。震災から 5 か月経っていたということもあ

ったと思うのですが、現地の方はとても元気で前を向

いているなと感じました。 

津波の被害を受けた地域は、震災当初よりは片づけ

られているのだろうけど、5 か月経ったとはいえ直視

しづらいものでした。私たちは津波が来る前の状況を

知らないから、そういうものとして受け止めてしまう

けど、実際にそこに住んでいた方にとっては、私たち

が想像するよりもずっとずっと辛く受け止められな

い、受け止めたくない現実なのだろうと思いました。

現地の方々の笑顔の裏には、このような気持ちもある

ということを忘れてはいけないと痛感しました。そん

な中、瓦礫の合間から咲いているひまわりを見て、復

興の兆しを感じました。津波に負けないひまわりは南

三陸の方々のようでした。 

悲惨な状況と同時に、南三陸の美しい自然も見るこ

とができました。山も海もとても綺麗でした。仮設住

宅で出会ったおじいちゃんに連れて行ってもらった、

神割崎を今でも鮮明に覚えています。いつか絶対に南

三陸町に行って、キャンプをし、またながしず荘に泊

まります！ 

自分でもびっくりしたのですが、このボランティア

を通じて周りに「感謝」することの大切さを実感しま

した。ボランティアを受け入れてくれた南三陸の方々、

一緒に協力し助け合って活動した 5 期のメンバー、プ

ロジェクトを企画・運営して下さった先生・スタッフ

のみなさん、未だ余震の続く地へ見送ってくれた家族

…。多くの人たちのおかげで、自分は今活動できてい

るんだと実感しました。身近な人ほどその存在が当た

り前になってしまいますが、帰ってきてからは両親・

友達などいつも以上に感謝するようになりました。本

当にありがとう！ 

ボランティアから帰ってきた日は、自分の気持ちが

ぐちゃぐちゃしてまとまらず、何も手につきませんで

した。私たちにとっての非日常が、彼らにとっての日

常。節電などを除けば以前と変わらない生活を送って

いる自分。いったい自分は何をすべきなのだろう…。

ずっと考えてきましたが、正直今でもよく分かりませ

ん。でも、自分ができることを仲間と共にやっていき

たいと思います。具体的にはボランティアで経験した

こと・思ったことを周りに伝えていく、募金する、東

北の物産品を買って直接支援する。築地にある宮城県

物産店のお手伝いには、来年の 3 月まで継続的に行き

たいです。その他のことも、積極的にやっていきたい

です。これから先ずっと、東北が完全復興するまで、

東北を思い続け、少しでも力になりたいです。 

  9 月 25 日に行われた東京戸倉サミット 2 での、「こ

の震災を日本にとっての機会（チャンス）にしなけれ

ばいけない」という言葉が心に残っています。3.11 は

様々なことにおいて、日本の転換期だったと思います。

この震災を、日本をよりよくするチャンスにするため

に、これからの日本を担っていく私たちは真剣に考え

行動していかなければなりません。今回このプロジェ

クトに参加して、多くのことを感じ学ぶことができま

した。ここでとどまらずに、これからも活動していき

たいです。みなさん、ありがとうございました!！ 
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南三陸の記憶 

5期 林泰志（医・1年） 

 

3.11 の直後、自分はそれまでに経験したことのなか

った宙吊り状態に置かれていた。高校を卒業したばか

りで、大学は決まったものの入学式がいつ行われるか

もわからず、無為に毎日を過ごしていた。自分のこの

空しく過ぎていく時間を何かに使いたい、被災地ボラ

ンティアに行ってみるのも悪くないかもしれない、と

漠然と思うことはあったが、結局実行に移すことはな

かった。 

大学生活が始まってしばらく経って周りも震災の事

を口にする機会が少なくなりつつあった六月、日吉キ

ャンパス内で南三陸支援プロジェクトのビラを見かけ

た。この機会を逃しては被災地に足を踏み入れる機会

はないと直感的に思った。とは言え、参加の動機は人

助けをしたいというよりは、史上最大級の津波が残し

た傷跡を自分の目で直接見たい、被災地ボランティア

を（悪く言えば）「体験」したい、というのが正直なと

ころであった。興味本位で参加を申し込んだところ、

意外にもあっさりと 5 期の一員として参加できること

になった。 

第 5 期の初日、バスに揺られて現実と夢境を行き来

しているうちに南三陸町に入った。山道を抜けてやや

開けた場所に出ると、突然津波を被って変色した木々

が立ち並ぶようになった。津波が到達した高さを境界

に木々の色はくっきり上下にわかれており、境界線の

上側には緑色の葉が残っていたが、下側は津波の塩害

により茶色くなっていた。その境界線の高さまで津波

が到達した光景は想像するだけでも恐ろしかった。原

型を留めないほどに潰された自動車、陸に取り残され

た船……同じ景色が延々と続いた。海沿いに出ると、

土地が沈下したせいか海と陸の区別が曖昧になってい

て、道路の一部はほとんど海の上を通っているかのよ

うだった。地震前の海岸線は全く分からなかった。 

荒涼とした外の風景に対して、なかしず荘内ではご

く普通の民宿と同じように過ごせたことは逆に驚くべ

きことだった。自分より前の期が色々と手配してくれ

た御蔭であるのかもしれないが、寝起きする上で不便

な所はほとんどなかった。宿の人々は本当に明るく接

してくださった。はっとさせられたのはただの一回、

風呂の脇の部屋に雑巾を取りに行った際、場所の案内

をしてくれた宿のおばあちゃんに「この部屋の窓ガラ

スは津波で全部壊れたんだよ」と教えてもらった時だ

けだった。 

活動の二日目・三日目は、時折同じようなショック

を受けることはあったものの、決して津波の現実を直

接目の前に突き付けられたわけではなかった。自然の

家での学習支援といった活動やベンチ作りは、それが

良いのか悪いかの分からないが、仕事に集中していれ

ば被災地にいるということをそれほど強く感じずにす

み、それなりに充実感も得られた。同じ期のメンバー

と和気藹藹と活動できるというのは大きかった。震災

による授業の遅れを取り戻す、あるいは仮設住宅の住

民同士の交流を促進する、といった目的意識を持って、

かつ自分は楽しみながら南三陸町のために幾分かプラ

スになるような活動ができたのは幸いだった。 

四日目は一転して、南三陸に来る前から災害ボラン

ティアに対して抱いていたイメージ通りの激しい肉体

労働の最前線に立った。午前中は津波の被害を受けた

家屋内の片付け、午後は草刈り。いずれも復興には不

可欠ではあるが、気の遠くなるよう作業だった。自分

はその日限りの作業だと分かっていたから体力的な辛

さにも耐えられたが、南三陸の人々はこの先行きの見

えない仕事に向き合い続けなければならないことを思

うと複雑な気分になった。 

この四日目の活動を終えた後に行った町中心部の見

学では、南三陸に来る時にバスの中から一度目にした

瓦礫の山が一層うずたかく見えた。骨組みだけ残った

防災庁舎は間違いなく南三陸の被災の象徴だった。現

地で活動する前の自分なら防災庁舎だけ見て満足して

帰ったかもしれないが、多くの人々の日常生活が一気

に失われたことを肌身で感じた後では、疲労が極限に

達しつつあっても帰るに忍びない気持ちで一杯だった。

南三陸で起こった事は他人事に思われなくなっていた。 

草刈りの際、雑草の中からコップを何個か見つけた。

そこは元々庭だった場所で、コップはどこからか流され

てきたのだろうけど、津波によって徹底的に破壊されて

無機質な瓦礫しか残っていないように見える場所でも生

活の痕跡が微かに感じ取れるのだった。コップの脇には

貝が落ちていた。一時その場所も海の底にあったことの

名残だった。形の整っていた一個を拾って持って帰った

が、土の詰まった巻き貝は南三陸の事を思い出す便りに

なってくれるだろう。今回の活動の記憶を大切にして、

これからは自分の経験を周りに伝えていければ、それは

現地での活動と同じぐらい、いやそれ以上に南三陸の復

興に貢献できるのではないかと思う。
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南三陸での活動を終えて 

5期 平原麻美（経・4年） 

 

8月9日、バスの中から初めて津波の被害を見た時、

私は目を疑いました。海はまだ見えない内陸の場所な

のに、そこには確かに津波の影響がありました。ショ

ックのあまり声も出ず、写真を撮ることなどまったく

できませんでした。 

南三陸は、美しい海と山に囲まれ大自然に恵まれた

とても素敵な場所でした。緑は美しく、空気もきれい

で東京に比べて涼しく、社会人になったらぜひ旅行に

きたいと思いました。しかし、いざ海側に出ると視界

が一変。そこにはでこぼこしたコンクリートの地面が

あり、建物がいくつかぽつんぽつんと寂しそうに立っ

ていました。 

そんな中現地で私が行ったボランティアは、学童保

育のお手伝い、家の掃除、たこ通信の配布・おちゃっ

このお手伝いでした。特に学童保育のお手伝いは二日

連続でさせていただき、現地の子供たちと遊んだり勉

強を一緒にしたりしました。現地の子供たちはとても

元気で笑顔が絶えず、反対に私が元気をもらったので

はないかと思えるほどでした。私がお手伝いをした一

日目の午後から、子供たちは段ボールなどで家を作り

始めました。二日かかったその作業を終え、その子た

ちは自分で作った家を使って楽しそうに遊んでいたの

ですが、男の子が１人突然「津波だー！」と言いなが

ら家を倒しにかかり、家の中にいた女の子たちが「キ

ャー！」と悲鳴をあげながらも全員で楽しそうに遊び

だしました。私にはとても衝撃的で何も言うことがで

きなくなってしまい、直前まで子供たちと一緒に遊ん

でいましたがそのときだけはその輪の中に入ることは

できませんでした。子供たちはどのようにして自分た

ちの中で「津波」という出来事を処理しているのだろ

うか、何も被害にあっていない私では何も力になれな

いのではないか、そう思った瞬間でもありました。 

わたしが参加した 5 期が現地に行って一番得た事は、

「感謝の気持ち」だったとおもいます。私たちを受け

入れてくださる現地の方々、ながしず荘の方々、この

プロジェクトを考え出した先生方やスタッフの方々に

感謝し、さらには日ごろからいろいろな事や周りの

方々にも感謝の気持ちを持つ事の大切さに気付きまし

た。私が自分自身でそれを一番感じたのは活動最終日

でした。その日の午前中は家の掃除をしました。トイ

レから CD やお茶碗が出てきたり驚く部分が多く有り

ましたが、家の中にはいくつか生活の後が残っていま

した。しかし反対にそれしか物や思い出が残っていな

いのだなと感じました。その後、午後はおちゃっこの

お手伝いとしてたこ通信を配りに仮設住宅を回ったの

ですが、そこで現地の方々は、見ず知らずの私たちに

とても優しくしてくださいました。きっとそこに住む

皆さんのお宅は午前中に見てきたような状態になって

いるのだと思いますが、それでもよそ者の私たちに優

しく声をかけてくださるのです。こんな短期間しかい

ない私たち、何か力になれているのかわからないよう

な私たちに優しくしてくださりありがとうといってく

ださることに、「ここで活動させていただきありがとう

ございます」と、心から感謝の気持ちを抱きました。 

私が現地で活動したのはたったの 3 日間で、わたし

は現地で感謝の気持ちを抱くとともに、何も力になれ

ていないという無力感と罪悪感も感じました。この活

動をたった 3 日間で終わらせてはいけないと強く感じ、

東京でもなにかできることはないかと考えています。

そして、東北から遠く離れた場所に住む人々に「伝え

る」ことも私にできることのひとつだとおもっていま

す。現地の状況や今何が必要かを伝えること、そして

なにより風化させない事が大切です。震災の被害を何

も受けていない人々の心に何かを響かせることはとて

も大変なことではありますが、めげずに伝え続け、震

災に対する意識や東北の復興への意識を少しでも多く

の人々に持ってもらいたいと思っています。私が今そ

れをしたところで東北が急激に復興したり、何かが大

きく変わるわけではありませんが、少しでも何か良い

影響に結びつくと信じています。そして、それ以外の

活動を今後も継続的に続けていくつもりです。 

最後に。将来家族と共に南三陸を必ず訪れ、自分の

子供に自然の素晴らしさを伝えたいと思っています。

必ず、また南三陸に行きます！ 
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南三陸プロジェクトに参加して思うこと 

5期 松尾愛子（法・修 2年） 

 

私は、3.11以来、まず自分に出来ることをやらなけ

ればと、物資支援の活動や寄付活動を都内で行ってい

たが、東北に行って体を動かすボランティアをしては

いなかった。「出来る人が出来ることをやれば良い」―

私の社会貢献への思いはずっとこのスタンスだったの

で、夏まではその機会がなかったのだが、ちょうど夏

休みを迎える時に、南三陸プロジェクトを知り、良い

タイミングで参加することが出来た。自分に出来るこ

とを出来る時に、そう思って、緊張感を以て参加はし

たものの、気負ってはいなかった。 

そんな私がこのプログラムを通して感じたことは、

「東北の美しさ」と「ボランティアニーズとのバラン

ス」だった。 

美しさというのは、東北の人と自然の話。東北の人

たちの姿は、もちろん、たった数日の中で目にする光

景は限られたもので、心の奥に他の一面があるという

のはわかっているけれど、宿のお母さんや子供たちの

パワフルな姿に元気をもらった。自分が予想していた

より、東北の人たちとの関わりによって（というほど

大勢の人に出会ったわけではないが）、元気をもらった

のだ。そして、自然も、津波を引き起こした張本人で

はあるものの、山側をみると、うっそうと緑が生い茂

っていて、向日葵も生えて、都会に慣れた私には驚く

ほど綺麗に見えた。実は５月に個人的に、閖上（宮城

県）に行ったのだが、その時見た光景と 8月の南三陸

プロジェクトで訪れたいくつかの地域との違う所は、

海側にも緑が生い茂っていること。ボランティアの内

容の一つに草刈りがあったほどで、被害を受けた地面

からも草が生えている。これには、とても心を打たれ

た。自然も自ら復興に向かっていた。このプロジェク

トで人と少しでも触れ合い、自然を見て、きっと 3.11

以前はとても素敵な美しい土地だったと実感すること

が出来た。だからこそ、自分にとって身近な存在にな

り、早く復興してほしい、もとの美しさを取り戻して

ほしいと、より思うようになった。そこに、このプロ

ジェクトの意味がある。南三陸という慶應に最も近い

被災地に実際に行き、自分にとって身近な存在になっ

てこそ、親近感をもって支援の意が生まれる。参加し

た 10期のみんなにとっても、その経験をきいた身近な

友人や家族にとっても、南三陸が身近になるわけで、

それは「ボランティアとして何が出来るか」というよ

り、南三陸を知り、その美しさを垣間見、復興支援を

広げることができる、という意味で、つまり参加者と

そこから広がる復興という意味でこのプロジェクトは

とてもよかった。 

ただ一方で、「よそ者のボランティアに出来ること」

は、 

簡単に出来るものでもあるが、非常に難しいものだと

いうのも改めて感じた。都会から来た学生でも、ちょ

っとした話し相手や遊び相手、お掃除など、出来るこ

とはたくさんあるが、そのニーズをうまく把握しない

と、現地の人のストレスを助長してしまう現状を痛感

した。数日間しか滞在せず、ボランティアを名乗って

仕事をするのはとても謙虚な姿勢が必要（自然とそう

なってしまうわけだが）だとも感じた。「出来ることを

出来る時にする」というのも、その前提に「その相手

が必要としている限り」ということがあるわけで、力

になりたい思いが大きすぎても難しかったりする、そ

んなことを期間中は思ったりした。ただ、バスの移動

時に「世界の皆さんありがとう」などと、感謝の意を

看板に載せて掲げている光景にとても胸をうたれた。

それを見て、少しホッとしたというか、「ボランティア

や復興支援は着実に、物質的にも感情的にも貢献でき

ている」と思えた。 

こういう状況なので、支援のあり方というのは、何

がいいのかわからないけれど、いつか振り返った時に、

総括として東北の方々が、「来てくれて助かった」とい

う好印象を持ってくれるのであれば、南三陸プロジェ

クトも、東北へのプラスのインパクトが働いているこ

とになる。この南三陸プロジェクは、東北の復興支援

の観点からすると、貢献出来たことは微弱かもしれな

いけれど、しかし参加者への影響の観点からいうと、

とてもすばらしい企画であった（この感想文には多く

書ききれないけど、精神面や宿での掃除など生活面も

含めて、人に影響を与えるプログラムになっていた）。

改めて、ありがとうございます。 

 

（ ↑ 全世界のみなさんありがとう） 
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震災を実感し、私に出来ること 

5・6・10 期 宮崎紗和子（経・4 年） 

 

私が今回南三陸支援プロジェクトに参加した理由は、

私の実家である千葉県も今回の震災によって被害を受

けたため、少しでも力になりたいと思ったためです。 

恥ずかしいことではありますが、私は 2004 年に起

きた新潟県中越地震の記憶はほとんどありません。し

かし、今回の災害では、テレビや新聞で見る、今まで

には見たことのない衝撃的な映像や写真、日に日に増

えていく死者の数に、東京にいる私でさえ、ただなら

ぬ恐怖感を覚えました。 

そして、実家の隣町でも津波による死者が出ている

中で、私にも何かできることはないか、と考えた結果、

今回このプロジェクトに参加するに至りました。 

実際に現地に着いて、目に飛び込んできたものは、

テレビや新聞で見て想像していたものを遥かに上回る

光景でした。テレビで見るのと五感で感じるのでは、

全然違っており、鳥肌が立ちました。街が丸ごとなく

なっており、元の光景を知らない私でさえ、泣きそう

になりました。これは本当に現実なのか、本当に日本

にいるのか、一瞬疑いたくなりましたが、受け入れな

ければボランティアはできない、そう思い、まず目の

前に広がるこの状況を受け入れることから、私のボラ

ンティアが始まりました。 

実際にボランティア活動に参加して、徐々に震災を

実感することができました。私は丁度震災から 5 ヶ月

経った 8 月 11 日に現地に居合わせました。この日、

仮設住宅にお花を持って帰られる方をたくさん見掛け

ました。行方不明者を探す時期はもう終わり、今は家

族や友人の死を受け入れて、気持ちも少しずつ前に進

んでいるのかもしれないと思いました。そう思うと急

に、私達が接している民宿の方々や、自然の家の方々

もきっと誰かを亡くしているということに急に現実味

が湧いて来ました。また、防災庁舎に寄ったときに、

献花台や実際に手を合わせていている人を見て、その

気持は一層強くなりました。 

このような気持ちはおそらく現地に来なければ、感

じることがなかったと思います。現地に来て五感で感

じて、初めて震災の残酷さを感じました。 

そして、現地に来ていなかったら、きっとあの日の

記憶は薄れてしまいます。役に立ちたいという気持ち

も、改めて災害対策を見直したいという気持ちもきっ

と既に薄れてしまっていたと思います。でもこの目で

見たあの光景は絶対に忘れませんし、気持ちも冷めな

いと確信しています。東京に帰った後、自分なりに災

害対策やボランティアのあり方を考えるのがこのプロ

ジェクトの本当のスタートなのではないかと思ってい

ます。 

今回このプロジェクトに参加して、震災を実感する

だけではなく、多くのことを学びました。 

そのうちのひとつは、感謝の気持ちを持つことです。

清掃をしているだけなのに、「ちゃんと水分補給しな

よ」と声を掛けてくれる方、熱中症を心配してくださ

る方など、ボランティアを受け入れてくれる人の有り

難さを感じました。たくさんの方の支えの元に私たち

のボランティア活動は成り立っていたと思います。

様々な経験ができて、たくさんの人に感謝しなければ

なりません。プロジェクトを立ち上げてくれた先生方

に、一緒に仕事した学生スタッフに、現地で共に過ご

した同期メンバーに、宿の方に、ボランティアを受け

入れてくれる現地の方に、感謝してもし足りないと思

います。本当にありがとうございました。 

そして、今後南三陸町をどう復興していくのかとい

うことは、とても難しい問題だと現地に行き改めて感

じました。現地で様々な問題にも気付きました。ただ、

建物など街の外観だけが復興すればいいというわけ

でもなく、失われてしまったコミュニティを復興させ

ること、災害に強い街を作っていくことなども重要だ

と思います。 

私はこれから、自分の専門分野である廃棄物処理問

題について卒業論文にまとめ、現地の状況について多

くの人に知らせると共に、自分なりに現地で感じた問

題の解決策を考えていきたいと思います。そして、こ

れからも南三陸町の復興支援を出来る限り永く続け

ていきたいと思います。 
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南三陸ボランティアの意義 

5期 柳幹太朗（法・3年） 

 

 

1.参加以前 

 震災直後の混乱が過ぎると、私の生活はまた元通り

に進んでいった。震災の報道に目を向けつつ、心の中

に覗いてはいけない部分を作りながら、取り立てて不

自由なことがない学生生活を送る日々が過ぎていっ

た。 

そんな春学期も終わりに近づいた時、今回のボラン

ティアに関するチラシを配る学生を見かけたことが

参加のきっかけとなった。学生がこのような活動に携

わっていることにとても興味をひかれた。 

3 回のワークショップとシンポジウムを経て、ボラ

ンティアの意義を学ぶとともに、自分の中の見たくな

い部分にアプローチすることができ、南三陸に行くこ

とへの抵抗は薄れたように思えた。自分に何ができる

のか、ということや被災状況など多くのことが興味深

いものに思えた。 

2.活動・見学を通して 

初日に現地に入ったときは、正直に言って、役立ち

たいという感情よりもここにいたくはないと思う気

持ちの方がはるかに強かった。被害を分かったような

気になっていた自分を恥ずかしいと思いながらも、

「正常な」生活を送る中で見まいと思っていたものに

対峙させられて、震災にどこかで無関心である自分を

正当化することをやめ、ここに来た以上自分に何がで

きるのかを本気で考えようと決意した。 

日々の活動では、もう少し他のボランティアの方に

積極的に話を伺えばよかったと反省しながらも、集中

して作業することの重要性を知ることができた。 

現地で震災直後から活動されるボランティアの方

に、ボランティアの意義について伺う機会があったこ

とはとても幸運であった。 

特に、ボランティアとして仕事をいい加減に行うこ

とは、確かに現地の方を始めとして周りの人に迷惑が

かかるものではあるが、それ以上に自分のためになら

ないのだということ。人は本来自分自身を最も大事に

したいと思うはずであり、人様のためにと思うこと自

体が烏滸がましいもので、それでもボランティアに意

味を見出すのならば、それは自分のためにこそあるべ

きで、より良い自分を作り上げることを目指して行う

べきだ、その理由から作業に手を抜いてはならない、

という旨の話を聞くことができ、今後自分はどのよう

に生きていくべきかを改めて考えるきっかけとなっ

た。 

帰宅前にもう一度被害を受けた街を巡ったときは、

初日のような複雑な感情は生まれず、このような機会

を与えられたことにただただ感謝した。同時に、ボラ

ンティア参加者として、この場所に再び戻り、復興を

見届けることは義務であると感じた。 

3.帰宅後 

帰ってしばらくは「通常」の生活との差を体感せざ

るを得なかった。雑踏の中で「通常」の生活が続けら

れている違和感をまざまざと覚える時も少なくはな

かった。しかし、日が経つにつれ慣れてしまうととも

に、自分の普段の生活の中で復興に貢献する機会がい

かに少ないかを痛感した。ただ、本気で貢献しようと

考えると時間と労力が自分には足りず、自分は学生で

ある以上、現在与えられている課題を淡々とこなして

勉強することでも結局復興につなげられるのではな

いかとも考えており、これから何をすべきか明確には

定まっていない。今何をすべきなのか、プロジェクト

参加者間で話し合い、様々なことを定期的に共有する

ことが重要だと考えた。 

4.最後に 

普段の生活に戻ってから、このプロジェクトがいか

に多くの人の協力によって支えられているのかを知

ることができた。現地の方、教職員、スタッフ、学生

が知恵を出し合った結果は自分の想像を超えたもの

であった。このつながりを継続的に有効活用して、そ

してさらに多くの人を巻き込むことが出来れば、より

大きなことを達成できるのだろうと期待しているし、

自分もできるだけのことをしたい。このプロジェクト

への感謝の言葉は、東北の復興をこの目で見届けてか

ら考えたいと思う。 
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とにかく、飛び込んでほしい 

5期 古田喬昭（経・2年） 

 

いまいち気持ちが被災地へ向かない、「ボランティ

ア？」こんな人もいるかと思う。そんな人にぜひ読ん

でほしい。 

私は今までボランティアというものに参加した事が

なく、人のためになにかしようとも思えなかった。そ

んな自分に対して「よくないんじゃないか」と疑問を

抱きながら生きて来た。そんな自分を変えたかった。

そして「たくさん時間のある大学生が参加しなくてい

いのだろうか」という一種の罪悪感、「被災地の状況を

目に焼き付けておきたい」というのが私の参加動機で

ある。 

結論から言おう。動機なんてなんでもいいと思う。

確かに他の人のために何かができる、他の人の存在を

自分の原動力にできるというのはほんとにすばらしい

ことだ。しかしそんな人ばかりではないだろう。私も

そのうちの一人である。だから、僕と同じような思い

で被災地へ足を運びづらくなっている人にはこんなふ

うに考えてほしい。自分のためにしたこの行動、誰か

の役に立ったのだろうか、と。「被災地のためになにか

したい」と強く思って参加していたとしても毎日きつ

い作業を続けていると「やってあげている」、「与えら

れた仕事をやらされている」、こんな意識が芽生えてし

まってもおかしくない。しかし思いのほかこの意識・

思いは周囲の人に伝わりやすい。こんな意識で作業し

ている人に誰が仕事を頼むだろうか？失礼の極みだ。

そうならないように、いっそのこと「自分のため」と

考えてしまってはどうだろう？そうすればもっと頑張

ろうと思わないだろうか？なぜなら頑張れば自分に返

ってくるのだから。ボランティア活動のなかで自分に

とって有意義なことはたくさんある。それを最大限享

受しようと頑張り、そしてそのような機会を与えてく

れ、受け入れてくれた現地の方に最大限感謝する。こ

のような姿勢が大事なのではないだろうか。 

実際に現地へ赴き感じた事は主に三つ。まず、復興

はまだまだこれからだな、ということ。もちろんここ

まで来るのに大変な苦労があっただろうと思うが、電

気・ガス・水が整い、仮設に皆さん入る事ができ、「さ

あこれから」という気がする。 

二つ目は現地の方々が、子供からお年寄りまで本当

に強い、ということ。震災から半年以上経ち、少しず

つ、しかし確実に復興に向かっているとは言え、まだ

まだ以前のような暮らしとはほど遠い。特に海岸付近

は悲惨で、「ここは以前商店街として栄えていました」

などと説明されても原型も想像できないほど跡形もな

く流されてしまっている。こんな状況にも関わらず毎

日めげずに必死に生きている人たちへ心から尊敬の念

が芽生えた。そして、彼らの笑顔を見るたびにこちら

が元気づけられた。「こんな状況なのになぜこんなに笑

っていられるのだ」と。しかし、こんな状況だからこ

そ笑っているのかもしれないとも思った。現地で見る

笑顔の一つ一つが強い意志を持っているかのようだっ

た。「負けない」、と。   

そして、これは前でも少し述べたが感謝の気持ちの

重要さ。まずは、ボランティアをさせてもらっている

こちら側の感謝の気持ち。昼食で使ったトレーを洗う

仕事があったのだが、その際にボランティアに来てい

る他の団体の方が丁寧に洗い方、消毒の仕方を教えて

くれる。僕らのような短期ボランティアが来るたびに

こんなふうに丁寧に教えているのだろうかと思うと感

謝せずにはいられなかった。そして、相手からの感謝。

早くからこちらにボランティアに来ている、70 歳前く

らいの方と二日に渡って津波の被害を受けた家の片付

けを一緒に行った。この方、愛があることはわかって

いるのだが昔ながらの職人気質という感じで、なかな

か厳しい。そんな方だから、作業しているときに僕ら

をほめることもなかった。しかしその方と別れるとき

に僕が感謝の言葉を述べに挨拶に行くと、その方僕よ

りも深々と頭を下げて「ありがとう」と言った。そん

な経験は初めてで、衝撃的だった。嬉しかった。感謝

の気持ちを持って接することの大切さを学んだ。 

理由なんてなんでもいい。自分のためでもいい、必

死に頑張っていろんなことを吸収しようともがけば、

それはきっと相手のためにもなっているだろうから。

だからとにかく飛び込んでほしいと思う。 
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大学生のわたしにできること 

5期 和田有紗（商・2年） 

 

 3 月 11 日当日、私は留学先で地震のニュースを知りました。TSUNAMI・TOUHOKU の 2 つの言葉とともに大き

な津波の映像がずっと流れていて言葉が出なかったのを思い出します。私の実家は山形県と、東北地方なので、自分

の家や家族は無事なのか心配でした。2 日後に連絡が取れて状況を聞くと東北、そして日本は本当に大変だと聞かさ

れました。そして、今すぐに向かいたいけど向かえないもどかしさとともに、現地に行って力になりたい、何かした

いという気持ちがあふれてきました。生まれ育った東北が…夏休みに行っていたあの海岸が…と考えると、いてもた

ってもいらず、一番時間に余裕があり、体力がある大学生だからこそやらなければならないと思いました。 

 何から始めればいいのか、と考えているときに、川崎の避難所で学習支援をする団体に出会いました。主に福島か

ら避難してきている子供たちに学習支援を行うというボランティアです。この学習室に来てくれる子供たちは非常に

元気がいっぱいで圧倒されることもしばしありました。初めのほうは弱音も吐かず元気で遊んだり勉強したりしてい

た子供たちも、少し慣れてくると本音をのぞかせるようになりました。前の学校の話や避難所での生活の話をする子

や、ストレスによりかみつくなどの行動をしてしまう子、そんな子供たちを見ていて、一刻も早く家族と一緒に暮ら

すという普通の生活を送らせてあげたい、その手助けをなんとしてもしたいと思うようになりました。 

 南三陸プロジェクトの参加に迷いはありませんでした。ボランティア派遣は他の団体を通じてもできたと思います

が、慶應のこのプロジェクトを選んだのは、現地に一緒に行くメンバーときっとこれからも活動できるだろうと思っ

たからです。私は現地に行くことはもちろん、その後もできる様々な支援の方法を考えてみたかったので、自分のそ

ういった思いを共有できる仲間と出会えたことは本当に良かったと思っています。 

 8 月初めて現地で被災地の状況を目の当たりにすると、自分が今どこで何を見ているのか、分からなくなりました。

想像よりはるかに超えたところまで津波が押し寄せていて、「現地に行かないと分からない」という言葉の意味を初め

て理解できた気がします。現地ではさまざまな光景を目にしましたが、やはりいつも思い出すのは一番初めに見た南

三陸町の様子です。家の基礎も流されてしまっている状態が永遠と続く様子を思い出しながら、前のように建物が並

び生活できるようになるまではどのくらいかかるのだろうか、私が横浜の学習室で出会った子どもたちはいつ家に帰

れるだろうかなど、帰ってきてからいつも考えてしまいます。 

 多くの資金もなく専門的に何かに特化しているわけでもない学生の自分にこれから何ができるのかと考えてみた時、

不安になることはたくさんありました。気持ちだけが先走って、自分の小ささに戸惑うこともありました。しかし、

現地にいって分かったのは、素人でもできる仕事はたくさんあるということです。また、川崎でやっている学習支援

も年の近い大学生だからこそできる活動の一つだと思います。また先日行われた戸倉サミット 2 では、様々な団体が

いろんな側面からアプローチして活動していることを知りました。自分はこれから被災地のために何ができるのか考

えるとき、一人で悩まず仲間に相談したり、すでに活動している団体からヒントをもらったり、まず自分の想いを口

にして、行動してみようと思います。また、新たなことを始めるだけでなく、今やっている活動も継続的にしていき

たいです。 

今回のボランティアは、ボランティア自体についても考えるきっかけになりました。仕事を委託する人と仕事を受

け持ちたい人とをつなぐコーディネーターが必要なこと、ボランティアを指揮してくれる人がいるから活動ができる

こと。今回のプロジェクトも先生方やスタッフがいたから参加できたということに、遅ればせながら現地でやっと感

謝することができました。先生方スタッフの皆さん、ありがとうございました。 

南三陸プロジェクトを通じて、多くのことを学び、自分自身成長することができました。この経験を糧にし、大学

生のわたしにだからできることからしっかりと活動していこうと思います。 
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人と向き合うということ 

        ６期 菊池武朋（法・３年） 

 

このプロジェクトのまとめとして、まず参加動機・

目的から始めて、つぎに現地に行って感じたことを書

いていこうと思います。 

 

3.11 以来、自分には何ができるか考え、同じ意識を

共有する友人とも震災の話をよくしていました。震災

直後は、今ボランティアとして駆けつけるべきだとい

う人もいれば、混乱した状況の中、個人で向かっても

迷惑だという意見もありました。僕自身は、情報を集

めているばかりで結局動くことはできませんでした。

そして７月の中旬、友人の紹介で南三陸支援プロジェ

クトの説明会へ行き、他の学生の「どうにか力になれ

ないか」という意識に共鳴し、参加を決意しました。

そして事前勉強会では、自分たちの立ち位置をしっか

りと確認し、現地の方たちの迷惑だけにはならないよ

うに、小さなことをお手伝いさせて頂くという目的を

据えました。 

 

私たち６期がお邪魔させていただいた戸倉地区での

任務の一つに、「地域コミュニティの再生・活性化」が

ありました。仮設住宅に設置させていただくためのベ

ンチ作りや、ご高齢の方のお手伝いなどです。仮設住

宅と言っても、元の地域のコミュニティがそのまま移

動した場合と、全く異なる場所から集まってきた場合

があります。後者の場合特に、仮設住宅を出て活動し

ようとする方が少ない傾向にあり、そのような方々の

ために、つながりを感じていただけるキッカケとして

始まった任務でした。 

ひとつひとつはどれも小さなことですが、現地の

方々とお話をする中で感謝の言葉を頂くと、大変意味

のあることをしているのだと感じました。僕たちがで

きることは本当に限られていますし、無力です。しか

しプロジェクトに取り組んでいく中で、自然にその無

力さを素直に受け入れていくことができました。プロ

ジェクトの仲間も、自分たちでどこか折り合いをつけ

て、前向きに取り組もうと努力していたと思います。

自分たちの気が滅入ってしまっては話しになりません。 

 

 

 

僕は、今回が初めてのボランティアとしての体験だ

ったのですが、現地へ行って始めて心から感じたこと

があります。震災から毎日、「被災者が何万人」などの

表現が新聞でもニュースでもあふれていますが、その

一人一人にそれぞれのストーリーがあるということで

す。当たり前のことですが、現地の方々が日々なにを

考え、なにを感じているのかを聞いていく中で、心の

底から身にしみて感じたことでした。私たちは、テレ

ビや新聞などの媒体で毎日更新される情報を知り、「知

ったように」思っていることがいかに多いかと痛感し

ました。実際に向き合って、目を合わせ、五感を通し

てからだ全体でお話を聞いていると、何か生々しいこ

と・ものが伝わってきます。そうして得た貴重な経験

は、プロジェクトに参加してからの一ヶ月のあいだで

も、僕の日々の生活に活きていると感じることが多々

あります。ボランティアを通して何かを得たのは、む

しろ僕の方だと思います。現地で会った方々の親切に

心から感謝しています。 
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南三陸で感じた三つの気持ち 

        6期 近藤慶太（医・2年） 

 

僕が、このプロジェクトに参加しようと思った理由は、

高校二年生の研修旅行で、お世話になったからだ。また、

今回の震災のニュースを見て、ボランティアをしてみた

いというのもあったし、このボランティアを通じて、自

分自身が成長できればいいなと思っていた。 

僕が、今回のボランティアについてまとめるにあたっ

て、現地に行かないと感じる事ができなかったであろう

３つの気持ちについて書いてみたいと思う。 

一つ目は、心苦しい気持ち、二つ目は、やるせない気

持ち、三つ目は、嬉しい気持ちである。 

まずは、心苦しい気持ち。それは、震災の実情を肌で

感じた事によるものである。女川で見た根元から倒れて

そのままの状態のビル、志津川の積み上げられた瓦礫、

基礎だけになってしまった家、それらは津波の恐ろしさ、

凄まじさを表していた。テレビから見る景色とバスの窓

から見る景色も違ったが、それ以上に実際に歩いて見た

景色は、全く違うものだった。自分の目の高さから眺め

た津波の被害を受けた街は、どこまでも真っ平で、崩れ

落ちた瓦礫の残る地面や、冠水してしまった道路は、そ

こで何が起きたかを物語っていた。広島や長崎の原爆資

料館に行った時、被害を物語る資料を見て、確かに大変

な事が起きたのだなと感じたが、それは過去に起きたも

のだと、どうしても一線を引いてしまう部分があった。

しかし、今回こういった街並みを歩いて感じた気持ちは、

どこまでもリアリティーにあふれて、私達が生きている

今、どれだけ大変な事が起こったのかという事を肌で感

じた。これは、絶対に現地に行かないとわからない気持

ちだと思う。特に防災対策庁舎の跡の献花台や、志津川

病院の中の献花台に手を合わせたのだが、その時に犠牲

になった方々を思ったり、目の前にある被害を如実に表

した建物を見たりした時、物凄く心苦しい気持ちになり、

呆然としてしまった。 

次は、やるせない気持ちである。それを感じたのは、

ボランティアセンターに置かれた物を見たときであった。

私達は、お盆で自然の森でのボランティアがなかったの

で、一般の方々がボランティアをするために集まるベイ

サイドアリーナに行ったのだが、そのボランティアセン

ターにそれはあった。それは、被災地の方々へのメッセ

ージが書かれたうちわだった。これは、本来、被災され

た方々が見て勇気づけられるはずのものだ。それを、私

達ボランティアが使ってしまい、それは確かにありがた

かったが、送ってくれている日本各地の方に申し訳なか

ったし、どこか不思議な気分だった。他にも、恐らく被

災者の方々に配られるはずだ 

った、飲み物や、飴、とにかく色々なものをいただいた。

きちんと物資が行き届いていない地域もあると聞くのに、

おかしなものだなと思った。 

また、そのボランティアでは、何百人の方々と重機で

拾いきれなかった瓦礫を集めたのだが、これだけの人数

で 1日かけて片付いたのは、サッカーコートの半面くら

いの広さだけだった。きっと今回被害を受けた地域を全

て元に戻すには、とてつもない人数の力と、途方もくれ

るような時間がかかる。それを考えるとやるせない気持

ちになったが、それでも、被災地の復興のほんのわずか

な 1ピースに加われたのは嬉しかったし、その一つ一つ

の積み重ねで、被災地の復興が成り立っているんだとい

うことを、身をもって感じて、どこか誇らしい気持ちに

なった。 

最後は、嬉しい気持ちである。ここでは、特にうれし

かった二つの出来事についてあげる。 

まず、子どもたちとのふれあいである。それは、戸倉

中の仮設住宅で３１アイスクリームを配りに行った時で

ある。もちろん、配ったアイスクリームを喜んでくれた

のは嬉しかったが、僕は、子供達に雑草で手軽にふける

笛の吹き方を教えた。子供達は、最初はうまくできなか

ったが、しばらくすると吹けるようになり、ピーピーと

甲高い音が仮設住宅にこだました。それは、とても嬉し

い出来事だった。また、今度南三陸町に戻って、再びこ

の子供たちと会えたとき、笛の事を覚えてくれていたら

もっと嬉しい。 

もう一つは、ながしず荘のおばあちゃんの話である。

僕は、最終日、おばあちゃんのお手伝いをしたのだが、

その時、おばあちゃんが何の気なしに「慶應っていうと

ね。やっぱりこの辺の人達は、お金持ちのおぼっちゃま

だって思っちゃうのよ。けどね、ボランティアの学生さ

んはよく働くし、そういう考えが変わったのよ。」とおっ

しゃった。それを聞いて、とても嬉しかったし、それは、

このプロジェクトにおいてとても大事なことだと思った。 

これらの三つの気持ちは、僕の心に深く刻まれた。 

帰る時、おばあちゃんに「絶対戻ってくるんだよ。

絶対だからね！」と言われた。必ず戻ってきます！ 
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南三陸町での時間 

6期 佐藤美沙紀（法・1年） 

 

 東日本大震災が起きた 3 月 11 日、私は自宅にいま

した。とても強い揺れを感じたあと、停電し、地震や

津波の被害について知る前に携帯電話の電源も切れ、

情報を知ることができませんでした。翌日にテレビで

津波によって町が押し流されていく映像をみて、私は

ただ単純に驚きました。こんなに大きな被害が出てい

るとは思わなかったからです。高校の卒業式が縮小さ

れ、花見の自粛など社会で様々な変化が起きている中

で、私に何かできることはないかと考え始めました。

また、世界各国から日本に寄せられるたくさんの温か

い支援を見て、これから東北の再生を目指す日本人の

一人として、しっかりと自分の目に焼き付け、触れて、

感じ、そして伝えていかなければならないと思いまし

た。しかし、ボランティアとして実際に現地に行くき

っかけはなかなかなく、大学生活に慣れてから、と先

延ばしにしていました。そこで大学内にあるこのプロ

ジェクトの看板を見つけ、すぐに参加することを決め

ました。実際に現地に行って何ができるか分からない

という不安はありましたが、とにかく現地に行くこと

が一番大事だと考えました。 

私が参加した 6 期は唯一の夜行便であったため、な

がしず荘に無事に到着したあと、バスで石巻や女川の

市内見学にでかけました。市内ではまったく海の見え

ないところでも、津波の影響と思われる、鼻につんと

するしょっぱい潮のにおいがまだしっかりと残ってい

ました。町の中心部ではお店が再開し、徐々に元の姿

に戻りつつあることがわかりましたが、高台にある女

川病院からは、横倒しになった建物や、高く積み上げ

られたがれきの山がまだいくつも見えました。震災が

発生してから 5 か月が経っているにも関わらず、中心

部から少し離れた地域ではやはり再生への遅れが生じ

ているなと思いました。 

二日目、私は午前中にながしず荘の掃除のお手伝い

をし、午後にはお茶っことよばれるコミュニティカフ

ェや、主に子供向けの洋服やおもちゃを扱うフリマの

お手伝いをしに戸倉中に向かいました。そこで、南三

陸町に来てから初めて、震災当日のお話を生で聞くこ

とが出来ました。テレビや新聞などで被害に遭われた

方のお話を何度も見聞きしていましたが、実際に生で

聞くことで今までとは違う衝撃を受けました。お話を

聞いてから、現地に来てから見ている風景がまた違う

もののように見えました。言葉ではうまく言い表せま

せんが、見方が変わったように思います。夜にはなが

しず荘の方々のご厚意で、子ども夢花火を見に出発し

ました。ボランティアに来たのにこの花火を見ていい

ものかと最初は思いましたが、見ることができて本当

によかったと思っています。花火は 1 部と 2 部に分か

れていて、震災による犠牲者への鎮魂と復興を誓う想

いがそれぞれ込められていました。花火を見ながら、

午後に聞いたお話を思い出し、いろいろなことを思い

ました。6 期のメンバーも言葉を発することはほとん

どありませんでした。白地に赤という日本の国旗を表

すような花火が多かったように思います。 

三日目には、1～10 期の中で唯一となる 31 アイス

クリームの配布を戸倉中と自然の家でそれぞれ行いま

した。私は自然の家を担当し、ジョンさんが扮する休

暇中のサンタクロースと写真を撮って、思い出として

残してもらうというイベントも行いました。余ったア

イスをほかの仮設にも配りにいきました。 

最終日となる四日目には、自然の家で駐車場のスペ

ースをさらに多く確保することができるように測量を

行いました。一家に車が二台以上ある中で、一家に一

台分の駐車スペースすら確保することができない状態

で、仮設に住む方のニーズに応えるという点で非常に

意義がありました。午後には南三陸町の中心部へ向か

い、バスから降りてそれぞれいろいろなことを感じな

がら見てまわりました。バスから降りての見学は初め

てで、バスの中から見るだけの見学とはまったく異な

りました。実際に降りてみなければ分からなかったこ

とばかりで、生活の跡がしっかり残っているのを見る

ことができました。 

活動自体はたったの 3 日間でしたが、とても多くの

経験をすることができた濃い 3 日間になったと思って

います。6 期の時期がお盆の時期と重なったこともあ

り、喪服を着た住民の方を多く見かけ、どのように声

をかければいいか、震災の話になったときにうまく対

応できるかなど迷いや反省が多くありますが、それで

も勇気を出してこのプロジェクトに参加できてよかっ

たと思います。今回私が一番うれしかったことは、慶

應ベンチが様々なところで役立っていたことです。私

はベンチの製作にはまったく関わりませんでしたが、

普段なんとも思わないたった一つのベンチが、仮設の

コミュニティ作りに貢献し、「ありがとう」と言われる

ことが何度もありました。東京に帰ってこちらの生活

に戻ってからも、心のどこかで南三陸町と住民の方々

の様子がとても気になるようになりました。テレビで

南三陸町という言葉を聞くとつい見入ってしまいます。

ぜひまた南三陸町を訪ねたいと思います。 
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「南三陸」を好きになること 

6期 嶋崎和人（法・2年） 

 

3 月 11 日に地震を経験し、数日間はただ何をするで

もなくテレビやインターネットを通じて続々と伝えら

れる被災地の状況を見つめていました。しかし次第に

今の自分はただ状況を眺めるだけで何もできていない

という無力感と、自分がなにか被災地のためにできる

ことはないのかという気持ちが湧き上がってきました。 

 

震災の影響で春休みが延び、その期間にサークルの

先輩の伝手で炊き出しのボランティアに参加するこ

とができました。その際に行ったのは宮城県名取市だ

ったのですが、一面がれきの山となった周囲の光景を

見て、これから被害にあった地域が復興していくため

には様々な、そして多くの人々の力が必要だというこ

とをまざまざと感じました。 

そんなことを思いつつも大学が始まると日々の生

活を過ごすのに忙しく被災地への意識は薄れがちで

したが、消えることはありませんでした。自分には何

ができるのだろうと時たま考えつつも、実際に行動す

ることはできない日々が続いていました。 

 

そんな中キャンパス内に南三陸支援プロジェクト

の看板が掲示され、詳細を知るうちに参加したいと考

えました。自分もそうだったのですがボランティアに

参加したいと思っていてもどこに行けばいいのか、ど

うすればいいのかわからないという学生は今回のプ

ロジェクトで出会った人や周囲の友人にも多かった

ので、南三陸支援プロジェクトは大学という身近な窓

口を通じて参加できるという点だけとっても非常に

意義深くそしてありがたかったと思っています。 

ワークショップや事前勉強会も、その内容が直接ボ

ランティアの活動で役に立ったかと言われるとそう

とは言い切れない部分もありましたが、飛び込んだこ

とのない環境に足を踏み入れる心の準備ができたと

いう点は非常によかったと思っています。このような

事前の準備が他のボランティアでも取り入れられて

いけば、より多くの人がボランティア活動に参加しや

すくなるのではと思っています。 

 

ボランティアのニーズは日々変わると予め聞いて

いましたが、その内容は本当に多岐に渡っていました。

草刈り、ベンチ作り、お茶っこと呼ばれるコミュニテ

ィーカフェの運営、アイスクリームの配布など。私が

行った中で最も印象的だったのはガレキの撤去でし

た。ガレキの撤去と言っても重機では回収しきれなか

った細かなものを人の手で片付けるというものでし

た。実際に作業をしているとビデオテープや写真、本、

調理器具など生活感あふれるものの数々が出てきて、

今は更地になってしまったこの場所に確かに人が暮

らしていたことを示していました。大きな災害が起こ

ると死者・行方不明者何名と数という集合で捕らえて

しまいがちですが、一人ひとりの人生があってそれが

失われたのだということを実感させられました。この

ことは実際に現場に来なければ本当の意味で理解す

ることはできなったと思っています。 

 

最終日の午後には南三陸町内を見学させていただ

きました。高台にある志津川中学校から志津川地区市

街地を眺めた後、実際に市街地をバスから降りて歩い

てまわることができました。報道では何回も見ている

光景です。しかし実際に自分で目の当たりにするのと、

カメラを通して見るのではまったく違いました。多く

の人がここに来て、そしてここで何が起こったのかを

自分の目で確かめてほしいとも思いました。 

 

南三陸から帰ってくると直後に所属しているサー

クルで自らが幹事を務める合宿が控えていたことも

あって、あっという間に自分の日々の生活に引き戻さ

れていきました。まるで南三陸町にいた期間はぽかり

と別の世界を生きていたかのような錯覚にも陥りま

した。しかし振り返ってみるとその世界は確かに存在

していて、しかも同じ日本という国で起きていること

なのだということを今改めて感じています。 

人生観が変わったとか、自らのやるべきことが見え

てきたといったような劇的な変化は正直なところあ

りませんでした。変わったことは何かと問われれば、

ニュースで「南三陸」というワードが出てきたときに

反応するようになり、SNS を通じて南三陸の情報を収

集するようになったことです。言い換えればそれは南

三陸町を好きになったということだと思います。 

1 人の人間ができることは本当に小さいですが多く

の人間が南三陸に行って、そして南三陸を好きになっ

て興味を失わず、少しずつ何かしら行動をしていけば、

それは着実に復興につながっていくのではと考えて

います。 
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思考への志向 

6 期 平井 爽人（法・3 年） 

 

3 月 11 日以降、日本は変わったといっても過言ではあり

ません。東北の人々に限らず、日本人の全てが、私たち

は常に安全に平穏に暮らしていけるわけではなく、日々

幸せを享受していたのだと気づいたに違いないのです。

もちろん私もそう気づいた一人であり、日々の生活が出

来ることへの感謝の気持ちや、人間が助け合って生きて

いることの尊さを今一度考えるようになりました。しか

し、その一方で、震災の話を聞くたびに、自分の中で色々

なことを思い感じるのですが、同時になにか抜け落ちて

いるような感覚を常にどこかに持っていました。日本経

済の問題、原発の問題といった自分の生活と直結する問

題が山積みなのに、それでも震災をどこか遠くで起きた

自分とは直接関わりのない事の様に感じてしまっている

自分もいたのです。この空白はいったい何なのだろうか。

突如自分の目の前に突きつけられ、実感のないままに多

くの向き合わなければならない課題が現われた、という

のが私の感覚でした。 

そう感じる原因のひとつとして、震災当日に自分が関西

方面にいたため、地震をほとんど体感しなかったことが

関係していると思います。親族からの私の安否を心配す

る電話で、事の深刻さを初めて知り、訳が分からぬまま

東京に帰ってみると状況が以前と一変していたのです。

そうして現実を目の当たりにすることで無理やり自分を

震災後という状況に当てはめていきました。そのため消

化不良の思いが強く残り、実感を持てぬまま生活をして

いかなければならなくなったのです。 

そのため、支援プロジェクトに参加した理由として、現

地の状況をより実感として知り、自分が関わることで実

感を得たいという想いも大きな部分を占めていたことは

事実です。無論、自分が何か助けになれるのならば協力

したいという想いも強かったのですが、それだけで現地

に来たのではありませんでした。そのため、本プロジェ

クトに参加することに一種のためらいもありました。こ

んな自分勝手な理由で来られたら、現地の方々はどう思

うのだろうかと考えると、申し訳なく思ったのです。 

そして、そのような想いも持ちつつ参加を決意し、活動

を終えた現在でも、この想いに対して決着はついていま

せん。しかし同時に、自分のような純粋でない人が来る

ことを現地の方々はどう思うのか、という問いに答えは

ないのではないかと考えるようになりました。現地の状

況を見るだけでも良いから来て欲しいという方もいれば、

観光気分で来るならいっそ来ないで欲しいという方もい

ます。人それぞれ想いが異なっており、私達がその全て

の想いを理解してから行動することは残念ながら不可能

なのです。私達にできることはただ一つ。みんなの想い

を、自分の中で考えて考え抜くことだと思います。現地

に行ったら現地の方々の気持ちを考えて、不快な思いを

させないよう心がけ、何が今そこでは必要なのかを考え

る。現地にいない時でも、この震災から見えてきたこと

は何なのだろうか、何を伝えていくべきなのだろうか考

える。この大震災を時間とともに風化させるのでなく、

心の片隅に置いて思考を働かせ続けていくことが、被災

にあわれた方々の気持ちに応えていく一番の方法なので

はないかと思います。その点においては、私は実際に現

地に赴いた分、まだ行くことの出来ていない人よりは

様々なことが想像しやすくなっているはずです。そのた

め、自分は周りの人に対して多くのことを発信し、日本

人がこの震災について考えを巡らせるお手伝いが出来れ

ばいいなと感じています。 
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We are under the same sky. 

6期 安井将之（経・2年） 

 

初回の企画立ち上げミーティングからはや 2 ヶ月。

僕は南三陸にいた。今まで行ったこともない東北。は

じめての宮城県の南三陸町。3・11 のあの日あの時、

何が起こったのか、しっかりと見なくてはいけない、

そんな気持ちでバスの車窓からで送り出してくださっ

た先生方に手を振っていた。このプロジェクトがこん

なにも大きなものになるとは思ってもいなかったため、

実際、南三陸に行けることに対して嬉しい気持ちを抱

いていた。その一方でとてつもない不安も。3・11 の

日、一人横浜の自宅にいた私は大きな揺れと停電と余

震におびえていた。携帯は繋がらない、信号も電気が

付いていない、コンビニも開いていない。電力が復旧

してから目にする、津波・放射能漏れの報道。すんご

く怖かった。本当に、本当に怖かった。僕は怖くてす

ぐに実家のある大阪に戻った。それから後も、原発が

怖くて日本を「脱出」してしまった。そんな自分が果

たして、地震や津波で大きく傷ついた南三陸に行く資

格があるのかという不安や自責の思い。そんな思いを

抱きつつ南三陸へと足を踏み入れた。 

バスから津波の被害を受けた地域を見たとき、言葉

を失った。ビルは骨組みだけの状態。窓ガラスなんて

ない。家も基礎の部分しか残っていなかった。5 ヶ月

以上たったその時でさえ、深い、深い傷跡を目にした。

テレビや新聞で見て「知っていた」が、実際目にする

と言葉が出なかった。それくらいショックだった。涙

が止まらなかった。涙をおさえてから、ながしず荘の

玄関を入った。真っ先に「津田先生！」と大声で叫び、

抱擁したのは多分、知っている先生に会えたことで安

心したのだろう。 

そんな初日を迎えて日々、様々な作業をさせていた

だいた。ベンチづくり、老人ホームでの泥掻き作業、

お茶っ子。ベンチづくりでは仮設住宅がある場所で、

作業をさせていただくことができた。おばあちゃんや

おじいちゃんがベンチに座っておしゃべりしている。

僕たちにも話しかけてくれる。「ありがとう。」と言っ

てくれるおばあちゃんやおじいちゃん。コミュニティ

づくりにベンチが役立っていることを実感し、充実し

た作業が出来た。老人ホームでの作業では、もう使え

ないものを外に出していく作業をお手伝いした。スプ

ーンやお茶碗、年賀状やお孫さんと写っている写真、

老人ホームの日誌など、そこにおられた方の日常が思

い起こされた。僕の祖父も老人ホームにいるから、な

おさらであった。誰もいない老人ホーム。ただ「モノ

を運ぶ」ことはできなかった。涙をこらえながら、思

い出をそっと拾い上げる気持ちで作業させていただ

いた。お茶っ子では、おじいちゃんやおばあちゃんと

お話をし、ゴルフを楽しんだ。いろいろなものや、た

くさんの人を亡くされたお話をされた方もゴルフを

一緒にしていると自然と笑顔になっていた。その笑顔

が本当に嬉しかった。 

今回、南三陸でさまざまな人に出会えた。ながしず

荘の人たち、戸倉のおじいちゃん、おばあちゃんやち

びっこたち。みんな誰かを失っているのにもかかわら

ず、前を向いて少しずつ、少しずつ進もうとしている。

そんな前向きでまっすぐな強さを南三陸の人たちか

ら感じた。 

そして、普通の日常が「普通」でない、あって当然

ではないということ、そんな普通の日常を送ることが

出来ることが実は幸せであると思った。また、人と人

とのつながりを大切にしなくてはいけないとも思っ

た。僕自身、いろいろあって、家族や親戚といった身

近な人とは距離を置いていたので、少しずつ少しずつ

ではあるが、その距離を縮めていけたら、と思う。こ

のまま普通に東京で過ごしていたら絶対に気づかな

いことを気づかせてくれた。たった 5 日間で出来るこ

となんてほんのわずか。そのなかで僕が何か役に立つ

ことが果たしてできたのかな、と思うこともしばしば

ある。そんな自分にできることは東京にいても、南三

陸に思いを寄せること。そして、南三陸にまた行き、

南三陸で出会った人にまた会うこと。そしていろんな

お話をして、お互い笑い合うこと。そんな単純なこと

しかできないけど、それが自分のやれること。そして

やりたいこと。 

本当に参加してよかったと思う。このプロジェクト

にお力添えをいただいた全ての方々、ながしず荘のみ

なさん、南三陸のみなさん、本当にありがとうござい

ました。また会える日まで。We are under the same 

sky. 
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南三陸の現状をみて 

6期 山口悟（商・2年） 

 

3.11 を境に、日本を取り巻く環境が大きく変わりま

した。それは一家族や一個人にも同様に影響をもたら

しました。 

大学が始まり、日常が少しずつ戻りはじめていたと

き、私はこのプロジェクトを知りました。最初、この

ような未曾有の大震災が起こることは人生において二

度とないと思い、このプロジェクトを通して南三陸の

復興にかかわることで自分自身が成長し、この体験が

将来への貴重な財産になると考えていました。しかし、

事前ワークショップに参加してから、その目的が徐々

に変化し、南三陸の方々と一緒に復興したい、力にな

れないかもしれないけれどこの活動に携わりたいと強

く思うようになりました。 

ただ、私はボランティア経験もなく、役に立てるか

どうかわかりませんでした。もし、慶應義塾大学の企

画ではなかったら、私はボランティアに参加していな

かったでしょう。そのくらい不安でした。事前ワーク

ショップでの他の学生との意見の交換や傾聴スキルを

学んだことによって、不安も和らぎ、意識を高めるこ

とができました。こうして、自分でも微力ながら役に

立てるかもしれないと思わせてくれたことによって、

参加に踏み切ることができました。 

いざ現地に行き、地震と津波による被害を目の当た

りにすると、TV 越しに見ていた映像とは比べものに

ならない衝撃を受けました。同じ目で見ているのに、

間接的な情報と直接的な体験ではこんなにも感じ方に

差があるのかと驚愕しました。 

私はベイサイドアリーナでのボランティア活動でガ

レキ撤去をしましたが、単純にガレキと呼んではいけ

ないと思わされました。陶器の破片や服の切れ端、他

にもビデオテープなど、生活を感じさせるものが次々

と出てきました。これらは他人から見ればガレキなの

かもしれないですが、そこにいた人たちからすれば、

れっきとした思い出の品だということを再認識しまし

た。 

活動の一つでベンチも作らせてもらいました。この

ベンチによって仮設住宅の方々が会話をする機会が増

えたと聞いたときは素直に嬉しく、少しでも役に立つ

ことができていると改めて実感しました。そして、実

際に仮設住宅を訪問し、ベンチに座って笑顔で話して

いる人たちの姿を見て、たとえ小さなことでもやる意

味はあり、それによって喜んでくれる人も少なからず

いるということを学びました。 

自然の家の活動で、駐車場増設を試みたときに仮設

住宅のおじいさんから聞いた、「若い人が車を２、３台

置いていて、他人のことを考えていない」という話が

印象に残りました。もちろんそのような人は少数だと

思いますが、このような状況ではお互いに協力し、自

己を犠牲にしてでも共存していくことが必要不可欠で

す。それは被災地だけでなく日本全国においても言え

ることではないでしょうか。日本全体で共通の目標で

ある復興を成し遂げるべく、意識を共有する必要があ

ると思いました。 

ボランティアから帰ってきて、まず思ったことは、

私たちは幸せであるということです。普通に時間を過

ごし、当たり前のように家族や友人と会話しているこ

とがどれほど恵まれているかを気付かせてもらいまし

た。南三陸に住むほとんどの方が家をなくしたり、知

人の人をなくしたりしているという現実があります。

しかし、それらのことを表に出さず、優しく接してく

ださったことに非常に感銘を受けました。南三陸の

方々は予想以上に強くたくましく、見習うべきことが

山ほどありました。 

時が経つにつれてメディアも被災地の状況を扱わな

くなっていきます。最初は多かったボランティアも、

どんどん減少していきます。そういうときこそ短期的

な視点ではなく、長期的な視点で支援していかなけれ

ばなりません。そのためにも、被災地に行った人たち

が情報を発信し、多くの人に伝えるという役目を担っ

ていく必要があります。それは今現在だけでなく、私

たちの子供の世代、孫の世代にもこの経験を語り継ぐ

べきです。この大震災のことを風化させないようにす

るには、どのように伝達していくかが今後の課題にな

ると思います。したがって、私たちには、まだまだや

るべきことがあるので、これからも深くかかわってい

きたいと思います。 

最後になりましたが、企画してくださった教員と学

生の方々、ながしず荘をはじめとするボランティアに

携わった方々に感謝申し上げます。まだ第一歩ですが、

このプロジェクトに参加できたことを誇りに思います。 
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南三陸支援プロジェクトを通じて 

7・9期 伊藤嘉隆（法・2年） 

 

震災後しばらくの間、コンビニでアルバイトをして

いた私は、震災後の物品の品不足、人々の混乱、その

後の回復の様子等の変化を比較的身近に感じることの

できる立場にいました。しかし、それはあくまでこち

らの話で、被災地に関する情報はニュースやインター

ネットで得られるものだけでは不明確であり、次第に

報道されなくなっていったことも相まって、状況を詳

しく知ることはできませんでした。同じ日本にいなが

ら他人事のように普通に生活していることにもどかし

さを感じていました。 

そんなときに、日吉の並木道で｢南三陸支援プロジェ

クト｣と書かれた看板を見つけ、このプロジェクトに出

会いました。被災地のボランティアは未経験であった

ので、不安はありましたが、この機会を利用して実際

に現地をこの目で見て、現地の方々と触れ合い、震災

の影響を肌で感じてみよう、そして自分にできること

を少しでもやってみようと思ったことが、参加のきっ

かけでした。 

いざ南三陸町を訪れると、町の様子は、私が想像し

ていた以上に悲惨なものでした。ガレキの山や、崩れ

たままの家々などを見て、言葉を失いました。7 期の

際には気仙沼を訪れましたが、広範囲にわたる地盤沈

下が見られるなど、こちらも衝撃的な光景が広がって

いました。震災から 5 か月も経過していたので、ある

程度復旧できているとばかり思っていましたが、そん

な考えはすぐに覆されました。 

私は 7 期では草刈り・ガレキ撤去など「現地に触れ

る」ことを中心に活動し、9 期では仮設住宅を回って

たこ通信の配布をしたり、西戸地区の仮設住宅でヒマ

ワリの種を収穫し、住民の方々とバーベキューをした

りするなど、「現地の方々と関わる」ことを中心に活動

しました。草刈り・ガレキ撤去は成果が目に見えやす

かったので、達成感を強く感じた一方で、草刈機を使

えないなど技術を持たない大学生の効率面での無力さ

を感じました。そして、住居跡での作業もあり、散乱

していた日用品から、津波が日常生活を奪ったという

事実をひしひしと感じました。我々にとってはガレキ

でも、住んでいた人たちにとっては大切なものかもし

れません。粗雑に扱うのもよろしくないのだろうと考

えさせられました。たこ通信の配布では、震災の話題

を避けるあまり、上手くコミュニケーションをとれな

かったことが悔やまれました。バーベキューの際には

西戸地区の仮設の人達から、貴重なお話を聞けました。

そして、パワフルな姿勢にこちらが元気をもらいまし 

 

 

た。どの活動も、私にとってとても貴重な経験であっ

たと思います。 

そして今回、南三陸支援プロジェクトを通じて、私

が最も強く感じたことは、「人から学んだこと」が多か

ったということです。このプロジェクトには、慶應の

色々な学部・学年の学生、他の大学の学生、先生方、

プロジェクトを知って駆け付けた社会人の方々など、

様々な人達が関わっていました。また、現地において

も、ボランティアセンターの方々や、各地から集まっ

たボランティアの方々、地元の方々など、様々な人と

の出会いがありました。普段の大学生活においては先

生や大学院生、社会人の方々との関わりは少ないので、

様々な立場の人との出会いは私にとってとても新鮮で

した。参加メンバーや先生、現地で出会った方々との

会話・意見の共有を通して、自分には持てない色々な

考え方・価値観に触れることができましたし、現地の

方とうまくコミュニケーションをとったり、リーダー

シップを発揮し、率先して行動したりする人達の姿に

感銘を受けました。他の人から見習うべき点はたくさ

んあり、まだまだ自分には至らない点が多い、という

ことを改めて感じました。この「人から学んだこと」

を活かし、自分を成長させる糧にし、また、これから

も「人から学ぶ」という謙虚な姿勢を持って日々を過

ごしていきたいと思いました。 

最後になりますが、このプロジェクトの中で伺った

お話のなかで私の心に強く残っている言葉がありま

す。それは、ながしず荘の若旦那さんがおっしゃって

いた、｢この記憶を風化させないでほしい｣という言葉

です。人は時が経てば過去のことを忘れてしまう生き

物です。ですから、ここで学び、経験したことも次第

に忘れていってしまうかもしれません。しかし、実際

に現地を訪れた我々には、ここでの経験を時々振り返

り、記憶にとどめ、周りの人に伝えるという義務があ

ると思います。そして、可能であれば、今後も大学の

長期休暇などを利用し、継続的な支援を続けるべきだ

と思います。私自身、都合が合えば大学主催のプロジ

ェクトあるいは外部団体のプロジェクトに参加して

いきたいと思っています。さらに、数年後、今自分が

勉強していることを用いて、将来自分の活躍するフィ

ールドで何ができるか、同じような震災が起こったと

きに何をすべきであるかという事を考え、行動するこ

ともこれからの日本を先導する役割を担う我々の大

切な責務だと思いました。その為には、若旦那がおっ

しゃったように、この記憶を絶対に風化させてはいけ

ないのです。 

 

夏休み！第７期 
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被災地に行き思い感じたこと 

7期 大山菖（法・1年） 

 

 私が今回のボランティア・バス企画を知ったのは

日吉キャンパス内にある看板でした。震災が起こった

春休み中、私は受験を終え気持ちが高揚し、高校の同

級生たちとの旅行や食事会に明け暮れていました。連

日報道される被災地の悲惨な状況を見て、遊んでばか

りいる自分を恥ずかしく思い、機会があれば被災地へ

行きボランティアに参加したいと思っていました。ま

た、父方の実家が関西のほうにあり、実際に阪神淡路

大震災を経験し、被災地においてボランティアがいか

に重要であったか知っていたので、今自分にできるこ

ととしてボランティアという選択肢を考えていました。

しかし、東北に行ったこともなくどうすればよいのか

わからないまま、大学生活が始まりました。いざ新生

活が始まると新たな勉強やレポートなど日常の生活に

追われ、ボランティアへの参加に向け、自分で動くき

っかけを失っていました。そんな時、見かけたのがこ

の企画の看板でした。キックオフ企画に参加し、実際

にボランティアに参加した方の生のお話を聞くことが

できボランティアに参加する決意を固めることができ

ました。 

現地についてからは、自分の予想をはるかに超えた

悲惨な光景を幾度も目にすることがありました。私た

ち 7 期はボランティア 1日目がお盆の時期と重なった

ため特別に気仙沼方面の被災地に赴く機会をいただき

ました。気仙沼は新聞・テレビ等のメディアでもよく

報道され、その様子は紙面や画面を通し目にする機会

がありましたが、自分自身でその場に立ち、感じたも

のはメディアを通してでは決して得られるものではあ

りませんでした。夏場であったことから多くの虫が発

生し、あたりは驚くほど静か。このような状況は実際

に自身で感じないとわからないものだと思います。し

かし、そこにはほんの半年ほど前まで、そこで生きる

方の日常があったのだと、強く認識するものも多くあ

りました。津波で崩壊してしまった家の中には片方だ

けのスニーカーがあったり、よく座る部分が凹んでい

るソファがひっくり返っていたり、そこで営まれてき

た日常が一瞬にして津波により奪い去られたことを示

しているものを前にして、私は言葉を発することがで

きませんでした。そんな中でも、私たちがボランティ

アだとわかると「ありがとう、お疲れ様」と声をかけ

てくださる方がいらっしゃり、被災地の方の優しさに

触れることもできました。 

たった三日間ではあるものの、様々な経験をするこ

とができたボランティア活動の中で、私は被災地の子

供たちと触れ合う機会が多くありました。小学生たち

をあずかるキッズドアで活動したボランティア二日目

では、子供たちの元気あふれる姿を見ることができま

した。しかし、そういった元気な姿をしていても震災

の影響が色濃く残っていることを感じさせる場面もあ

りました。ちょうどお昼を食べていたとき、突然にぎ

やかにおしゃべりしていた子供たちが顔を固め「地震

だ」とつぶやきました。私自身は気づかなかったので

すが、次の瞬間、グラグラと揺れが来たのを感じまし

た。小規模な余震で被害はありませんでしたが、大人

が気づかないような小さな揺れでも子供たちは敏感に

反応していたことに、震災が子供たちにとってまだ過

去のものではないのだと感じられました。また、遊ん

でいる最中子供たちの間でちょっとした喧嘩になると

「津波で流すぞ」などといった発言をお互いにしてい

たこともありました。事前のワークショップでこのよ

うな子供たちの言動について学んでいたものの、この

ような発言に結びついてしまうほど、津波は子供たち

の心に大きな影響を与えていたのだと、あらためて思

いました。 

このボランティアを通し、私は復興に関して重要な

ことを学ぶことができました。それは、長期的かつ継

続的な後方支援の必要性です。私がボランティアで被

災地へ行ったのは震災からもうすぐ半年が経とうとい

う八月の中旬の頃でした。しかし、被災地では地域に

より復興の進展にばらつきがあり、仮設住宅も十分で

はありませんでした。今後は経済的な復興も課題とな

る被災地においてそれを成し遂げるまで、私たち一人

一人が被災地の復興に関心を持ち続け、支えていく気

持ちを持つことが大切でしょう。短い期間でしたがこ

のボランティアを通し、被災地の方々の温かい心に触

れることができました。被災地の子供たちが描いてく

れた絵は、今も私の宝物です。 
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重みを増した言葉 

7期 岡部 菜々子（経・2年） 

 

2011 年 3 月 11 日，私は東京の自宅で強い揺れに襲

われ慌ててテレビをつけた。黒々とした津波が逃げる

車や家々を巻き込み，人々の生活の場を飲み込んでい

く様子が映されていた。それが本当に起きていること

とはなかなか信じられなかった。徐々に明らかになっ

た被害の甚大さに途方にくれた。春休みだったが，遊

ぶ気は起きずちょくちょく節電をしたり募金をしたり

しながら家で静かに過ごしていた。 

震災の影響で，少し遅れて新学期がスタートした。

大学で授業を受け，友人と笑いながら会話をする。そ

んな日常生活が戻ってきた。東北には親しい人を失い，

日常生活を無くした人がいる一方，私の周りでは震災

前と変わらない時間が流れていることに違和感を覚え

た。震災関連の報道の割合が減っていき，まるで流行

が去っていくように人々の，そして私の震災への関心

が薄まることが怖くなった。そんなときに，大学の掲

示板で南三陸町プロジェクトを知った。 

そのプロジェクトを知った当初，ボランティアとい

う言葉の響きに偽善的なものを感じ参加するか，しま

いか悩んだ。しかし，3 回のワークショップでプロジ

ェクトに参加を考えている人と本音を語り合う機会が

あり，自分の気持が変わっていった。だれかの為でな

く自分の為に南三陸町に行こう，現地でしか感じられ

ないことを教えてもらいに行こうと考えるようになっ

た。将来の長い期間において，向き合っていかなけれ

ばならない震災がもたらした問題を考える１つのきっ

かけにしたいと思った。 

私は，第 7 期に参加した。早朝に日吉からバスで出

発し，夕方，南三陸町のながしず荘に到着した。移動

中バスは津波の被害を受けた地域の中を通った。道路

はきれいに整備され，そこを車が行きかう。しかし周

りを見渡すと視界を遮るものがなく，土地が広がり，

遠くに瓦礫の山が見えた。整備が進み家の基礎だけが

残されていた。震災前の南三陸町の町並みを，私は知

らない。だからか，自分が目にしているのは少し前ま

で人々の生活が営まれていた場所だと想像することが

できず戸惑った。プロジェクトに参加する前は，被災

地の光景を目にしたら悲しみや，辛さ，そういった感

情を抱くのではないかと思っていた。しかし，実際は

ここで何が起こったのか，本当に以前は人が暮らして

いたのかという疑問が頭の中を駆け巡った。プロジェ

クトに参加してから 1 か月と少し経った今でも，その

ときの気持ちを表す言葉が見つからない。 

2 日目，気仙沼に足を運んだ。私が見た地域は，整

備が後回しにされ，震災直後の状態が残っていた。家

の中の家具や布団，表札，お茶碗，崩れかかった家，

地盤沈下により水に浮いているように見えるガソリン

スタンド。そこには震災前の人影が感じられた。 

3 日目，4 日目は瓦礫拾いと，草取りをした。草取

りをした土地は再び人々の生活の場になると聞いた。

その場所で，慶應生以外のボランティアの人やボラン

ティアに来た人と現地のニーズの仲介をしてくれる，

ボランティアを支える人に出会った。その人たちの姿

を見て，なぜだか温かい気持ちになった。 

このプロジェクトから帰ってきて，自分に起きた変

化は，家族や友人に南三陸町に行った体験や感想を伝

えるときや震災関連の話をするとき“瓦礫”という単

語を使うのを戸惑うようになったことだ。南三陸町に

着いた日の夜，私たちが瓦礫と呼ぶものは，そこに住

んでいた人々の家や大切な思い出なのだというお話を

伺った。実際にがれき拾いをしたとき，家の一部やお

茶碗の破片を拾った。プロジェクトに参加したことで，

1 つの単語が指している意味を具体的に想像できるよ

うになった。瓦礫以外にも，被災地，被災者，地盤沈

下といった言葉と自分が目にしたものを結びつけて捉

えることで言葉が重さをもつようになった。 

私に何ができるのだろうと繰り返し考えている。8

月の南三陸町では，瓦礫の間から草が生い茂り時間が

流れていることを感じさせた。そこからさらに月日が

経った。いくら時間が流れようと，自分か目にした光

景を忘れず，被災地への関心を持ち続けていきたい。

また，今は何もできなくても，被災地の経済をどう立

て直すのか，その資金源はどこから捻出するのかなど，

今後その大きな問題の答えを見つけられるように大学

で，自分で学びたいと思う。
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少しずつ 

7期 小川恵理子（商・3年） 

 

日本国民だれもが忘れもしない 2011年 3月 11日。

私はアメリカに留学中だった。すべてを飲み込む津波

の映像を、胸が張り裂けそうな思いで画面越しに見つ

めていた。アメリカで流されていた映像は、被害の大

きさを物語る悲惨なものばかりだった。自分の母国が

どうなってしまうのかという恐怖にも襲われた。しか

し東日本の人たちが経験したような震災の被害を経験

しなかった私は、だんだんと震災に対する関心が薄く

なっていったように思う。 

震災から 4ヶ月後、日本に帰ってきて、徹底された

節電に驚いた。アメリカでも、日本のメディアを通し

て節電が行われているのは知っていたが、想像以上の

徹底ぶりで、それだけ震災の被害が大きかったのだと

いうことを改めて認識させられた。その時にメディア

を通して見るものと、実際に自分の目で見るものでは

全く違うのだということを痛感し、このプロジェクト

に参加することを決めた。自分の目で見てちゃんと心

に焼き付けてこそ、これから日本国民として背負って

いく復興の問題に正面から向き合うことができるだろ

うと考えたから。 

 

南三陸町に着いて見た景色は想像をはるかに超えて

いて、言葉が出てこなかった。半年経っても、津波で

壊された多くの家や建物はそのまま残されていた。そ

れは、被災地の復興への人手はいくらあっても足りな

いという現状を示していたように思う。この時は、結

局私達にできることなんてあるのだろうか、と少しマ

イナスな考えを持ってしまった。 

ボランティア初日、私は家の跡地の瓦礫撤去と草刈

りに参加した。広さでいうと家 2,3軒分を、30人ほど

のボランティアで 1日かけて片付けた。たったこれだ

けの面積でも相当な労力がかかるのだ、ということを

思い知らされた経験だった。一つひとつ瓦礫を拾って

いると、子どもの高校受験の参考書・携帯電話・お茶

碗など、全てのものが誰かの大切なモノだったことに

気付く。自分のモノが全てぐちゃぐちゃになってしま

った人がいることを私たちは忘れてはいけないと感じ

た。 

朝から始めた作業が夕方になってようやく終わった。

その時感じたことは、「小さなことでも私たちにできる

ことはあるのだ」ということ。この作業を通して、今

までどれだけの人が被災地の復興のために働いてきた

かということに気付かされた。まだまだ残っている手

付かずの瓦礫の山。でもここまできれいにするために

多くの人が力を合わせてきたということ。そして自分

たちの活動によってまた少しきれいにすることができ

たということ。一人ひとりの力は微々たるものかも知

れないけれど、集まれば大きな力になるし、そうやっ

て小さいことでもできることからやっていくことが大

切なのだと痛感した。 

 

所詮自分ができることなんて、大きいことじゃない

し、それならやってもやらなくても変わらない、とい

う意識から、「身近なことでできることを少しでもやろ

う」という前向きな意識に変わったこと、これがこの

プロジェクトを通して自分に起きた一番大きな変化だ

と思う。 

東京にいてもできること、やろうと思えばいくらで

もある。お弁当を買ったおつりの 20 円だって、10000

人がいれれば大金になるし、被災地のアンテナショッ

プでお買い物をすれば、被災者の人たちに支援を届け

ることができる。 

少しずつ、できることから。 
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被災地を訪れ、思うこと 

7期 影山佳孝（経・1年） 

 

今回、自分はフランス語の授業を担当されている新

島先生の授業中の紹介を聞き、クラスの幾人かで声を

かけあい、友達と共に南三陸へのボランティアプロジ

ェクトへ参加した。 

泊りがけで行うボランティア活動への参加は初めて

であり、不安も多かったが、時間のゆとりの多い大学

生の間に色々な経験をしてみたいと思ったことや、自

分自身が幼い頃に阪神・淡路大震災を経験し、様々な

ボランティア活動などが行われている様子を見た記憶

があり、自分にも何かできればと思ったことが、今回

自分が参加を決めた理由である。 

3 月から様々な報道で東日本大震災の被害や被災者

の様子を見て来たが、実際にバスで現地へ向かう中で

車窓から見える風景を見て、自分の予想以上の被害の

大きさに驚いた。堤防や家、駅舎や線路、道路など町

を構成する様々なものが流され、ところどころに片づ

けられた瓦礫の山が積まれている様子や、仮設の橋や

水道管、土嚢などが設置されている様子を見て、改め

て震災の被害が大きいことや、震災から数か月を経て

もなお復旧作業は困難極まりないことを痛感した。 

とりわけ自分が驚いたのは復旧活動が進められてい

る地域とそうでない地域の差である。気仙沼などの被

災地をバスで回って頂いた日に、まだ震災後、ほとん

ど手がつけられずに山積する瓦礫がそのままになって

いる地域を見たが、その地域と、すでに片づけられた

地域との差は、人が居住する地域であるかどうかとい

うことであり、人の生活を最優先して復旧が進められ

ているというお話を伺い、現場の大変さ、そして、現

実の厳しさを痛感した。 

ボランティア活動としては、がれき撤去・草刈りに

参加したが、たくさんの瓦礫が落ち、膨大な量の草が

生えていたところも、大勢で作業をした結果、1 日で

片付くことに驚くと共に、協力して作業を行うことの

重要性を感じた。 

自然災害というものの性質上、この災害は避けられ

ないものだったのかもしれないが、だからこそ、我々

はより一層被災者を支援していく必要があると感じた。

自分の地元である関西でも、震災に関する報道は大々

的に行われ、街頭での募金活動なども非常に盛んに行

われていたが、今回実際に現地を訪れて、やはり現地

を自分の足で訪れ、自分の目で直接見て、直接感じる

ことは重要だと思った。普段、被災者とは異なり、当

たり前の環境を享受し、不自由を強いられずに生活し

ている人にとって被災地・被災者を理解するのは難し

いことだと思う。現代社会は利便性に富んでいるが、

自然を前にしては何も講じる手段がないということに

は、ただ人間という生き物の小ささ・弱さを感じるば

かりである。しかし、人間は人と人との関わりの中で

生きており、感情を持つことができるからこそ、被災

者に思いを寄せていくことが必要なのではないだろう

か。震災後、大勢の方がボランティアに参加したり、

街頭募金を通じて寄付を行ったりして、被災者への支

援を行い、被災者のことを考えただろう。それを今後

も継続していけるかどうか、被災地が震災以前の活気

を取り戻すまで支援が続けられるかどうかが今後の課

題といえるだろう。 

月日の経過と共に震災の記憶などは風化していくも

のだと思う。それは仕方がないことなのかもしれない

が、それを悲しむ被災者も多いという事実は、阪神・

淡路大震災後の神戸でも報道され、震災の経験を風化

させずに、逆に今後に生かしていく取り組みが行われ

ている。今回このボランティア活動に参加した者の 1

人として、何らかの形で今後も被災地に目を向け、支

援ができればいいと思う。 

今回、自分がボランティアを通じて、改めて自分自

身を見つめ直す機会を得られた。その中で、人が何の

ために生きているのか深く考えさせられた。普段、何

気なく生活している時には、あまり自分を見つめ直す

機会もないので、とてもいい機会になったと思う。今

回の大震災で家や仕事、家族や友人を失った人たちの

悲しみは深いと思うが、その悲しみを乗り越えて明日

へ希望を持って生きている人々もいる。そんな一方で、

当たり前の生活を送っている自分だが、ただ惰性に任

せて毎日を送るのではなく、自分の生き方に責任を持

って生きなければならないと思った。 

復興支援や原発による放射能汚染問題など、まだま

だ今回の大震災をめぐる問題が山積しているが、人間

の知恵で、近い将来この問題が解決され、また平和な

日々が訪れることを願いたい。阪神・淡路大震災を経

験した神戸の街が、今では以前のような活気を取り戻

して復興を成し遂げたように、今回の被災地もきっと

いつの日か復興することでができるだろうと自分は信

じている。 

最後に、今回一緒にボランティアに参加して関わっ

た皆さんや、この活動を企画・支援して下さった方々

に心から感謝して、筆を置こうと思う。 
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南三陸町で私が感じたこと  

                                     ７期 島津里沙（文・1年） 

 

3 月 11 日の夜、私はやっと復旧したテレビで、津波に

よる被害を受けた東北三県の様子をはじめて見ました。

黒い波に流されていく町の様子、それを見つめる被災者

の方を見て、私はほとんど直感的に「この人たちの力に

なりたい」と思いました。応募するにあたって色んな不

安もありましたが、ボランティアに行けると決まったと

きは、御幣があるかもしれませんが、とても嬉しかった

です。 

そして期待を胸にバスに乗り込みました。ですがバス

での移動中、南三陸町に近づくにつれてぐしゃぐしゃに

なった車が多くなっていき、そしてテレビでもよく見た

志津川地域の惨状を目にしたときは思わず涙が出てしま

いました。悲しい、とはまた違いますが、ここで大勢の

方が命を落としたのだろうかと考えると胸がつまりまし

た。 

私の行った第七期は、時期の関係もあって南三陸町と

気仙沼市の市内見学の機会を得ることができました。戸

倉や志津川、歌津、気仙沼の港を実際に歩きました。歌

津駅で線路が見たことのないくらい曲がっていて、気仙

沼の港では船が何隻も陸地に乗り上げていて、津波の恐

ろしさを感じました。町々で見た景色はそれぞれ違いま

すが、共通に感じたことは、町がとても静かだったとい

うことです。普段私が生活している場所は雑踏や人の話

し声などでどこも音で溢れていました。人がほとんどい

なかったというのもありますが、町全体の時間が止まっ

ているかのような感覚がするほどに静かでした。出発前

にこのプロジェクトのスタッフで実際に南三陸町に赴い

た方が、「この景色は絶対に忘れない」と言っていました

が、正にその通りでした。私も、今も写真を見なくとも

一つ一つの町の景色を鮮明に思い出すことができます。 

私が二日間で行ったボランティアの中で特に印象に残

っているのは被災した子供たちの学習支援でのことでし

た。一人の子と向き合って、開口一番に「ぼくの家、津

波に流されたんだ」と言われました。私は上手く言葉が

出ずに頷くことしかできませんでした。あまりに突然の

ことで、ワークショップでならった傾聴スキルが生かせ

ていたかどうかもわかりませんでした。その後も勉強を

する中で、津波の話が出ましたが、何て声をかければい

いのかさっぱりわかりませんでした。何でもないことの

ように津波のことを話すのですが、その子の目を見て、

津波は彼らの心に大きな傷を残しているんだろうなぁと

感じました。 

私はあの大地震や津波を経験していないので、被災さ

れた方がどんな気持ちでいられるのかはわかりません。

ボランティアとして草刈りと学習支援をやらせていただ

きましたが、復興の手助けという大層なものよりはささ

やかなお手伝いといった方が相応しい気がします。 

現地に実際に赴いて様々なことを思い、考えました。

上手く文章にすることはできませんが、南三陸町を忘れ

ずに思いを馳せる、ということが東京にいる私にできる

最低限の支援なのではないかな、と思いました。私の中

の南三陸町は海が美しい自然に溢れた町でした。機会が

あればまた行きたいです。 

最後にあたたかく私たちを受け入れてくださった南三

陸町の方、ながしず荘の方々、そしてお世話になったボ

ランティアセンターの方にお礼を言いたいです。どうも

ありがとうございました。 
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南三陸プロジェクトに参加して 

第 7期 高野 隼一（経・1年） 

 

 今回南三陸プリジェクトに参加させていただいた理由

は、改めて自分を見直すきっかけになればと考えたから

でした。これまでの 20年間の人生を振り返ってみると、

自分のことを考えている時間が非常に多かったように感

じていました。特に受験勉強をしていた頃を思い返すと、

勉強のことばかりを考え、自分の周囲に目を向けること

がほとんどない日々を送っていました。「南三陸プロジェ

クト」の看板が目に入ったのは、そのような今までの自

分に疑問を感じていた時でした。最初はボランティアへ

の参加経験がないことから、不安とためらいを感じてい

ました。しかし、今第一歩を踏み出し、現状を少しでも

変えて誰かのために働ける自分でありたいと感じ、今回

のプロジェクトへの参加を決意しました。 

 実際に町一帯が津波の被害を受けた南三陸の町をバス

の窓から目の当たりにして、目の前の光景から湧き上が

る自分の感情をどう言葉にしてよいのか分かりませんで

した。２日目に気仙沼の中を実査に歩く機会をいただき

ながら、徐々に実感として東北地方の実態を受け入れる

ことができるようになっていきました。と同時に、津波

で大きな被害を受けた建物や曲がってしまった線路を見

ながら、「この規模の被害が数百キロと続く中で自分は何

ができるのだろうか」と考えずにはいられませんでした。 

 実際にやらせていただいた作業は、2 日間共に草刈な

どの肉体作業でした。現地の方々と実際に交流させてい

ただく機会がなかったのは少し残念に感じていますが、

わずかながらでもお役に立てたことを嬉しく感じていま

す。また草刈りをしている中でも、おもちゃの破片と思

われるものや割れた皿など、町で暮らしていた人々の暮

らしが感じられるものが出てきました。自分が作業をし

ている場所にあった穏やかな家庭の生活に思いをはせつ

つ、言葉にできない感情が湧きあがってきました。 

 正直、正味 2 日間の作業の中で自分ができたことはあ

まりにも少なく、本当に役に立てたのかと自問自答して

みても、疑問が浮かんでくる時があるのは事実です。し

かし、今回実際に南三陸町で作業をさせていただいた経

験は、これから社会に出ていく一人の人間と 

 

して、すごく大切なものを学ばせていただいた時間であ

ったと感じています。 

 南三陸から戻って約 2 か月。正直 4 日間で体験したこ

とをまだ整理しきれていないのが現状です。周囲から現

地に行って活動をした感想を聞かれても、「うまく言葉に

できないんだよね」と言いつつ、表面的な感想のみを答

えることしかできない自分に少しもどかしさを感じてい

るところです。そして、また日々の生活に戻っていく中

で、南三陸の町へと思いをはせる時間が少なくなってい

るのは、悲しいけれども事実です。しかし一方で、新聞

を読んでいる中で東北地方の話、特に南三陸町の話が出

てくると、その記事に意識を傾けて読むようになりまし

た。また日々の勉強の中で「これを東北のために生かす

ことができないだろうか」と考えている自分が新たに生

まれたりしていて、少しずつ自分の中で実を結び始めて

いる部分があるのかなと感じています。 

 今回のボランティア活動で終わりにするのではなく、

私自身もできる活動を続けていきたいと思います。まだ

南三陸プロジェクトへの参加後、まだ次の活動に踏み出

すことができていないのが現状ですが、少しでも時間を

得ることができたら、新たな活動へと積極的に参加して

いきたいと考えています。そして自分が生きている間定

期的に南三陸の町を訪れ、美しい海が広がる自然豊かな

南三陸町が復興していく様子を自分の目で見ていけたら

と思います。 

 暖かく私たちを迎えてくださったながしず荘の皆様、

今回のプロジェクトを企画してくださった諸先生方、学

生スタッフの方々、本当にありがとうございました。 
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行かなければわからない 

7期 高好麻（法・1年） 

 

東日本大震災から 1 週間後の 3 月 18 日は高校の卒

業式でした。震災は卒業式にも影響を及ぼし、在校生

の参加は禁止となりました。最初にその話を聞いたと

き、私は何でこんな時期に震災があったのだろうと思

いました。しかし次第に、震災直後の状況下でも卒業

式を行ってくださった先生方への感謝の気持ちが勝る

ようになりました。卒業式では生徒主導で募金を集め

ることになりました。この募金が私の最初の東北への

支援でした。 

大学入学後、募金だけではなく、時間がある大学生

の間に、特に時間のある夏休みに実際に現地に行って

何らかの活動をしたいと思うようになりました。しか

し、ボランティアの基本である“自己完結”というこ

とが負担であり、実際に行くことをためらっていまし

た。そのときにこのプロジェクトのことを知り、参加

しようと思いました。 

私の参加した 7 期では、志津川、歌津、気仙沼の被

災状況を見て回る機会をいただきました。この見学を

通して私は 2 点のことを痛感しました。 

1 点目は、一言で「被災地」と言っても被害は場所

によって大きく異なるということです。南三陸では多

くの建物が基礎部分のみ残して流されていて、“何もな

い”という言葉がよくあてはまるような状況でした。

しかし気仙沼では津波をかぶった建物もそのまま残っ

ていました。中には、台所の様子がそのまま、食器棚

の中にもきれいに食器が収まったまま流されてきてい

るお宅もありました。そのような光景を見ていると“3

月 11 日から時間が止まっている”という印象を強く

受けました。 

もう 1 点は、実際に自分の目で見なければ何もわか

らない、ということです。私は、高台にある歌津駅か

ら海の方を眺めて、自分のいるところまで津波が来る

ということの恐ろしさを感じました。また、気仙沼で

大きく潰れている自動販売機を見て、津波の威力を実

感しました。このように「巨大な津波」だと頭では分

かっていても、実際に自分の目で被害を見なければそ

の大きさ、威力というものは絶対に実感できないと強

く思いました。 

7 期は実際に活動ができたのは 2 日間だけだったの

ですが、その期間で私は、瓦礫撤去、自然の家でのお

手伝い、キッズドアと様々なことを経験しました。 

瓦礫撤去に行く前、私は東京での報道のイメージか

ら、もうあまり瓦礫は残っていないのではないかと思

っていました。しかし実際に草を刈ってみるとまだお

おくの瓦礫が残されていることがわかりました。現地

の方が「夏草が瓦礫を覆い隠している」とおっしゃっ

ており、まさにその通りだと感じました。 

自然の家では、ボランティアに来た方の名簿作成の

お手伝いをさせていただきました。名簿を見ていると、

日本全国ほとんどの地方からボランティアが戸倉に入

っていることがわかり驚きました。中にはシンガポー

ルから来た方の名前もあり、日本だけでなく、世界か

らの支援も沢山入っているのだと実感しました。 

キッズドアの活動では、子供たちの元気さに圧倒さ

れることもしばしばありました。しかし、子供たちが

そうやってはしゃぐのも震災や避難生活によるストレ

スからくるものでもあることを忘れてはならないと思

いました。また、子供たちは簡単に「津波」という言

葉を口にすると感じました。やはり子供の精神面のケ

アということも今後考えていかなくてはならない問題

だと思いました。 

帰京してからは以前にも増して南三陸や戸倉のニュ

ースに敏感になりました。自分が行って、見た場所だ

からこそ親近感を覚えるようになったと思います。今

回戸倉に行って、戸倉は素敵な場所だという印象を受

けました。今後も何かしらの形で戸倉や南三陸への支

援を続けていきたいと思います。そして戸倉にもう 1

度絶対に行きたいと思っています。 
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南三陸町でのボランティア 

7期 竹内健太（商・3年） 

 

今年の夏、ボランティアとして南三陸町に行かせて

いただいた。正直、何としてでも現地に行ってお手伝

いさせていただかなくては、という使命感にかられて

参加したわけではない。これから社会に出ていく人間

として日本がこれから抱える問題をこの目で見ておか

なくては、と地震直後から感じていたのだ。 

ボランティアとして、現地に行きたいとは思ってい

たものの、なかなか一歩が踏み出せない。そこに、所

属する研究会の教授が、企画に関わっている南三陸支

援プロジェクトを紹介してくださり、ぜひ参加したい

と思った。 

ボランティアバスが宮城県に入り、南三陸町に近づ

くにつれて、バス内の談笑がなくなる。全員が窓の外

を眺める。表現が相応しくないかもしれないが、目が

釘づけとなる。画面や写真越しの風景が窓の外に広が

っていることに、衝撃を受けた以外の言葉では表現し

がたい、いくつもの感情が心の中で渦巻いた。 

私が参加させていただいた 7 期は、ちょうどお盆の

時期と重なっていたことから、2 日目はボランティア

の活動ではなく、南三陸町と気仙沼の被災状況を見学

させていただくことになった。 

バスから降りて住居の跡と瓦礫のみが残った土地を

歩く。被災地に自分が入り込むことで、その被害のス

ケールの大きさを五感で感じた。同時に、この状況を、

誰が、いつ、どのように処理すればよいのだろうとい

う疑念に襲われ、テレビの報道でよく耳にした「途方

に暮れる」という感覚に鳥肌がたつ。いくら想像力を

働かせても高さ 14 メートルの津波などイメージでき

るはずなどなかった。 

ボランティア活動の 2 日間。日中は草刈り、がれき

撤去をさせていただいた。同じ期で参加していた仲間、

引率の先生方、ボランティアセンターからお越しにな

っていた方々合計 50 人ほどで一面夏草の生い茂った

土地にあたった。 

人から「やらされている」とき、私はどうもやる気

になれない人間である。しかし、今回のボランティア

は、自分から「やりたい」と思って参加させていただ

いた。自発的に動くとき、自分はこんなに力を発揮で

きるのか、と新たな自分を発見する機会になった。 

草刈の休憩をしているときに、ボランティアセンタ

ーから来ていた社会人の方と話す機会があったが、車

中泊をしながら活動している、とのことだった。泊ま

らせていただける民宿があることのありがたさに気付

いたのと同時に、会社を休んでボランティアをする熱

意を持った方がいらっしゃることに私も胸が熱くなっ

た。 

1 日目は炎天下、2 日目は大雨と天候には恵まれな

かったが、それがかえって力をもらえたのかもしれな

い。 

ボランティア活動 1 日目の夜には、学習支援をさせ

ていただいた。具体的には、多くの仮設住宅のある自

然の家という施設で、やって来る子供たちの勉強のお

手伝いをするというものである。私は普段塾講師のア

ルバイト   

をしていて、小学生から高校生まで幅広く勉強を教え

ていることから、コミュニケーションの取り方には自

信があり、南三陸町の学生とも話がしたいと思ってい

たため、自ら志願しやらせていただいたのだ。 

私は、高校生 1 人の英語と数学の担当であった。普

段アルバイトで教えるときは、生徒が飽きないように

問題の間にわざと少し雑談を入れているのだが、今回

はなかなかうまくいかなかった。出発前のワークショ

ップで、津波や地震に関する話題に触れてはいけない、

とのお話があり、どんな話を振っても津波や地震に関

する話になってしまうのではないか、と臆病になりす

ぎたのだ。学習支援という目的は果たしたものの、心

残りが残ってしまった。しかし、次に南三陸町やその

他の被災地域にボランティアに行ったり、地震を経験

した方にお会いしたりするときまでの自分の課題と

してとらえたい、と今思っている。 

今回のボランティアを通し、東日本大震災に対して

のとらえ方が大きく変わった。たまたま身近な知人の

中に被災者がおらず、どこか遠くの世界で起こった出

来事のような感覚を持っていた。しかし、間違いなく

自分の住む国で起こった出来事なのである。 

現地の方々が今、必要としている人材は土木や建築

に詳しい方だ。しかし、私自身本当に微力ではあるが、

被災地の一部のほんの一画をきれいにすることに貢

献できた。一大学生としてできることは、自分の専門

分野を使って被災地のために、日本のために何ができ

るのかを考え続け、行動することである。そして、こ

の貴重な経験を人に伝えてゆきたい。 
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南三陸復興プロジェクトの感想 

7期 中垣祐一（理・修 2年） 

 

 ボランティアメンバーの一員として南三陸に赴き，活

動を通して感じたことを以下にまとめます． 

 現地に到着してすぐに感じたことは，予想していた被

害の規模と実際の状況に大きく食い違いが生じていたと

いうことです．私たちの期では南三陸町だけでなく気仙

沼市の様子を見ることが出来たのですが，海に近づけば

近づくほどあたり一面から人の生活していた形跡が無く

なっていく様子が見て取れました。間近で鉄筋だけ残っ

た建物に近づいて詳細に観察すると、塊として高く積ま

れている“もの”はそこで生活していた人が使用してい

た家財や機器でした。その風景を見て，「この災害が関東

で起きたらどうなるのか」というイメージが鮮明に頭に

浮かびました． 

また，どこで起きるか不確定である災害が“今回は”

東北で発生してしまったということに思い至り，不謹慎

ではありますが，ごく自然な発想として“次”について

も考えざるを得ませんでした．その時が訪れた際，各自

がどのような対応を出来るのかは，今回の災害や被災か

らの復興を通してどれだけ多くのこと学べるかにかかっ

ていると思います．そこで，この文章を読んで下さる人

がいるのであれば，ぜひ１つ問わせてください．「あなた

は今回の災害から，何を学びましたか？」私が学んだこ

とは，いつ災害が来てもおかしくないという覚悟を持ち

それに備えること，そして幸運にも災害から免れたのな

ら，助かった自分の代わりに被災に苦しむ人々がいると

いうことを自覚し，日々行動するということの２つです． 

現地で子供たちの学習支援を行った際に，一人の少年

が語ってくれた言葉は今でも脳裏に焼き付いています．

「僕は将来ボランティアになりたい．これまでボランテ

ィアとして来てくれた人たちをずっと忘れないよう，彼

らの写真を撮っている」．私にはそう語ってくれた少年が

いつの日か大きくなり，苦しむ人々のために働く姿を思

い浮かべることが出来ます． 

現地で長くボランティアを行なっている方から「君た

ちは学生で，これから社会に出る．それぞれの強みを身

につけ，そのフィールドでこれからどうやって被災地を

復興させていくか、考えて欲しい」と言われました。こ

の言葉は，「学生一人で出来ることには限界があるが，社

会人として専門分野を活かし，コミュニティの力を活か

すことが出来れば大きな貢献をすることが可能である」

ということであると捉えています。 

最後に，復興には多くの時間と労力が必要になるため，

継続的に取り組む必要があると感じました．具体例とし

て，連休などを利用し，仲間を誘って現地のボランティ

アセンターを通して活動を行うことなどが考えられます．

実際に，南三陸においてこのような形でボランティアを

行なっていらした，会社員の方や美容師の方にお会いす

ることがありました．来年から私も社会に出ますが，自

分の生活に合った形で継続的な貢献をしていきたいと考

えています． 

150



 

 

「誰か」へと続く「希望」のリレー 

7期 永田理紗（文・4年） 

 

 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、私は就職活動の面接の

真最中だった。当時、私は自分の未来を考えることだけ

で頭がいっぱいで、「日本の未来」に対して不安も疑問も

抱くこともなかった。しかしあの瞬間、私が描いていた

明るく楽しいはずの未来は、地震と共に一瞬にして崩れ

去った。 

 しかし、私の鬱蒼とした気持ちとは裏腹に、テレビの

奥に写る被災地の方々の、はかなくも力を振り絞った笑

顔が目に焼きついた。 

「悩んでたってしょうがない。さあ、また１から頑張ろ

うじゃないか」 

瓦礫の中から救出された 80 歳過ぎのおじいさんが笑顔

で話すこの言葉を聞いて、私は暗い気持ちでいることが

申し訳なくなった。 

―これからの未来を担うのはこの私たち。その私が希望

を失くしてどうするのか― 

心の底から使命感が燃え上がり、就職活動が終わったら

必ず被災地に行き、日本の現在の姿を、目を逸らさず見

つめて来ようと思った。 

 この南三陸プロジェクトに参加しようと考えたきっか

けは上記の理由からだ。たった５日間では私には何もで

きないかもしれない。しかし、ここでの経験や込み上げ

てくる素直な感情を忘れずに、社会人になる心構えをし

たいと思った。 

 実際に南三陸町に行くと、その光景は私の想像を絶し

ていた。どこまでも続く瓦礫の山・・・。堤防の近くに

ある被災した家屋の跡に立ち、３０メートルの津波を想

像してみる。真っ黒い物体が私に向かって押し寄せてく

る。その瞬間、足がすくんだ。言葉も出ない。テレビで

見る映像とは違う。ここにはリアルが棲みついていた。

被災された方々の無念な気持ちを考えると、涙さえ出な

い。「かわいそう」とか、そんな安っぽい感情で終わらせ

たくなかった。 

 ながしず壮に住む、子供たちのお世話もさせて頂いた。

散歩の途中、実際に津波を眺めていたという高台へと連

れていってもらった。沈黙の時間が続いた。わずか７歳

の少女は、ここで何を見、何を考えたのだろう。帰り道

にその子の将来の夢を聞くと「１級土木師になりたい！」

と笑顔で答えてくれた。 

子どもの口から初めて「土木師」という言葉が出てきて

私はすごく驚いた。しかし、その言葉に濁りはなく、目

は輝いているように見えた。胸が熱くなった。 

 南三陸町に行き、被災地や被災された方々と接し、ま

だまだ震災の傷が癒えていないことを知った。東京のネ

オンに囲まれて日々暮らしていると、地震のことを忘れ

てしまいがちになる。しかしそれはまだ、現在進行形で

進んでいるのだ。その現状を目の当たりにし、目に焼き

付けることができたことは、今後の自分の行動指針とな

った。 

  

 私は被災者ではない。どんなに彼らの気持ちに近づこ

うとしても、全て理解することは不可能だ。しかし、あ

の震災の日のこと、そして被災された方々のことを「忘

れない」ことはできる。それが復興への第一歩ではない

だろうか。時と共に風化しつつある「３．１１」を、誰

もが胸に刻み日々生活していければ更に日本の絆は深ま

るのではないかと思った。 

 私には私の生きる世界がある。まずは自分が住むこの

世界で、私は自分に与えられた任務を全うすることが大

切なのだと思う。ただ、自分の起こした行動が、どこか

の誰かに影響を与え、自分の知らない誰かの救いになっ

てくれていたとしたら、こんなに素晴らしいことはない

だろう。 

 南三陸町に行く前は、こんなことを思うことはなかっ

た。自分のために就職活動をし、自分の未来しか考えて

いなかった。しかし、私はこのプロジェクトで被災地の

現状を見、そして小さくても「希望」と呼べるものに多

く触れることが出来た。私もその「希望」になりたい。

誰かのために生きたい。その「誰か」とは、たとえ目の

前の人ではなくとも、どこかで繋がっているのだ。人は

繋がることで希望を貰うことができる。自分の行動は決

して自分だけのものではなく、誰かへと波及し、希望の

リレーが続いているのだと思う。 

 

「誰かのために」これからも生きたい。 

このプロジェクトを通して、私はこんなことを考えるよ

うになった。 
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たくさんの出会い 

7期 中根千晴（文・4年） 

 

約５日間のボランティアを終えて、１番強く思った

ことは「もう１度行きたい」ということでした。正直、

行く前は「帰宅したら、肉体的にも精神的にも疲れて、

暫くボランティアはいいや…と、なるかな」と思って

いました。しかし、現地に行き、どこまでも続く津波

被害を受けた土地を見た上で、その中で暮らす人々に

温かく接して頂き、彼らの心の強さを知ったことによ

って、「ボランティアはもういいや」どころか、「この

町の為に何かしたい」「この町の人達に少しでも笑顔が

増えてほしい」と心から思ったのです。 

私は東北地方のどの県も訪れたことがなく、親戚が

東北にいる訳でもありません。そんな私が、このボラ

ンティアに参加しようと思った理由は、「学生最後の年

だから」です。震災以来、ひどい被害の様子をテレビ

や新聞で見聞きし、日本人なら１度は「震災の為に何

かしたい」と思ったはずです。しかし、私の家族など、

身近な社会人を見ていると、平日は仕事に追われ、力

になりたくても、関東で出来る行動にとどまってしま

うのが現状だと思いました。その時、「夏休みが長く、

平日の授業を自由に組める大学生が現地に行かずに、

誰が現地に行くんだ？」と自分に問いかけました。更

に、そんな大学生も今年度で終わりということで、夏

休みに絶対東北に行こうと考え、このボランティアに

参加しました。 

現地では、主に、生活面で大変お世話になったなが

しず荘のお手伝いと草刈、気仙沼市街地の見学を行い

ました。５日間という短い期間中に、様々な人や景色

との出会いがあり、一つ一つが強く印象に残っていま

す。 

草刈をした際に、「せっかくだから、慶應以外のボラ

ンティアの方と積極的に交流しよう」と思い、草刈り

機を巧みに扱う中年の男性ボランティアの方とお話し

しました。お話しする前は、機械の扱い等から「業者

の方かな？」と思っていたのですが、実は私達よりも

遠い愛知県から、個人で、会社のお盆休みを利用して

来ていて、宿は車、食事は最近出来た仮設のコンビニ、

お風呂は少し離れた銭湯（温泉？）まで行っていると

いうことでした。更に５月のゴールデンウィークの会

社の休みにも訪れていたことも知り、休みが多い大学

生よりも、過酷な思いをしてまでボランティアをしに

来ている彼に感激しました。同時に、ボランティア参

加前に、「現地に行って作業できるのは、学生のうちだ

けかも」と考えていた自分を、少し恥ずかしく思いま

した。一方で、彼と出会ったことで、大学卒業後のボ

ランティア活動を具体的にイメージしやすくなり、更

に、今後のボランティア活動に希望が持てたので、あ

の時、少しの時間でも交流しておいて良かったと思い

ました。このように、本当に些細な事でも、思いつい

たら行動すると、想像以上のものを得ることが出来る

と、この活動を通じて強く感じました。 

ながしず荘のお手伝いの際には、宿から眺めること

の出来る、綺麗な海が心に残りました。窓拭きをしな

がら、たまに海を見ると、青く透き通っていて、とて

も癒され、この海が起こした災害の為に、自分がこの

町に来たとは思いたくありませんでした。７期に同行

して下さった、志木高の先生がおっしゃっていた「自

然は二つの面（恐ろしい面・綺麗で魅了される面）を

持っている」という言葉が、最も腑に落ちた瞬間でし

た。 

また、ながしず荘に１日中いると、段ボールを留守

番の私たちに預けて帰る人や、ながしず荘の子供達に

「○○おじちゃん！」と懐かれ、玄関で子供たちと話

しこむ人など、何人か来客がありました。私は、その

人達が、ながしず荘の方々とどんな関係なのかは分か

りませんでしたが、「親しい」ということだけは、話し

っぷりを見ていてすぐに分かりました。そして、この

町では、こんな風に至る所で、地域の人々のつながり

が沢山あったんだろうな、ということがに想像出来ま

した。そんな町で、ご近所さんが亡くなり、その遺体

を安置所に運んだという話も聞きました。それでも、

明るく接して下さる町の皆さんには本当に頭が下がり

ますが、一方で私には理解しがたいほど辛い感情を抱

えて生活しているんだと改めて思いました。 

ただ、第３者の私が、現地の人の感情を理解するこ

とは難しいけれど、出来ることはあります。草刈で広

い土地を綺麗にした時、この場所がいつか宅地になり、

新しく居を構えることが出来る人が１人でも増えるな

ら、嬉しいし、自分は無力ではないと思いました。現

地に行かなくても出来ることも含め、出来ることから

やっていこう、そう思います。ただ、私は行きたいで

す。それは冒頭にも書いた通り、南三陸町の人に会い

たいし、南三陸町の今後を知りたいから。 

最後に、このプロジェクトの企画や準備に携わって

くれた教員や学生の皆様、現地で大変お世話になった

ながしず荘を始めとする皆様、５日間刺激を与え続け

てくれた７期の皆様に心から感謝したいと思います。

皆様のおかげで、本当にたくさんのものを得て、たく

さんのことを考えさせられました。ありがとうござい

ました。
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南三陸町で感じた「何か」 

7期 辻塚理沙（商・3年） 

 

 初めて訪れた南三陸町は、町の様相をなくしていた。

バスの窓から覗いた景色は閑散としていて、「何もない」、

その言葉以外に思い浮かばなかった。 

 私は南三陸プロジェクト 7 期として四日間、南三陸町

を訪れた。東日本大震災が発生して以降、テレビの映像

や Twitter の文字情報で震災後の被災地の状況を知る

日々が続いていたが、それでも「百年に一度の大災害」

と言われる震災が起こったという事実を自分の中で飲み

込みきれない違和感を覚えていた私は、自分の目で被災

地の姿を見ずにはいられないと思っていた。何かの役に

立ちたいという思いも勿論あったが、実際に被災地を目

の当たりにすることで自分は何を思うのか、それを知り

たかった。それが今回私がこのプロジェクトに参加した

一番の理由だ。ただし、このプロジェクトにおいて、私

たちは被災地に行ったわけではないのだ。「『被災地』に

ではなく、『南三陸』に行く」、それがこの南三陸プロジ

ェクトのスローガンだった。南三陸町という町はもとも

とどのような町なのか、そこに住む人々はどのような生

活をしていたのか、震災が何を変えたのか、人々は今ど

のような生活をしているのか、これからこの町はどのよ

うに復興していくのか――南三陸町という町のあり方を

皆で考えるべく、この町を訪れた。 

 現地では、数名ずつのグループに分かれて割り当てら

れた仕事を行った。支援物資の配布、仮設住宅訪問、ス

イカ割りイベントの手伝い、子どもたちへの学習支援と、

私は南三陸町の方々と直接触れ合える機会がたくさんあ

った。たった四日間しか活動できなかったのだが、その

中で感じたことは計り知れなかった。特に印象的だった

出来事が、学習支援をしている時に起こった。 

 二日目の午後、青年の家の学習室で数人の子どもたち

に勉強を教えていたところ、おとなしい感じの小学生の

男の子が妹を連れてやってきた。お兄ちゃんに算数を教

えている間、妹にはずっと隣でお絵かきをしてもらった。

途中でお兄ちゃんが、「そういえばここに来ることお母さ

んに言ってなかったから言いに行ってもいい？」と尋ね

たので、私はうなずき、お兄ちゃんは妹をおいて席を離

れた。するとそれまでおとなしくお絵かきをしていた妹

は、絵を描く手を止めてお兄ちゃんが出ていった方を不

安そうな目でじっと見つめ始めた。いつもお兄ちゃんと

一緒にいるから不安なのだろうなと思って、とりあえず

見守っていたが、しばらくすると水色のクレヨンを手に

とって再び絵を描き始めた。それまでりんごやぶどうな

ど果物の画を描いていたのに、女の子は画用紙の半分を

水色で塗りつぶした。次にクレヨンに持ち替えて、また

何かを描き始めた。始めは何を描いているのかわからな

かったが、よく見るとそれは津波に吞まれる防波堤のよ

うだった。それに気づいた瞬間、言葉が出なかった。し

ばらくしてお兄ちゃんが帰ってくると、安心したような

表情でまた果物の絵を描き始めたのだが、私はその絵か

ら目を離すことができなかった。他のどんな南三陸町の

光景よりも、他のどんな人の言葉よりも、その一枚の絵

が私にこの震災の大きさを物語っているように感じた。

そんな気がしてならなかった。あの時女の子が描いた絵

は今でも鮮明に覚えている。それほど何か大きな衝撃を

受けた。 

 この四日間で感じたことは計り知れないと先に述べた

が、そのほとんどはうまく言葉にすることができない。

友人や両親に「ボランティアどうだった？」と度々聞か

れたが、その度にうまく言葉にできない自分がいた。で

もそれでいいのではないかと思った。被災地の状況を人

に言葉で伝えていくのもたしかに大事だ。でも伝えきれ

ないものを無理に言葉で伝える必要は決してなくて、自

分の心の中で感じ取った思いを源として何か行動に移し

ていけばいいのだと思った。被災地に行かなくても出来

る支援はたくさんある。南三陸プロジェクトに参加した

メンバーは、関東に戻ってそれぞれ事後勉強会に参加し

たり、被災地アンテナショップの手伝いをしたり、個人

でボランティアに参加したりと、各々行動している。そ

うやって、今回のプロジェクトに参加したことをきっか

けに何か行動を起こしている、それがこの南三陸プロジ

ェクトの最も大きな役割だったのかもしれない。私も、

これから先も行動で伝えていきたい。 
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「とにかく被災地へ」という言葉に背中を押されて 

7期 西原 舞（文・4年） 

 

  3 月 11 日の震災時、私は埼玉県の自宅にいました。

大 

きな揺れに初めて地震で身の危険を感じました。その

後、津波が東北の各地を襲ったことを知り、福島第一

原発で事故が起きたことを知り―地震後の数日は俄か

に信じられない事態が続いた日々でした。 

 しかし、そのような状況においても、友人の中には

さっそく被災地支援を始める人もいました。目立った

被害はなかったものの、自分も大きな揺れを体験し、

他人ごとと感じられなかったこともあり、自然に「何

か被災された方の役に立つようなことをしたい」とい

う思いが生まれました。ただ、就職活動中だったため、

もどかしさを感じながらも、一旦その思いは保留にし

ました。 

 プロジェクトへの参加を決めたのは、就職活動が落

ち着いた夏休み直前のことでした。友人からプロジェ

クトの存在を教えてもらい、滑り込みで応募しました。

「技術も体力もない自分が行って役に立つことがある

のか」という不安もありましたが、シンポジウムで東

京災害ボランティアネットワークの福田さんが口にさ

れた「学生の皆さんには見学のつもりでも良いから、

とにかく被災地に行ってほしい」との言葉に背中を押

され、参加に踏み切りました。自分が被災地に行って

もほとんど役に立てないかもしれないし、ただ自分が

行きたいから行くということなのかもしれない。それ

でも、行かないで後悔するよりは行った方が良い。そ

んな思いで現地に入りました。 

 第 7 期は活動期間がお盆と重なったため、2 日目は

南三陸町の歌津・志津川と気仙沼を見学することがで

きました。ボランティアに来たのに働かず、申し訳な

い気持ちになりましたが、見学する機会をいただけた

ことは 3 日目以降、活動する上でとても良かったなと

思います。 

 私は主にお茶っ子班として、コミュニティカフェの

お手伝いやグラウンドゴルフの得点係、仮設住宅への

タコ通信の配布などの活動を行いました。グラウンド

ゴルフを楽しんでいたお年寄りの方々はとても元気で、

「得点係りさんは疲れてない？」などと、私の体調を

気遣ってくれるほどでした。あいがたいなと思うとと

ともに、前日に見たような大きな被害に遭われたのに、

なぜこんなに優しく、強いのかと驚きを感じました。 

 また、お茶っ子は長期でボランティアをされている

安藤さん、だいきさんの指示のもと活動しましたが、

お二人をはじめ、長期ボランティアの方の熱意は本当

にすごいなと感じました。活動中はとにかくお二人に

ならって「明るく、元気に」を心がけていました。 

前日に急にフリーマーケットの開催が決まるなど、

活動内容が変更になることもあり、臨機応変な対応が

必要 

であることもボランティアを通じて強く感じました。

テキパキと動けなくて反省することもたくさんあり

ましたが、たとえば、フリマのとき、足の悪いおばあ

さんの家に物資をデリバリーサービスしたら喜んで

もらえました。このような活動はボランティアだから

こそできることだと思います。状況を判断して適切な

行動がとれるかどうか、常に自分が試されているよう

に感じました。 

「短期のボランティアは役に立つのか」ということ

も参加する前から疑問に思っていたことでした。実際

に行ってみて、たしかに地元の方と直接接するような

仕事は、関係性をつくるためにも長期間ボランティア

できるひとが関わった方が良いと感じました。ただ、

フリーマーケットのお手伝いをしていた時、自然の家

で渡辺さんから「マンパワーが足りない」というお話

を伺いました。フリマの荷物の仕分けのような単純作

業は誰にでもできるが、では誰に頼むか、となったと

きになかなか頼める人がいないとのことでした。一人

にできることは限られていても、人が集まれば大きな

パワーとなるため、短期のボランティアでも求められ

る場面があるのだとわかりました。 

 帰って来てから、私はまだ被災地の支援に関する活

動にはほとんど関わっていません。具体的に行動を起

こすことが重要だと思いつつも、いろいろ考えている

うちに時間が過ぎていき、感想を友人に伝えているく

らいです。大変な状況の中、ボランティアとして自分

を受け入れてくれた現地の方々には大変感謝しており、

今後も何らかのかたちで支援に関わっていけたらと考

えています。また、私は来年から社会人になります。

震災の復興に直接関わるような就職先ではないですが、

被災地に赴任する可能性があることも含め、今回の経

験を仕事の場で生かしていきたいと思います。 

 最後に、今回同行して下さった先生方や一緒に活動

したメンバーには大変お世話になりました。とても良

い環境でボランティアをさせてもらえたと思っていま

す。子の場をお借りしてお礼申し上げます。 
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ボランティアを終えてみて 

7期 橋岡友和（経・3年） 

 

何気なく参加した第１回のワークショップでスライド

ショーに流れていた写真の中に高校時代に研修旅行でま

た部活の合宿地としていろんな方にお世話になった思い

入れのある場所の窓ガラスが割れ悲惨な状態となってい

る写真を見つけたことが今回ボランティアに参加するき

っかけとなりました。行った方々には分かると思います

が環境活用センターと自然の家です。 

実際現地に入ってみて表面からは見えない水中に未だ

瓦礫が多くあることからその分水位が上昇し、町の一角

が水没していて、これを片付けるには陸の瓦礫を片付け

るのに比べはるかに膨大な時間と費用がかかることから

復興はまだ折り返し地点にすら達していないのではない

か？ということを感じました。 

おそらく現地の状況については他の方々がそれぞれ違

った視点から感想として書かれているとは思いますが、

私たちは同じ場所で同じものを短期間のうちに見たため

に情報量に限界があるかと思いますのでこの辺りにして

おきます。 

私がここで言いたいことは学生といった時間があるう

ちに、そして被災地が被災地である今ボランティアに参

加してほしいということです。自分が行ったところでで

きることはないと考える人もいるかもしれません。実際

問題今必要とされているのは土木、建築スキルを持つ人

であり、現地の人はボランティアとして送られる私たち

が今できることに期待していません。私たちができた事

のほとんども草刈や荷物運び等あくまで現状を維持して

いくものでした。 

ただ今回の慶応と南三陸を繋ぐこのボランティアは未

来を担っていく子供達の将来の為に役立ててほしいとい

う現地の人の思いから成り立っていると先生がおっしゃ

っていたように、私たちが現地でできることよりもそこ

に行くこと自体に意味があるのではないかと思います。 

ボランティアに行った後、多くの方から福島はどうだ

ったかという連絡をいただき自分が答えられる範囲で自

分が行ってきた活動や現地の状況、またそれを見た自分

の感想等を伝えることを行ってきましたが、それと同時

に、今回参加していない人の中にも被災地に関心を持つ

人が想像以上に多くいるということを感じました。 

福島の復興を自分の手で何とかしたいと熱のある方

はもちろんですが、少しでも関心のある方がいたら積極

的にボランティアに参加してみるといいかと思います。

おそらく二度とない経験や風景など自分が現地でしてき

た以上のものが自分の成長として返ってくるはずです。

今はもらうだけでもいいです。将来何かを変えることが

できる立場になった時に、またそういう立場でなかった

としてもその立場にいる人に自分の考えを多種多様な媒

体を通して伝えることで何かが変わるかもしれません。

慶応の生徒には縦にも横にもそういった繋がりがたくさ

んあるかと思います。 

私も今は南三陸から持って帰ってきた情報をいくつか

の媒体で発信することしかもらってきたものを返すこと

ができないけれど、これから先もこの被災を忘れずに記

憶の中に留めておくことを始め、将来にもし現在志望し

勉強している国家公務員になれたならその立場でしかで

きない行動が何かできればいいなと思っています。 

 

 

 

現在の南三陸環境活用センター 
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感想文 

７期 ハン ダン（理・修２年） 

 

  ボランティアから帰って、もうそろそろ一ヶ月すぎ

経ちました。今もよくながしず荘のお婆ちゃんを思い出

します。カメラの中にも被災地の写真とか皆さんが頑張

って働いている写真とか皆一緒でミーティングする写真

とかが残っています。 

  大地震の時、私は研究室にいました。実験の中、急

の揺れを感じました。でも地震は日本では普通な物で私

は日本に来る前から地震に関する覚悟がありました。研

究室の皆さんも、「なんか結構揺れるね」と言った後研究

も勉強も続きました。でも揺れが強くなってずっと続い

て、停電も始まりました。先生は皆さんを呼んで、階段

からグラウンドにいこうと指揮しました。その後も、皆

一緒で行動しました。ポータブル TVから地震後、巨大な

津波が東北地域を激しくぶつかっているニュースを見ま

した。あの場面は今でも忘れません。 

  地震があった何時間後、電気が回復して、家族にも

インターネットで連絡しました。国内の家族と友達、皆

心配一杯で、何週間か帰国しました。でも国内でもテレ

ビニュースから離れられませんでした。東北の状況を心

配しました。日本に戻ったら、被災された人たちに何か

を手伝おうと決心しました。それで南三陸のポスターを

見てすぐ申し込みしました。 

  ボランティアから帰った後、友達に被災地の写真を

見せました。皆写真の悲しい光景を見てため息をつきま

した。地震はもう半年ぐらい前に起こったのですけど、

津波で被害をうけた所は全然変わりませんでした。まだ

多く仕事が残っている感じです。五日間のボランティア

は本当にとるに足らない小さなことです。この活動がず

っと続ければすごくいいと思います。もっと多くの学生

達が被災地に行って、被災地の光景を見て、いろいろな

情報をここに伝えればいいと思います。被災地の人たち

はまだ全国からの手伝いが要るらしいので支援は長い間

続けなければなりません。 

  私が南三陸町で活動する時、私が中国から来た留学

生だと聞いて、現地の係員の方はすごく嬉しい顔で、あ

る中国政治家の書道作品を見せてくれました。係員の方

はその後も中国からいろいろな物資が送られてきて、中

国からの人々の関心に有難いとおっしゃってました。私

もすごく嬉しかったです。私がこのボランティアを参加

すると決まった時、私もいろいろな気持ちを被災地に伝

えたいと思っていました。世界各地から来た留学生の中

でも地震の後、被災された人のため募金とか、ボランテ

ィア活動とかをしていました。 

    被災地は今どんな感じに変わるか、同じようにあの

様子か、全然分かりません。前に言った通り、被災地を

再建することはやはり難しい作業です。大勢の人手が要

るし、数え切れない財力も要ります。また、とても長い

時間がかかるかもしれません。そんな長い時間の作業を

どのように続けるかは、よく検討する必要があります。

どうすれば継続して物質とか人手とかを被災地に届けら

れるのか。 

    災害の前で、人は小さい存在です。家を失った人も、

家族が亡くなった人も、どんなに心を痛めていても意志

を強くしなければなりません。被災されたのは苦しい事

実だけど、皆一緒で頑張ったら何の障害も越えられると

私は信じています。 
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気持ちを整えてわかった思い 

7期 廣田貴一(理 2年) 

 

僕は 8 月 15 日から 19 日の間、南三陸町に行った。

行った際、現地でもその場で思ったこと、考えたこと

を言葉にする機会はあった。その時は間違いなく何か

を感じ、考えていた。だがそれをどう言葉に表せばい

いのかが全く浮かばなかった。南三陸町から帰ってき

てその翌日から 5 日間行ってきたことを書き出し、今

一度気持ちを整理してみた。今回は改めて 5 日間を振

り返ったことで見えてきた感想や行くきっかけ、今後

に向けた心境などを書こうと思う。 

まず、南三陸プロジェクトに参加しようと思ったき

っかけについて。実は、僕は震災が起きた 3 月 11 日

に、海外にいた。日本に帰ってからテレビの報道内容、

計画停電などで事態の深刻さを知ったが、学校が始ま

り日々あわただしく生活するとともに、僕自身震災の

話題への衝撃は薄まり、同時にメディアの話題も震災

から原発、エネルギー問題へと移っていった。そして

夏休み前の電力危機の報道に、ふと被災地は今どうな

っているのかと思った。節電ばかり報道され被災地の

現状が伝わらない。自分が直接現地に行き、自分が現

状を発信できたら、と思うようになったのが参加のき

っかけである。 

参加前の数日は正直不安だった。事前 WS で、震災

から 5 か月経った今頃が現地の方々にとって精神的に

堪えている時期であることも知り、僕は現地の方々を

傷つけるようなことを不意に言ってしまうのではない

か怖かった。 

プロジェクト参加 1 日目、それまでは普通の道路だ

ったのが 15 時頃、気仙沼、南三陸の文字が書かれた

標識が見えてから一変した。膨大ながれきの山、跡形

もない建物、陸にあがった船。あらゆるものがそこに

あるはずではないもの。そんな違和感とともに、ただ

ただ圧倒された。言葉も出なかった。 

2 日目。この日は歌津駅周辺や気仙沼沿岸、折石や

志津川湾を巡った。歌津駅は沿岸から 400m はあり高

台の高さも 8m はあったがレールは折れ曲がり脱線状

態に。沿岸に住んでいた方々はまず駅に向かって逃げ

込んだと思うがその高さでも、助からないのである。

テレビで放送されたどの津波の様子よりもその光景は

津波の大きさを物語っていた。そしてこの日、僕は自

分がこの外の光景を早くも”見慣れてしまう”感覚がし

てゾッとした。その後考えたのはこの現在の光景は異

常であり、緊迫感を持って過ごすことも大切なのかも

しれない。だが難しいことかもしれないがこの現状を

受け入れ、そこからどう立て直すかに心をシフトする

のも大切だと思った。 

3 日目。この日は草刈りとがれき撤去。想像以上に

ハードな作業でいつまでたっても草やがれきはなくな

らない。最初は本当に自分たちができることはわずか

なことで果たして意味はあるのだろうか、と思ったが

一日をかけてみんなで作業をすれば環境ははっきりと

変わっていくのがわかり、少しでもやらないよりはや

ったほうがいいと感じた。この時の達成感はひとしお

だった。 

4 日目。この日はながしず荘でのお手伝い。外にあ

る荷物の運搬、子供たちと遊んだり、一緒に草刈りを

したり、とても心の温まる一日を過ごした。夜には 8

期の方々に仕事内容を引き継ぎ、あっという間の 5 日

間が終わった。 

そして今、今後に向けて考えていることは南三陸町

に行った時点を終わりにしてはいけないということ。

支援はここからが大切である。今の段階では慶應の学

生スタッフから募集されているボランティア案内に参

加して支援を行おうと考えているが、今後は今の自分

は何をすれば最善のサポートになるかを考えて継続的

に行動したいと思う。 
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これから何をしていくか、今何ができるのか 

第 7期 藤野能久（理・修 1年） 

 

これから自分はどのように復興に関わって行く

ことができるのか、これが今回のボランティアに参

加する前から、実際に参加して今に至るまで常に考

えてきたことでした。 

 プロジェクトに参加する前、私がボランティアに

応募した理由として、まず被災地を自分の目で見た

いというのがありました。ボランティアついてのス

キルもない自分が行ったところで、お役に立てるこ

とはあまりないかも知れません。だけど、これから

被災地を含めた日本の街づくりに一人の日本人と

して関わるときに、まずは一度メディアからの一方

的な情報だけではなく自分の目で見て確かめた上

で何ができるか考えたかったからです。 

 ボランティア初日にあたる 16 日(火)は送り盆で

作業はなかったために、気仙沼見学という機会を頂

くことができました。港の近くのまだほとんどがれ

き撤去に手を付けられていない地区を通りました。

この辺りには今は誰も住んでいないから、かえって

後回しにしている、という説明を聞き、復興とはた

だ震災前の元あったように戻すだけではなく、また

一から街を考えて作っていくということを実感し

ました。 

 活動二日目 17 日。私はがれき撤去及び草刈を行

いました。そこは仮設住宅地のふもとにあり、物資

を置くテントを張るスペースを確保したいとのこ

とで、40 人弱で、家の流された跡のがれきを一か所

に固めたり、かまを使って雑草を刈ったりしました。 

 6 時間ほどの作業を終え、一通り片付いた現場を

見たとき、一人一人の力は微々たるものでも、集ま

ればこれだけのことができるんだ、と思う一方で、

これだけの人数でこれだけの時間をかけて、ようや

くこの一角だけ片づけることができたのか、 

という虚無感もあったのを覚えています。 

活動三日目 18 日に、私は午前中に急きょ学習支

援に回ることになり、子供たちが帰った後、余った

時間でフリーマーケットの準備を手伝わせて頂き

ました。 

  その作業をしている時に、別の地区から戻られた

ボランティアの方が仰った一言が忘れられません。 

「どこの地区に行ってもどんどんボランティア

の人がいなくなっている」 

 南三陸町に行く前、正直な私の心構えは、将来職

に就きその立場を踏まえた上でどのように関われ

るかを考えていきたい、そのためには今南三陸町を

見ておきたい、もちろん今の自分でも少しでもお手

伝いできることがあればしたい、というスキルのな

い自分にとっては今よりも将来に重点を置いたも

のでした。しかし、実際に行って、長期でボランテ

ィアをされている方々の話を伺って、決して建設業

者などのプロだけではなく、一人でも多くの人の力

がまだまだ必要なのだと実感しました。申し訳なく

も、自分がこのまま大学を休学してしばらくこの場

所に携わる、という決断をする訳にはいきません。

ですが、できるだけ早く研究の合間を縫って、また

現地でできることをしたいと思いました。 

 受け入れて下さった皆さんへの恩返しをするた

めにも、口先だけで終わらせずに、できることから

少しずつ行動にしたいと思います。最後になりまし

たが、このプロジェクトを立ち上げて下さった先生

方、学生スタッフの皆様、7 期メンバー、その他関

係者の皆様に改めてお礼を申し上げます。 
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ボランティア活動を終えて 

7期 前川由佳（経・1年） 

 

3月11日の東北大震災•大津波によって、現地の人々

のみならず日本中に衝撃が走りました。私はそのとき

名古屋にいたのですが、船酔いの時のような気持ち悪

い感覚の長い揺れを感じました。そのとき、震源地の

東北地方では多くの市町村が津波に飲みこまれて壊滅

的な被害を受けていました。信じられない光景を TV

で次々と目の当たりにし、胸が詰まる思いがしました。

それがボランティア活動に参加したいと思ったきっか

けでした。しかしどのようにボランティアに参加すれ

ばよいのかわからず「一歩を踏み出す」ことができな

かったときに、慶応義塾•南三陸プロジェクトを知り、

参加させていただきました。 

私が参加した第 7 期は 8 月 15 日〜19 日までの活動

でした。実際に南三陸でボランティア活動を行ったの

は 8 月 17・18 日で、前日の 8 月 16 日は気仙沼に震災

後の状況を見学しに行きました。気仙沼の漁港付近は

通常はとても賑わっていた界隈だそうですが、すべて

の建物、つまり店舗・家屋・郵便局・ガソリンスタン

ド等…が倒壊していました。自動販売機も空き缶を潰

したかのようにひしゃげた姿で横たわっていました。 

また、気仙沼市魚市場ビルにも訪れました。ボランテ

ィア活動から帰ってきてから知ったのですが、2011

年 8月 31日の日経新聞によると高さ 9.2mのこのビル

に逃げた人々は助かり、山側に避難しようとした人々

は途中で津波に巻き込まれて多くの犠牲者が出ました。

この事実を知ってから現在に至るまで、もどかしいの

ですが、心の整理が出来ていないのが正直な感想です。 

気仙沼を見学した後、南三陸町の志津川地区を見学

しました。こちらもほとんどの家屋が流されていたり、

鉄骨だけ残っていた建物が点在したりしていました。

道路は復旧して車は通れるようになっていました。そ

してかなり瓦礫も撤去されていました。この地区を見

学して一番印象的だったのは、撤去された瓦礫が、あ

る区画にうず高く積まれて大きな山になっていたとこ

ろでした。この瓦礫の山は、元々は現地の方々の生活

そのものだったと思うと、胸が締めつけられる思いが

しました。そして現地の方々の生活そのものを一瞬で

奪い去っていった津波の恐ろしさを実感しました。 

私が行った活動内容は、2 日間とも草刈りと瓦礫撤

去でした。他のボランティアの方たちもいらっしゃり、

休憩時間にお話する機会がありました。その中で、あ

る 50 代くらいの男性は、お盆休みを使って一人で愛

知県から車で南三陸まで来て活動をされていました。

そして夜は車中泊だったそうです。また彼はゴールデ

ンウィーク期間中にも南三陸で活動をされていたそう

です。ご家庭をお持ちにもかかわらず、貴重な休日を

家族と過ごすよりもボランティア活動に充てるとは…

ただただ頭が下がる思いでした。その方のお話の中で、

「僕の周りでもボランティア活動をしたいと思ってい

る人は沢山いるのだけど、仕事が忙しかったり、ボラ

ンティア活動にどのように参加したらよいかがわから

なかったり、なかなか一歩を踏み出せない人が多いん

だよ。」という言葉がとても心に残りました。その言葉

の中には「君たちは（慶應義塾・南三陸プロジェクト

の力を借りて）一歩を踏み出すことができたんだから、

この機会を大切にして継続的に頑張りなさいよ。」とい

う意味が込められているように感じました。 

今回のボランティア活動で、私が行った作業量は「被

災地の復興」という観点から見ると無に等しく、ほと

んど役に立てなかったかもしれません。しかし、実際

にこの目で南三陸の現実を見て、TV や新聞だけでは

わからない様々な事を感じることが出来ました。今回

のボランティア活動で感じたこと・学んだことを今後

の学生生活に活かし、現在だけではなく将来に向けて

自分に何ができるかを考えていきたいと思います。 

159



 

 

南三陸町でのボランティアを終えて 

7期 幕内翔篤（経・1年） 

 

私はこのボランティアに参加できて本当によかった

と思っています。私が南三陸町でのボランティアに参

加したきっかけは担任の先生の紹介でした。もともと

ボランティア自体に興味があったのですが、こういっ

た形でボランティアに参加することになるとは思って

もみませんでした。その当時は 3 月 11 日にあの大地

震があってちょうど 4 か月程たったころだったと思い

ます。6 か月経った今でもそうですが、そのころ東北

地方ではまだ復興作業に追われていました。しかし、

東北地方以外のところでは地震のことが次第に忘れ去

られていたのではないでしょうか。私自身地震が起き

てから 2 か月も経たないうちに呑気に友達と遊びに出

かけていました。でも遊んでいるといつも罪悪感に悩

まされました。被災された多くの方々は大切な人たち

を失って、さらに今なお、普通の生活すらままならな

いのにと何度も思いました。しかし、そう思っていて

もその思いを実際に行動に移すことはできませんでし

た。自分一人で行くほど東北のことを助けたいと思っ

ていなかったのかもしれません。自分一人が行ったと

ころで何ができるのだろうとも思いました。スーパー

やコンビニなどで募金はしましたが、まだ大学生です

ので、アルバイトはしていてもほんの少ししかお金は

出せませんでした。大学生が募金活動をしていたりす

るのがマスコミに取り上げられていましたが、それも

ただ感心して見ているだけで自らがそういった活動を

することはありませんでした。ただボランティアに憧

れているだけだったのだと思います。 

実際にこのボランティアに参加することを決意して

から、参加する目的は罪悪感からくる消極的な理由で

はなく、被災地の状況を実際に自分の目で見て肌で感

じたい、被災地の復興に少しでも役に立ちたいという

積極的な理由に変わりました。これからの日本には東

北の復興は必要不可欠です。しかし現地の人たちの気

持ちは複雑で、一概に復興が良いとは言えません。だ

から、ただ頭の中だけで考えるのではなく、実際に自

分が体験して、その体験を今後に役立てたいと思った

のです。おそらく自分のようにボランティアに参加し

たいと心の中では思っていても、実際の行動に移せな

かった人は多くいると思います。そういう人たちに自

分の体験したことを伝えて行動を促すことができるだ

ろうし、そうでない人にも東北のことを考えるきっか

けを与えることができると思ったのです。 

実際に現地に行ってみると、テレビで報道されてい

るのとは全く異なって見えました。現地にはバスで向

かったのですが、バスから見ると現地の風景は辺り一

面が草で覆われていて草原のようでした。東北の中で

も南三陸町は北の方なので、田舎だからそうなのかな

と思いました。でもバスを降りてよく見ると、草に隠

れて家の基礎や家具が残っていたりして本当はそこに

家があったことがわかりました。津波が全部きれいに

持って行ってしまったので気付かなかったのです。他

には、海から 100 メートル離れた 10 メートルぐらい

の高さにある線路が真二つにされていました。実際に

見てみるとそこに津波がくるなんて想像もできません

でした。もう一つ、マスコミなどにあまり取り上げら

れていないと思ったのが、現地の人たちのやさしさで

す。正直に言って、ボランティアに参加する前、震災

であまり被害の受けていない私たちは現地の方から軽

蔑の目で見られてしまうのではないかと心配していま

した。しかし、実際にはその正反対で私たちを温かく

迎えてくれました。私たちが宿泊していた民宿では食

事も入浴もできました。特に昼食はボランティアで外

に出ている私たちのためにおにぎりを作ってください

ました。民宿の方だけでなく現地の公民館でも同様に

おにぎりやスイカをくださったりしました。現地の

方々はそういった物資面だけでなく精神面でも支えて

くださいました。いつも「ありがとう」と言ってくれ

て、それが何より私たちの支えでした。 

また、現地では他のボランティアで来ている方々に

もお会いしました。私たちは普段から肉体労働をして

いるわけではないので、できることが限られていたの

ですが、他のボランティアの方々がそういったことに

配慮してくださってうまく協力して取り組むことがで

きました。中には、個人でボランティアに来ている方

もいらっしゃいました。そういった方々は車中泊で食

事はコンビニ、入浴は遠くの銭湯までいかないとでき

ないとおっしゃっていました。 

このボランティアを通して私は大きく変われたと思

っています。何事に対しても頑張れるようになりまし

た。現地の方々が頑張っているのからでしょうか。そ

れもあるとは思いますが、何よりボランティアは文字

通り自発的に行うもので、そのボランティア精神が身

に付いたからだと思います。 

こうして自分が変われたと思うのもすべてこの貴重

な体験をさせてくれた方々のおかげです。ありがとう

ございました。 
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南三陸ボランティアを終えて 

7期 三好杏奈（文・1年） 

 

私がこのプロジェクトに参加した理由は 2 つある。一

つ目は、前々から大学で何かボランティア活動に参加し

ようと思っていたことである。私は障がい者の兄を持っ

ており、小学生のころから障がい者団体とボランティア

の交流会などに行っていたため、そのころからボランテ

ィア活動に興味を持っていた。大学生になって時間がた

くさんできたら、何か今までやったことのないボランテ

ィア活動をやってみようと決めていた。二つ目は、被災

地に実際に赴くことで地震に対する自分の意識が変わる

のではないかと思ったからだ。地震当日、私の地元は強

く揺れたものの、家で食器が少し割れたりした程度で、

あまり大きな被害はなかった。そのためテレビで東北の

津波の様子が流れていても現実味が感じられず、どこか

遠い国で起こっている出来事のようにしか思えなかった。

大変なことが起こっているというのはわかっているつも

りでも、特に何か行動を起こすこともできず、ただニュ

ースを見ているだけで他人事のようにさえ感じていた。

だんだん時間がたって自分の中にも余裕ができてきたこ

ろ、国内で一番大きな問題となっている復興に何らかの

かたちで関わりたい、という気持ちが生まれ、このプロ

ジェクトを通じてこの気持ちをもっと現実味のある意識

に変えたいと思うようになった。 

 実際に南三陸町を訪れてまず感じたことは、5 か月経

ってもこれしか復興が進まないのか、ということだった。

最初のころに比べれば瓦礫などはかなり片づけられえて

いたが、使える建物がほとんどなく家の土台ばかりが一

面に広がっているようなところもあり、被害の大きさが

うかがえた。テレビではだんだんと被災地が映ることが

減っていたため、現地がどうなっているのかあまりわか

らない状態で行ったのだが、惨状を知って衝撃を受けた。

また、画面を通してみていた景色と実際に周りの空気を

肌で感じ、音を聞き、自分の目で直接見た景色は受けた

印象が全く違っており、言葉に言い表せられないような

感情が湧きあがった。 

移動中に「ボランティア募集。1 分～何時間でも」とい

う看板を見つけ、ここではまだまだ外の人間の力が必要

とされているのだなと改めて感じた。 

 南三陸ではがれき撤去や草取りなどの力仕事ばかりで

はなく、現地の人たちとの交流もあった。私は学習支援

や保育などで主に子供たちと関わっていた。元気にふる

まっている子が多かったが、そのような子でも会話の中

で自分の受けた津波の被害について語るときは神妙な面

持ちになっていた。小さな子供たちの心にも少なからず

傷がついていることを感じ、このような子どもたちなど

の話を聞いてあげて気持ちを軽くしてあげることで専門

的な知識を持たない学生でも大きな役割を果たせるのか

もしれない、と思った。 

 前述のとおり、私たち学生ボランティアの中で専門的

な知識を持つ人はきわめて少ない。だからたった 3 泊の

ボランティアに行ったところで、すぐに力になれること

はあまりないといっていいのではないだろうか。現地の

人たちが今すぐに必要としているものは家であり、仕事

であり、生活必需品などである。それでも現地の人たち

は私たちのわずかな働きに対して「ありがとう」「気持ち

がとてもうれしい」と言ってくれる。たった 3 泊でも現

地の人たちの人の良さが伝わってきて、南三陸という場

所を好きになることができ、何か役に立ちたいと思うよ

うになった。当初の目的であった「自分の意識を変える」

という目的は私なりに果たせたのではないかと思う。こ

のプロジェクトをきっかけにして、私は南三陸の人たち

の気持ちにこたえるためにこれからも何らかの形で長期

的に被災地支援に関わっていきたいと強く思った。 
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ボランティアを通して頂いた言葉 

7期 八重樫拓人（理・修 1 年） 

 

今回のプロジェクトで、自分は第 7 期グループとし

て参加させて頂きました。今までこういったボランテ

ィア等のプロジェクトに参加した事がなく、不安を抱

えたままの出発となりましたが、実際に現地に訪れ、

活動を行うことで、たくさんの刺激を受けました。ま

た、私達を温かく迎えて頂いた南三陸の皆さん、同行

してくださった先生方、グループの仲間に支えられた

数日間となりました。 

そもそも本プロジェクトへ参加しようと思った理由

は、二つあります。一つ目は、今回の出来事を他人事

として済ますのではなく、被災者の方々の為に自分が

出来ることはないかという思いからです。3 月 11 日東

北地方太平洋沖地震が起きてから、メディアで被災地

に関する情報が次々と流れる中、漠然と何も出来ない、

動けない自分がいました。無知の自分が被災地に行っ

ても迷惑をかけるだけであると考えていたからです。

そんな折、本プロジェクトの存在を友人から聞きまし

た。学校で企画されたプロジェクトならば、被災地の

方々への迷惑を最小限に抑え活動出来ると思い、参加

する事を決意しました。 

二つ目は、自分の成長のためです。自分は、良くも

悪くも周りの環境に影響を受けやすい人間であり、被

災地の状況を直接肌で感じる事で、たくさんの刺激を

受け、自己成長につなげたいと考えました。 

自分の所属する第 7 期はお盆ということもあり、初

日に気仙沼を見学する機会を頂きました。実際に現地

に行き、間近で被害の状況を見て言葉を失いました。

土台のコンクリートがむき出しになり、跡形もない建

物や瓦礫の中に埋もれる私物。そこには確かに誰かが

住んでいました。幸せに暮らしていた思い出の場所が

同時に、大切な人を失う悲しい場所になってしまった。

そういった被災者の方の気持ちを想像すると胸が苦し

くなりました。きっと、自分の想像では計り知れない

ほどの傷を被災者の方は受けていると思います。実際

に大切な人を失っていない自分の想像など乏しいもの

であると改めて感じました。 

また、この場所で実際に被災を受けた方のお話を聞

く事が出来ました。その方は慶應出身の方で、自分の

私物を整理しに来たそうです。正直、その方の話を聞

いている時、自分は頭の中が真っ白になってしまいま

した。現地に来る前のワークショップで、被災者の方

と話す際の傾聴のスキル等を学び、準備は完璧なはず

だったのですが、実際に被害の状況を見て、目の前に

現れた被災者の方に対してかける言葉も、ワークショ

ップの内容を思い出す冷静な頭も自分にはありません

でした。結果的に、傾聴になっていたのかもしれませ

ん。それでも、被災者を目の前に何も出来ない自分の

無力さを感じました。 

また、ボランティア活動に関しては、二、三日目に

瓦礫撤去、草刈りを行いました。一日掛けてある程度

の範囲をきれいにする事ができました。きれいになっ

た範囲を見て達成感を感じると同時に、大勢で一日掛

けて、たったこれだけの範囲しかきれいに出来ないと

考えると、被害の大きさを改めて感じました。この活

動に取り組む中で、個人的にボランティアに参加して

いる二人の方のお話を聞く機会がありました。お二人

はこんな事を話してくれました。 

「会社でみんなに声をかけたけど誰も来ない。それ

を考えれば、学生がこういったボランティアに参加し

ているだけで、日本はまだ捨てたものじゃない。」 

「いやいや、そうじゃないよ。みんな来たいという

気持ちはあるんだよ。ただどうしても最後の一歩が踏

み出せないんだ。」 

このやりとりを聞いて、こういった機会を与えてく

れた本プロジェクトの持つ価値を改めて感じました。

また、こういった機会を自分達が作っていかなければ

いけないと感じました。 

この数日間を通して、本当にたくさんの刺激を受け

ました。その刺激は、被災地を直接見て受けたもの、

被災者の方と話して受けたもの、他のボランティアの

方から受けたもの、教員、グループ仲間と議論する中

で受けたものとそれぞれです。最後に、今回のプロジ

ェクトで最も印象に残っている言葉があります。 

「一、二日のボランティアで出来る事なんて本当に

少ない。本当ならば、建物等の修繕が出来る専門能力

を持った職人等に来てほしいはず。それでも南三陸の

方々は学生を温かく迎えてくれた。それは自分たちの

将来に期待しているから。この経験を通して学生が何

かを学びとり、将来自分の分野で被災地に出来る事を

見つけてほしいという願いが込められている。」 

 この言葉の意味、重さを今深く感じています。この

プロジェクトに参加したからこそこの言葉の意味を

深く受け止める事ができました。 

 私達を温かく迎えて頂いた南三陸の皆さん、同行し

てくださった先生方、グループの仲間に改めて感謝の

意を表したいと思います。ありがとうございました。 
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現地でしかわからないこと 

7期 渡邉瑛矩（経・4年） 

 

私が南三陸プロジェクトに参加して感じたことは、

テレビなどのメディアを通しての体験と実際に生で見

て、聞いて、感じた体験では大きく異なるということ

です。災害の実態に関してもそうですが、実際にそこ

に行かなければ、暮らす人々の生活、素晴らしい自然

や文化、人について知ることができなかったと思いま

す。 

私が南三陸プロジェクトに参加しようと思ったきっ

かけは実際に生で現地を見てみたいと思ったからでし

た。3 月 11 日に東日本に大地震が起き、東北を大津波

が襲う様子を連日、メディアを通して見てきましたが、

どこか他人事のように感じながら、普段の生活を送っ

ていました。それは行ったこともなく、知り合いもい

ない現地と私達を結ぶものがなく被災の実感が足りな

いからだと思いました。 

そうした想いを抱き、このプロジェクトのバスに乗

って、被災地にさしかかった時に私の目に飛び込んで

きたのは衝撃の光景でした。建物は鉄骨だけを残して

壁が全て崩れ、車は信じられない形に捻じれ引きちぎ

られていました。辺り一面にはがれきが散乱し、そこ

にあるはずのない巨大な船が沖に打ち上げられていま

した。あまりの衝撃的な光景にただただ言葉を失うば

かりでした。波によって全てが押し流され、もとから

何もないような印象を受けましたが、プロジェクト終

了後、後日被災前の写真を見て確かにそこには町があ

ったということが分かりました。 

当初は、建物や物が壊れたことばかりに注意がいっ

ていましたが、ながしず荘で生活しボランティア活動

をするうちに、ここには多くの人を暮らしがあり、多

くの人が津波の犠牲になったという事実に気が付き

ました。ながしず荘に着いて最初のレクリエーション

で「ここの人達はほぼみんな家族、親族、友達の誰か

がなくなっている」という事実を聞かされ、いたたま

れない気持ちになりました。ながしず荘の人達は普段

は明るく元気に接してくれていましたが、ふとした一

言に深い悲しみを感じました。花火をしている時に

『昔は花火で騒いでいると近所迷惑になったが今は

その近所もいない』。無邪気に遊んでいる子供を見て

『この子が残っているだけよかったのかもね』。考え

たくもないけど、もしかしたらながしず荘の人も巻き

込まれていたかもしれない。そう考えると、急に災害

がリアルに感じ、恐ろしい気持ちになりました。 

プロジェクトを終えた後しばらくの間は南三陸の

人のことを想うと胸が痛く、いたたまれない気持ちに

なることがありました。そうした中で考えたことは、

ただ悲しい事実を受け止めるだけではなく、これから

のために何かできることはあるのではないかという

ことです。一緒に悲しむのではなくて、被災を体験し

てない第３者だからこそできることがあると強く感

じました。今回の活動も復興の全体からするとごくご

くわずかかもしれないけど、瓦礫をどけて、草刈りを

して更地となった土地を見てまた何か始めてみよう

というきっかけになったのかもしれないと思ってい

ます。 

震災から半年が経ちますが、現地に行って感じたの

は復興に向けてはまだまだこれからだということで

す。現地にはまだ多くの瓦礫や問題が残されていて、

現地の人は多くの悲しみを抱えながらこれからの生

活を過ごしていかなければいけません。私たちにでき

ることはわずかかもしれませんが、そうした人たちの

力になりたいと思いました。被災地だからではなく、

南三陸の豊かな自然や人、魅力を引き出して、多くの

人に伝えたいと思います。こう思えるようになったの

は、実際に志津川の豊かな海を体感し、志津川の素晴

らしい人々に会ったからだと思います。たったの５日

間でしたが、この町が好きになり、もう他人事だとは

思えないようになりました。 

まだ現地に行ったことのない人には是非とも一度

現地に行ってみて欲しいと思います。現地に行って実

際に目で見て、耳で聞くことによって被災地ではなく

て、生の姿や人々の暮らしを知ることができると思い

ます。被災地支援というだけでなく、この町の本来の

魅力に気付き、心からこの町を好きになれると思いま

す。 
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南三陸町で感じたこと 

7・8期 渡邊理紗（理・1） 

 

最初にバスの中から見た南三陸町の印象は、「だいぶ

復興が進んでいる」だった。瓦礫がまとめられ、道や

橋は復活し、電気も水道もとおっている。だいぶ進ん

だこの町に、私たちのボランティアは本当に必要なの

だろうか？と感じた。 

だが、ボランティア活動を開始してすぐに自分の間

違いに気づかされた。一見片づけられたように見える

瓦礫も、多くが夏草に埋もれているだけだったり、小

さな破片として散乱しているためにバスから見えない

だけだったり。電線が通っていても、新しい電柱の下

には、グニャリと絡まった内部の鉄線を露出している

折れた古い電柱が転がっている。 

震災後 6 ヶ月経ってもなお瓦礫が残っている現状。

現地に問題は山積みである。復興の道筋も明確化して

おらず、「復興する」ということの難しさを痛感した。 

また、同時に、希望も見た。 

まず、「力を合わせる」「積み重ねる」ことの大切さ

を体感し、南三陸町がその結果として少しずつ前進し

ていく様子を実感することができた。 

技術など持っていないこんな小さな私でも、他のボ

ランティアの方々と共に 1 日働けば、家 1 軒分の土地

の瓦礫撤去と草刈は行える。小さな力でも、コツコツ

と積み重ねれば大きな変化をもたらせる。一つ一つの

力は小さくても、合わせれば相乗効果で「1+1=3」の

結果をもたらせる。そう強く感じた。 

そして、南三陸町に集う人々を見て、私は「人」が

好きになった。「人」になら、地震と津波が残した傷跡

を乗り越えていくことが可能だと感じた。 

ながしず荘やボランティア活動の中で接した南三陸

町の方々は、明るく元気で力強くて、1 週間の滞在の

間に、私は彼らが被災した当事者だということを忘れ

かけていた。東京へ帰る日の志津川見学で防災庁舎を

見て、南三陸町の方々にとって 3.11 が絶対に忘れられ

ることのない 1 日であると再認識したとき、私はとて

つもない衝撃をうけた。辛い経験をしているのにも関

わらず、そのことを思わせない南三陸町の方々。想像

を絶するほどつらく大変な思いをしているはずなのに、

周りを思いやり、外部者の私たちを温かく受け入れ思

いやってくれる南三陸町の方々。そんな方々を見て、

私は人の心の広さ、美しさ、そして強さを見た気がす

る。 

原生林の開墾作業や自然の家で接した多くの個人ボ

ランティアの方々も素敵だった。泊まる宿と美味しい

お料理、整えられた環境にいるのは私たちぐらいだけ。

お話を伺うと、皆、車中泊だったり有給休暇を利用し

てのボランティアだったりと、様々な問題をやりくり

して南三陸町の復興のために集まっていた。背景はバ

ラバラでも、心の底にある「何かをしたい」という思

いは共通。「自分の親の身に起こった被災だと仮定した

ら、自分だけ呑気に東京にはいられない」そう真っ直

ぐな目で語る社会人の方と話し、損得抜きで南三陸町

を思って開墾作業に汗水流す個人ボランティアの方々

を見ていたら、強く性善説を信じるようになった。 

1000 年に 1 度の大震災。被害はとても大きく、復

興への道のりは生半可なものではない。だが、不可能

ではない。一歩一歩確実に前へと進むことはできるし、

人は強い。 

とはいえ、現状で満足いくわけにはいかない。人手

はあればあるほど良い。たとえ小さな一歩でも、前進

するためにはないよりマシだ。「ボランティアが飽和し

ている」「ボランティアが現地の仕事を奪っている」…

そういった現地の様子を知らずに間違った情報を語り、

都心でヌクヌクと東北への歪んだイメージを描いてい

るのではなく、ぜひ現地に足を運び、南三陸町の復興

に関わると共に、「人」としても成長してほしい。一人

でも多くの人に東北へと足を運んで様々なことを感じ

てもらえるよう、私自身が南三陸で見て聞いて考えた

ことを発信し働きかけたい。 

 

私たちを温かく受け入れてくださった南三陸町の

方々、ボランティアの方々、そして準備をしてくださ

ったスタッフの方々、ありがとうございました。 
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南三陸町ボランティア感想文 

8期 青野遥（文・3年） 

 

今回のボランティア活動を通して私が体感したこ

とは、「事実を知ってもらうことの大切さ」、そし

て「一歩踏み出す勇気」である。 

 

 南三陸からの帰還後、周囲の人々に現地体験を語

る機会があったのだが、そこでの反応を通して、情

報発信の大切さを実感した。現地での問題や復興状

況等を伝える度に、「半年も経っているのだから、

もう大分復興していると思っていた」「原発問題や

風評被害などはニュースで見ていたが、住人の様子

についてはあまり知らなかった」との声がかなり聞

かれ、被災地の現状を把握している人の少なさに驚

かされた。しかし、本プロジェクト参加前の自分が

そうだったように、なんとなく他人事として放って

おけない・でも何ができるのか分からない、という

状態であっても、現地のようすを詳しく聞き、自分

ならではの支援のかたちを知ることで、一歩足を踏

み出せる人がいるかもしれない。（事実、アルバイ

ト先で今回の体験を語ったところ、小学生の生徒は

皆食い入るように聞いてくれたし、ボランティアへ

行くことへの迷いや不安が払拭され、現地入りを決

意なさった講師までいた。 

このように、たとえ地道であっても情報を発信し

続けることの大切さを実感するとともに、思い切っ

て行動に移ることの成果も痛感することができた。

プロジェクト参加前の自分は引っ込み思案で、自信

が無く、自己有用感などまるで持っていなかった。

しかし現地での活動を通じ、こんな自分でも社会の

役に立ちうること、また他人の意識を変え、巻き込

んでいける可能性があることを身を以て感じられた。

自分の力不足を恐れてじっとしているより、まず行

動しよう・一歩踏み出していこうという気持ちにな

れたのである。また今までどうしても身近に感じら

れなかった、遠く離れた地の出来事（問題）であっ

ても、他人事として受け流すのでなく、自分と同じ

人間の関わる事象だと捉えることができるようにな

った。その結果、日本社会・また世界に対し、より

強い関心を持てるようになったことも、非常に大き

な変化だといえよう。 

自分を一回り大きく成長させてくれた本プロジェク

トに、心から感謝の意を表したい。そして、今後も

自分のできる形で、継続的に復興支援を続けていき

たいと思う。 

 

夏休み！第８期 
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支援プロジェクトに参加して 

8期 石田栞（法政・1年） 

 

今回の支援プロジェクトでは、短い期間に実に

様々なことを経験して、自分にとって非常に意味の

ある時間を過ごすことが出来た。 

出発前のシンポジウムでは、日本の学生とアメリ

カの学生の意識の差に愕然とした。Youth For 3.11

を立ち上げたスタンフォードの学生さんの話を聞

いていると、日本の学生はなんと行動力がないのだ

ろうと思い、この国の将来に失望感さえ覚えた。そ

してそう言いながらも自分からは行動できない自

分に、本当に、情けなさを感じた。もちろん、ボラ

ンティアに積極的に行くから、アメリカ人は優れて

いて、日本人は劣っていると単純に決めつけてしま

うのは良くないが、それにしても、日本の学生の組

織力の弱さは問題だと思う。 

南三陸町では仮設住宅でのお茶っこの仕事のお

手伝いをさせていただいたが、実際に仮設住宅に行

ってみて感じたのは、仮設住宅は仮設住宅でしかな

いということだ。あんなに無機的な空間で、豊かに

暮らすことはできないと思う。「仮設住宅は孤独だ」

と語る男性を見て、悲しくなった。お茶っこのイベ

ント等に積極的に参加してくれる人がいる一方で、

一人部屋にこもってアルコールに溺れてしまう（と

はいかなくても、頼ってしまう）人も確かにいると

いうことは、決して忘れてはいけない。そうやって

社会の眼の届かないところにいる人達の孤独な気

持に思いを馳せる必要があると思う。 

南三陸町に行って一番良かったと思ったのは、人

の役に立てているという実感を持てたことだった。

やっと若者として自分が社会に負うている義務の

ようなものを、少し果たせた気がした。今日本にも、

世界にも、重大な問題がたくさんあって、座って講

義を聞いているだけの生活にいつも強いもどかし

さを感じていた。早く社会に働きかけていく活動を

していとずっと思っていたため、やっと自分の生き

方の本質に関わってくる事業に従事できた気がし

て嬉しかった。また、このプロジェクトを通じて、

同じようにボランティアに関心を持っている人達

と知り合うことが出来たのは非常に大きかった。一

人ではできないことでも、仲間がいると行動に移せ

ると思うので、今回知り合うことのできたみなさん

とこれからも支援のネットワークを作っていけた

らいいと思う。そしてもう一つ、今回このプロジェ

クトに参加して、南三陸町という場所の美しさに気

が付いた。日本にもまだこんな場所があるのかと思

った。人、特にお年寄りや子供たちとの交流は核家

族で暮らしている私にはとても新鮮だった。民宿で

女将さんのおばあちゃんが働く姿を見て、素敵だと

思った。夜、若女将さんたちがおばあちゃんの肩を

もんでいるのを見て、お年寄りを敬い、大切にする

気持ちが残っているんだなと思い、なんだか嬉しく

なった。南三陸に行く前は、とにかく寂しい思いを

している人、辛い思いをしている人に寄り添いたい、

その気持ちを受け止めて、支えになりたいと思って

いたが、実際に来てみると、元気を与えられたのは

こちらの方だった。都会に住んでいる自分には疎遠

になっていた、地元の方々との交流があり、その中

で自分自身がおおいに癒された気がする。だからこ

そ、今回の震災で、こんな素敵なコミュニティをな

くしたくない。そのためにも、長期的な支援が必要

だと思う。個人的なレベルのボランティアしかでき

ないかもしれないが、これからも機会を作って南三

陸町を訪れたいと思う。 
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感想 

8期 伊藤広樹（経・1年） 

 

南三陸に行く前、私が被災地について知っているこ

とはメディアの情報を通してのみだった。テレビやイ

ンターネット上での写真などから情報を得ていたので、

実際に起こったことというものには実感がわいていな

かった。さらに、震災から時間がたつにつれて、震災

関連の情報はあまり流れなくなり、正直なところ被災

地がどうなっているのか全くわからないようなとこも

あった。そこで、被災地にボランティアとして行き、

今どのような状態にあるのかなどを見ていきたいと思

っていた。また、震災１ヶ月後に、姉が被災地にボラ

ンティアへ行ったことがある。彼女から、不謹慎かも

しれないがいい経験だったと聞き、私自身もボランテ

ィアをしてみたいと思った。しかし、大学があり授業

にでていたためなかなか時間がなかったのと、自分で

行こうと思い少し調べたところ車中泊やテントを持参

しなければ行けないようなところも多く一人で東北に

行くことへと躊躇していた。そんなに時に、ボランテ

ィアに行ったことのない人でも夏休みに被災地に行け

るプロジェクトがあると聞き、参加させてもらった。 

現地に行ってまず驚いたのが、町全体が津波で流さ

れた状態でまだ瓦礫などがたくさん残っていたことだ。

沢山の人や重機が見られ、大抵の瓦礫は一か所に山と

されて集められていた。しかし、まだまだ整理されて

ないような場所もあり、半年近くたっての現状に驚い

た。震災と津波からの復興には時間がかかるのだと感

じた。さらに、テレビで見た風景の中に実際に入って

みて、津波が押し寄せた範囲が思っていたよりもずっ

と広いものだとわかり、海からかなり離れた地域でも

津波の危険はあるのだと感じられた。 

私が南三陸でやったことは、土木系作業、引っ越し

作業、瓦礫撤去、掃除だった。それ以外にも、現地で

は様々なことが必要とされていて、ボランティアが必

要とされているのだと感じた。また、行く前は草刈な

どをやるのだと思っていたのだが、開墾という山の

木々や草を切り開いていくようなことまでもボランテ

ィアがやるのかということで驚いた。さらに、開墾な

どではチェーンソーを使うような技術を持った人々が

必要とされることもあったが、それでも草集めや掃除

など誰でもできるようなことが多く必要とされていた。

私が行った期間は丁度ボランティアセンターが自然の

家から活用センターへ移動するという時であり、その

引っ越し作業もあった。しかし、その際にボランティ

アセンターにあった物がどこに行くべきかなどがなか

なか決まらなかったみたいで、引っ越すことに手間取

ってしまい期限を過ぎても引っ越し作業が終わらない

という状態だった。ボランティアセンターでの管理が

うまく機能していなかったのでそうなったと聞き、ボ

ランティアの方々がどこで何をなっているのかを管理

するのはもちろん、そこにあるものの管理なども重要

だと感じられた。 

ボランティアの方が沢山いた。夏休みという期間だ

ったからなのか、思っていたよりも、ボランティアに

来ている人たちは多く、また、短期というよりも長期

的に来ている人も多い気がした。ただ 1 回だけ来ると

いうのではなく、南三陸以外の場所であったり、ボラ

ンティアには複数回来ている方も多かった。個人的に

は、周りのボランティアの方々はとても手馴れている

ように感じられ、単純にすごいと思った。さらに、車

で来ていて車中泊している方や、ボランティアセンタ

ー付近のテントに泊まっている方々がいたと同時に、

高校生でテントなど持たずに来ていたボランティアの

方もいたので案外泊まる場所を気にしないで一人で来

ても大丈夫なこともあるのだと驚いた。そのように自

分で被災地に行き、ボランティアをできるような行動

力を私も見習いたい。 

ボランティアに行って思ったのが、不謹慎かもしれ

ないが、いい経験だった。特に秀でた技術が必要とさ

れているわけではなく、私でも何かしらできることが

あるとわかりこれからもまたボランティアに行こうと

思います。今回云ったのが４日ということで、実際に

行ったときにはとても短く感じた。しかし、大学がま

た始まってしまって今では、４日でもなかなか現地に

行く時間はとれず、これからは東京の私がいる場所で

何かしらできることを模索していきたい。 

さらに、南三陸でのボランティアのような震災関連

のようなものばかりではなく、私が住んでいる地域や

もっと他のことに関するボランティアなどもやってい

きたいとは思っている。今回、様々なボランティアが

必要とされているとわかったので、これからも継続的

になにかしらのボランティアをやっていくことができ

ればいいと思っている。 
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東北へ行って 

8期 奥村由佳（法・1年） 

 

2011 年 3 月 11 日、私は池袋の雑踏にいた。ゲーム

センターの 6 階で友人とプリクラを撮っていたとき、

突如地面がぐらついた。女子高生の悲鳴があちらこち

らで聞こえる中、急いで建物を後にしたのを今でもあ

りありと覚えている。全ての電車が止まったため、自

宅のある目黒まで 4 時間かけて歩き、やっとの思いで

家に到着した。そこで見たテレビの画面に映し出され

た映像には言葉が出なかった。津波で人や車、家々が

流され、あたり一面瓦礫の山、とにもかくにも町全体

がかつてないほどのダメージを負っていた。町が、昨

日まで栄えていたはずの町が、消滅していたのだった。

衝撃だった。 

自分がたった 4 時間の徒歩で感じた限界ってなんだ

ったのだろうか、と思ってしまった。災害の苦しみや

辛さ、不便さなどを少しは分かち合ったつもりだった。

忍耐の弱い自分が根気強く歩き続けたことを、ある種

武勇伝のように思っていた自分を全力で恥じた。 

しかし、被害の大きさは比にならないとはいえ、自

分も地震によって「非日常」を経験し、いつもとは違

ったことを考えたことに変わりはない。自分は幸運に

も帰る家があったが、それがなくなってしまった人も

向こうには大勢いる。どんな形でもいい、少しでも被

災地および被災者に対して支援できないだろうか。大

学が予定より遅れて始まり、学校生活に慣れてきたあ

とも、私はそのようなことを日々考えていた。 

そうして見つけたのが、この南三陸プロジェクトで

ある。学内をぶらぶらと歩いていたときに、偶然ポス

ターを発見したのだった。3 回のワークショップでボ

ランティアの大人のお話を聞いたり、やシンポジウム

でボランティア経験のある学生の講演をきいたりする

ことで、徐々に活動への意欲が高まっていた。しかし

正直なところ、ある程度想像はしていたものの、いく

ら写真や映像を見ても現実味が少しもわかなかったの

が事実だった。 

実際にこのプロジェクトの 8 期メンバーとして東北

の地へ向かい、数々のボランティアを通した感想を端

的に言えば、まさに「百聞は一見に如かず」だった。

何よりもまず初めに行きのバスから見えた景色が、メ

ディアを媒体として見るよりも何倍も現実味を帯びて

いて、道や草むらのあちらこちらに半壊した乗用車や

トラックが乗り上げている状態は、地震から 5 か月経

ったその時でも地震の被害の大きさを暗に示していた。

一階の部分が津波で壊れた学校、ぐちゃぐちゃになっ

たブラインド、椅子や机、本棚などの家具が屋上に散

乱した建物・・・。これら全てが、外から来る私たち

に被害の凄まじさの現状を物語っていた。 

私は、お茶っこの担当になり、テントで被災者の方々

に憩いの場を提供し交流を深めることで、今後のコミ

ュニティーの繁栄につなげていただくお手伝いをした。

お茶やお菓子を差し上げるだけでなく、フリーマーケ

ットや表札作りなども行った。これらのイベントの宣

伝をするために仮設住宅を一軒一軒回ったのだが、そ

こに住んでいる人の温かさに感激した。「お疲れさま」

「いつもありがとうね」など、こちらが優しいお言葉

をかけていただいていた。また、地震から約半年経っ

て、生活にも慣れてきていらっしゃる方が大勢いらし

たようだった。単調で外見からはどこが誰の家か区別

できない仮設住宅にも、様々な家族が住んでいて、異

なる家庭が存在している仮設住宅に、私はどこかしら

切なさを感じた。みな平等に限られた空間の中で、生

活色が強ければ強いほど現地の人々は必死で今を生き

抜いているのだと感じ、熱い気持ちがこみ上げてきた。 

私が一番印象に残ったのは、仮設住宅を回っていた

ときに高校生くらいの女の子に出会ったことである。

こちらをじっと見る視線を感じたので振り向くと、そ

の子がいた。睨む、というほどでもなかったが、唇を

固く結び、無言でただただ私を見ていた。大きく見開

いた目は少しばかり潤んでいる気さえした。ただそれ

だけの、ほんの数秒の出来事なのだが、私はどうして

もこの光景が忘れられなかった。なぜか無性に心が痛

んだ。女子高生なのだから、思う存分おしゃれしたい

気持ち、所謂「高校生ライフ」をエンジョイしたい気

持ちはきっとあるだろう。しかし津波でそれらの楽し

みを奪われたその子は、青春時代をこの状況下で過ご

さなければならない。同年代の女子として、思わず涙

が溢れた。声をかけようと思っても、気休めにしか聞

こえないのではと思ってしまった。この一瞬の出来事

が、私は今でも忘れられない。 

最後に、町は地震で一変してしまっても、東北の自

然は変わらずとても美しいものだ、と思った。就寝時

に窓の外から聞こえてくる波の音はどんな子守歌にも

替えがたいほどだった。津波を引き起こし、たくさん

の人、建物、思い出をのみ込んだ憎き海は、今やこん

なに穏やかに人々の心を慰めている。いつまでも変わ

らない自然の中で、ゆっくり、しかし着実に復興へ向

かうことを私は心の底から願っている。この気持ちを

胸に、一生東北に寄り添っていければと思う。  
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南三陸を訪れて 

8期 奥山貴寛（経 1） 

 

僕は今回この南三陸支援プロジェクトに参加して、本

当に良かったと思った。実際に現地に行かなくてもネッ

トやニュースから様々な情報を得ることが出来る。津波

の映像や、その後の町の悲惨な状況は映像や写真を通し

て何度も見てきた。でも南三陸で過ごした五日間は、そ

のどれよりも刺激的な物だった。実際に自分の目で見て、

実際に触れるということが本当に大切なことだと感じる

事が出来た。 

まず僕が、このプロジェクトに参加しようと思ったの

は、南三陸町が高校時代に訪れたことがある場所だから

だった。当時は研修旅行で、地層や海岸の観察など色々

な自然に触れることが出来た。また魚竜館や活用センタ

ー等の施設も利用して地元の人とも交流することがあっ

た。被災する前の南三陸の姿を知っているからこそ、現

状を見てみたいと思いプロジェクトへの参加を決めた。 

でも、正直現地に行く前は不安な事ばかりだった。特

に、今までボランティアというものは全く経験がなかっ

たし、知識もなかった。事前のワークショップでは、他

の人たちと色々話す機会があったが、多くの人がボラン

ティアに対する強い意識を持っているように感じ、自分

がボランティアを甘く見ているのではと思った。また傾

聴スキルについて教わった時も、実際に現地でそれが実

行出来る自信が全然なかった。不安要素ばかりで、参加

して何も出来ないのではないかと思った。だけど、ワー

クショップの中で講師の方が「被災者の為にと考えすぎ

ないで、自分の為にという気持でもいい」と言っていた

のを聞いて、自分に出来ることをやっていこうと思った。 

実際に南三陸に着いてまず感じたのは、自分が思って

いたよりもまだ復興は進んでいない事だった。震災から

もう半年近く立っていて、ニュース等でも報道される機

会も少なくなっていて、現在の状況がどうなっているの

かあまり把握できていなかった。だから、バスの中から

町を眺めていて、まだ瓦礫があちこちに山積みにされて

いたり津波で流された車が放置されているのを見て驚い

た。今回の津波の被害がとても大きかったのだと改めて

感じて、これからまた以前のような風景を取り戻すには、

まだまだ時間がかかると思った。 

五日間の中で、自分が行なったのは主に自然の家での

作業だった。ボランティアセンターの移転の為に中の荷

物をまとめて運んだり、自然の家の掃除などの作業が多

かった。単純な作業ではあるけど、普段家で掃除をした

りするのとは全く違う気持ちだった。誰にでも出来るよ

うな事だけど、実際に現地ではそれが必要とされている

と感じた。南三陸の人と関わる機会はあまり多くはなか

ったけど、それでも自分に出来る事ができたのでよかっ

たと思う。また、作業を通して他のボランティアの人た

ちと話をすることが出来たのも良かった。自分たちは短

い間しか活動してないけど、長い間南三陸で活動してい

る人も沢山いて、その人たちの話を聞いてボランティア

が簡単なことではないと感じた。みんなそれぞれ、ボラ

ンティアをしようという気持ちを持っていても、その方

向性をそろえていかないと上手くいかないと思った。 

ボランティアを終えて帰って来てからは、前より被災

地について関心を持つようになった。やはり、行く前と

後では気持ちの持ちようが全く変わったと思う。でも、

時間が経つほど今までの生活にまた慣れてしまっている

のも感じた。自分自身では、ボランティアをこの夏だけ

の経験として終わらせたくはないと思う。だからこれか

らも継続的に関わっていき、自分に出来ることをしたい

と思う。 
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南三陸町が教えてくれた現実 

8期 加藤美咲（法・2年） 

 

南三陸町のみなさんは非常に温かった。ふれあった

場面は、ながしず荘のおばあちゃんやご家族のみなさ

ん、または仮設住宅においてフリーマーケットを行っ

た際にいらした方々と少しお話をした程度で、あまり

深くお話をすることができなかったのだが、それでも

温かさを感じることができた。実際のところ辛いこと

もまだあるはずであるのに、私たちには笑顔で接して

くれ、「ありがとう」の言葉をたくさんかけてくれた。

町の中にも、「全世界のみなさんありがとうございま

す」といった看板がいくつもあり、ボランティアとし

て何か少しでも南三陸町の方々のためのことができた

のだと思え、嬉しく感じた。 

実際に私たちが行ったことは町全体、宮城県、東北

全体の復興を考えれば非常に小さいことである。本当

に役に立っているのであろうか。ボランティア活動の

際、原生林の開墾作業に携わったが、それはひたすら

木を切る作業であり、何をしているのかと思った節も

あったかもしれない。しかし、この開墾した土地は津

波によって船を失った漁師さんの新しい農地になる土

地であった。このように作業の一つひとつに意味があ

り、それぞれが復興、新しいまちづくりに繋がってい

るのだとわかる。 

町内をバスで見学をすることができたのだが、その

数時間で見たもの、感じたことは非常に衝撃も大きく

深いものであった。まず、南三陸町は従来海と共生し

てきたのだと感じた。あんなにも穏やかな海に、日頃

より共に生活していたその海に、このような被害をも

たらされてしまったのかと思うとこの町の人は非常に

ショックを受けたのだろうと感じた。海抜 10 メート

ルもないのではないかと思うほど低い土地もあった。

戸倉小付近がそうであったが、そこは今後どのように

土地活用していくのだろうかと疑問、不安に思う。今

回の津波を受けた地域にはもう人は住んではならない

であろうし、公共施設だって難しいだろう。また、現

在は学校の校庭などに建てられた仮設住宅に暮らす方

が多くいるが、いずれは家を建てて出ていかねばなら

ない。高台に建てることが求められるが、土地は限ら

れており、これも非常に難しい問題だろうと感じた。 

その見学の際、防災センター前の献花台を見たとき

はこらえるのがつらかった。震災から 5 ヶ月が経って

も花やお菓子などが絶えずたむけられていることが何

を示すのか。供養品の中に「お父さん早く帰ってきて

ください」と添えられた花があったが、それはひまわ

りの花であった。つまりひまわりが咲く季節、今とい

う時期になっても身体さえも帰ってこられていない。

戻ってこないことで真実は分かっているのだが、最期

の別れができずに今もそれを待つ遺族のことを考える

と胸が痛み、涙がこぼれた。 

こういった経験というのは、やはり現地へ直接赴く

ことでのみ得られるものであるように思う。南三陸町

へ行く前、メディアといういくつものフィルターを通

して見ていた映像、席に座ったバスの中から窓ガラス

一枚を挟んで見た光景、そして地上に降りて自分の目

で直接確認した現実。どれも全て自分にとっては全く

異なった印象を与えた。本当は何が起こって、どうい

った状況なのか実際に言って確かめないと理解できな

いのだということを実感した。 

私は 3.11 を経験しておらず、同じ日本で大変な思い

をしている人がいるのに自分は何も知らないで生活し

ているのはどうなのかと疑問に思っていた。いつかは

自分で現実を見て知らなければならないことだと思っ

てはいたのだが、なかなか踏み出せずにいた。やはり

余震が危惧されていたし、それよりも自分のことを優

先してしまっていた。しかし、夏休みという時間が大

幅にとれる時期であるし、また大学が行っているとい

うことから安心感もあり、参加に踏み切った。もちろ

ん、東京での活動も東北の方々のためになっているこ

とは間違いない。しかし一度直接確かめることで、そ

の後の活動に対する自分の気持ちや心構えが変わるは

ずである。実際、私もこれからもこの南三陸支援プロ

ジェクトを通じて東北のサポートをし続けていきたい

と強く感じている。このような思いを抱かせてくれた

南三陸町での経験に感謝するとともに、何か役に立ち

たいという感情を行動に移し続けていきたいと思う。 
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南三陸でのボランティアプロジェクトに参加して 

8期 金丸晶（法・2年） 

 

 3 月 11 日、私は所属する国際協力団体の活動で、ネパ

ールの山奥の村にいた。市内に戻り、日本料理屋で 14

日付の新聞を見たとき、海に飲み込まれた町の写真を見

て言葉を失った。町を歩くと、ほとんどのネパール人が、

日本は大丈夫かと声をかけてくれたが、そのことでも事

の重大さを知った。 

 １週間後、日本に帰ってからやっと詳細な事実を知る

ことができた。日立の祖母の家が床上浸水し、身近なと

ころに被害があることを知った。また、津波の映像を改

めて見、新聞の死亡者数が増えていくのを日々見つめて、

心を痛めた。 

 しかしすぐにボランティアにいくことはなかった。自

分が行っても何の助けになるのだろうとか、逆に迷惑を

かけてしまうのではないかということを考えているうち

に、新学期になってしまった。 

 行きたいけど、不安な気持ちを抱えていた私の背中を

押したのは、先にボランティアに行っていた友人が、学

生にもできることはたくさんあるし、まだまだ人手が全

然足りていないと伝えてくれたこと。また、ボラバスの

シンポジウムで、不謹慎かもしれないが、学生に被災地

をみてほしい、行くことに意味があるという言葉を聞き、

本格的にボランティアに参加しようという決意をした。

そして南三陸でのボランティアをさせてもらうことにな

った。 

 南三陸でたくさんの津波の爪痕を見て、ショックを受

け初めて今回の震災の被害を実感することができた。し

かしそれ以上に印象に残ったのは、南三陸のパワーであ

る。それは南三陸の美しさであったり、人々の笑顔から

ひしひしと感じた。 

 ながしず荘で食べたわかめ、静かな海と山、住民から

聞く以前の南三陸の様子、それらから南三陸の町はとて

も豊かで、良い町なのだと感じた。また、水戸辺の仮設

住宅で飲み会を開いていただいた時、家や親族を亡くし

たおばさんおじさん達が笑顔でジョークを言い合ったり、

不安を抱えながらも「がんばっていこうな」と声を掛け

合ったりしていたのがとても印象的だった。避難生活で

はこうした心のつながり、支え合いが非常に大切だと思

った。だからこそ、コミュニティ形成を願ってつくった

ベンチは、わたしにとってとてもやりがいのあるものだ

った。 

 南三陸で、ボランティアや町の人と話すことを通じて

人と人とのつながりの大切さを感じてから、日々の生活

で挨拶や寄り添って話を聞くということを重視するよう

になった。事前勉強会で学んだ傾聴スキルは南三陸でも、

東京に戻ってからも役に立っている。 

帰ってきてから、だんだんと震災に関する報道や被災

地の現状などを見ることが減ったと感じた。だが、現地

を見て感じたのは地震・津波によって町が壊滅したのは

スタートにすぎなくて、今もこの瞬間も人々は不安で、

闘っているということ。そういった南三陸の視点が私の

頭の中に生まれた。被災地にいったものとして、被災地

の現状を人々に忘れさせないようにすることも自分の役

目なんじゃないかと感じた。そのためにこれからも「南

三陸」をアピールしていきたいし、刻刻とかわる現地に

訪れて活動したい。近い将来、南三陸の人々が言ってい

た、カキやホヤ、きのこなどの海や山の産物を収穫でき

たら、皆で食べに行きたい。それもまた一つのボランテ

ィアだと思う。 

このように思いはあるけれど、学校が始まってから実

際に行動できていなくて自分の中で矛盾を感じている。

だけどこうして感想文を書いたり、他の参加者と話した

り、日記を書いて整理することで現地に行った時の感情

と決意を思い出し、継続的な行動につなげようと思う。 

今回南三陸で活動して、はじめて今回の震災というも

のが自分の中で実感でき、それとともに決して他人事で

はなくなった。微力ながらも、ボランティアで南三陸の

復興に向け貢献することができたことはとても嬉しかっ

た。また震災について、人のつながりについて、これか

らの自分について考えるとてもいい機会であった。こう

した活動や経験をさせてくださった南三陸の皆様と、先

生方や学生スタッフの皆様に感謝します。 
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実際に見て、聞き、動くことの重要性 

8期 倉瀧健一郎（経・3年） 

 

私は、現在ボランティアに行けずにいる人を主な対象

としてこの文章を書いた。 

 

私は大学三年生の夏休みという貴重な時間を利用して

南三陸へとボランティアに行った。夏休みは学生にとっ

てまとまった時間を取ることが出来る貴重な機会であり、

私は夏休みを利用して自分の価値観を変えるような経験

をしたいと考えた。そこでボランティアに行くという選

択をしたのである。また震災発生当初から被害の実情を

知りたいと考えていた。震災復興には将来的に私たちが

働くことによって支払う税金が使用される。就職活動を

始めるにあたり働く意味についての答えを出せずにいた

のでこのボランティアを通してその答えに近づけると考

えた。 

つまり、ボランティアへは「自分のため」に行ったの

である。もちろん現地の方々の助けになりたい、復興支

援に携わりたいという気持ちもあったが、出発前は「自

分のため」という気持ちの方が大きかったと記憶してい

る。 

 

長時間のバス移動を経て現地に到着するとあまりの惨

状に言葉を失った。景色や風景を見て言葉を失い、涙し

たのは生まれて初めての経験であった。 

二日目、私たちは自然の家でボランティア活動を開始

した。私はすぐに需要・供給のミスマッチが生じている

と感じた。無理にでも仕事を見つけてきて仕事を分配す

るという状況が垣間見えたからである。 

三日目、私は外での力仕事を割り当てられた。そこで

私は前日の「需要・供給のミスマッチ」に関する自分の

考えが間違っていたことに気付いた。仕事は山ほどある

が、把握し切れていないのである。ボランティアが出来

ること、建設業者等の専門家がすべきこと、現地の方々

でも出来ること。そのような仕事の種類の明確化が作業

を効率化するのではないか、などと考えを巡らせていた。 

以上のように私は現地を実際に見て、現地で実際に働

いて様々な考えを巡らせた。今回、私たちのプロジェク

トは現地で実際に「動く」というボランティアを行った。

微力ながら復興支援の一助になれたと充実感を感じてい

る。その一方で今後は「考える」ボランティアも必要に

なってくると思った。現状、行政の方々が様々な策を講

じているようであるが、その行政とボランティアとの軋

轢も目の当たりにした。今後はボランティアも考え、議

論し、意思決定に関われるような参加型のボランティア

が重要になってくると思う。 

さて、現地で様々な活動を行ったが一番印象に残って

いるのは、仮設住宅で行われた漁師さんとの食事会であ

る。その漁師さんたちは、家はもちろん漁船などの財産

もこの震災で失った方々である。実際にこの耳で聞いた

「みんなが生きているだけでいい。」という言葉には衝撃

を受けた。ニュースなどでは良く耳にする言葉だったが、

想像以上に重い言葉であった。漁師の方々は唯一残った

船を使い、毎週末漁に出ているという。そして 2012 年

春からは本格的に漁を開始したいということである。再

開して最初の漁で獲ったカキやホヤは今回の震災でお世

話になった人に食べてもらいたいとおっしゃっていた。

非常に逞しかったし、ボランティアをした身としては嬉

しく涙しそうになった。 

 

政局は混沌としており、復興政策の遅れが叫ばれてい

る。その一方で現地ではこのように下からの復興 が既

に始まっている。ニュースなどで政治家の不祥事や国会

を見ていると悲しいどころか、怒りすら沸いてくる。 

 

ボランティアに行く前は「自分のため」という気持ち

が動機となっていた。ボランティアから帰って来て約 2

カ月経過した今、機会があればまた必ずボランティアに

行こうと考えている。自分の力が復興の一助になってい

るという感覚を得たからである。物理的に現地の方々に

寄り添うといったような活動はボランティアだからこそ

出来ることである。また「自分のため」に行ったことが

強い目的意識を生み、積極的な行動に繋がったと考えて

いる。 

 

 最後に、行ってよかったと心から思っている。 
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感想文 

8期  白木澤啓（経・1年） 

 

8 期のボランティアバスに参加させていただきまし

た。この企画に参加しようと思った理由は、この震災

とその被害を直接自分の目で見たいと思ったからです。

たまたま 3 月 11 日に関西にいて地震を全く体感せず、

その後この震災の規模の大きさや津波の甚大な被害が

報道されても、現実のこと、同じ国のなかで起こった

出来事として実感できないまま、ただテレビを眺めて

いるだけでした。復興のため何かしなければいけない

という義務感はもちろんありましたが、それ以上に歴

史的な大災害がどのようなもので、被災された人々・

地域にどれほど大きな傷跡を残したのかということに

ついて、全く何も知らず実感ももてないことに恐くな

りました。それでも重い腰があがることはなく、義援

金を送ったり、現地に出向いて復興を手伝ったりはし

なかったのですが、このプロジェクトを知り、最初は

事前勉強会だけでもと思って気軽に参加しました。 

計 3 回の事前勉強会は、実際に現地でのボランティ

ア活動の質を上げるだけでなく、過大なストレスから

精神の健康を損なわないための一般的で実用的な知識

などを得ることもできました。南三陸プロジェクトに

限らず、これからもボランティア活動に関わろうとい

う人にとってこの勉強会はとても価値のあるものだっ

たと思います。カウンセリングの技術をはじめ、学校

では教えてくれない、その道のプロだからこそ正確に

伝えられる情報が満載で、内容の濃い講義でした。 

つぎに実際に現地を訪れ、ボランティア活動に参加

した感想についてです。同プロジェクトへの参加を決

める前から、学生にできることなんて限られていて、

大した成果は期待できないという穿った考え方をして

いました。結局その考えが根本的に覆ることはないの

ですが、実際に現地で（炎天下・降りしきる雨の中）

活動し、自分たちに解決できる問題を探す意欲は重機

の運転免許と同様に復興支援には欠かせないものであ

ることがわかりました。そして一つの目標に向かって、

ほぼ初対面の学生同士が協力しあいチームワークを発

揮するというのはなかなかできない経験だと思います。

目に見える成果はさておき、見落とされがちな細かい

支援を提供することができました。そして、メンバー

の間で議論を重ねてきたため、それらの支援が独りよ

がりで名ばかりのものではないと自信を持って言うこ

とができます。チームで仕事をすることの難しさも知

りました。木材でベンチを作ったのですが、コミュニ

ケーションがうまくとれず、おもうように作業が進み

ませんでした。悔しく苦い思い出です。 

屋外での作業が主だったため、あまり現地の方々の

お話を聞く機会はありませんでしたが、津波の傷跡を

目の当たりにし、復興の役に立つことができたのは貴

重な人生経験になりました。震災の復興支援に限らず、

身近なところからでも今度は自分が主体的に情報を集

め、様々なボランティア活動に参加していきたいと思

うようになりました。また僕達が得た経験を共有し、

発信するための協力は惜しまないつもりです。このプ

ロジェクトを企画してくださった先生方、運営スタッ

フの方々、8 期のメンバー全員にはとても感謝してい

ます。 
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南三陸支援プロジェクトに参加して 

8期 高山理美（文・1年） 

 

東日本大震災が発生した時、私は大学受験を終えて

後は卒業式を待つのみ、という状況だった。卒業式は

延期となったものの、当時の私は時間があったにもか

かわらずただテレビで被害状況を見ているだけだった。

何かしなければ、行動しなければと思いながらも、災

害ボランティアをどうやってすればいいのかが分から

なかったし、そもそも行動する勇気がなかった。何も

しないまま大学に入学し、津田先生の文学の授業のガ

イダンスに出席した。「何かボランティアをした人？」

という質問に反応できなかった自分が情けなかった。

幸いにも授業内でこの南三陸支援プロジェクトについ

て教えていただき、春休みに行動しなかった分を取り

戻そうと思い、参加を決意した。 

現地に行くまでに計 3回の事前ワークショップが開

催された。その中でも特に参考になったのは、傾聴ス

キルについての講義である。私は元来から人に自分の

悩みや思いを話すほうではない。しかし、このワーク

ショップ中にペアーの人に自分の人生を語った時、非

常に爽やかな気分になった。現地の人とコミュニケー

ションをとる際にはこの傾聴スキルを活用しようとい

う思いを胸に、8月 18日にバスに乗り込んだ。 

現地では想像を裏切られることが多く、くじけそう

になってしまったことがある。最初にバスの中から津

波の被害を見た時、次から次へと亡くなった人々の思

いを想像してしまい、言葉を失ってしまった。同じ日

本で起こったこととは思えず、まるで悪夢を見ている

かのようだった。自然の家である子供に「東京タワー

も津波をかぶったんでしょ。」、「ポケモンのカードが津

波で流されてなくなっちゃった。」と無邪気に言われた

時は、傾聴スキルがどうのこうのという問題ではなか

った。何と返事をすればよいのか分からず絶句してし

まった。また、「待つのもボランティア」という状態が

私にとってやるせなかった。8 期が訪れた時は自然の

家から活用センターに拠点を移転するという変則的な

時期で、現地も混乱していたため、何も仕事がない時

がしばしばあった。待つのは当然のことだが、町には

まだ瓦礫も多く残っているのだからじっと待っている

べきではない、慶應生のためにわざわざ容易な仕事を

持ってきてくれているのではないか、他のボランティ

アの人に役立たずで迷惑だと思われているのではない

かと思った。正直なところ、8月 21日の時点では私の

気持ちは少し落ち込んでいた。 

最終日。思わず涙を流してしまいそうだった時があ

る。他ボランティア団体の方に「若者が活動している

ことが現地の人の刺激となっているんだよ。」と言って

いただいた時と、自然の家の女性に「慶應の人、ほん

とに来てくれてありがとう。」と言っていただいた時で

ある。4 日間で出来たことは非常に僅かだったが、南

三陸町に来て良かったと心から思えた瞬間であった。 

23日に日吉に到着した。しばらくは被災地とのギャ

ップに悩まされ脱力感に襲われていた。何事もなかっ

たかのように電車が動き、街ではイルミネーションが

あふれている。友達に南三陸町の惨状を語ってみると

反応は予想よりも鈍く、学生である今の自分にこれか

ら何が出来るだろうと思い悩んでいた。 

そんな中、9月 25日に日吉キャンパスで開催された

戸倉サミットに参加した。「これからの戸倉の話をしよ

う」という議題で、南三陸町における「復興」とは何

を意味するのかについての討論であった。震災以前の

状態に戻すだけではなく、プラスα何ができるかにつ

いては、私も日々の生活の中で考えていこうと思った。

また違う期で参加した人や他大学の人と交流すること

も出来、これからもボランティアを続けようという思

いを再確認することができた。さらに、まだヘドロや

瓦礫が多く残っている地域も多々あると聞き、改めて

被害の広さを思い知った。 

現在はまた以前の様に毎日授業を受けている。今の

予定では、冬にまた東北でのボランティアに参加した

いと考えている。10年、20年後に何もしなかった自分

に後悔することがないよう、東北の「復興」のために

微力ながら協力していきたいと思っている。 

174



 

 

南三陸町に行って 

8期 渡丸駿（法・3年） 

 

私が南三陸支援プロジェクトに参加しようと思った

のは、志木高の 2 年次に、研修旅行で南三陸町を訪れ

たことが影響している。研修旅行では、町内の地層の

観察や研修センターでの実験、漁師さんに船に乗せて

いただき養殖の様子の見学などを行った。その時は、

本当に自然豊かな町で、またいつか旅行でここに来た

いと思っていた。町で接する人々の温かさに、都会で

は触れられないぬくもりを感じたのも覚えている。 

3月11日の地震と津波で南三陸町は壊滅的な被害を

受けた。「1 万人が行方不明」と報道されていた。私は、

あの静かな海が、あのきれいな海が・・・という思い

でいっぱいだった。家が流される映像はテレビで何回

も見たが、本当に信じられない光景であった。震災当

初から何か被災地に行って活動したいと考えていたが、

その手段がなく、また放射能などの危険もあり、なか

なか行くことができなかった。今回、大学のプロジェ

クトであり、被災地の中でも自分に関わりのあった南

三陸町で活動するということで参加を決めた。 

実際に現地に行き、その光景を見て、被害の大きさ

を実感させられた。本当に自分がここでボランティア

ができるのかという不安に襲われた。 

私は、南三陸町で、ボランティアセンターの引っ越

しの手伝いや、学習支援、開墾作業、キッズドアの手

伝いを行った。開墾作業は、時に自分がなぜこの仕事

をしているのかということを見失いそうになった。自

分のやっていることが、どのように役に立つのか、そ

してどういう意味を持つのか、ということを考えて作

業するのが大切ではないか思う。 

現地の人々は想像していたよりもパワーがあるなと

感じた。たこ通信を配りに仮設住宅を回ったのだが、

どの住宅に行っても自分たちに労いの言葉をかけてく

れた。集会所での飲み会でも現地の人々と交流したが、

本当に気丈で、自分の家が流されてしまったという事

実をどう乗り越えていっているのだろうと感じた。そ

こで被災者の方から「金より仲間の方が大切」という

話を伺った。津波からの避難の際にそれを実感したと

いう。精神的に不安定な状態でも、お互いを励まし合

い、そして生きていこうと思わせてくれたのは仲間だ

ったということだった。飲み会で訪れた仮設住宅は、

震災前の町をそのまま入れたようなところだったので、

地域のコミュニティというものがしっかり残っている

イメージだった。しかし、そうでない仮設住宅も多い。

自分の隣に住んでいる人がどんな人だろうという不安

を抱きながら生活するのはよくないことである。その

意味でも、このプロジェクトでベンチを作ったり、お

茶っ子をやったりして、人々の交流できる場と作った

ことは非常に意義深かったと思う。 

復興とは何かということを考えると、その答えは簡

単には出ない。私は、被災地を震災前の状態に完全に

戻すことだとは思っていない。南三陸町は、もともと

過疎化が進んでいて、町の経済が右肩下がりの状態で

あったと聞いている。今後どういう町にしていきたい

かという夢がないと、たとえいくらお金があっても何

も進まないと思う。他の土地に移り住むのではなく、

これからも南三陸町で生きていこうと考えている一人

ひとりが明確なビジョンを持ち、そしてそれが集まっ

て、町全体としての進むべき道が決まってくると思う。

それに対し、自分たちが何ができるのかということが

今後考えるべき課題である。よく東京でできるボラン

ティアという観点で考えていく時があるが、一番大事

なことは現地に行くことだと思う。今回、現地に行か

ないと分からないことが多いと気付いた。そして、現

地の人々も「東京から人が来てくれるというだけで町

のエネルギーになる」と言っていた。自分たちが現地

で感じたことを、まだ行っていない人たちにどう伝え

るかが大切になってくると思う。一人でも多くの人に

実際に南三陸町に足を運んでもらい、見て、活動して、

一緒に南三陸町の今後を考える仲間を増やしたいと思

っている。 

ボランティアに参加して、現地で感じた人のつなが

りというものを東京でもボランティアの輪として作っ

ていきたい。まず、私個人としては、積極的にワーク

ショップなどに参加して、ボランティアに行って来た

人同士で意見を交換することから始めてみたい。他大

生と交流して、南三陸町以外の被災地についての知識

を深めることも必要だと思っている。三田祭での企画

の話もあるが、私たちがするというよりは、現地の人々

の代理として、南三陸町をアピールするといった姿勢

が必要ではないかと思う。そのために現地のニーズの

把握などをこの先しっかりとやっていきたい。一人ひ

とりの行動が明日の南三陸町を作っていくと信じてい

る。 
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第 8期ボランティアバスを通して 

8期 仲孝昭（経・3年） 

 

ボランティアバスが慶應義塾主催で開催されると

いう話は、連日流されていた震災のニュースを聞き、

如何ともしがたい焦燥感を抱いていた私にとって朗

報であった。既存のボランティアバスのように見知ら

ぬ社会人主導ではなく、単なる大学生が言っても場違

いでなく、志を同じくする人と一緒におこなえるボラ

ンティア活動はまさに渡りに船であったのでした。 

 そもそも 3 月 11 日、私は自分の部屋で本をのんび

りと読んでおり、特筆すべき地震の被害は電車が止ま

ったことと本棚が雪崩を起こしたこと、そしてお気に

入りのコンポが壊れてしまったことである。私の周囲

で起こった震災の被害はそれだけであり、友達との話

題でも電車の話題と何が倒れた位の話であり、初め、

テレビの流している被害に関して実感を持つことが

難しかった。時間がたつごとに、テレビの津波の瞬間

の映像を何度も見せられるごとに、新聞で被害者数を

見るたびに現実感は強くなり、自分の現状との違和感

はより強くなることとなった。自分の知る関東の日本

と、テレビで流れる東北の日本の違い、同じ日本で有

る以上何かをしたいという感情と今一歩が踏み出せ

ないためらいを私は抱いていたのである。 

丁寧に行われた事前学習、5 日間にわたる活動を通

して、結局 1 人かつ短期で行えることはとても小さい

ことを実感させられた。自分 1 人のできることはとて

も小さく、わずかな一歩しか踏み出せないものである

と思い知らされた 5 日間でした。それと同時に個人の

活動が長期の組織的活動の土台であり、長期の組織的

活動の影響力の大きさを知りました。5 人がかりでよ

うやくベンチを 1 台作ることができ、10 人がかりで案

内看板を作ることができ、数十人がかりかつ、数日を

かけることで避難所の引っ越し作業を終えることが

できる。このように身近な事や、一見巨大なプロジェ

クトも複数人の長期的活動によってなされるという

事を目の当たりにしました。実感した後に見る、震災

直後にテレビで見た景色よりも整理されている街並

みはいったいどれほどの人たちが協力して漂着物を

まとめ、運び、地面を整えていったのか、と畏敬の念

が南三陸の景色を眺めた時に心の底から湧いてきま

した。 

また、南三陸の方々の宴会にお邪魔させていただい

た時、みなさんの地元のお話を聞かせていただき、地

元への深い愛着と復興への熱いエネルギーを感じま

した。大きな困難にさらされても「2 年後には美味し

いウニ丼を食べさせてあげる」と宣言する姿にまぶし

さを感じました。地域の皆さんが結束して復興を行う

ことで、生じる力はとても大きいものなのでしょう。 

現地にてぼくは自分個人の能力の低さと、個人個人

の組織への継続的参加の大きさを知りました。自分の

人生を振り返ってみれば 1人で出来たことなどほとん

どないと言うのに、今回の活動でその大切さを思い知

らされました。 

無理に焦って一人で短期に、目に見える成果を求め

るのではなく、協力しコツコツと成果を積むことで結

局もっとも効率の良いやり方と感じました。けれど、

「待つこともボランティア」とあるように自分にいっ

たい何ができるのかをきちんと把握しておいたうえ

で、きちんと休憩を取るときは取り、他の人たちに仕

事を頼むなどの選択ができなければ、大人数の中で効

率よく皆さんのお手伝いはできなくなってしまいま

す。 

ボランティアに参加する前は自分にいったい何が

できるのかと、不安な気持ちでいっぱいでしたが、悩

んで活動に参加しないで悔むことよりも、思い切って

活動に参加して良かったと感じています。 

関東に戻ってきてから私は、陸続きの日本での比類

なき大災害を感じたことで新聞の報道や様々な市民

活動に興味を抱くようになり、自分のできることを少

しずつでも積み重ねて、復興という一つの大きな結果

の一助となりたいです。 
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復興への道のりと自分 

8期 橋爪諒（法・1年） 

 

3 月 11 日、大学受験が終わった頃の私は群馬の実家

にいました。受験で思うような結果が出せなかったの

で非常に落胆していましたが、そのような折にあの地

震に遭遇しました。東日本大震災発生、放心状態から

突然目を覚まされたような感覚を記憶しています。 

慶應義塾大学への入学は延期になり、それから一ヶ

月様々なことを考えさせられました。当初はやはり受

験失敗を嘆き、自分のことばかり考えていましたが、

テレビのニュースや新聞を見るにつれて考えが変わり

ます。東北には家族を失い、仕事を失い、故郷の街を

失った人がいる。おそらく、この震災によって進学が

困難になってしまった同年代の人もたくさんいる。そ

れを思えば、大学に進学することができ、平穏な暮ら

しができる自分は何と恵まれているのだろう。とても

恵まれた環境にいるということを忘れずに、大学で学

べることに感謝し、まずは真剣に学ぶという自分の義

務を果たそうと思いました。 

その一方で、やはり直接東北の現地に赴いて少しで

も復興に協力したいという思いも同時に抱き続けてき

ました。出来るだけ早いうちから行動を起こしたいと

考えていましたが、結局夏休みに入るまでは動き出す

ことが出来ませんでした。今になってみると、もっと

自分から積極的になれば可能性はいくらでもあったの

ではないかと後悔もしています。南三陸支援プロジェ

クトの存在を知った私は、すぐに参加を決意しました。 

事前勉強会を経た後、私は第 8 期の一員として東北

へ向かうことになりました。出発の直前や、現地へ向

かうバスの中で実際に被災地の様子を目にした時に不

安を感じてしまうこともありましたが、ながしず荘の

方々に温かく迎え入れて頂いた後は心も和らぎ、少し

でも出来ることを行おうという決心を再確認すること

が出来たと思います。 

現地でのボランティア活動の中で、私は主に土地の

開墾作業や瓦礫撤去、清掃といった力仕事に参加させ

て頂きました。当初は分からないことも多く、右往左

往するばかりか人に迷惑をかけてしまうようなことも

あったと思います。それにも関わらず、作業のベテラ

ンの方々は親切に指導して下さり、少しずつ活動に慣

れていくことができました。作業の中で感じたことは、

ただ活動しても意味は無いし、現地の方や他の人の迷

惑にもなりかねないということです。自分はボランテ

ィアとして活動している。現地に滞在させて頂いてい

る。当たり前ではありますが、その意識を常に確認し

てこそ活動にも意味があるのではないかと思います。 

また、南三陸に滞在している間は様々な人々と接す

る機会がありました。震災の直後から長い間現地でボ

ランティアとして活動されている方や、社会人で仕事

も忙しい中僅かな時間を見つけて東北の現地にボラン

ティアとして赴いている方の姿からは、多くのことを

学べたと思っています。学生の間だけでなくその後に

なっても、大きな災害が発生した時には自分にできる

事を考えて積極的に行動する、そしてその経験を他の

人々に伝えていく。そのような人間になりたいと強く

感じました。 

何よりも印象的だったのは現地の方々の姿でした。

被災した後でも悲観せずに生活されていて、他所から

来た私達のことも温かく迎えて下さいました。しかし、

やはり震災当時の話を伺った時には言葉を失うことも

ありましたし、今後のことについて思いを巡らされて

いる方と接する中では復興への長い道のりを意識せず

にはいられませんでした。復興への強い思いを抱いて

いる現地の方々のことを忘れずに、今後の一日一日を

生きていきたいと思います。 

東北から神奈川に戻る日、また南三陸町を訪れたい

と率直に思いました。またボランティアとして活動し

たいという思いもありますが、それ以上に自然環境も

街並みも美しい南三陸の地を純粋な気持ちで訪問した

いという思いもあります。出発前を思うと、この心境

の変化はとても大きいものだったように感じています。 

度々言われていることではありますが、復興は数年

で叶うような容易なことではなく、おそらく私の人生

の中で大きな部分を占める重大な課題になるだろうと

思います。今回もそうでしたが、現地でのボランティ

ア活動は草の根レベルに過ぎないかもしれません。そ

れでも、今後もできる事を積極的に模索し、行動を起

こせるような人間になりたいと思っています。また、

まず自分にできる事、即ち大学で真剣に学ぶというこ

とを怠らず、将来社会に貢献できるような人材になる

ことを目指したいです。この思いは活動で出会えた良

き仲間たちと共有していきたいと思います。 

被災した南三陸町防災対策庁舎の前で胸にこみ上げ

るものを感じたあの感覚は、自分にとって大きな原点

だと思っています。被災された方々に重ねて御見舞い

申し上げると共に、被災地の復興を心から御祈りし、

筆を置かせて頂きます。 
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南三陸に行かないと感じられなかったこと 

8期 幅岸千恵（理院・修士 1年） 

 

3.11。私は卒業旅行で北海道にいた。帰路につこう

と同期と共に空港で飛行機の搭乗案内を待っていたそ

の時、地面が揺れた。搭乗口はざわつき、天井からつ

り下がっている何かの看板は振り子のように大きく揺

れていた。テレビから流れる地震の情報にみな驚いた。

震度 6 強。結局その日帰りの飛行機は飛ばなかった。

ちょっと長距離の帰宅難民，私の震災経験はそれだけ

である。 

その日やむなく泊まったビジネスホテルのテレビで、

初めて津波の映像を観た。流される建物や車、濁流…

あまりに衝撃的な映像で、なんだか海外の SF 映画で

あったり、もしくは CG かと思うようなものだった。

これが日本でおこっていることであるということが、

信じられなかった。 

その後、テレビでは連日震災の悲惨な爪痕が報じら

れた。現地に赴いた人の話や、実際に被災された方の

話をきく機会も数回あった。傷ついた子どもたちの話、

津波から逃げた話、その時に見えた光景、避難所での

生活の話…自分が経験したことではないことが僅かで

はあるが現実味を帯びてきて、何かをしなければとい

う感情が募っていった。そんな中、たまたま学校で目

にした南三陸支援プロジェクトのポスターは、自分で

も出来ることがあるかもしれないという感覚を与えて

くれた。社会人になったら、簡単に仕事を休んで現地

には赴けない。学生のうちならば行ける。とにかく現

地に行ってみないといけない。今はそれしか出来ない

とも思った。役に立ちそうなスキルと思いのたけを片

端から選考書類に書き連ね、運よく現地に行けること

になった。 

南三陸に実際に行って一番印象に残ったのは、意外

にも悲惨さではなく「美しさ」であった。 

甚大な津波の被害にあった場所で、声にならないほ

ど悲惨な光景を見たにも関わらず、それとは対照的に、

街を囲むように存在する豊かな緑と、街や人を襲った

とは思えないほど穏やかに、光を反射しながら波打つ

綺麗な海が同時に見える光景が鮮明に記憶に残ってい

る。消えた街と同時にみたために尚更尊く思えたと思

う。南三陸に住む人たちも美しかった。震災から約半

年、失ったものが数多くある中で懸命に頑張っている

姿に人間の底明るい力強さを感じた。余裕などない状

況下で、外者の私たちに暖かく接してくださる心に感

謝した。「この時期に、ここに足を運んでくれてありが

とう」という現地の方の言葉が強く胸に残っている。

現地に行ったこと自体に意味を感じた。 

これらの美しいものを、守って伝えていかなければ

ならないと強く思った。残った自然や文化は無くして

はいけないものであるし、あんなに綺麗な海が街を飲

み込むことはもう絶対にあって欲しくない。南三陸の

人たちのパワーを外部から、色々な形で支えることが

出来るかもしれない。そのために出来ることを、考え

ていきたいと思った。 

現地にいる約 1 週間でできたことは正直ごくわずか

であった。長期のボランティアの方は地域の方々との

親和性を持って活動をしていたが、我々は短期ボラン

ティアであるし特殊なスキルがあるわけでもなく、出

来たことといえばほんの少しのお手伝い程度だと思う。

しかし、個々がおこなった活動の 1 つ 1 つは小さくて

も、それらが積って復興へとつながっていると思う。

私は主に仮設住宅でのコミュニティ形成の一助として、

お茶っ子でイベントを行うお手伝いをしたが、その活

動の重要性は仮設住宅の静かな様子や、テントにきて

くださった現地の方々の話からひしひしと伝わった。

他のボランティアの方々や 8 期のメンバーとの協力や、

1~7 期の残していった活動の軌跡から、活動の広がり

や積み重ねを実感することもできた。 

とにかく現地に行ってみないといけないという感覚

は合っていたと思う。テレビやインターネットの情報

だけでは南三陸の悲惨さも美しさも実感することはで

きなかったし、それらを守っていきたいという感情も

生まれなかった。自分が現地でできることは僅かだが

しっかりと存在していたし、行ったことによって被災

地のためにできることが少し増えたと思う。 

震災から半年以上が経過した今、震災関連のニュー

スは少なくなり、震災の記憶は人々から薄れつつある

ように思う。しかし、現地はまだまだ多くの支援を必

要としている。そのような状況下で、いま学生の立場

から出来ることは多いと思う。体験したことや想いを

伝え、様々な形で支援の輪を広げていくことが大切で

あるし、赴いた人にしか出来ない役割、集団だからこ

そできることがあると感じている。私自身、学問との

両立を考えつつ何らかの形での協力支援を模索してい

きたい。そしてまた南三陸に赴きたいと思っている。 
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南三陸支援プロジェクトにおける人との関わり 

8期 羽田健太郎（理・2年） 

 

私は、慶應義塾・南三陸支援プロジェクトを通して、

多くの人と関わり大きな成長を遂げることができている。 

大学 1 年生の時の私は何もしなかった。授業もさぼり

がちで、ただ毎日バイトして遊んでいるだけの生活を送

っていた。2 年生になる直前にこんな生活でいいのかと

悩み、それ以降は多くのことに前向きに飛び込んでいこ

うと決めた。そのとき慶應義塾・南三陸支援プロジェク

トに出会った。受講していた先生がプロジェクトスタッ

フで、友人が学生スタッフをやっていたので、スタッフ

として参加させていただくことにした。 

学生スタッフの仕事では、いろいろな教員と関わるこ

とがあり、とてもいい経験になっている。今までこのよ

うに積極的な活動に加わったことがないので、冷静に的

確に仕事をどんどんこなす人々と初めて関わりを持った

が、多くのことを学ばせて頂いている。今後もずっと関

わりを持ち続け、いろいろなこと学びたい。 

学生スタッフをやり始めたときは日程などの関係から

現地には行かないつもりでいた。しかし、ワークショッ

プやシンポジウムのお手伝いをして多くの話を聞いたり、

現地に行った人たちの声を聞いたりしていたら、自分も

行きたくなってしまった。現地に行った人は自分の目で

見なければわからないということと、いろいろな人と関

わることができて、それがとてもいい経験になったと言

っていた。スタッフの方々と働くことによって成長して

いることを考えると、ボランティア活動に自ら進んで挑

む人たちとも関わりを持ち、一緒に働きたいという気持

ちが大きくなった 

南三陸町に初めて行った、状況を見てもショックを受

けることはなかった。他のメンバーも実感がわかないと

言っていた。あまりにも現実離れしているからかもしれ

ないし、以前の状態を知らないのでそういうものだと認

識してしまったからかもしれない。このように無意識に

感じていることに気が付いたとき、現地の人々と関わる

ときに無意識に何か気に障ることを言ってしまわないよ

うにしなければいけないと強く感じた。 

現地では多くの人と関わる機会があった。特に印象的

だったことはお茶っこの時に現地の人と話したことだ。

その人は私たちが仮設住宅のところを歩いている時に声

をかけてきて、少し話がしたいと言った。初めはなにか

よくないことを言われるのではないかと思ってしまった

が、話を聞いているとその人がつらい状況にあることが

わかった。その人は集落で仮設住宅に入居できず、孤立

をして生活していた。そのためつらいと感じていても話

し相手が居らず、自分の中に多くのことをため込んでい

た。それを聞いて、事前ワークショップで学んだ傾聴ス

キルの必要性を感じると同時に、心のケアのためのボラ

ンティアが必要だと思った。 

現地の人以外にもいろいろな関わりを持つことができ

た。ボランティアで震災後現地に長く滞在している人た

ちには多くのことを教えて頂き、私たちの活動を助けて

頂いた。 

第 8 期のメンバーにもお世話になった。ながしず荘に

滞在している間は毎日朝 6 時に起きて 11 時すぎに寝る

スケジュールでも、慣れない環境や作業のせいで、とて

もきついものに感じられた。それでも第 8 期のメンバー

はとても前向きで明るく、励ましあいながら活動をして

いた。僕が夜遅くまで報告書を仕上げられないときも声

をかけてくれたりして、とても助けられた。活動時も積

極的に仕事をして、単純な作業でも黙々とこなしていた。

こちらに帰ってきてから行った事後勉強会でも彼らとと

てもいい話し合いができた。今後どのような活動を行っ

ていくかを具体的に議論し、いい案が数多く出た。彼ら

の活動や議論を見て、刺激を受け多くのことを学ぶこと

ができた。本当にいいメンバーに恵まれ、一緒に活動で

きたことを誇りに思う。 

そんな彼らのためにも、ボランティアに参加しやすい

環境を必ず作らなければいけないと感じる。彼らの現地

に対する熱意をかなえることが、彼らのためにも現地の

ためにも継続的な支援のためにも一番大切だと思う。今

後は学生スタッフとしてより現地に行って活動しやすい

環境を整え、みんなの熱意を絶やさないようにイベント

の企画などをしたい。また、私を大きく成長させている

このプロジェクトのためにも活動をしていきたい。 

179



 

 

南三陸町を訪れて 

8期 福井麻矢（法・1年） 

 

 慶應のボランティアバスで南三陸町へ行った経験

は、私を大きく成長させてくれた、貴重なものでし

た。離れた東京からできる支援もありますが、実際

に現地に行くことでしか分からないことが多くあり

ました。 

  ボランティアに参加したきっかけは、被災地に行

って力になりたいという気持ちからです。報道で東

北の様子やボランティアの活動を見て私も行きたい

と以前から思っていたのですが、なかなか行動に踏

み出せずにいました。大学でこのプロジェクトにつ

いて知った時、すぐに参加を決意しました。事前ワ

ークショップで傾聴スキルなどについての知識を得

て、実感がだんだんと沸いて来ましたが、具体的に

南三陸町の現状や私達の活動のイメージがつかず、

本当に役に立つのだろうかという不安を抱いたまま

バスに乗車しました。 

  南三陸町に実際に行って、目にした街の様子は想

像以上に悲惨なものでした。バスの車窓からの光景、

散歩したながしず荘周辺、高台にある志津川中学校

からの町の眺めなどはテレビやインターネットを通

して見ていたものより衝撃的でした。特に防災庁舎

の献花台の花や手紙などを見た時は、言葉が出ない

ほどでした。復興市を宣伝する旗など、徐々に改善

に向かっていることを表す光景もありましたが、津

波の爪痕を前に、私は無力に感じました。 

  しかしボランティアセンターの清掃、看板作り、

瓦礫撤去などのボランティア活動を通して、少しで

も復興に向けて貢献できたと感じることができまし

た。特に印象的だった活動は、仮設住宅での服配り

やフリーマーケット、学習支援や子供との遊び、つ

まり南三陸町の人々と触れ合ったことでした。震災

により家などを失い、生活が 180度変わってしまっ

た方々なのに非常に暖かく、私達ボランティアに笑

顔で感謝をしてくださり、逆に励まされました。実

際に現地に行き、ボランティアをすることでお世話

になったながしず荘の方々を含め、南三陸町の人々

の暖かさを感じることができ、よかったです。 

 

  南三陸町で活動した５日間は中身の濃い、大変有

意義なものでした。一緒に活動した 8期の人々と共

同生活を通して一丸となって活動ができ、仲間に大

変恵まれました。しかし、短期間でできる支援は限

られており、長期的な支援の必要性を痛感しました。

継続的に支援が行われるためにも、現地の様子や支

援の必要性を伝えていくことが重要だと感じました。

南三陸町から東京に戻ってきて、震災前と大きくは

変わらない日常生活が行われていることの幸運さを

改めて感じました。3月 11日の記憶が風化されない

ためにもこれからも思い出し、考え、伝えて行こう

と思います。 

    ながしず荘からの海の眺め 
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ボランティアを行って 

8期 藤原洋介（理院・修士 2年） 

 

私が今回ボランティアに参加した動機は物資や金銭

の支援だけでなく、自分の体を通して現地に貢献でき

るのは今しかないと考えたからだ。私は災害ボランテ

ィアについて、突発的に起こった災害に対するボラン

ティアは今しかないと思った人がいくべきだと考えて

いた。というのも、以前私が地元の断水時の災害ボラ

ンティアに参加したとき、私は休暇で実家に帰省して

おり、今ならボランティアとして被災者に貢献できる

と考えていたからだ。そして今回の災害に関しては、

発生時は私は就職活動中で自分は今はいけないと考え

ていた。そう考えたせいで、被災しながらでも現地復

興ボランティアをやっている知人がいる中で、物資や

金銭面での支援しかできない自分にもどかしさを感じ

ていた。次第に、どんなに忙しくても、やりくりして

なんとかボランティアを実行することが大切だと感じ

るようになり、直接現地で被災した方に貢献したいと

考え、今回は団体活動として短期間で最大限の貢献が

できるように応募した。 

ボランティア参加の日が近づくにつれて、難しく思

ったのは、時間が経った今、ボランティアをすること

だった。報道も減ってきた中で、今の被災地を理解し

て自己満足に陥らない本当に必要なボランティアがで

きるか不安が大きかった。 

 ボランティア活動を行っている間は、ボランティア

のあるべき姿とは何かを常に考えさせられた。その中

で一番は運営の問題だった。肉体労働をしていると、

振られた仕事をするのがボランティアだと思ってしま

う。もちろん、個人的には被災地に貢献するのが一番

の目的であるので、即時的なニーズに応える何でも屋

としての役割も必要である。しかし、こうした大災害

ではそれだけでなく組織的な運営が必要であると思う。

その理由の一つは長い目で行わなければならない仕事

もあるからであり、これは我々の団体が連日ミーティ

ングを繰り返して仕事に臨んでいたのを周りの人が高

く評価していたことからもその必要性がわかった。も

う一つはコミュニティごとの格差が生まれる点である。

日時や場所によっても仕事のニーズにはムラがあるは

ずで、現場の指揮は現状の地域のコミュニティ方式で

やらなければならないが、人員調整はもっと大きな単

位で行うべきであると思った。そうでなければ、戸倉

のようなボランティア撤退問題にゆれるところではボ

ランティアが立ち行かず潰れる可能性があると感じた。

待つのもボランティアであっても、他の場所で仕事が

あるのに待たせるのはよくないと思った。

 

予想外の出来事はボランティアから戻ってきてから

の心境の変化が大きかったことだった。戻ってきた初

日はあまりにも社会インフラに守られた環境に自分の

身が置かれたことによる違和感が大きかった。被災地

で活動していると、同じボランティアの仲間も皆、普

段より気持ちが高まっているのは感じたし、いつ何が

おこっても自分の身は自分で守らなければならないと

いう自然に対峙する動物的本能を自分にも感じずには

いられなかった。ゆえに、被災地では逆に自分の気持

ちを落ち着かせて冷静な判断ができるように努めた。

しかし、戻ってきた初日に守られた環境におかれ自然

に鈍感になった自分に気づいたとき、それまでセンシ

ティブになっていた自分を感じた。あまりにも、ギャ

ップが大きかったので、ボランティアで感じた被災地

の現状のことは初日に自分が話すべきだと思った人に

は話した。 

今後は、外部からきた我々にしかできないことをや

るべきだと思う。例えば、ボランティアの中でおこっ

ている問題を被災地の人に助けてもらうようなことが

あってはならない。また被災地間の壁の問題などは慶

応のようなボランティアを複数の場所で行っているよ

うな大型組織がそれぞれ連結することで解決できるか

もしれないと思う。 
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子どもたちにまた会えるように 

7.8期 松下港平（経・３年） 

 

南三陸支援プロジェクトの一員として今回の企画に

参加できて、多くの方々に対して感謝の念が絶えない

でいます。自分のような何の技術も資格も無い人間が

大変な現場に赴くことを認めて頂き、活動を共にして

くださった皆様に対してまず感謝を述べたいと思いま

す。本当にありがとうございます。 

２０１１年３月１１日、自分は地元を離れておりま

した。立っていても背骨を振るわせる揺れを感じ、本

能的に建物から飛び出したのを覚えています。 

４月、自分は横浜市の消防団に入団しました。震災

前から手続きを進めており、入団が内定した矢先の震

災でした。入団式の祝辞において「極めて重要な時期

に入団される諸君」と呼ばれたのが忘れられません。 

被災した方々の力になりたいと思い、６月から関東

地方に避難してきている子どもたちの学習支援に関わ

りました。避難所に間借りした教室で子どもたちと接

するうちに、実際に現場へ伊期待を強く思うようにな

りました。そしてこの夏、南三陸へ向かう決意をしま

した。 

現地で一番に感じたこと。それは南三陸町のすばら

しさ、美しさ、そこで生きる人々の強さでした。 

連日報道された光景とは打って変わり、力強く生き

る人々の姿に背筋が正される思がしました。 

子どもたちは本当にたくましいです。学童保育の手

伝いをしていた際に多くの子どもたちと出会いました

が、みな明るく元気で、我々の方が元気をもらってい

たようにさえ思えるぐらいでした。 

それでも子どもたちは大きなストレスを抱えていま

した。思い切り遊べる場所も無く、なれない仮設住宅

や避難所での生活に疲れていました。子ども同士のぶ

つかり合いも多く、泣いてしまう子どももいました。 

ある小学一年の男の子がいました。１週間ほどの滞

在時間のおかげもあり、徐々に自分になついてくれて

いました。ある日大泣きしてしまった時、膝の上で抱

いていると手を握ってきました。しっかりと、彼から

手を握ってくれました。 

その日は自分が滞在する最終日でした。別れ際に彼

は「また今度」と言いました。 

自分は彼らに何ができたのでしょうか？自分の家に

帰ってきて、自分の日常に帰ってきてからそう考える

ことがあります。 

ただそばにいることにも意味はあるのでしょう。一

週間そばにいて、彼は自分に「また今度」と行ってく

れたのです。でもそれで終わらせてはいけないと強く

思うのです。 

「我々は災害ボランティア経験者である。」事後勉強

会にてとある先生が仰っていた言葉です。経験した物

として、その経験を忘れ得ぬ形にして残し、伝えてい

かなければならないと。 

 自分の序属するゼミにて時間を頂き南三陸町での

体験を話す時間を作りました。消防団での訓練等の活

動、関東地方に避難している子どもたちへの学習支援

も継続しています。 

 この文集も、活動を風化させず今後に残すものの一

つになり得るだろうと思います。また、今後とも自分

のフィールドに置いて南三陸町での経験を活かすと

ともに、継続的に南三陸町に関わっていこうと誓う所

存であります。 
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南三陸町と関わって 

8期 村上央（商・1年） 

 

私はこの｢南三陸支援プロジェクト｣の存在を知ってす

ぐに、ボラバスへの参加を決意した。正直な所、その時

の自分に｢被災地の役に立ちたい｣などという気持ちはあ

まり無かった。ただ、自分が｢傍観者｣でいることに嫌気

がさしていた。 

高校を卒業してから大学入学までの一カ月間、受験勉

強から解放された自分は毎日のように友人達と遊んでい

た。そのさなか、東日本大震災が発生した。たまたま自

宅にいた私はテレビで次々と報道される被害状況にただ

唖然としていた。地震から二日後に友人達と会った時の

話題は専ら震災に関するものであったが、自分を含め、

皆「大変だよね」と言うことぐらいしかできず、何も行

動に移せない状況に違和感を覚えた。 

そんな状況の中始まった大学生活でこのプロジェクトを

知った時はまさに自分が能動的に行動できるチャンスだ

と思い、参加を希望した。 

南三陸町に入って見た光景は悲惨なものであったが、

その中でも特に印象深かったのが、テレビでもよく報道

されていた防災対策庁舎だった。滞在五日目に庁舎を目

の前で見る機会があったが、鉄骨部分だけ残った庁舎と

周辺一帯を包む重い空気に言葉を失った事を今でも覚え

ている。あの時に感じた言葉では表現できない感情を忘

れることは無いだろうと思う。 

現地での自分の主な仕事はボランティアセンター移転

に関するものだった。各地から届いた支援物資を仮設住

宅に届けたり、別の場所に移動したり、という作業の中、

設備の整った自然の家の避難所とボランティアセンター

を閉鎖することに困惑や憤りを覚える現地の人やボラン

ティア団体を見て、メディアではあまり報道されること

のなかった被災地の一面を知った。 

南三陸町では色々な人との出会いがあった。現地の人

達はもちろん、一人で現地入りしてボランティア活動に

携わっている方や他のボランティア団体の方々、様々な

人達と関わる機会があった。現地の人達は自分が想像し

ていたよりも元気で、皆で協力して生活していこうとい

う意志が感じられた。また、自然の家で出会ったボラン

ティアの方々の多くは現地の状況を熟知しており、自分

自身、滞在中はお世話になった。 

私は南三陸に行って「感謝の気持ち」という、普段の

生活では忘れかけていたものの大切さを実感した。私は

自然の家で活動している時に、避難生活をしている人に

お礼を言われた。人に感謝されるためにボランティアに

参加したわけではなかったが、やはりお礼を言われた時

は純粋に嬉しかった。また、私も現地では様々な人に感

謝をした。自分達を受け入れてくれ、仕事を任せてくれ

た現地の方々、ボランティア活動に不慣れな自分を助け

てくださったボランティア団体の方々、私たちが万全な

状態でボランティア活動に行ける環境を提供してくださ

ったながしず荘の方々、そして、慣れない環境のなか互

いに協力し、励ましあって活動に臨んだ 8 期メンバー。

初めはただ被災地の現状を知り、何かしらのアクション

を起こしたい、という動機で参加したこのプロジェクト

だったが、結果的には、東京で生活していた時には意識

もしなかった｢挨拶｣や｢感謝｣の大切さに気づかされる、

という貴重な経験となった。 

｢夏休みに数日間、南三陸町でボランティア活動をして

きた｣という経験だけで終わらせてしまってはいけない。

実際に被災地を見て感じた事を友人達に伝え、ボランテ

ィア活動や被災地に興味を持ってもらうことが東京に帰

ってきた自分の仕事ではないかと思う。そして自分自身、

南三陸で学んだ事や変化していく被災地の状況を意識し

つつ生活し、これからも積極的に活動に参加していきた

い。 
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南三陸プロジェクトに参加して 

8期 山田明史（商・4年） 

 

短期間でしかないボランティアを約１か月も引き受け

てくださったボランティアセンターの方々、および現地

の方々に誠に感謝申し上げます。また本プロジェクトを

企画してくださった大学の教員の方々に御礼申し上げま

す。 

自分がこのボランティアに参加した目的は、『自分の目

で被災地の現状を確かめたい、また被災地で今本当に求

められていることは何かしりたい』、そんな思いだった。 

しかし、自分はボランティアに参加するにあたって、

不安が多かった。現地で何をするのかも具体的に分から

ないし、なにより不安だったことは、現地の方々とどう

接するべきなのか、ということ。参加する前の事前の WS

で現地の方々の状況を聞いてみて、自分がボランティア

に行って人の役に立てるのだろうか、不安で仕方なかっ

た。むしろこんな短期間のボランティアでは邪魔になる

だけではないかとも考えていた。 

ただ、自分は 8期の参加だった為、すでにこれまでの

流れというものを、今までの参加者がつくってくれてい

たのが非常に助かった。やはりなにより自分が一番救わ

れたのが、宿の方々がやさしく出迎えてくれたことだっ

た。自分の不安がかなり和らいだ。被災地の状況や、被

災者の気持ちなんて何も知らない大学生を何十人も一気

に 引 き 受 け て く れ た “ な が し ず 荘 ” の 方 々            

には本当に感謝している。 

バスの中から被災地の状況を初めて目の当たりにした

以降、やや口数が減った。今まではテレビで見ていた光

景を初めて自分の目で直接見た。先に述べた様に、そも

そも自分がこのボランティアに参加しようと思ったきっ

かけも自分の目で直接被災地の状況を確認したい、さら

には被災地の方々とコミュニケーションをはかり、少し

でも震災のリアルな情報を共有したい、という目的だっ

た。8 月にも入ると、東京でも被災地の情報がやや薄れ

てきていると感じていた矢先に、こうして現地の状況を

自分の目で確認できたことは、いざボランティアに参加

する上で、気持ちをうまく切り換えるきっかけになった。 

実際の作業に関しては、ただ体を動かすだけだった。

自分は特に、避難場所の引っ越しの手伝いをしていたが、

自分がどの仕事をすればいいのかわからず、待たされる

ことが多かった。事前 WSにおいて、「待つこともボラン

ティア」と教わっていたが、実際に待つだけになると、

なおさら自分の無力感を感じた。しかし、こんな無力な

自分でもボランティアの機会を与えてもらっていると思

うと、モチベーションは維持できた。 

また、自ら臨んでボランティアに参加するだけあって、

基本的に意識は高い人ばかりだった。学年とか関係なく、

自ら仕事を求める姿勢は自分も見習う点が多かった。そ

んな中で一緒にボランティアが出来たことで、得るもの

はたくさんあった。挨拶に関しても、事前 WSや勉強会で

散々言われてきたことだが、全体で徹底されてきている

ことだと感じられた。実際に東京に帰ってきてからも挨

拶の習慣は続けている。ボランティアに参加してから、

自分の意識にも多少の変化が見られた。まず自分が普段

いかに恵まれた生活を送っているかということ。こうし

て生活できることが当たり前ではない、ということを常

に認識しておきたい。 

また、自分は仮設住宅で実際に被災地の方々とコミュ

ニケーションをとる機会を頂いた。そこで感じたのは、

地域のつながりが非常に強いということだった。自分は

東京では特に地域のつながりが、かなり希薄である印象

をもっている。それに対し、南三陸の方々は地域の方同

士が非常に仲良く、明るいなという印象を受けた。この

地域のつながりが南三陸町の良さなのかな、と感じられ

た。 

実際に参加してみて、自分にできることは本当にごく

わずかしかないと痛切に感じた。しかし、わずかながら

でも人のためにしていこうという積み重ねがやがて形に

なり、被災地のためになるのではないかと信じている。

それこそ、現地に行ってきた自分たちがこの経験を多く

の人に語っていき、被災地復興の一助になれれば幸いで

ある。 
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ボランティアだから出来ること 

9期 朝日慎也（商・4年） 

 

私は今まで、数多くのボランティアを経験してきま

した。その 1つ 1つの経験の中で、「少しでも人の役に

立てるやりがいや達成感」を常に感じてきました。困

っている人がいたら迷わず手を差し伸べるような性格

や行動力は日常生活で常に忘れないように心掛けてい

ます。 

震災の被害の映像をテレビや新聞で目の当たりにし、

「自分にはいったい何が出来るのか」と真剣に悩みま

した。今までの経験を活かし、ボランティアへ行きた

いと思いましたが、その頃就職活動で毎日のように説

明会や面接があり、長期でボランティアへ行ける状況

ではありませんでした。しかし、とても後悔しました。

私はボランティア参加に際して、就職活動がある、授

業がある、アルバイトがあると言って敬遠してきてい

ました。しかし、「支援を必要としている今という時間

を逃したくない」と考え直し今回のプロジェクトへの

参加の意思を固めました。 

9 期として参加し、リーダーに立候補しました。所

属する手話サークルで代表を務めていた経験を活かし

たいと思ったからです。このプロジェクトに際し、リ

ーダーとして目標に掲げたことが 2 点ありました。1

点目は「メンバーがケガや病気をすることなく活動出

来る環境を作ること」です。この目標を達成するため

に、メンバー1 人 1 人とのコミュニケーションを大切

にしました。食事の時間や活動、移動中など出来る限

り多くの人と話すことでコミュニケーションを図るこ

とを心掛けていました。また、ミーティングや話し合

いに割く時間を最小限にすることで体を休める時間を

より多く確保するようにして、万全の体制でボランテ

ィアへ臨める環境を整えました。2 点目は「元気に活

動してもらうこと」です。私たち 9期は 31名と全ての

プロジェクトを通して一番人数が多い期となりました。

賑やかになってしまう反面、活動では元気の良さを活

かし、快活に活動に臨んで欲しいと思っていました。

実際、現地ではお互い声を掛け合い、励まし合い、作

業後にはお互いを労う姿が見られました。私もメンバ

ーはもちろん、現地の方々、他のボランティアの方々

に対してもまずは元気に挨拶することを心掛けていま

した。 

現地での活動はとても達成感がありました。また、

同時にもう一度現地に行きたいという気持ちにもなり

ました。今回の活動は、今まで私が経験してきたボラ

ンティアや手話の活動とは異なるもので、主に放置林

の開墾や波伝谷の道路整備など土木系の仕事が中心で

した。これらの仕事も、活動前後の変化を実感できと

てもやりがいがありました。しかし、今度は現地の方

とも関われる仕事も経験してみたいとも思いました。 

東京に帰ってきて、南三陸での活動を振り返ってみ

て考えたことがあります。それは「ボランティアだか

ら出来ることがある」ということです。確かに、行政

や自衛隊、業者がやると効率がよく、大規模に復興が

進むと思います。では、ボランティアとして何が出来

るのか？私なりにこの答えはボランティアの特性にあ

ると思います。ボランティアは決して効率が良い必要

がないと思います。利益追求の必要はない。つまり、

時間がかかってしまうような作業や非効率的な作業で

あっても、ニーズがあればボランティアが活躍出来る

のだと思います。また、重機が入ることが出来ない場

所での作業もボランティアが活躍出来ると思います。

今後も行政、企業、ボランティアが協力し続けること

が復興への近道であると思います。そしてまた、個人

としても現地に行き、何かの支援に携わりたいと思い

ます。 
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南三陸で見たこと 

9期 飯崎尭 （経院・修士 2年） 

  

私がこのプロジェクトに参加したきっかけは、そこ

に見なければいけない光景や、感じなくてはならな

い空気、人々の思いがあると考えたからだ。震災当

日、テレビには信じられない光景が映っていた。津

波が次から次へと家を飲み込み、その上には炎が乗

っていた。私はまるで映画のワンシーンを観ている

ような感覚に陥り、何時間もテレビの前に座ってい

た。私は被災した人々の思いを一生懸命に想像した

が、そのあまりに非現実的な光景に、どうしても映

画の中のできごとであるような感覚から逃れるこ

とができなかった。 

6 月下旬以降、内定先の仕事柄、日本と世界につい

て考えることが多くなった。その中で、私は学部 2年

次にアメリカに短期留学した時、海外では私は私であ

る前に日本人としての意見を求められること、そして

日本についてほとんど何も知らず伝えられなくてふが

いない気持ちを抱いたことを思い出した。今後私は間

違いなく、海外の人々から東北が経験した地震、津波

について考えを求められる。その時に、映画を観た感

想レベルではなく、現地で見たり感じたりした光景や

空気を踏まえて東北の経験を伝えられれば、日本のた

めにも世界のためにもなる。そう考え、私は夏休み直

前に知ったこのプロジェクトに参加することを決めた。 

南三陸町での経験で心に残っていることは、第一に

町の風景だ。バスの中で最初に見た光景には圧倒され

た。車はぺしゃんこになり、かろうじて立っていた建

物も鉄骨しか残っていなかった。どれもテレビで一度

は見た光景のはずだったが、実際に目の前にするとシ

ョックで言葉も出なかった。行く前に私や周囲の人々

が抱いていた「もうだいぶ片付いているのだろう」と

いう考えは全くの間違いだった。また、早朝に川沿い

を歩いた時に目にした、あちこちに散乱した漁業用具

や漁船、そして津波の最終到達地点には、海がここま

で、確かに上がってきたのだという実感を私に抱かせ

てくれた。さらに、草刈りで訪れた、背の高さ以上に

雑草が茂った、民家が流された跡地には、被災から半

年近く経ってもなお、当時から手つかずの場所がたく

さんあることを実感した。さらに、最終日に町を見学

した時には、子供たちの実際の避難場所（神社の中に

あった）を見ることができ、被災当日のことを具体的

にイメージすることができた。 

印象に残った第二のことは、南三陸で被災した人々

の話だ。私は現地での仕事柄、人とお話する機会があ

まりなかったが、お世話になったながしず荘の方々の

話を聞けたのは貴重な体験だった。被災当日から膨大

な数の人々を受け入れ、食糧をなんとかして調達し、

町の人々を保護した話にはものすごいパワーを感じた。

また、「被災地のことを忘れてほしくない」という言葉

には、南三陸での経験を周囲に伝えていく責任を強く

感じた。 

第三に、全国から集まっているボランティアの方々

との話が印象に残った。毎月 2週間ほどボランティア

に来ているという方もおり、それぞれの置かれている

環境によって、活動の量も思いも異なることを感じた。

しかし、それぞれが抱える背景にかかわらず、同じ仕

事を割り振られれば、求められるのは同じ成果だ。私

自身の活動は、大学主催のプロジェクトを通じたもの

だったために自分が一人で背負った負担は少なく、し

かも 4日間という短い期間のものだったが、どのよう

な形でもニーズがある限りボランティアに行く意義は

あると感じた。 

現地から帰ってきてからは、被災地関連の報道への

関心が段違いに高くなった。町を実際に見て、空気を

感じたことで被災地のイメージがより鮮明になり、そ

れは私の中でもう映画の中のできごとではなくなって

いた。南三陸での活動は本当に猫の手のようなもので、

どれほど役に立ったかはわからない。しかし、実際に

現地に行くことで得たイメージは、今後一生心の中に

残る。このプロジェクトの本当の意義は、現地での活

動そのものよりも、そこで得た気付きをそれぞれがど

のように生かすかにかかっていると思う。生かし方は

ボランティアに限らない。私が決めた春までのこの経

験の生かし方は、このプロジェクトに参加できた数少

ない文系大学院生として、強い使命感を持って課程修

了までの研究をやり遂げることだ。 
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南三陸支援プロジェクトに参加して 

9期 石橋裕子（理・2年） 

 

今まで、ボランティアに参加したことのない私にと

っては今回の経験はとても貴重なものとなった。きっ

かけは友人の誘いだったのだが、テレビや新聞で報道

されている様子と、現地を実際に見るのとでは全然違

う、という話を震災後に東北へ行った周囲の人から聞

いていたこともあり、自分の目で東北の今の姿を見た

いという思いが強くあった。 

実際に、バスで南三陸に向かっていくにつれて、周

りの景色に圧倒された。がれきの山や横転した車、窓

ガラスが割れてなくなった建物など、テレビを通して

見ていた景色が、自分の目の前にあることでやっと現

実味が出てきたというのが正直なところだ。 

現地では、開墾作業・ベンチの刻印押し・ながしず

荘の非常階段のやすりがけとペンキ塗りを行った。仕

事内容に関して、人により偏りが生じるのは仕方のな

いことだと思うが、もっと現地の方と話すチャンスが

ほしかった。開墾作業に関しては、目に見えて片付い

ていく様子や、漁ができない漁師さんたちのための畑

とするためという明確な目的が見えていたため、やり

がいを感じることができた。だが同時にこのような土

地がまだまだ必要なのだろうということを、作業の進

むペースと兼ね合わせると無力感を感じざるを得なか

った。 

現地での活動を通して感じたことは、9 期で参加し

たということもあり、前の期が積み上げてきたものの

大きさと、そのありがたさだ。活動のベースがある程

度出来上がっていたので、現地での活動やながしず荘

の中でも、とても行動しやすかった。 

現地のボランティアの方の言葉で一番心に残ってい

るのは「半年近く経って、こんなにも建物が建たない

とは思わなかった」という言葉だ。復興への道のりが

生易しいものではないことを改めて感じた。 

東京に戻ってきてからはやはり、現地との温度差を

感じた。報道で取り上げられる機会も減っているのは

事実だ。もちろん原発による被害も大きいものである

と思うが、津波により家や家族、コミュニティが壊さ

れた人々がいるという事実が人々の頭の中から忘れら

れていっているような気がして悔しくもあり寂しくも

ある。このプロジェクトを通して、自分にとって南三

陸をはじめとする東北のことが少し身近に感じられる

ようになったのだな、とだんだん実感がわいてきた。 

そして、何よりこのプロジェクトに参加して、様々

な人と話す機会を持てたことで、いろんな人の考えに

触れることができ、自分の視野を広げることができた

し、自分の未熟さも感じることができた。加えて、な

んとなくで行動するのではなく明確な目的をもって行

動することで作業に対するモチベーションも全然違っ

てくることを再認識した。無力感を感じたこともあっ

たが、それを感じることができただけでも、大きな意

味を持つと思うし、この思いを胸に継続的に南三陸に

かかわっていきたいと思う。ボランティアが必要な地

域はまだまだ他にもあるだろう。しかし、私は普通の

大学生でしかないし、やれることには限界がある。だ

から、自分のできる範囲で最大限の力になれる方法を

見つけていきたいと思う。また、今回感じたことや考

えたことを、周囲の人に話したりしながら、いい意味

でもっと多くの人を巻き込んでいきたい。 
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初めてのボランティアを終えて 

9期 折田桃子（法・1年） 

 

 大地震が起こった 3月 11日、私はワンセグの小さな画

面で、大きな津波に町が呑み込まれていく様子を見まし

た。正直何が起こっているのかわからなかった。他国の

映像なのではないか、夢を見ているのではないか。私の

住む日本でこんな大震災が発生したなんて信じたくなか

ったのです。 

 被害状況が次第に明らかになり、世の中が落ち着きを

取り戻してからも、「私に何かできることはないのか」と

いう問いは依然として残ったままでした。微力でもいい

から役に立ちたい、そう思いあぐねていた時に、大学の

授業で配布された「南三陸支援プロジェクト」のプリン

ト。これだ！！と思いました。ボランティア経験のなさ

は事前のワークショップでカバーできるし、なにより慶

應大学の主催で安心だったため、私はすぐに参加を決め

ました。 

 バスが南三陸町に差し掛かると車内が静まり返りまし

た。家は流されて基礎しかなく、船や車は山の中に転が

っており、電柱や木は無残にもなぎ倒されている…。テ

レビや新聞で見慣れたつもりでいても、実際に目の当た

りにすると声も出せずにただ慄くばかりでした。ここに

再び建物が建って、人々が従来の生活を始めるまでには

どれほどの時間を要するのか…。事の大きさを改めて思

い知らされた気がしました。 

 現地で私がしたことは、草刈りやコミュニケーション

カフェの運営補助、仮設住宅におけるチラシ配布等です。

力仕事は大変だったけれど、「疲れるでしょう、ありがと

うね」と声を掛けてもらったり、自分たちが整備した道

路が実際に使われているのを見たりするととても嬉しく、

参加した意義を感じることができました。また住民の

方々と交流する機会も何度かあり、普段は聞けないお話

を伺うことができて大変勉強になりました。 

 印象深かったのは、ある住民の方が「この災害もいい

経験だ」とおっしゃっていたことです。その方は以前漁

師だったのですが、3・11 の津波で船が流され仕事がで

きなくなってしまったそうです。それでも愚痴をこぼす

わけでもなく、塞ぎ込んで悲観的になるわけでもなく、

未来を見つめていい経験だと言った。もしかしたらその

言葉には多少の諦念も含まれていたのかもしれません。

しかし私はそんな発言ができる強さに驚き、そして胸を

打たれました。みんながこの災害をこの方のように前向

きに捉えることができたなら、事態はさらに良い方向に

向かうのではないかと思います。 

 実際にボランティアに行ってみて、南三陸町には、テ

レビを眺めているだけでは見えてこない問題が山積して

いることを実感しました。地元の方々は非常に制限され

た生活を余儀なくされており、復興が進んだとはまだま

だ言いづらい状況です。今私たちにできるのは、今回し

た貴重な体験、感じたこと、学んだことを風化させずに

周囲に伝えていくこと。現地に赴くことはそう簡単には

できないけれど、このプロジェクトを通じて得たことを

胸に、私は私にできることを精一杯やろうと思います。

一日も早い復興を心から願って。 
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小さなことでも 

9期 和久太郎（商・3年） 

 

私は本来、ボランティアというものにあまり興味が

なく、行っても役に立たないだろうし、危険なのでは

ないか、という先入観を持ち、今まで避けてきていま

した。今回の震災でも同様の理由や、見ず知らずの誰

かがボランティアをやってくれるだろうから、自分は

行く必要なんてない、と考えていました。しかし、私

の所属しているゼミの先生が学生時代自分と同じ考え

を持っていて、ボランティアに行くことを避けていた

が今回の震災を機にボランティアに行ってみたところ

それまで持っていたイメージが変わったという話を聞

きました。それを聞いて私も今まで、先入観だけでボ

ランティアを避けてきていましたが、まずは、実際に

行ってみないと何も変わらないということを感じ、今

回のボランティアに参加することに決めました。 

事前の勉強会では南三陸町の人々との会話に注意す

るようにとのことをよく言われました。私はあまり人

のことを考えずにものを言ってしまうことが多々あっ

たので常にそのことはしっかりと意識してボランティ

アに臨むようにしました。 

まずバスに乗って最初に私の気を引いたものは、仙

台市を通過している際の風景でした。高速道路から見

えたのはごく普通のショッピングセンターでした。そ

こには大きな駐車場があり、多くの買い物客の車が停

まっていました。これを見た私は、さすがに半年近く

経てば店も普通に営業しているし、人々も少しずつ元

の暮らしに戻っていっているのだろうと思いました。

しかし、その直後に私の目の前にはがれきや木材が山

積みになっている光景が目に入ってきました。それを

見た私はここが被災地なのだということを再確認しま

した。 

続いて、バスが南三陸町内に入ってから私はさらに

驚く光景を目にしました。鉄骨しか残っていない建物

があり、ぺしゃんこにつぶれた車が何台も積み重ねら

れていました。仙台と違い、商店のようなものはなく、

がれき以外には草が生い茂った空き地しかありません

でした。私は初め、特に何もない土地なのだろうと思

っていました。 

私は 3日目にお世話になった宿である、ながしず荘

のお手伝いで宿のおばあちゃんに草刈りを頼まれまし

た。その打ち合わせをした際、私が草しか生えてない

空き地だと思っていた土地には、震災前までは家があ

り、たくさんの人々が暮らしていたということを聞き

ました。これを聞き、私は津波の被害の大きさという

ものを改めて痛感し、何も言えなくなってしまいまし

た。 

実際に行った草刈りでは宿のみなさんが津波から非

難する際に使用した山道の草刈りを行いました。夏に

草刈りを行うのはやはり大変でしたが、作業が終了し

た時の達成感とそれを見たおばあちゃんの喜んでいる

顔を見るのは非常に自分の心に残るものでした。たか

が草刈りと思われてしまうかもしれませんが、草刈り

だけで南三陸の人を喜ばせてあげることができること

がわかったのは自分にとって大きな収穫でした。 

東京に帰って来てからはやはり、ボランティアで過

ごした環境と比べると自分がいかに幸せな生活を送っ

ていたかということを実感しました。しかし、現在も

仮設住宅で満足のいく生活を送れていない被災者の方

が多くいること、どんな小さなことでも現地の人々の

役に立てるということがわかった今となっては、今後

も少しでも現地の方の役に立てるようなことができれ

ば良いと考えています。 
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南三陸町への活動を通して 

9期 門脇圭（商・1年） 

 

この文章を書くのは僕がボランティアに参加してか

ら一ヶ月経ちますが、今でもなお現地南三陸町の光景

を忘れてはいません。そもそもなぜ僕がこのボランテ

ィアプロジェクトに参加したかというと、僕の地元の

茨城も震度 6強の地震により被災し、僕は短期間であ

りましたがちょっとした被災者としての生活をしてい

たからです。大学入学以前からボランティアの経験を

してみたいと思ってはいましたが、震災の頃は入学書

類や一人暮らし先を探すことや、自身も被災したこと

もありとても余裕はありませんでした。水道が 5日間

止まり、知っての通りの食料騒動・ガソリン不足・地

元の店は休業…(近くのショッピングモールは 2 ヶ月

休業していました)。大学進学が決まったのに羽も伸ば

せずあの頃は毎日が抑圧されていた気がします。 

 

それから大学に入学し、未知数であった大学生活に

もなれた頃にこのプロジェクトに出会ったわけですが、

参加に際しての自己負担金も少なく、なにより同じ慶

應生たちが主に参加するので同年代の人たちと一緒に

活動ができることはまだ世間一般的に子供な自分には

心強い企画でした。 

 

 僕たち9期のメンバーは8月の下旬に南三陸町に行

きましたが着いてみるとその光景は悲惨なものであり

今でも強く印象に残っています。もちろん嫌と言う程

TV で津波の影響を見て理解したつもりでしたが想像

以上の惨事であったことを知りました。そして所詮 TV

を通して見るということは他人事のように見ているの

かもしれないことも感じました。だから僕は友達と

3.11の震災の話をするときは、ほんの軽い気持ちでも

いいから現地に訪れることを勧めています。忘れては

いけない出来事であると共に目を背けてはいけない出

来事だからです。ながしず荘の方も「最近のマスコミ

は震災のことを報道しなくなったがこの出来事を風化

させないでほしい」と言っていたのが今も耳に残って

います。 

 

現地では教育支援や開墾、雑草抜きの仕事をしまし

た。普段行わない仕事を長時間行なうことは予想以上

に疲れました。しかし同時に作業前と作業後の変化が

目に見えたことはやりがいを感じるとともに意欲も湧

きました。もっとも大型機械を使えばあっという間に

仕上がったのですが。半日外で作業に従事するので服

装にも気を遣いました。東北は湿度が低く、体感温度

は太陽の有無によって決まっていました。草や虫に注

意を払うため長袖を着用していましたが暑くて作業が

きつかった時もありました。あのときの汗の量を忘れ

ることは無いでしょう。メンバーによってはキッズボ

ランティアやお茶っこをしていましたが僕は力仕事を

メインに活動していきたかったのでそれらの仕事には

参加しませんでした。今では少し名残惜しかった気も

しますが 4泊 5日だったので仕方なかったです。次の

機会があるときにそのような仕事をしてみたいです。 

 

ボランティア活動を初めて経験した自分の感想はと

ても充実したものだったと言えるでしょう。少し大変

だったけど自分が被災地に貢献できたしプロジェクト

参加者とも仲良くなれました。自らの目で見た被災地

は訪れてみる前の自分の考えを改めさせこれから長い

歳月が必要であろう復興を想起させました。実際、僕

たちが参加したとき南三陸町は未だ「復興」とは遠い

状態であり「土地の整備」をしていた状態でした。し

かしそれでも 9期以前の期は 9期に無い瓦礫撤去の仕

事がありました。つまり僕らの期にあまり前進してい

なくてもボランティアプロジェクト全体を通したら十

分な前進だと思います。最近では学食で南三陸のメニ

ューがありいろんな形で支援が続いていることを感じ

ています。僕は一度訪れた町の再興を見てみたいし機

会があれば再び南三陸の地に赴きたいです。 
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南三陸支援プロジェクトに参加して 

9期 鎌田隆久（法・1年） 

 

このプロジェクトに参加したのは、「今行かなければ、

自分の記憶としてこの大惨事が残らなくなってしま

う。」という理由からだった。震災後、現地が実際にど

のような状況なのか詳しく知らず、いや知ろうともせ

ず、東京で普段の生活を続けている自分。同じ日本で

起きたことなのに、まるで別に国かのような現実感の

なさ。そのような、どこか震災を客観的に見ている自

分を変え、実際に経験をした者として後の世代に伝え

ていきたいと考え、プロジェクトに申し込んだ。 

実際に参加をして、感じたことはたくさんあるが、

そのなかでも被災をされた方々がとても明るいという

印象をうけた。もちろん好きで前向きになっているの

ではなく、前向きにならざるをえないのかもしれない。

しかし、もし自分が同じような状況になり、愛する家

族や友人を失ったとしたら、自分はこんなに明るく接

することができるだろうかと考えると、やはり被災地

の方々の底力を感じずにはいられなかった。そして、

彼らがそこまで明るく頑張っているのだから、ボラン

ティアである我々が妙にしんみりとしていては、かえ

って気を使わせてしまうことになると考えたことで、

このプログラムを通して明るく元気でいることができ

た。 

また、震災から半年経ったにも関わらず、なかなか

復興が進んでいないということも感じた。参加する前

は、少しずつでも再建などがされ始めているのではな

いかと考えていた。しかし実際には建物はおろか、が

れき撤去も終わっていない状況で、このままでは何十

年とかかってしまうのではと不安になった。これには、

行政との考えの対立であったり、様々な要因が考えら

れるが、そういった利害関係をこえて、被災者の方々

の気持ちを最優先して行動の出来るシステムを作る必

要があると感じた。 

そんななか、ボランティアの活動がとても小さなこ

とばかりで、本当に復興のために役立てているのだろ

うかという声を聞いた。このことに関して、活動を通

して私が考えた結論としては、役に立てているかは被

災地の方々が決めることだが、確実に意味はある、と

いうことだ。確かにボランティアの内容は小さなこと

かもしれない。しかし、そういった小さなことでも、

復興のためには誰かがやらなければいけないのだ。そ

ういったことをボランティアがやり、もっと大きなこ

と、例えば町作りの全体像であったり建設であったり

を被災者の方々が自力で行うことが、効率のいい復興

につながると考える。 

プロジェクト活動後、この震災を風化させないため

にも自ら発信していくことが重要だと考え、機会があ

れば自分の経験を友人などに伝えてきたが、そこでい

つも聞かれるのが参加した理由であった。困っている

ひとを助けたいからだよ、と答えることができたらい

いのかもしれないが、私の場合はいわば自分のために

参加したようなものである。しかし今回実際に参加を

してみて、やはりボランティアの動機は自分のためで

もいいのではないかと考えるようになった。なぜなら、

自分のためだったとしても、行けば自然と他人のため

に行動をしようと思うようになるからだ。要は実際に

行動をおこすということが重要なのであり、頭で他人

のためと考えているだけだったら、たとえ自分の成長

のためであっても被災地に行くことのほうが何倍も価

値があることだと思う。よって、自分自身これからも

継続的にボランティアに関わっていくと同時に、一人

でも多くのひとがボランティアに参加するよう自分の

経験を発信していきたい。 

最後に、このプロジェクトを 9期で参加することが

できて本当によかった。人数も多く、最初は協力して

やっていけるのか不安にもなったが、打ち解けてみる

と意識が高く尊敬できる人たちばかりで、非常にいい

刺激をもらった。本当にありがとうございました。そ

してこれからもよろしくおねがいします。 
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未来の復興の主人公たちからもらったもの 

9期 木内麻梨亜（法・1年） 

 

2011.3.11。地震が来たときには、たまたま家族全員

が家にいたときので、帰宅困難になったり、家族と連

絡がとれないという事態も起こらず、これといった被

害もなかったのは本当に幸いでした。ですが、地震直

後に情報を得るためにテレビをつけた私は、そこに映

し出された映像を見て、わけがわからなくなりました。

巨大な大津波が町を飲み込んでいく様子は、現実と認

めることはできず、まるで映画を見ているかのような

感覚にすらなりました。映像には、人はいませんでし

た。ただ崩れ、ただ飲み込まれていく街が延々と流れ

ていました。その時、テレビに映っていないゆえに、

そこに生きる人々、生きていた人々は、どうなってし

まっているのかを想像しました。それは悲惨で、辛く

て、涙が流れました。 

日が過ぎ、復興に取り組む被災地の姿が映像に流れ

るようになって、現地の人はもちろんのこと、その復

興に取り組むためにボランティアに行く人を見て、自

分も何か被災者の方々のためにできることがあれば行

いたいと考えてはいました。それでも、その当時の私

には、実際に何をすればよいのか、全く分からず、ま

た、依然おこり続ける地震への恐怖もあり、結局何を

することもできず、気づけば大学生になっていました。 

大学生として忙しい日々の中、それでも私は、被災

した方々のために何かすることができたらいいなと漠

然と考えていました。ですが、募金や物資を送るだけ

で支援をした気になるのは、何か違うという感覚があ

り、どうしたら本当の意味で被災地の方々の役に立て

るのかわからず、特にきっかけもなく、ただぼんやり

とした思いを抱えているだけでした。 

そんな時、この南三陸支援プロジェクトのチラシを

受け取りました。それは、私にとってまさしくきっか

けでした。実際に自分の足で被災地に行く。このぼん

やりとした思いを解消するためには、これが一番の方

法だとおもったのです。 

最初の頃は、ただ被災地の方のために何かしたい。

それだけのモチベーションでした。いえ、それだけな

のだと思い込んでいました。ところが、事前ワークシ

ョップに参加をしているうちに、この南三陸支援プロ

ジェクトへの参加が、ただ被災地のためでなく、これ

から先の自分にとっても意味のあるプロジェクトにな

ると感じ、ただの被災者のためだけでなく、自分のた

めというモチベーションも得て、南三陸へと向かいま

した。 

現地では、私は体力に自信がなかったので、肉体労

働というよりは、キッズドアという NPO法人が行って

いる仮設住宅に住んでいる子どもたちのための学童保

育に参加していました。 

その学童保育に参加して、まず最初に感じたのは、

子供たちが、想像していたよりも無邪気に、とても明

るく振舞っていたことでした。その姿は、被災地でな

い場所に住む子供となんら変わらない。最初には、そ

んな印象を受けました。 

ですが、実際には、彼らもやはり震災にむしばまれ

ていました。それは遊んでいるとき、絵を描いている

とき、話を聞いているとき、いろいろな場面で現れて

いました。 

あらゆるときに現れる、“津波”という言葉。無邪気

に、恐怖を伴って、“死”という言葉と一緒に現れては、

私に、彼らの中の悲しみを感じさせました。彼らの余

りに辛くて理解できないことに対する対応が、そのよ

うな結果に結びついていると思うと、心が痛みました。 

そして、もう一つ思ったことは、この復興は、これ

から先もずっと続いていき、その中でこれから復興の

主役になっていくのは、今はまだこの現状を理解する

ことができていないけれど、それを理解して、受け止

めて戦っていく、彼らなのだということです。それは

残酷だけれど、現実で、彼らにとっては運命なのでし

た。それこそ、あの震災で、彼らはまさしく人生が変

わってしまったのです。 

そんな彼らに、これからを担う彼らに出会い、短い

間でも関わることができたことは、とてもかけがえの

ないものだなと思いました。これから先、彼らに訪れ

る辛い現実、それを受け止める彼ら。それを想像する

と、本当につらく、だからこそ、彼らのために、私も

何かできることを探して、復興に協力をしていきたい

と感じました。そして、彼らの応援をずっと続けてい

くんだという決意を持ちました。 

復興支援と聞けば、力仕事ばかりな印象が多いと思

います。そんな中、私が経験した、少し変わった復興

支援は、間違いなく、私に大きな何かを残しました。

これから先も私にできることを探して、復興を支援し

ていきたい、いつまでも、この震災を忘れずに、協力

していきたいと感じました。今思えば、私が被災地に

与えられたものより、被災地に与えられたものの方が

ずっと大きかったような気がします。わたしは、この

経験を一生忘れません。そして、今回の大震災を風化

させないためにも、この経験を出来るだけ多くの人に

伝えていきます。 
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南三陸町の魅力が再び輝く日まで 

9期 北村千代（社会人） 

 

私は 15年くらい前に大学を卒業した社会人です。し

かも母校は慶應大学ではありません。それなのに参加

させていただきました。みずみずしい感性を持つ若く

聡明な皆さんと一緒に、思い入れのある南三陸町でボ

ランティアができたことは、かけがえのない思い出で

す。きっかけをくださった恩師・横浜康継先生と参加

を承諾してくださった長沖先生はじめプロジェクト主

催者の皆さま、そして、快く仲間に入れてくださった

9期の皆さんに、心から感謝しています。 

南三陸町には恩師や大学時代の先輩がいました。し

かし私にとっては初めての訪問でした。そして初回か

ら瓦礫と雑草に覆われた悲しい光景を目に焼き付ける

ことになりました。何年も前から企画していた南三陸

への家族旅行が、ついに今年の夏に実現できそうだと

分かり、張り切っていた矢先の震災でした。 

南三陸町在住の先輩が、一時期『彩（あや）』という

冊子を発行していました。ローカルな話題満載の南三

陸町の情報誌です。海も山もある豊かな自然の輝きと、

都会にはない絆で結ばれた人々の温かな交流が、誌面

いっぱいにあふれていました。今回出会った町の方々

は、顔では笑っていても、言葉の端々から、辛い別れ

を一度に経験して深く傷付いていることが、痛いほど

伝わってきました。いろいろなストレスを抱えている

町の方々が、再び本来の明るい笑顔に戻る日まで、細

く長くかかわっていきたい――今回、実際に南三陸町

の地に足を付けて、町の人と会話することができて、

改めてその思いを強くしました。 

ボランティア 1日目は、波伝谷に行きました。流さ

れてしまった住宅の敷地で、背丈くらいに伸びた草を

10人以上で半日かけて抜きました。根っこから上手に

引き抜けると達成感がありました。大事なものを壊す

といけないから機械で刈らずに手で抜くのかと思った

けれど、生活をしのぶ小物は数個しか見当たりません

でした。住人が事前に回収したのか、総ざらい波に持

って行かれたのか、真相は分かりません。きれいにし

た土地を誰が何に使うのかという目的も分からずじま

い。意義が見えず少し戸惑いました。しかし考えてみ

れば、細かな事情など、知らなくて良いのかもしれま

せん。「被災者」になった途端に、見も知らぬ人たちが

押し寄せてプライバシーに土足で踏み込んでくるなん

て、残酷な話です。ボランティアは黙って必要とされ

ることだけを笑顔でこなせば良いのだ、と事後勉強会

を終えてから、ようやく気が付きました。 

2 日目の活動は、前日の草抜きの仕上げと「海藻お

しば」でした。ここで恩師との再会を果たしました。

大学 4年生のとき、私は横浜先生がセンター長を務め

る海辺の研究所に住み込み卒業研究に取り組みました。

定年前の先生の拠点は、南三陸町ではなく、伊豆半島

の下田でした。研究室や学生寮から常に潮騒が聞こえ

る最高の環境でした。卒研を終えて就職するまでの 1

年間、いつでも海に足を浸せて、夕日が落ちる水平線

を眺めながら読書もできる……そんな海辺暮らしの幸

せに酔いしれました。しかし、本当の意味で「海と暮

らす」のは、そんなに甘いものではないのでしょう。

海こそ人生と言えそうな漁師町の方々の海への思いは

広く深く、海が変貌したときの恐ろしさも、よく知っ

ているはずです。今回の震災で、石巻の漁師さんが船

で沖に出て大津波と対面したとき「これぞ昔話で聞い

た龍だ！！」と実感したというエピソードがあります。

まさに、昔から日本人が語り継いできた龍こそ、海の

持つたくさんの顔の 1つ、1000年に 1度の巨大津波だ

ったのだと思いました。 

震災直後に、南三陸町の周辺情報をネットで検索し

たときには、無事を知らせる明るい報告が目立ちまし

た。それが 3月 11日より前に起きた大きな地震につい

ての報告だということに、私は気付きませんでした。

だから、数日経ってから突然報じられた町の惨状に仰

天しました。テレビ画面に映し出される瓦礫の山と

日々更新される犠牲者の数に体が震えました。先生や

先輩一家の安否確認にも時間がかかり、幸い無事と分

かってからも、言葉が見つからず、なかなか連絡を取

れませんでした。ようやく声を聞けた横浜先生に「南

三陸に行きたい」と相談して教えていただいたのが、

このプロジェクトでした。 

9 期からは自然環境活用センターの建物がボランテ

ィアセンターになりました。作業着に身を包み、恩師

が 10年かけて築き上げた施設に初めて入りました。海

藻おしばグッズや、懐かしい海洋生態学の教材や顕微

鏡が、砂に汚れて山になっていました。忘れられない

光景です。 

最終日は、学童通いの子をもつ母親としてスキルを

生かせると自負していた「キッズドア」担当になりま

した。しかしフタを開けてみれば、子供との交流が上

手なのは私ではなく大学生でした。やんちゃ過ぎるほ

ど元気な子供たちの姿に、なんだか癒やされました。

将来、見事に復興した南三陸町で、お互いに気が付か

なくてもいいから子供たちと再会して、楽しいお酒を

飲みたいです。 
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南三陸支援プロジェクトに参加して 

9期 桑澤瑠莉（文・1） 

 

震災後、自分も何か行動をしなければと漠然と考え

ている中、津田先生の授業でこのプロジェクトを知り

参加しました。 

今までボランティア活動などにはほとんど参加した

ことはなく、初めは何度も迷っている状態でしたがワ

ークショップの回を重ねるごとに行きたいという気持

ちが強くなっていきました。しかしそれと同時に、WS

内で傾聴スキルなどを習う中、私なんかが行って大丈

夫なのだろうかという不安や強い責任感が大きくなっ

ていたのも事実です。参加に踏み切ったきっかけとし

ては、ありがちですが自分の目で被災地を見てこよう

という思いが強かったということも挙げられますが、

何回目かの WSの中で、参加していたある生徒の方が、

「皆さんは何のために被災地へ行こうとしているので

すか？僕は自分のために行きます」と発言したのを聞

き、「あぁ、自分のために行くという考え方でもいいの

か」と思えたことが大きいです。もういろいろ迷って

いるよりはとりあえず行こう！と思い切りました。 

自分はテレビなどで被災の状況を見て大変だとは感

じつつも実際周りの人に比べ実感は薄く、でもさすが

に自分の目で見れば感じることがたくさんあるだろう

という思いを持ちながら現地へ向かいました。現地へ

到着し、多くの瓦礫の山や崩壊した家屋の跡を目にす

る中、やはり圧倒はされたが、結局自分が一番震災を

実感したのは東京に戻ってきてからだと思います。電

車に乗り帰宅する中、ついさっきまで見ていた光景と

の差があまりにも大きく、気持ちを切り替えることが

難しかったです。快適すぎる暮らしの中にいるという

ことに疑問もわいてきました。 

3 日間の活動では主に波伝谷の草刈り、海藻おしば

づくり、キッズドアでの子供たちとの交流、ながしず

荘の非常階段のさび落とし＆ペンキ塗りを行い、実際

に現地の方々と交流する機会は少なかったが、自分が

活動した形跡が目に見える形で残る仕事ができたので

よかったと思います。それから、9期は人数も多い中、

大きな問題も起きることなく予想以上にスムーズに活

動でき無事帰ってこられたが、それは 1期からの人た

ちが何もないところから様々な試行錯誤を繰り返し作

り上げてきた土台があったからこそのことであり、本

当に自分たちはやりやすい環境の中で活動ができたん

だなと感じました。 

ボランティアから帰ってきてからは、南三陸など被

災地の情報をこまめに見るようにしていたが、実際時

間がたつにつれ頻度は減っているし、日本全体の関心

も薄れてきています。それから、帰ってきてからはと

りあえず自分が見てきたことを忘れないよう話せるだ

け周りに話そうと心がけていましたが、そうした中こ

のプロジェクトを知らない学生が意外といたことに驚

きました。これからもこのプロジェクトは続いていく

と思うので、もっと宣伝をし、慶應の学生全員がこれ

を知るようになってほしいと強く感じます。 

復興までの長い道のりの中、自分にできることは何か

ということ常に考え、積極的に活動に関わっていきたい

です。 
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子供たちから学んだこと 

9期 古賀一弥（経・1年） 

 

 我々の乗ったバスが南三陸町に入り、何よりもま

ず私の目に飛び込んできたのはあたりに点在する瓦礫

の山だった。ボロボロの自動車や電信柱、建物の外壁

であったと思われるコンクリートの塊など、さまざま

なものが一緒くたになり、大きな山を形成していた。

圧巻だった。震災による被害をいの一番に目にし、南

三陸町で過ごす 3泊 4日に一抹の不安を感じたのを今

でも覚えている。もっともその不安はすぐに消えさる

こととなった。 

 その日は休み、次の日から活動が始まった。活動

初日、私には「平成の森」という施設にて、小学校 1

－3年の児童 7，8人の世話をする仕事が割り当てられ

た。仕事といっても、その内容は子供たちとひたすら

に遊ぶというものだ。「楽勝だろう。」とか思いながら、

施設に向かったのだが、違った。全然楽勝なんかじゃ

なかった。子供たちは元気なんて言葉じゃ形容しきれ

ないほど、エネルギーに満ち溢れていた。もう本当に

元気過ぎた。室内にもかかわらず、ボール遊びするわ、

走り回るわ、挙句の果てには喧嘩しはじめるわで、収

拾がつかないとはこのことかと思った。 

 結局、子供たちのその元気な姿にあてられて、私

も小学生に戻った気分で一緒になって遊んでいたのだ

が、そんな元気すぎる子供たちが時折見せる不安気な

表情や言動に、震災の爪痕を感じ取ったのはいうまで

もない。震災のその日の情景は子供たちの中に、背負

っていかなければいけないものとして存在し続けるの

だろう。そんなことを思いながら、1 日目の活動は終

了した。 

 2 日目、私は開墾班の一員として、山を切り拓い

ていた。なんでも、こうして土地を切り拓くのは震災

の影響で漁に出られなくなった漁師に農地を提供する

ためであったらしい。南三陸町を復興させるという意

味において、かなり大きな比重を占める活動だ。そう

思えば、材木を運ぶ手にも力が入り、気がついたらそ

の日の活動は終了していた。その日はいっそう風呂が

気持ちよく、夕食が美味しく感じた。 

 3 日目、私は再び児童保育の仕事のため、平成の

森に来ていた。子供たちとの感動の再会である。とい

っても、1日しか経っていなかったのだが。3日目も初

日と同様に力の限り遊んだ。例によって、ボール遊び

をしたり、竹とんぼを飛ばしたりした。自由研究用に

泥団子も作った。気がつくと、子供たちの世話をする

はずが、また童心に帰り一緒になって楽しんでしまっ

ていた。 

 「光陰矢のごとし」とはよく言ったもので、子供

たちと一緒になって遊んでいると、あっという間にな

がしず荘に帰る時間が来た。切なかったが、帰らない

わけにもいかないので渋々平成の森を後にした。子供

たちがわざわざ見送りに来、手を振ってくれていて、

なかなかにこみ上げてくるものがあった。 

 今回、平成の森にて一緒に遊んだ子供たちはきっ

と震災の被害者として、東北大震災のことを後世に語

り継いでいくことだろう。彼らの感じた恐怖や不安は

経験として蓄積され、後の世に同じようなことが起こ

ったときに被害を最小限にとどめるための必ずや礎と

なるだろう。そして、彼らに直接会い、関わった我々

もきっと彼らの心情を理解し、助けになれると思う。 

 震災から半年以上経ち、被災地以外では東北大震

災はもはや過去のものとなりかけている。だが、被災

地域の人々にとって東北大震災は未だリアルに続いて

いるものであり、我々はそのことを忘れてはならない。

そう実感させられた 3泊 4日だった。 
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南三陸町 

9期 古谷安紗美(法・1年)

 

私は地震が起きたとき、友人と一緒に千葉の大型ショッ

ピングモールにいました。係員の誘導に従って外に出る

と、テレビでも放映されていた隣のコンビナートからの

煙で外は真っ暗でした。避難している間私は、泣きわめ

く子供や座り込んで立ち上がれなくなってしまったお婆

さん、怪我をした従業員の方を見ました。しかし、その

時私は、自分自身の恐怖心から何もする余裕がありませ

んでした。また、友人が秋田の実家の両親と連絡が取れ

ずに青ざめているのに対し、絶対に大丈夫だからと声を

かけることが精一杯でした。私が体験したこの様子はテ

レビでは放映されていません。放映されたのは煙に包ま

れたコンビナートの様子だけです。このように、南三陸

においてもメディアによる報道だけでは分からない現地

の様子が必ずあると思います。現地の人々のために私が

できることは話し相手になる位かもしれません。それで

も自分の経験として、実際に行ってみないと分からない

そういった状況を理解しておきたいのです。そのため、

私はこのボランティアへの参加を強く希望します。 

このプロジェクトに参加する前に書いた志望動機を

見返してみたところ、以上のようなことを書いていま

した。 

そんな気持ちを抱いていった南三陸町で再び私は再

びショックと無力さを味わうことになりました。 

 

初めて南三陸町に入り、バスから外を覗いたときは、

地盤沈下によって水位が上がり、水がすぐそこまで迫

っていることに、津波で流されてほとんど何も残って

いないことに衝撃を受けました。私が想像していた風

景は、よくテレビで報道されているような建物が倒壊

している状況だったのですが、何もないというのはそ

れ以上に深刻な状況なのです。 

二日目に行った“お茶っこ”で現地の方々と触れ合

ったことで私は様々なことを考えさせられました。お

年寄りたちと話すと、その怒りは町長に集約されてい

ることが分かりました。被災後の町長の対応は遅すぎ

だと。皆誰が悪いか分からないでいる、だからとりあ

えず上の人に怒りの矛先を向けている。そうした数人

の怒りが積み重なって、原発事故の対応が遅いのは政

府のせいだ、とかなっているのだと実感しました。 

 

また、たこ通信の配布で仮設住宅を訪れ、仮設住宅

で暮らす人々も様々だと感じました。何事もなかった

かのように気丈に振る舞っている人、部屋から出るの

を嫌がって人との交流を拒絶する人。仮設住宅のコミ

ュニティは本来どのようにあるべきなのか私には分か

りません。それでも、そんな中で、仮設の復興に向か

う理想像の１つを目の当たりにした気がします。それ

は、仮設に暮らす人たちが自分たちで交流の場を設け、

ボランティアとも被災者―ボランティアという関係で

はなく、人―人として接している姿でした。 

 

最後に私は千葉に戻って空白感を感じました。自

分はどこにいたのだろうという違和感を覚えました。

メディアでは見なくなった被災地の話題。でも、現地

では何も進んでいなくて、店もない。仮設の人たちが

出て行ったら、戸倉地区には 3軒しか残らないという

事実。そんな中でどう復興していくかが今後の課題だ

とながしず荘の方はおっしゃっていました。まだ終わ

っていないということを強く認識しました 
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自分には何ができるのか 

9期 城本香苗（理・1年） 

 

私がこのプロジェクトに参加したきっかけは、事前 WS

がしっかりあるので安心して現地に行けると思ったから

です。前々からボランティア活動には興味がありました。

しかし、「自分が行って何になるだろう」とか「本当にお

役にたてるのか」とか「すごく危険なことなのではない

のか」などと考えてしまい、なかなか行動に移すことが

できませんでした。しかし、このプロジェクトは WSでき

ちんと学んでから現地に行くことに重きを置いていたの

で、これなら安心して活動できるだろうと、参加に踏み

切りました。実際、WSで自分と同じように考えている人

が沢山いたので、「こんな自分でも大丈夫なのだ」と思い

ました。 

 しかし、WSを重ねていくうちに新たな不安もでてきま

した。「傾聴スキルをつかえこなせるだろうか」とか「熱

中症対策がきちんとできるだろうか」などということで

す。最後まで、本当に行く意味があるかどうかも考えて

いました。 

 初日に、はじめて見た南三陸の光景を今でもしっかり

と覚えています。テレビで観ていた時には感じられなか

った、現実感というか、言葉に表すこともできない強い

印象を受けました。今思うとそのときに今までの不安が

なくなったと思います。「自分がちまちま考えている暇な

んてないのだ。何かとにかくできることをしてこの光景

を少しでも変えて帰りたい」と強く決心しました。 

 私は 2日間開墾作業をして、最終日に草刈と学習支援

をしました。開墾作業はきつい肉体労働で、正直かなり

大変でした。しかし、「この森がいつか漁業ができなくな

ってしまった方々のためになるのだ」と考えると最後ま

で頑張ることができました。また、個人で来ていた方々

とも交流ができてとても刺激になりました。自分の夏休

みとボランティア休暇をつかって車で島根から来ていた

方や、車中で寝泊まりしている方などがいらっしゃいま

した。時間がないなかでも自分が少しでも何かできるな

ら、という思いで皆きていることがわかり、私もこんな

人間になりたいと思いました。そして、このプロジェク

トをそういう人間になる一歩としたいと思いました。 

 草刈は炎天下のなかでの作業でした。3 日目で疲労が

ピークに達していました。しかし、作業中にありがとう

と地元の方に言われてこんなことでへこたれてはいけな

い、と頑張ることができました。ありがとう、という言

葉はとても心に響きました。こんなに言われてうれしい

と思ったことはないかもしれません。「自分がやっている

ことは間違ってないのだ」と思えたからです。 

 つらい作業のなか沢山の達成感を得ることができまし

た。しかし、このプロジェクトを通して私はボランティ

アに参加するにはまだまだスキルなどが足りないのでは

ないかと思うこともたくさんありました。まず、車が運

転できない。もちろん草刈り機やチェーンソーなども使

えない。また今回は現地の方とお話しする機会がなかっ

たのでわかりませんが、傾聴スキルもうまく使えたかど

うかわかりません。一人だけでは多分なにも活動できて

いないだろうとも感じました。とにかく沢山の箇所を成

長させなければならないと思いました。どうすれば自分

を成長させることができるかを考えた結果、「自分がする

活動ひとつひとつが、何らかの形で、ボランティアや大

きな意味での復興に関係していくと思いながら活動する

べきなのだ」と思いました。例えば、家の近くでは車は

なくても平気だったので免許はとらなかったのですが、

そう考えずにボランティアでは必須アイテムだから取っ

ておこうと考えることです。また、私たち学生は勉学が

本業なので、いまやっている学問が復興にどう役立つか

を考えながら勉強すれば緊張感も持てるし、3.11のこと

を忘れずに毎日を過ごすことができると思います。 

 このプロジェクトに参加する前まではなんとなく積極

的にはなれずに、不安ばかりを感じていました。しかし、

このプロジェクトに参加してからは、とにかく何か活動

すれば少しは前進することを感じ、積極的に活動してい

こうと思うようになりました。また、意識の持ち方の大

切さもわかりました。このプロジェクトを第一歩として

これからも南三陸の支援と、復興に関わっていきたいと

思います。 
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南三陸にいって 

9期 鈴木有紀子（文・2年） 

 

「風化させないでほしい」。ながしず荘の若旦那さん

のお話で最後におっしゃっていたこと。私が南三陸に

行き、東京に帰ってきて 2か月たって今、まだ頭の中

にこだましている一言だ。 

今回の南三陸プロジェクトに参加していなかったら、

三陸沖地震のことや、南三陸に住んでいる人々のこと

などに、今、思いをはせることはなかったかもしれな

い。東京での報道もすごく少なくなっているし、ただ

なんとなくそんなことに思いをはせることなく過ごし

ていたのではないだろうか。 

ボランティアで南三陸にいき、TVの報道で見慣れて

いた光景を自分の目でみたときの衝撃は、今でもしっ

かり覚えている。瓦礫の山。病院の跡地。すっかり草

むらになってしまった津波で流された民家の跡地。3

月に起きた大地震からもうすぐ半年だというのに、「ま

だこの状態なのか・・・」と呆然とした。と同時に「い

つになったら元の状態、元の状態よりもよくなるのだ

ろう」と思わざるを得なかった。 

私は、現地での仕事としては草刈り、ながしず荘の

お手伝いをした。そのため、あまり現地に住んでいる

方々との交流は少なかった。そこは少し残念だったの

だが、ながしず荘のおばあちゃんからは「ありがとう

ねー」などと感謝の言葉をいただくことが多く、その

ときはとてもうれしかった。 

私がこのプロジェクトに参加しようと思ったのは、

元々TVの報道がきっかけだ。被災した東北の様子を見

て、「私に何ができるのだろう」と考え、いろんな学生

ボランティアを探している最中、大学の講義のときに

このプロジェクトのチラシを手にした。「とりあえず参

加してみよう」と友達を誘い、参加を決めた。自分か

ら積極的に何かに参加するのが苦手な私としては、ワ

ークショップに参加するのも結構大きな一歩であった。

「何ができるか考えるばかりで、ただ手をこまぬくよ

りも、参加してみればいい」と言っていた友人の言葉

も後押しとなった。 

南三陸にボランティアとして行った8月22～26日の

間「自分のちっぽけさ、無力さ」も多く感じた。私は

役に立っているのだろうか、邪魔になっていないだろ

うか…と不安に思うこともしばしばであった。しかし、

先生方や 9期のメンバーはとてもパワフルで、普段だ

ったらウジウジ考えてしまったかもしれないが、前向

きにがんばることができた。一緒に参加した友人、9

期のメンバーの皆さん、先生方、ながしず荘の方々に

は、とても感謝している。 

南三陸に行って、現地の様子、日々を一生懸命生き

ている人々の姿を自分の目で見て、ながしず荘の若旦

那さんから震災当時のお話を聞けたのは経験としては

とても大きかった。TVの報道でも聞かなかったことを

たくさん耳にした。離れた東京にいても、南三陸のこ

とを忘れず、今後も何かできたらと思う。 
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私たちにできること  

9期 遠山夕貴（明治学院大学文学部芸術学科・1年） 

 

「誰か一緒にボランティア行かない？」きっかけは

Twitter に投稿された友人の呟きだった。もちろん、

この呟きをみて「うおー！ボランティア行きたいー！」

となったわけではなく、震災後からボランティア参加

への意志はあった。機会と勇気がなく参加をためらっ

ていた時、この友人の『誰か』という不特定多数をタ

ーゲットにした発信に、たまたま自分が名乗りを挙げ

ることができた偶然に感謝したい。 

行く前と帰ってきた後で、私の中で何か変わったの

だろうか。たまたま手にしたチャンスは、今後一体何

に活かされるというのだろうか。1 か月以上経った今

でも、自分の中で消化しきれていない部分が多く、は

っきり言って感想文に何かを書けるまでに考えが至っ

ていないのだ。 

何かひとつ、と言われたら、子供たちのことが思い

浮かぶ。私は 3日間の活動のうち 2日間学童保育の手

伝いをさせてもらった。子供たちは私の予想を超えて

元気いっぱいで、変な言い方をすれば拍子抜けした。

地元の児童館にいる小学生と何ら変わりはないように

思えた。 

けれど、それは違った。仲良くなってたくさんおし

ゃべりを重ねていくうちに、ある女の子がぽろっと言

った「水泳やってたんだ。今はやってないけど」の一

言にドキッとした。特にその子が何を言ったわけでは

なかったけれど、通っていた水泳教室が津波にのまれ

たのだろうということは容易に想像できた。 

よく考えたら、よく考えなくても、この子たちは成

人までの過程でたくさんの不自由に遭遇するのだろう

な、と思ったら悲しくなった。やりたくても、できな

いことが、たくさんでてくるはずだ。復興に 5年かか

るとしたら、あの子が再び水泳教室に行けるのはきっ

と中学生になってからだ。 

もちろん、あの壊滅状態の町にあと 5年でスポーツ

センターができるようなめざましい復興が期待できれ

ば、の話であるが。半年経って、この状況。じゃあ、1

年経ったら…。 

学童保育の手伝いというと、子供たちの面倒を見る

ボランティア、と直結しがちだったが、今回、考えを

改めるいい機会になったと思う。学童保育は、大人が

安心して仕事ができるように子供を預かるシステムな

のだ。子供と遊んでいるばっかりで、実際、満足感や

達成感があったと言えばうそになる。けれど、自分が

一番したかった、『日常生活をするための些細なお手伝

い』が、できていたのだな、と思った。子供たちが喜

んでくれていたのなら、こんなにうれしいことはない。 

『日常生活をするための些細なお手伝い』がしたい、

というよりは、それくらいしかできないだろうな、と

いう心持だった。実際、ボランティアに出来ることな

んて復興のうちの微々たるものだし、道路を整備した

りライフラインを引いたりするのは国や県やってもら

わないとどうにもならない。一方で、毛細血管に塊が

入りこもうとすれば血栓になってしまうように、大き

な力ではできないこともあるのだな、と思う。今回、

私たちの現地での活動は、積み重なった石の隙間を埋

めるような、そんなものだったと思うし、ボランティ

アっていうのはそうあるべきだ、と思う。大きな力と

小さな力が、自分の持ち場をしっかり理解して、ぶつ

かりあうのではなく、互いに手を取ることができたの

なら、復興への道のりは明るいのではないだろうか。 
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南三陸支援プロジェクトに参加して 

1・9期 中込健太（理・2年） 

 

3月 11日、私は友人と日吉キャンパスにいた。帰宅

できずに協生館に泊まったのだが、夜遅くまで停電の

ために情報が得られず、状況がよく分からなかった。

日付が変わるころに電気が復旧し、ビジネススクール

の大学院生が教室のスクリーンにテレビの映像を映し

出した。そこに映し出されていたのは火の海となった

気仙沼の映像。今でも衝撃を覚えている。翌日の昼過

ぎ、混乱するなか市川の自宅まで帰宅した。部活の全

国大会も途中で打ち切り、早慶戦も中止となった。 

「何かしなければ。」そうは思っても、「ボランティ

アが入るのはもう少し待ってほしい」との報道もあり、

どうしてよいかわからなかった。そうこうしているう

ちに、大学が始まり、何もできずにいた。震災のこと

が気になっても、部活や授業（特に実験レポート）に

忙しく、何かをするきっかけを見つけられなかった。 

そんなある日、日吉の掲示板で「夏休み！南三陸支

援プロジェクト」のポスターを見つけた。志木高出身

の私は、3 年前に高校の研修旅行で南三陸町を訪れた

ことがあった。光合成や海藻の色素の実験を行った自

然環境活用センター、養殖の洋上見学を行った志津川

湾、海に面した歌津の魚竜化石・・・志木高で研修を

行った場所が現在どのようになっているのか、気にな

っていた。 

「このプロジェクトに参加しなければ南三陸に行く

機会を失ってしまう。」そう思い、補講も活用し、なん

とか 3回のワークショップとシンポジウムに参加する

ことができた。実を言うと、ワークショップの日程は、

課題提出の締切日や期末試験と重なっていて、もし行

き先が南三陸でなかったら、参加をあきらめていたか

もしれない。 

今年は節電のため、半数以上の授業で授業内に期末

試験が実施された。そのため期末試験が早く終わるこ

とになり、幸運にも 1期に参加することができた。 

初めて被災後の志津川を見た時の衝撃は今でも覚え

ている。三陸自動車道を降り、登米市から国道 398号

線を進んで南三陸町に入って行った。ある地点からの

杉の木が茶色に枯れていた。津波のためだ。そこから

何もない。壊れた自動車がまだ転がっていた。夢中で

写真を撮った。「4か月以上経っているのに、まだこの

ような状況なのか。」志津川地区・戸倉地区をバス車内

から見た感想だ。 

1 期で私は、草の移動、波伝谷の小川の清掃、自然

の家での夜の学習支援、ながしず荘の手伝い（エアコ

ンの解体・避難経路の掃除）、民家跡の瓦礫撤去などを

行った。 

小川の清掃では、川の中から大量の瓦が取り出され

た。また、中学校の卒業文集やマラソン大会のメダル

など、思い出の品も見つかった。 

学習支援では、思いがけない出会いがあった。帰り

際、自然の家のロビーで食事をしていた保護者の方が、

「志木高の人はいないか？」と声をかけてくれた。志

木高生を漁船に乗せてくれた戸倉の漁協の方だったの

だ。志木高出身であることを伝えると、とても喜ばれ、

「よく来てくれた」と握手を求められた。こちらまで

嬉しくなった。ただ、「津波について聞いてはいけない」

などと意識しすぎるあまり、固くなってしまったのが

残念だ。 

もともと複数期に参加したいと考えていたこともあ

り、東京に帰ってきてから、9期にも申し込んだ。 

9 期に参加した際は、民家跡の草刈り、海藻おしば

作りの体験、キッズドア（学童保育）の手伝い、波伝

谷の道路整備などを行った。 

 9 期は、ボランティアセンターが自然の家から活用

センターへ移転した直後だった。移転に伴う、不満の

声が漏れ聞こえてきた。同じ「被災地」でも、仙台（県）

と戸倉の間では認識の隔たりがあるように感じた。 

現地では、瓦礫の撤去や復興のため、パワーショベ

ルが休みなく働き、沢山のトラックが行き交っていた。

町内見学の際に訪れた志津川中学からは、志津川の中

心部を一望できた。9 期で訪れた際は、約 1 か月前の

1 期の時と比べ、確かに町の瓦礫は減っていた。それ

でも「まだ何も・・」というのが正直な感想だ。複数

期参加したことで、復興の大変さをより実感すること

ができた。 

振り返ってみると、1 期には、ある種のパイオニア

精神があったように思う。これからの活動の土台を作

るための手さぐりの作業の連続だった。9 期は、あら

ゆる面において、今までの期の積み重ねの上に活動が

成り立っていたように感じる。ながしず荘の毎日の掃

除など、ある面では非常にシステマチックだった。こ

のような異なる二つの期に参加できたことは、とても

有意義だった。 

このプロジェクトに参加する前は、宮古も陸前高田

も気仙沼も南三陸も石巻も仙台もいわきも全て、「被

災地」とひとくくりに見ていた。しかし、シンポジウ

ムやワークショップでいろいろな話を聞いたり、調べ

たり、何より現地に行ったことで、地域によって状況

が異なる、というごく当たり前のことを、実感を持っ

て認識できた。 

このプロジェクトを通して、多くの人と知り合うこ

とができた。このつながりを大切にして、これからも、

継続的に南三陸に関わっていきたい。 
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南三陸での活動と心境の変化 

9期 中谷圭吾（法・1年） 

 

 私がこのプロジェクトに参加した理由は、主に「被

災地ボランティアという経験をしたい」という思いか

らでした。被災地の復興のために、とか困っている人

を救いたい、という考えはあまりなく、大学生という

時間がある時期に多くの経験をしたい、その一部とし

て被災地へボランティアに行きたい、と思っていたの

が本音です。 

しかし、今回の南三陸プロジェクトに第 9期のメン

バーとして参加し、実際に現地に着いて南三陸の光景

を目の当たりにして、私の思っていた軽い考えは消え

去りました。「少しでも現地の役に立ちたい…。」とい

う気持ちが自然と自分の中からこみあげてきたような

感じでした。 

津波によって跡形もなく町全体を飲み込まれた後の、

町の光景は私が南三陸へ行った 8月の時点でも絶望的

な光景でした。特に、早朝に起きて実際に海岸から津

波の到達した地点まで歩いた時は、想像していたより

も相当森の奥の方まで行ってもまだ津波到達点には着

かず、やっと着いた津波到達点からは全く海が見えな

い、というような山奥で、津波被害の甚大さと脅威と

いうものをまさに身をもって体感しました。 

私の現地での活動は主に宅地の草刈や仮設住宅への

唯一の道路の整備などといった活動で、「南三陸町に住

む人が震災以前の生活へ向かう手助けをしているの

だ！」という意識を持って活動できたのでとてもやり

がいがありました。しかし、これらの活動は草刈り機

や重機で行えばすぐに終わってしまう作業であり、特

に草刈りに関しては冬場に刈ればもっと効率よく整備

できるのになあと思うような作業でした。すなわち、

現地には重機もなく、地道に人の手で活動を続けてい

かなければならないという状況というのが現状でした。

それでも一日かけて汗をぬぐいながら時にはスコップ

で、時には鎌で、時には手抜きで草を刈り道路整備を

行い、きれいになった道路で現地の方々が少しでも気

持ちよく過ごせたら、とても嬉しいな、と思います。 

現地では少しでも現地の役に立ちたいと思っていま

したが、ボラバスで帰ってきて、私はこのプロジェク

トを通じて自分自身とても成長することができたな、

と感じます。それは、ながしず荘での生活面でもボラ

ンティア活動の面でも、与えられた仕事をこなすとい

う実生活で慣れていた行動から、自発的に仕事を見つ

け、どう行動するべきなのかということを常に念頭に

置いて行動するようになったからだと思います。さら

に、仕事やすべての行動の意義を考えることでよりモ

チベーション高く活動できるということを現地で吸収

し、持ち帰ることができました。 

その時その時で需要があることを行って、人の役に

立つということがボランティアにとって重要なことで

あると私は思うのですが、私たちのように重機などの

特殊な機械を扱う技術が全くない人間ができる作業や

仕事のニーズ調査をすることが今後のボランティア活

動を円滑に進めていくために必要だと感じました。私

は今回携わることができませんでしたが、お茶っこの

ように会話を楽しむ、ということなら老若男女選ばず

誰でもできることですし、出発前の私のような、被災

地ボランティアに関心はあるけどよくわからないとい

う気持ちの人は是非まずは現地に行くべきだと思いま

した。 

今回の私の活動は量的にも質的にも本当にちっぽけ

なものだったと思います。ですが、この南三陸プロジ

ェクトは 1~10期まで継続的に活動をしていた、という

点で、私のような小さな一歩が集まり、これが積み重

なって復興への大きな一歩になれたと思います。この

ような活動を重ねて大きな歩みにしていくために慶應

のボランティアセンターの充実や、とにかく現地に行

くという姿勢が今後大事になってくるのかと思います。 
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もゆる火の 

9・10期 韮澤太一（ 東京大学 公共政策大学院 1年 ） 

 

 「1人が 1人を助けるだけでもスゴイこと」 

ながしず荘の及川博道さんの言葉が忘れられない。 

 

 振り返れば、私の東日本大震災はパリで始まった。 

「国に一大事が起こった」という現実は、私に「日本

人」であることを強く意識させ、危機にこそ「若者」

が国の将来を担っていかなくてはならないという国

士的気概を揺り動かした。そうして、母国の窮状を伝

える TV報道を連日見守る中、「必ず現地を自らの眼で

見たい」という想いが高まった。 

 帰国後、緊張した東京の街に驚いた。電車に乗る

人々はどこか浮足立っており、人の顔も、街の灯りも

暗かった。ようやく日本の混乱を肌で感じたものの、

震災直後の大動乱を体感していない私には、その混乱

もどこか自分からは遠い存在のように感じられた。ま

るで「転校生」になったような感覚だった。不思議で、

そして意外なことであったが、海外で感じた「一大事」

という危機感は、いざ日本に帰ってきてみたら当の日

本人たちと共有できなかった。役に立たなかった。 

時が過ぎ、東京の体感者たちもその vividな危機意

識・緊張感を失っていった。東京の震災は明らかに風

化し、日常に戻っていった。「大変なこと」が確かに

起こったはずだったにもかかわらず、否応なく風化は

加速した。私は分からなくなった。今回の東日本大震

災というものも、日本人というものも、人間というも

のも、そして己自身のことも。多かれ少なかれ、日本

人は各々ある種の錯乱興奮状態に陥ったのかもしれ

ない。巨大な出来事の前に、その困難さの前に立ち往

生したのかもしれない。とにかく、東京から震災は遠

くなった。 

そんな私の寝言を南三陸は一掃した。四の五の言っ

ている状況ではない。南三陸に広がる夏草の原っぱ、

そこに散らばる家々の残骸。転がる車、漁船。なぎ倒

された木々。崩壊した建物。その現実が厳然として

我々の前に在った。瓦礫も復興への課題も山積し、人

手も、物資も、仕事も、希望も、何もかも必要だった。 

そんな状況下でそもそも我々学生は戦力だったの

か。確かに、約 1ヶ月、述べ 270人の学生が行った支

援活動は多岐に渡った。何らかの、多少のお役には立

ったかもしれない。しかし、我々は家も建てられない、

雇用も生活も支えられない。大勢で力を尽くしても、

区画一つ分の草抜きが精一杯だった。現地南三陸で経

験した人たちは感じたはずだ。自分の無力さを。貢献

の空しさを。 

「1人が 1人を助けるだけでもスゴイこと」 

この言葉が重い。現実問題、現地での学生ボランティ

ア活動は大きな仕事は果たしていないかもしれない。

そうであろうとも、小さなことでも、微力でも地道に

続けるしかない。懸命に行うしかない。継続は力だ。

いま学生の我々が出来るのはそれだけなのだから。や

らないよりはずっとよい。 

若人の価値は何か。未来戦力たることであろう。未

来は若者に託されている。右も左も瓦礫、明日も明後

日も瓦礫。そうした苦境からかつて昭和人たちは戦後

復興を成し遂げた。我々、平成人にもその仕事が期待

されよう。「分からなくなってしまった」などと悠長

呑気に言っていられない。 

見つけるしか、行うしか、続けるしかない。 

南三陸の現状、特に南三陸の人々。彼らの真剣さと

迫真性は電撃的だった。現地は必死である。東北にい

ようが、東京にいようが「日本人」が「若い奴ら」が

必死になるときだ。南三陸は私に炎を灯してくれた。

そして、これは何も私に限ったことではない。震災後、

東北に赴いた全ての若者の心に、海が覆った東北の大

地が何かを植えていったに違いない。未来、東北が日

本人に炎を灯す。「東北は日本の原風景」という言葉

もある。きっと新しい東北が生まれてくる。単なる原

状回復の「復興」でなく、新文化・新モデルを創る文

明創造的な気概とともに。新しい時代精神が涵養され、

東北から日本が動く。現地は想像以上に痛んでいたが、

想像以上に明るく、そして力強かった。東北に負けて

いられない。 

 

 

私は勉強する。広く強く学ぶ。それが当面の仕事だ。 

そして、将来その成果を全身で発揮したい。 

南三陸、及び東北地方の豊かな将来の建設のために。

日本のために。南三陸の炎は明日も燃える。 
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南三陸町を訪れて 

9期 保里小百合（法・3年） 

 

宮城県南三陸町を訪れて初めに飛び込んできたの

は、街の端々に立派に咲いたひまわりの花でした。3

月に未曽有の大震災が起こったとき東京にいた私は、

5 カ月以上が経過していたとはいえ被災地を訪れる

ことに不安だらけでした。被災地で復興に向けた幅

広い作業の人手が不足している中、夏休みという自

由な時間を有する大学生は自分にできることを探す

べきだと思いました。けれど、私が行って何か役に

立てるのか、ボランティアが十分に務まらずむしろ

迷惑をかけるのではないかと不安を拭えませんでし

た。しかし、いざ行動に起こして南三陸町を訪れる

と、立派に咲き誇ったひまわりと共に南三陸のあた

たかい人々が私たちを迎えてくれ、私が行ったボラ

ンティアはほんの微力にすぎないかもしれませんが、

南三陸町という場所で得た財産は私にとってかけが

えのないものとなりました。 

 今回、大学のプロジェクトの一員としてボランテ

ィアに参加したことで、幅広い分野のボランティア

に関わり学ぶことができました。私は「お茶っこ」

の準備として仮設住宅のお宅を一軒ずつ訪問して

「たこ通信」というお知らせを配る活動、学習支援、

草刈り、道路に立てる看板作りなどに参加したので

すが、学習支援に参加したときはボランティアの難

しさを肌で感じました。学生三人で教室を開いて待

機したのですが、最後まで子どもは一人も来てくれ

ませんでした。残念でしたが、近くの広場で元気に

楽しそうに走り回る子どもたちを見て、ボランティ

アはニーズがあって初めて成立するものなのだと改

めて実感することになりました。子どものいたずら

の度が過ぎたときはきちんと叱って子どもとこちら

の良い意味での距離を確かめることも重要だという

ことも実感し、普段東京で行っている学習支援の活

動にも学んだことを生かしたいと感じました。 

 活動を通して、現地の人々接する機会を多く得ま

した。西戸の仮設住宅を訪れた際に出会った方は、

「人にもらった恩を、別の人でもいいからたくさん

の人に返すことで、人生はどんどん豊かになるよ」

という言葉をかけてくれました。初対面の私たちに

そうして優しい言葉をかけて下さった豊かな笑顔は

今も記憶に焼き付いています。また、ボランティア

を通してお世話になったながしず荘では、本当に近

い距離であたたかく見守って頂きました。月並みな

表現になってしまいますが、ボランティアという立

場で訪れた南三陸町で、東京で一人悶々と考えてい

ただけでは決して得られないたくさんの発見に出会

うことができ、本当に貴重な経験だったと心から思

っています。 

 東京に住む一学生として、今後もできることを模

索し続けたいと思います。今回のプロジェクトに参

加させて頂くにあたってお世話になった皆様、本当

にありがとうございました。 
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窓枠と、向日葵と 

9期 本行正実（文・ＯＢ） 

 

『「窓枠」を壊し続けて行こう。たとえ壊しても、新

しい窓枠からしか、外が見えないことがわかっていて

も』 

震災当日は、都心にいて、施設の安全管理、安否の

確認、帰宅のケア、被災地の系列局の状況確認、報道

特別番組への切り替えなどで慌ただしく過ごしていま

した。 

アクセスできたところから次々と入る被災地の映像、

そうではない所の不気味な静けさに、止まらぬ怯え。 

経験値として、状況が厳しい所ほど、沈黙は深く、重

たい事を知っていたからです。 

恐怖は、想像の何倍もの現実であることがわかって、

日々の業務は前日までと一転し、恒常化しました。 

ドラえもん募金の事務局、被災地局への救援にも大き

な比重がかかります。様々なメディアから膨大な被災

地の映像も浴びるように見続けました。「窓枠」の内

側からでした。 

現地に立ち、志津川中学から遥かに望み見た志津川

湾、戸倉小学校の裏山から見たリアス海岸との高低

差、･･･この見渡す遠景すぐそばまで全てを満たした容

赦ない津波さえも、大きな「窓枠」から見ていた気が

します。（現実だけどありえない残像を「窓枠」から見

る･･･、マグリットのような個人的な混乱は、この際置

いときます） 

 僕にとって「窓枠」は第一義的には受像機・PCのデ

ィスプレイ。そして現地で感覚的に見たのは、圧倒的

な現実に対する「距離感」だったと感じています。 

もちろん、少し現地に来ただけで実感できただの、理

解できただの言うのは、おこがましく不躾だとする感

受性は持合せてると思ってますが、その事ではありま

せん。 

理解しようと試みて事物を積み上げるほど相対化し、

距離感は際立ち隔たりを強めていきます。実際に現地

に立っても変わりませんでした。経験し解かってはい

るはずでしたが、これが、僕の方の現実だったのです。 

復興への思いがあり、土木作業に経験とスキルもあ

り、そこそこ以上にはやるつもりでしたが、正直、ボ

ランティアが目的だったわけではありません。行けば

何とかなるさと言った自分探しとも無縁。 

参加して、現在改めて強く思っているのは、南三陸

町、現地からの発信、生活する人の言葉に耳を傾け、

関わりを持ち続けていこうという現地第一主義の確認

です。次々と「窓枠」は屹立し続けて来ますが、距離

感と立ち位置を探る情報取得をし続けることで壊せる、

克服できると信じようと、考えられるようなりました。 

スキルを教えていただき必要な「窓枠」も自覚でき

ました。被災者、コアな在住支援者との距離感です。

遠慮とは違う配慮、上手くいかなくても必要なことを

探し続け、提供する努力をすること。自分で「窓枠」

を見つけ、回線は確保して行こう、そう考えています。 

 

『破滅に向かっているとしても、僕は向日葵を植え続

けよう』 

賢人の言葉では、林檎の木でしたね、パクリです。 

波伝谷の先の整備地で、向日葵の、その辺りだけくっ

きりと見事な群落を見ました。 

昔々、ウクライナでソフィア・ローレンが呆然と見

ていたのと同じ花々が、静かに陽を浴びて輝いていま

す。被災地に立てば、意味合いや思いは、その人なり

にいくらでも付けられる、よく見ると個性的で人の顔

のような表情も見せる一群の花は、そんな事などお構

い無しに、毅然と、そして寄り添うように咲き立って

います。 

聞けば何期か前のこのプロジェクトの人たちが、整

地作業時に企んで、わざと抜かずに残してくれたもの

だとか。まだ蕾だったのかも知れない。悪戯っぽく弾

んだ会話も聞こえて来るようです。 

開花までの時の経過を信じて、後に訪れるであろう

人たち（僕たち？）のために残す行為は、鮮やかな映

像とともに、無言だけど雄弁なメッセージとなって、

今も、僕に吹き込み続けています。小さな事であって

も、信じて残した人たち、それを伝えた人たち、儚い

けれど大切で、とても素敵な事。 

そんなことがさりげなくできる若い仲間達と、一緒に

ボランティアができたことは、希望が尽きない確信が

湧く、かけがえのない経験でした。 

小さな事でも関わり続ける事、そして伝える事。 

「窓枠」を壊し、向日葵を植え続ける事。 

現地に行って何か復興の力になりたいと、今でも思っ

ています。 

慶應のこのプロジェクトで、行動する事と考える事に

ついて踏み出す機会を与えていただきました。また、

慎重に企画運営された、大変恵まれた有り難いもので

あることが、図らずも、参加してからわかりました。 

ありがとうございました。母校に感謝！ 

 

204



 

 

南三陸プロジェクトの役割 

9期 光藤葉子（文・3年） 

 

震災ボランティアに行った。この話を友人や知人に

話し、感想を聞かれた時は、毎回「行って良かった」

と答える。しかしこう答えると、同時に南三陸の方に

はどのように思われていたのだろうかと考えてしまう。

自己満足ではなかっただろうか、役に立ったのだろう

かと思うけれど、それを本当に知る術はないのだと思

う。もしかしたら私の自己満足に過ぎないのではない

だろうかと考えることもある。「行って良かった」とい

うよりも、おそらく「私にとって、行ったことはプラ

スになったと思う。」という言い回しが正しいのだろう。 

そもそも、南三陸プロジェクトに参加したいと思っ

たきっかけは、3.11の震災を見て、自分の無力さを感

じたからだ。テレビを通して見た津波の映像によって、

私は気が滅入ってしまった。親戚や友人が被災したわ

けではなかったが、第三者として冷静に震災の状況を

見ることは出来ず、とても悲しかった。そして気が滅

入って、悲しんでいるだけの自分に、無力さを感じた。

黒い波が畑をみるみる飲み込んでいき、ビニールハウ

スをなぎ倒して行く様子を、テレビの前で見ているだ

けだった。自分にできることはないかと考えたが、そ

の時は募金をすることくらいしか思いつかなかったし、

現地に行ってボランティアができると思っていなかっ

た。しかし新学期が始まってしばらくして、南三陸プ

ロジェクトの看板を目にした時に、自分でも現地にい

って出来ることがあるかもしれないと考えた。 

現地に行くことが決定した時は、語弊があるかもし

れないが、嬉しかった。それは、震災直後に感じた無

力さがすこし和らぐのではないかと思ったからだろう。

また自分が何らかの役に立つかもしれないという期待

からだったのかもしれない。しかしだんだんとその日

が近づいてくると、とても緊張した。現地での注意事

項などを聞かされていたからかもしれないが、気を引

き締めなければいけないという思いだった。 

実際に現地に行き、3 日間活動をしたことで、南三

陸町の復興が著しく進んだわけではない。そして学生

ができることも、とても限られていると実感した。津

波で家が流されてしまい、家の土台だけ残った場所で

草刈りをしたが、すべて手作業で、機械を使う技術も

持っていない。私たちが手で草刈りをしている横で、

機械を使って簡単に草を刈っている方もいた。このよ

うに私たち学生が行ったことは、大きな支援ではない。 

現地に行く前は、行ったことで何か自分の心に迷い

のようなものが無くなるのではないか、答えが見つか

るのではないかと思っていた。しかしそんなことはな

かった。現地に行く前は、自分に出来ることはないの

かと無力さを感じ、行った後は参加したことが良い成

果をもたらしたのだろうかと悩む。何が正しいのかと

いう答えは、これから先も簡単には見つからないだろ

う。しかし私にとって南三陸に行った体験は、これか

らの行動のきっかけになった。南三陸プロジェクトに

参加して得られたものとして、自信を持って言えるも

のはこれだ。慶應が立ちあげたプロジェクトは、ボラ

ンティアという一見するとハードルが高いように見え

るイメージを、変えてくれた。今後、他のプロジェク

トのボランティアに行くことになった時、慶應として

行った南三陸町での活動がプラスに働くと思う。何か

大きなことができるわけではないが、これからの支援

へ続く初めの一歩になった。 
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戸倉での経験 

9・10期 安井希世彦（法・2年） 

 

私がこのプロジェクトの存在を知ったのはたまたま

インターネットで震災ボランティアについて調べてい

る時です。3月 11日、あの震災が起きてから漠然と自

分も何かしないといけないという気持ちにかられてい

ましたが、なにか一歩が踏み出せず、なにもできない

日々が続いていました。震災が起きてから海外に行く

機会があったのですが、そこで現地の方々に震災があ

ったのによく来てくれたという言葉をもらったり、募

金活動を必死に行っている姿を見たりした時、海外の

方々でさえこんなに日本、東北のことを心配して行動

してくれているにも関わらず、自分はなにもできずに

情けないなという思いが一層強くなりました。そんな

時に出会ったのが今回のプロジェクトです。このプロ

ジェクトは現地でのご飯と宿泊先も用意されているし、

事前のワークショップでボランティアにおける基礎知

識が学べる、参加者のほとんどが学生であることから、

なかなか一歩が踏み出せないでいた自分に被災地に行

くことを決意させました。 

実際に現地に到着し、バスの中から町の状況を見た

とき感じたことは、いまでもこんなに瓦礫が片付いて

いないのだということで、たぶんメディアなどで見聞

きした際のものと違いはありましたが、そんなに大き

な差ではなかった気がします。自分はどこか現地に到

着してもなお、都会からボランティアに来た者として、

その場を客観的にしか見ることができませんでした。

到着した翌日から作業は始まりました。私が最初にし

たのは民家跡の草刈りです。作業前はどこまでが民家

だったのが分からなかったのですが、作業を進めるに

つれて、民家っぽさというか、ここがリビングでたぶ

んここは風呂場かなぁなど、人の生活していた跡が見

えてくるようになりました。その時初めて、今回の震

災は人々の生活を奪ったのだということを強く実感し

ました。そのように感じた後、顔をあげて周りを見渡

すと、作業前に見た景色とは違ったものが見えました。

私達が草むらだと思っていたところには、震災前、人々

が暮らしていたのです。こんな当たり前のことでさえ、

容易には想像できないほどに南三陸町には建物がなく

ひどい状況でした。 

草刈りの作業は十数人で行っていたのですが、一軒

の民家跡の作業を終えるのに、午前中全てを費やして

しまいました。その時、ものすごく自分の無力さを実

感しました。何千何万と被災した方々はいるのに、私

たちは一軒の民家跡の草刈りにでさえこんなに時間と

労力を費やさなければならない。私はボランティアに

来る前から、できることは本当にわずかなことだと自

分に言い聞かせていました。しかし、実際にこのよう

な場面に出会うと落胆せずにはいられませんでした。

仮設に続く道路の整備も行ったのですが、これは道路

を利用するすべての人の役に立つ、人数が確定しない

のでよかったのですが、民家は大体の人数が分かって

しまうので、モチベーションが下がってしまいました。

しかし、自分にはこんなにわずかなことしかできない

が、それをちょっとずつ続けていくしかないのだと開

き直ることができ、それからの活動に臨むことができ

ました。そういった意味では、初日にこのように人の

生活の跡が強く感じられる場所で活動できたことは非

常によかったと思います。 

私が参加した期では、最後の期だったということも

あり、現地の方々とお話しさせていただく機会が多く

ありました。話を聞いている中で印象に残っているも

のがいくつかあります。一つ目は、震災の数カ月前に

足の悪いおじいさんが亡くなってしまったのですが、

そのことに対して親族の方が、「年をとってこんなにつ

らい思いをするくらいなら震災前に亡くなってよかっ

たね」と話されたことでした。この言葉を聞いた時、

被災地の方々と、自分たち、被災地の人ではない人と

のかい離を感じました。こっちの基準と被災地のそれ

は同一ではない。二つ目は、「好きで前向きなんじゃな

い、前向きにならなきゃやってられないんだ」という

言葉です。二つの言葉とも被災者の気持ちをストレー

トに表したものだと思います。直接聞いたので、その

重みはメディアで聞いていたものとは段違いでした。

生の声を聞くということの重要さを実感した瞬間でし

た。 

今回ボランティアに参加し、感じたことは、被災地

によってニーズが違うということです。南三陸町なら

南三陸町の、石巻なら石巻の、さらにいえば南三陸町

内でも地区ごとにニーズが違います。それらにこたえ

るためには、ボランティアの在り方も考えていかなけ

ればなりません。自分もボランティアとは瓦礫撤去な

どをするという固定概念を持っていましたが、今回の

経験によってその考えに変化がみられました。ボラン

ティアをもっとライトなものに、話に聞いたのは、被

災地に自分と全く同じ人間がいると想像して、その人

に何をしてあげられるか考えてみる。そう考えるとボ

ランティアは非常に柔軟なものになり、自分から動き

やすいものになりませんか。私は、そんなことを考え

ながら継続的に南三陸町、戸倉地区を支援し続けます。 
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南三陸支援プロジェクトの価値 

9期 山田勇（法・1年） 

 

3.11の震災発生当日から，自分は連日テレビなどを通

し 

て報道される被災地の惨状を目にし，何か自分にできる

ことはないか，現地で何かしら貢献ができないかとよく

考えた。しかし，実際に行動にうつすことはなく，月日

が経つと共に自分の中で震災のことが風化されていった

ようにも感じた。また，最近のニュースで復興の軌跡な

どが伝えられ，わずかながら自分の中での被災地の状況

への意識が薄らいだこともあった。そのような中で，慶

應でボラバスが派遣されることを知り，友人と参加した

事前ワークショップで興味を持って参加させていただく

ことになった。 

 今回のプロジェクトの大きな特徴は，民宿に泊まる時

点から現地の方々と関わることがベースとなっている点

であると感じる。実際の活動や見聞から得るものも大き

いが，自分にとって，実際の状況を把握したり視野を広

げたりする面で一番の糧となったのはこれであると思う。

例えば，ながしず荘の若旦那さんの話がとても印象に残

っており，中でも建物がほぼ全て流されたことにより最

寄りの生活に欠かせない施設（スーパーなど）までの距

離が何倍にもなってしまったという話は考えてみると当

然のことではあるが，現地の方々の生活という視点から

考えるとその打撃の大きさを感じる。また，南三陸で起

きた・起きていることを風化させて欲しくないという願

いを強く感じ，微力ながらも話や記憶を共有させてもら

った我々に出来る第一のことは，今回の活動での気づき

や経験を発信していくことであると切に思った。今後こ

の南三陸支援プロジェクトや派生のサブプロジェクトが

どのような内容で行われるかはわからないが，ただボラ

ンティアの作業に行くという目的だけではなく，現地の

方々と関わらせていただいたり学ばせていただいたりす

るという意識が持てる内容にしていくことが重要であろ

う。 

自分が行った活動には開墾などの力仕事からお茶っこ

のようなソフトなものまであったが，現地で求められて

いるものはその双方であると改めて感じた。そもそも「建

造物が残っていない」という状況下において完全復興へ

の道筋は極めて遠く，応急的にも修繕・改良していかな

ければならない箇所は多い。一方で，現地の方々の障壁

は物理的なものにとどまっておらず，生産手段が奪われ

て生計をどうするか，仮設住宅などへ移住していく中で

人間関係をどうするか，また未だに心の傷跡として抱え

かねない震災の記憶とどう向かうべきかといった課題も

ある。我々の活動自体は「復興」の全体像の中では僅か

なものであったかもしれないが，メディアを通してでは

なく自らの目や肌で感じた「今の南三陸」というものに

大きな価値があり，今後この震災の余波と付き合ってい

く上での鍵となるだろう。 

一方で，今回のプロジェクトは東日本大震災のボラン

ティアを行うという経験だけでなく，形式陶冶的にも多

くのことを学ばせてくれたように感じる。一つには，リ

ーダーシップやグループの運営方法，指示伝達や経験共

有に関する能力の涵養が挙げられる。自分が参加したの

はすでにプロジェクトのシステムが完成されつつあった

9 期ではあったが，それでもボランティア作業を取り巻

く状況や環境は刻々と変化を続けていて，さらに活動を

すすめる中で我々に新たな学びや気づきも生まれていた。

このような背景から情報共有やミーティングの実施が重

要視されて期のリーダーを中心に行われ，また自分自身

も活動ごとのリーダーとして報告する機会もあった。普

段の学校生活やサークル等課外活動では要求されないス

キルが試される場であったと感じた。もうひとつ挙げる

と，今回の活動経験が自分の日々の生活を見つめ直す機

会を自分に持たせてくれた。慶應に通う我々は東日本大

震災の被害を直接的にはほとんど受けず，また普段送っ

ている生活も当たり前のものとしてとらえている面が大

きいと思う。おそらく，南三陸町の方々も震災前までは

同じような状況にあったと思う。しかし，3.11のような

予測できない事態が発生し，生活の基盤自体が成り立た

なくなってしまうような大きな変化が訪れた。今回我々

は支援者の側に立ったわけであるが，いざというときに

は我々が被災者という立場にもなりかねない。日々の生

活の中での計画や備え，さらにはコミュニティーや仲間

意識の大切さについて考えさせられた。 

事後勉強会やワークショップを終え，夏期のボラバス

派遣という事業はひとまず終結したわけだが，活動で得

たもの・感じたものをそれぞれがどう受け止め，これか

らにどのような形でつなげていくかということに今後の

真価があると思う。事務局運営をはじめ，派生のサブプ

ロジェクト企画運営，さらには自分の経験・体験の共有

など，できるかぎり自分のできることを見つけて取り組

み，今回の有意義なプロジェクトを継続的で持続可能な

ものにしていきたい。 
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感想 

9期 山田早紀（理・1年） 

 

私はこのボランティアに参加するかしないかをとて

も悩んでいました。はじめにこのボランティアを知っ

た時は、すぐに参加したいと思いました。それは震災

が起こって以来、自分も現地に行って何かをしたいと

思いながらも、できずにもどかしく思っていたからで

す。しかし、いざ応募しようと思うと、被災地に関す

るニュースや新聞記事などに関心がより向くようにな

り、いろいろな情報を耳にいれました。その中で被災

者の方々が対話している番組で「被災していない人に

どんな言葉をかけられても響かない、むしろ怒りに似

た気持ちを覚えることもある」といったことを伝えて

いるものがあり、私は、果たして本当に自分が南三陸

町へ行っていいのか、と悩みました。例えば、自分の

日常生活の中で自分にちょっとした辛いことが起こっ

た時ですら、声をかけてくれた人に対して「私の気持

ちなんて分からないくせに」と思うのはよくあること

であり、ましてこんなに事が深刻であり、自分には想

像すらできない悲しみや辛さの只中にある方に自分が

できることなどないと思いました。しかし、1 期、2

期…と私が悩んでいる間にももちろん慶應のボランテ

ィア活動は着々と進んでおり、活動を終えた慶應の学

生の感想なども聞くことができました。その中で多く

の人が「聞く話と自分の目で実際に見るのとでは全然

違う、ぜひ多くの人に自分の目で見てほしい」と言っ

ていて、悩みながらも 9期に応募をしました。 

そして実際に 9期での活動が始まりました。はじめ

て現地に入った時はとても緊張していました。また、

瓦礫の山をみて、そこで生活をしていて人たちを想い、

胸が苦しくなりました。現実として受け入れることも

できず、ただひたすら呆然とバスの中から外の景色を

眺めていました。自分の気持ちをどこに落ちつければ

よいのかが分からず戸惑いましたが、「9期」として活

動をはじめ、9 期の仲間と会話をして、何となくこの

ボランティア活動に対して前向きになっていきました。

実際の活動内容は、私は殆どが開墾作業でした。力仕

事できつかったですが、やはり現地の方とコミュニケ

ーションをとる勇気が持てず、自ら希望をしました。

開墾作業では、森を切り開いて、漁具を失ったために

仕事を続けられなくなってしまった漁師さんが農業を

はじめるときに利用してもらえるような土地、または

家を建てられるような土地を作ることを目的としてい

ました。作業はボランティアセンターの方と一緒に活

動をさせていただきました。ボランティアセンターの

方々は日本各地のあらゆる所から来ている社会人の方

が殆どでした。会社の休みをやっと取って自分の車で

駆けつけ、2 週間だけボランティアに参加している、

というお話なども伺いました。改めてですが、人それ

ぞれが色々な考えや思いを持ち、そして悩んで、この

震災と向き合っていることを実感しました。4 月から

開墾を行っている方たちもいらっしゃり、自分が何も

できずに、東京でぼけーっとしていた時にも事はどん

どん進んでいたことを感じ、とても後悔をしました。

そして、自分も駆けつけられるような大人になろうと

思いました。 

3 日目の午前中に、波伝谷団地の看板を作り、午後

にそれを仮設住宅にお住まいの方に届けに行きました。

私は、この機会が南三陸町に入ってはじめての現地の

方との会話だったのでとてもとても緊張していました。

しかし、看板を届けにきた旨をお伝えすると、「わざわ

ざありがとう」と何度も言ってくださり、その時に一

気に緊張がほぐれ、安心した気持になりました。そし

て心から「このボランティアに参加して良かった」と

思いました。 

南三陸町の方はながしず荘の方をはじめ、街全体が

とても温かいです。たった 3日ほどしかいられません

でしたが、南三陸町がとても好きになり、ニュースも

目が離せなくなりました。しかし、以前のような街並

みが戻るにはまだまだ人手が足りないのは明らかです。

時間や体力のある学生は継続的に自ら足を運び、自分

の目で見て感じ、動く必要があると感じました。最後

に、このような機会をいただけたことをスタッフの

方々、そして南三陸町に本当に感謝しております。あ

りがとうございました。 
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南三陸町で見たもの 

9期 和田奈穂子（商・2年） 

 

私がこのボランティアプロジェクトに参加したのは、

「被災地」を見るためでした。 

東日本大震災発生時、飛行機に乗っていた私は、地

震の揺れを経験しませんでした。機内での情報は少な

く、安全のため目的地が変更され、乗客も困惑してい

るような状況でした。着陸した後、空港のテレビで初

めて大震災の映像とニュースを見ましたが、とても現

実とは思えないような気持ちでした。東京に帰ること

もできず、結局3月11日は機内で一晩を過ごしました。 

家に帰ってから、多くの大震災関連の番組を見ても、

どこか遠い所の話のように感じていました。しかし、

数週間後に友達と会った際、彼女の親戚が被災し津波

の被害を受けていたことを知りました。この時、大震

災を他人事のように感じていた自分が恥ずかしくなり、

実際に「被災地」に行って現実を見たいと思ったのが、

プロジェクトに参加したきっかけです。 

バスで民宿へ向かう途中で、鉄骨だけを残した防災

庁舎をはじめ、原形を留めないほどに破壊された建物

や瓦礫の山が眼前に広がった時は、言葉が出ませんで

した。南三陸町の、瓦礫と草ばかりが広がる光景は、

不思議な存在感の様なものがあり、圧倒されると同時

に虚無感も感じました。住居跡での草取りではお茶碗

やお皿といった日用品が土の中から見つかり、失われ

てしまった日常に思いを馳せることもありました。民

宿や仮設住宅で、被災された方の話を直接聞けたこと

は、とても良かったです。テレビなどでは美談ばかり

が取り上げられがちですが、被災された方の話はリア

ルで、生きることがどれだけ大変かということを改め

て知りました。 

ボランティアに行く前は、被災地で復興が進んでい

るといった報道を見ていたので、支援体制も確立され、

瓦礫の撤去もかなり進んでいるのだと思っていました。

しかし、私が南三陸町に行った 8月の時点ではまだ道

路脇に普通に瓦礫があったり、道路も土を盛って補強

しただけの所があったり、ボランティアの拠点となる

本部は津波によりめちゃくちゃになってしまった建物

に置かれていたりと、まだまだやるべきことは山のよ

うにあるのだという印象を受けました。 

私が南三陸町でしたことは、他の誰でもできるよう 

 

な小さな事ばかりで、被災された方の役に立ったのか

は分かりません。ボランティアとして被災地に足を運

び、現地の方の言葉を周りの人に伝えていくことが、

私にできる精一杯のことだと思います。これからも、

南三陸町で見た現実を忘れずに、またいつか再び町を

訪れることができたら、と願っています。 
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慶應義塾・南三陸支援プロジェクト 

10期 秋本奈津子（商・3年） 

私が、このボランティアに参加しようと思ったきっ

かけは、大震災の前日に仙台・松島旅行に行く予定だ

ったことです。テレビで大津波の映像を見た時は本当

に信じられず、唖然としました。自分が行く予定だっ

た場所の映像が流れ、乗るはずだった電車が行方不明

等の報道を聞き、ただただ驚きとこれが現実なのか分

からない状況になりました。その大震災から約半年が

経ち、観光で行くことは出来なかったけれど、少しで

も現地の人の役に立てることが出来るなら、また現地

の状況を実際に確かめたいという気持ちが高まったこ

とやプロジェクトを始めた先生のお話等を聞き、参加

しようと決めました。 

実際にボランティアに参加してみて、多くのことを

学びましたが、中でも 2つのことが私にとってとても

学ぶことの大きいものでした。 

1点目は、『現地の方のお話』です。実際にボランテ

ィア活動を行う中で、ながしず荘の方をはじめ、現地

の方とお話する機会が何度かありました。特に印象に

残ったお話が、木の屋石巻水産の工場で働いている方

のお話でした。その方は、仮設住宅にいた中学生の子

のお話や御自身の友人のお話を私達ボランティアメン

バーにして下さいました。仮設住宅にいた中学生の子

は、津波が押し寄せてきた当時、お母さんと 2人で屋

根の上に逃げ、流されないようにしがみついていたそ

うです。しかし、津波の勢いが強く、2 人で屋根に乗

っていては助からないという状況になり、お母さんが

その子に自分の羽織っていたジャケットを被せ、泳げ

ないのに目の前で屋根から飛び降り、津波に飲まれて

いったというお話でした。それを聞いた時、すごく衝

撃で、自分がその子だったら、目の前で母親が津波に

飲まれていったら、と考えただけでも涙が出てきまし

た。その工場で働く方は、「親というものは子供のこと

を何よりも考えている。だから親を大切にしなさい」

と私達に教えて下さいました。いつ何が起きるか分か

らない毎日の中で、親というものの大切さを本当に強

く感じました。そして、こんなに辛いことがあっても

未だその子は必死に生きていると思うと、私達も毎日

を大切に、親や友人など周りの人を大切にしなくては

いけないと本当に思いました。 

 

 

 

2点目は、『現地の状況を自分の目で見ることができ

た』ことです。南三陸町は震災による影響がとても大

きい地区だったため、津波でほとんどの物が流され、

私が現地に行った時はすでに何もない所に草が茂って

いる状態でした。そのような光景だったため、最初は

テレビで見た光景と違うのであまり衝撃が大きくはあ

りませんでした。しかし、ボランティアで瓦礫撤去を

行っている時に、そこにあるはずのない海藻が出てき

たり、船が建物の 2階に突っ込んでいたりするのをみ

て本当に流されてしまって何もなくなってしまったん

だと思うようになりました。昔の Google Mapやポスト

カード等を見た時は、すごく衝撃を受け、今と全然違

う状況に本当に驚き胸が痛みました。実際に、テレビ

でよく報道されていた防災庁舎にも見学に行きました

が、そこにはテレビだけでは分からない遺族の声があ

りました。「防災庁舎があったから息子は最後まで逃げ

られなかった」「この防災庁舎を記念碑にするという話

などなくして、早くこの建物を壊してください」など

本当に辛いものばかりでした。テレビでも報道してい

ましたが、最後まで 24歳の女性が地元の人に逃げるよ

うマイクで呼びかけていたということ、その実際の建

物を見てきましたが、もし自分がここにいて津波がき

たら逃げずにマイクで呼びかけられるだろうか、と何

度も何度も考えてしまいました。こうした実際の状況

を目の当たりにして、現地の光景や現地の人の声を知

ることができた今、これらを忘れることなく今後も生

活していかなくてはいけないと思いました。 

現地の状況を思い出すと、ボランティアの活動で手

伝えたことは微々たるものだったかもしれませんが、

実際にこういった経験を通して非常に多くのことを学

びました。これからは、この現実を絶対に忘れないよ

うに周りの人に伝えると共に、家族・友人など周りの

人を大切にしていこうと思いました。 

 

 

  

夏休み！第１０期 
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南三陸で感じたギャップ 

10期 大澤栞（商・3年） 

 

2011 年 3 月 11 日、太平洋沖東北大地震はわたした

ちの想像を超えてたくさんの物が失われました。  

 

わたしが最初に感じたのは自分が想像していた東北

の惨状と目の前にある東北の惨状とのギャップでした。

わたしは津波で多くの家や船が流され、それががれき

の山となり堆積されている様子を想像していました。

しかし現状は異なっていたのです。そこには家も何も

かも流され、震災から月日がたったことを示すかのよ

うに雑草や花が咲きあたり一面が野原のようになって

いたのです。震災前の志津川を知らない私にはたくさ

んの家屋が津波で流されたという実感が沸かず、すぐ

に驚きや悲しみを感じられませんでした。  

 

 わたしが２つ目に感じたギャップはボランティア

の活動内容です。第 10 期はさまざまなイベントがあ

りそれに伴いさまざまな仕事をさせていただいたこと

は間違いありません。しかし「被災地ボランティア」

と言っても瓦礫撤去のような重労働に始まり、お茶っ

こやキッズドアなどの被災者のメンタルやコミュニテ

ィ形成といった仕事もあり被災地ではたくさんのやる

べきことがあったのでたくさんのボランティアが必要

とされていることも感じることができました。ボラン

ティアに行くまでは私のような一学生が被災地でどの

ような手伝いを行おうと大した力にはならないだろう

と勝手に思い込んでいましたが、現地に行ってみて初

めて一人でも多くの助けが必要でありたとえ限られた

期間しか被災地でボランティア活動が行えなくとも南

三陸PJのように多くの人が10期にもわたり継続した

活動を行うことによってわたしたちの活動には意義が

あるのだということを実感することができました。  

また被災地の方々や被災地でボランティアを行う人

に対するイメージもボランティアに行く前と行った後

では異なりました。ボランティア活動をしている際、

お年寄りから子供までたくさんの人々と話す機会があ

りましたが、被災者の方と話すときには津波や地震の

話題が出ないように配慮すべき点が多くうまく会話が

できないことも多々ありました。しかしそこから感じ

たことはあまりにも失敗を恐れて話しかけないでいる

ことは逆によくないということです。自分たちが黙っ

てしまうと、相手の方が気を使って話を振ってくれた

り、ふつうに世間話をすることもできなくなります。

大切な事は、相手の方が自分と話をしてくれる態勢に

なってくれたら積極的に話していくべきだと思いまし

た。  

 

これまで感じてきたギャップはボランティアに行か

なければ気付かなかったし、自分の中にある先入観だ

けで東北を見ていたのだと思うと本当にこの南三陸

PJ に参加して良かったと思いました。  

 

東北の現状を自分の目で見て、被災者の方と実際に

話すことでイメージしていたものとは大きく違うこと

に気付き、わたしが感じたことを発信していき 3.11 の

震災を風化させないことが大切なのだと実感しました。 

また機会があればぜひ行きたいです。 
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南三陸での活動を振り返って 

10期 一松祐子（商・4年） 

 

私は震災当時幸い家におり、テレビで街が波に飲み込

まれていく映像を見た。「なんだこの津波は…数え切れな

いほどの家屋や車がながされていく。この街の人々は命

や大切な物を一瞬にして失ったのだ。」東京にいる私でさ

え絶望的な気持ちになった。「なんでもいいから自分にで

きることをしよう」と決意したものの、当時就職活動に

直面していた私にできることといえば募金と献血くらい

だった。しだいに就職活動が本格化し、自分のことで精

一杯になると同時に被災者のことを考える余裕はなくな

り、進路が決まると今度は被災地の復興を応援するより

遊びやゼミに夢中になった。 

本プロジェクトへの参加を決めたきっかけは、ゼミの

教授からの勧めである。「夏休みに慶應が主催しているプ

ロジェクトがあるよ。君は以前ボランティアへ行きたい

と言っていたよね。」私はハッとし、震災直後は「絶対に

ボランティアへ行く！」と熱く宣言していた自分を思い

出した。それからというもの、友人を誘い勉強会へ参加

し、南三陸の研究を進めて活動に備えた。 

10 期の一員としてバスで初めて被災した街を訪れた

とき、あまりの高さの瓦礫の山と、元は家々が立ち並ん

でいたであろう平坦な土地に圧倒され、言葉が出なかっ

た。ここに住んでいた人々が、この街と美しい自然を愛

していた人々が失った物は計り知れない。「短いボランテ

ィア生活を通して、1 人でいいから喜ばせることができ

るかな。」緊張感がみなぎった。 

それからの南三陸で過ごした日々は、多様な活動内容

と豊富なイベントにより、毎日が非常に充実したものだ

った。その中で印象に残った 2つの活動をここで紹介し

たい。 

まずは 1日目の学童支援。小学校中学年の子供たちと

一緒にお菓子を食べ、宿題をそばで見守り、そしてブロ

ックやボールで遊んだ。普段は明るく元気な子供たちだ

が、ふとした会話の中で震災を思い起こさせる発言が飛

び出した。「習い事でやってたそろばんもピアノも、ぜー

んぶ津波で流された！」「（日本地図のブロックで遊びな

がら）宮城県は地震発生！ぐらぐらぐらー消滅ー！」こ

れらの言葉に私は平然を装い返すものの、彼らの胸中を

想うと胸が痛んだ。後者のように震災を敢えてブラック

ジョーク的に表現するのは、一種のストレス発散方法な

のかもしれない。子供たちが本当の意味で悲しみから立

ち直る日はいつやってくるだろうか。街の復興も大事だ

が、人々の心の傷が少しでも早く癒えることを強く願う。 

もう一つはお茶っ子という名のコミュニティーカフェ。

この日は特別に写真のプリントサービスを行った。足を

運んでくれた方は 10人程度だったが、私たちはその中に

感謝や喜びの声を聞くことができた。「今日壊れた家まで

行ってきたのだけど、写真が一枚も残ってなかったのよ。

だから無料で写真の現像をできるのは本当にありがたい

です。」そう言いながら、小学生の子を連れた母親は家族

の写真も何枚もプリントした。私たちのボランティア活

動が、現地の人のためになっているのだと感じた瞬間だ

った。 

本プロジェクトでは、ボランティア活動を行うだけで

はなく、南三陸の人々との交流や市内見学をする機会が

多くあった。そのため、いろいろな角度から生の被災地

の様子を見ることができた。現場に足を運び、自分の目

で確かめて初めて実感する、未曾有の震災による被害。

そこで私が見たのは、未だ当面片付きそうにない瓦礫の

山とは対照的に、必死に悲しみを乗り越え、前に進もう

としている人々だった。これからの復興へ向けて主力と

なるのは、政府でもボランティアでもない。各人が二度

と忘れることのできない経験をした、被災者自身の他に

ない。どうか、私もほんの手助けでいいから、自分にで

きることを探し、精一杯やっていきたい。 
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ボランティアを通じて芽生えた当事者意識 

10期 楠本浩雅（商・3年） 

 

私が慶応義塾南三陸支援プロジェクトに参加しよ

うと考えた理由は、大きく分けて 2つあります。 

まず、3月に日本を襲った大震災の被害を肌で感じて、

今後生きていく上で忘れる事のないようにしたいと

いうのが 1つ目の理由です。大震災の発生から半年が

経った今、あれだけの被害が発生したにも関わらず、

私も含めて大多数の首都圏の人々は普通の生活に戻

り震災の事を忘れかけてしまっています。しかし、実

際には被災地の復興はこの先何十年にも渡って考え

て行かなければならない問題です。今後震災が起きた

という事実を忘れずに、継続的に支援を行っていく為

には、直接現地へ行って被害状況を自分の目で見て、

現地の人達の話を聞かせてもらうのが一番だと考え

ました。 

また、ボランティア活動を通じて自分を成長させた

かったというのが 2つ目の理由です。出発前のワーク

ショップにおいて、ボランティアの心構えとして「困

っているから助けてあげる」という気持ちではなく

「困っているから手伝わせてもらう」という気持ちが

大事だという事を繰り返し強調していたのが印象的

で、そういった心構えはアルバイトなどでは身に付か

ない物だと考えました。ボランティア活動を通じてこ

のような意識を身に付けると共に、そこで得た経験を

自分の将来の糧に出来たらと考え、参加に踏み切るこ

とにしました。 

実際に現地へ行って崩壊した町や瓦礫の山を見た最

初の感想としては、予想と違い自分の心には響かなか

ったというのが正直な所です。現地を肌で感じる事で

震災があった事を忘れないようにしたいという目的と

は裏腹に、現地に来ているにも関わらず被災地の状況

をどこか他人事のように思ってしまっている自分がい

ました。 

大量の瓦礫の山の前では、ボランティア 1人の力な

どあまりに無力であり、重機や専門家の人達に任せた

ほうが良いと考えてしまっていました。実際、プロジ

ェクトで島の瓦礫の撤去作業を行いましたが、10人程

で半日作業しても島の海岸の一部を清掃するのが精一

杯でした。 

現地にいるにも関わらず、気持ちが被災地から遠ざ

かっていく自分に戸惑う事もありましたが、それを変

えてくれたのが南三陸町の人達でした。10期で自分が

担当した活動は仮設住宅でのコミュニティカフェの運

営、福興市の手伝いなど現地の人とお話をする機会の

多いものでした。コミュニティカフェで現地の人のお

話や感謝の声を聞いたり、福興市で屋台のお手伝いを

したり、現地の人との飲み会で震災当時のエピソード

を聞いたりする中で、他人事のように感じてしまって

いた南三陸町の事を、段々身近な事として考えられる

ようになっていきました。 

 私がボランティアに行って、一番良かったと思う事

は、東日本大震災に関して「当事者意識」を持てるよ

うになった事です。やはり首都圏で暮らしながら被災

地の事を考え続ける事は難しい事であり、考える事が

出来たとしても現地の状況や人々の声を知っている

のと知らないのでは、復興支援の考え方が大きく変わ

ると思います。ボランティアの心構えとして「困って

いるから手伝わせてもらう」という気持ちが挙げられ

ますが、現地の方々もボランティアとのコミュニケー

ションを取り、1 人でも多くの方に「当事者意識」を

持って帰ってもらうという心構えを持てば、復興に近

付いていくと思います。 

 ボランティアから帰ってきて 1か月以上経ち、被災

地の事について考える機会はどうしても減ってしま

いますが、現地で見て感じた事は忘れる事は無いと思

います。これからもこの経験を生かして、継続的に復

興支援について考えていければと思っています。ボラ

ンティアへ行く機会を与えてくれた慶應義塾南三陸

プロジェクトの教員・学生スタッフの皆さん、本当に

ありがとうございました。 
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本当の復興とは 

10期 栗田広暁（経・2年） 

 

南三陸にボランティアに行き、さまざまなことを感

じ、考えさせられた。 

その中で一番衝撃的であったことは、復興がまだま

だ進んでいないという現状が、予想以上に深刻な問題

を抱えたものだということである。報道である程度は

聞いていたものの、目に見えるもの以外はやはり現地

に行き、（短い間ではあったが）現地で暮らさないと

わからないと思う。特に南三陸においては、見た目の

上では電柱も整備されていたし、津波で流された跡地

も草が生えて元からある原っぱのように見えたし、瓦

礫も一か所にきれいにまとめられていた。 

しかしながら、現地の方と話していると、助かった

のはいいが、経済的に悲惨な状況に置かれていること

がひしひしと伝わってきた。家も仕事もかつての故郷

も失い、かつ非正規雇用ですら仕事が見つからない状

況は、普段語られている不景気の問題と次元が違う。 

あまりに規模が大きい災害であったため、今まで作

り上げていたものが根本から失われてしまったよう

に思われる。そのため、国の支援もうまく行き辛いの

が現状なのだと感じた。現に、南三陸の方は国の復興

支援では今まで通りの生活ができないどころか、生活

すらできない状況であるとおっしゃっている。 

南三陸に行くまでは復興支援をしっかりやってい

けば復興はできるものと勝手に部外者ながら思い込

んでいたが、具体的な状況を見て、そんなに簡単なも

のではないということを知ることができた。そのため、

南三陸の復興がまだまだ簡単には始まらないことを

機会がある毎に伝えることにしている。 

また、南三陸の方を「被災者」として見ていた自分

にも気付くことができた。お茶っこで、仮設住宅で暮

らしている方に写真のプリントサービスをしていた

時のことである。刷り出されてくる写真には当たり前

の家族の幸せな生活が写っていて、はっとさせられた。

おそらく、被災者だからこれをすると助かるだろう、

というような視点で復興支援をしていると南三陸の

方は本当の意味での復興を遂げることが難しくなっ

てしまうのだろう。復興支援は、「南三陸の人が再び

南三陸の人らしく暮らすことができるようになるた

めに」という視点が大切なのだと思った。 

 現地の方にどれくらいお役に立てたかはわからな

いが、現地に行ったからこそ分かったことは大きい。

この経験を無駄にせず、できるだけ現地の方に貢献で

きる形でこれから大きく活かしていきたいと思う。 
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当事者意識 

10期 寺本涼馬（商・2年） 

 

使命感や正義感が強いわけでもない平凡至極な私

が今回、このプロジェクトに応募することとなった

きっかけは高校時代に遡ります。 

慶應志木高校に在籍していた私は、2 年の秋頃に研

修旅行で南三陸町を訪れました。その際に旅館の方

や漁師の方など、多くの地元の方々にとても良くし

ていただきました。また、美味しい海産物や綺麗な

海など沢山の東北の魅力に気付くとともに、それら

の魅力を十分に堪能する暇もない程のレポートを課

し、私達を活用センターに缶詰めにした教師陣を恨

めしく思ったものでした。 

それから 3 年後の 2011 年 3 月 11 日、未曽有の大災

害が南三陸町を、日本を襲いました。正直な話、震災

直後は被災地のことを考える余裕はありませんでした。

恥かしいことに自分のことや家族、友人のことを心配する

ばかりで被災地のことにまで頭が回らなかったのです。 

私は千葉に住んでいるのですが、しばらくはコンビ

ニやデパートも品薄状態が続き、水道水も濁った泥水

が出て飲めたものではありませんでした。少し経つと

それも落ち着き、完全に現状復帰とはいかないまでも

私達の日常と呼べるようなものは返ってきました。そ

んな自分の周りだけを見て、現在進行形で被災してい

るという感覚をなくしかけていたとき、TV に流れて

きた被災地の映像が私を一気に現実へと引き戻しまし

た。もちろん、被災地の悲惨な状況は震災直後から流

れ続けていましたが、我が家の買い出しや片付けに忙

しく、あまりニュースをじっくりと見ることがなかっ

たのです。それに、時折ニュースを眺めても TV の向

こうに広がる世界は私達の世界とあまりにかけ離れて

いて、現実味を帯びずに私の中にただ流れ込んでくる

だけでした。それは恐ろしいくらいに自分と無関係な

ものであるかのように思えたのです。  

このプロジェクトから帰ってきて、この頃の自分の

当事者意識の欠如ぶりを思い返すと本当に恐ろしい気

持ちになります。しかし、自分を正当化するわけでは

ありませんが、人間の想像力とはその程度のものなの

ではないでしょうか。今回のような規模のものであれ

ばなおのこと。この当事者意識という点において、今

回のプロジェクトに参加できたことは非常に大きかっ

たと思います。  

そして、その時流れてきたニュース映像の中に南三

陸町のものがあったのです。私は高校時代のことを思

い出し、あの時お世話になった方々のことを想い、心

配になりました。ボランティアに行くという選択肢も

頭に浮かびましたが、今行っても足手まといになるの

ではと考え、最初の一歩をなかなか踏み出せず参加し

ないままでした。  

その時に正門前でこのプロジェクトの立て看板を見

つけ、「南三陸」の三文字を見た瞬間には参加しようと

いう決意は 8 割ほど固まっていました。第一回の WS

の日程を確認して予定を空けました。今思うと、この

時一歩踏み出していなかったら、私の東日本大震災に

対する考え方は全く違ったものになっていたように思

います。  

3 回の WS も、意外なことに面白い内容でした。失

礼な言い方になってしまいましたが、参加前は WS に

対して義務感しか持っておらず期待していなかったの

ですが、特に傾聴スキルやメンタルについてなどボラ

ンティア以外の場面でも参考になる知識が得られて感

謝しています。  

現地についてからは、ひたすら今までの自分の無知

さを自覚する毎日でした。少し前述しましたが、この

点がプロジェクトに参加して自分の中で一番変わった

と思う点であり、一番意味があったところであると思

います。  

私達の作ったベンチが少しは役に立っているかもし

れないし、私達が瓦礫を撤去し、草を抜き、スコップ

で整備した道も通りやすくなったかもしれない。福興

市を手伝って上げた利益は復興の財源としてわずかな

がらも足しになるのでしょう。しかしそれでも、実際

に南三陸町のあの現状を一度見てしまった私は、この

プロジェクトで私達が南三陸町の方々に与えることが

できたものはあまりにも小さいのではないかと考えて

しまうのです。  

少しばかり傲慢かもしれませんが、逆に私達が南三

陸町の方々から多くのものを与えていただくことがで

きた、ということが一番の収穫であったのではないか

と思うのです。復旧の見込みすら立たない津波の爪痕

をこの目に焼き付けた。胸の痛むような実体験のお話

を聞いた。そのような経験を通じて、僕だけでなく参

加者のみんなの中に「当事者意識」の芽がほんの少し

顔を出したことと思います。今回のプロジェクトは種

が発芽するきっかけを私達に与えてくれただけ。これ

から自分達で水をやり、大切に育てていくことが大切

であると思うのです。ひいては、それが被災地の方々

のためにもなり、日本復興の原動力になると信じてこ

の感想文を締めたいと思います。  

最後に、ながしず荘の方々、先生方やスタッフの皆

さんをはじめとする、このプロジェクトを支えて下さ

ったすべての方々、10 期まで活動を繋いでくれた 1~9

期の参加者の皆さん、そして共に活動しながら支えて

くれた 10期のみんなに心から感謝したいと思います。  
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百聞は一見に如かず 

10期 中村知香（商・4年） 

 

南三陸支援プロジェクトでは、たくさんの貴重な体

験をさせていただき、たくさんの貴重なお話を聞かせ

ていただき、お世話になった方々には本当に感謝して

おります。この文章は、まだ現地に行っていない人向

けにプロジェクトを通して経験したことをお伝えした

いと思い、このプロジェクトへの参加動機、南三陸に

行って感じたこと、帰ってきてからの心境の変化、と

いう順で進めていきます。 

まず、なぜ私がこのプロジェクトに参加したか、と

いうとその理由は 3 つあります。1 つ目は、震災が発

生したときからずっと抱いていた「東北の人のために

何かしたい」という思いをボランティアに参加するこ

とで実現できると考えたからです。2 つ目は、南三陸

という震災被害の大きい町に行くこと自体が貴重な経

験になると感じたからです。就職活動も終わり、残り

少ない大学生活において、震災の被害を自分の目で見

て、生の声を聞いて、現状を知ることは私にとって有

意義な時間になると考えました。3 つ目は、私が肌で

感じた南三陸の現状や東京にいる大学生ができること

を周りの人々に伝えたかったからです。震災が発生し

てだいぶ時間も経過し、メディアでの報道も以前より

はだいぶ少なくなってきていると感じていた私は、少

しでも多くの人に南三陸の現状を伝え、東北のために

何をすればよいかを伝えたいと考えました。 

 

以上のような思いがあって参加したプロジェクト

でしたが、南三陸に行ってまず初めに目に飛び込んで

きたものは、志津川の元々町があったと思われるとこ

ろすべてが流されてしまった風景でした。テレビやイ

ンターネット上で見たことはありましたが、実際に見

ると津波の被害の大きさを現実のものとして感じら

れ、衝撃を受けました。さらに、私は波伝谷という地

域で瓦礫撤去をしていたとき、掘るたびに食器など生

活していたことがわかる物が出てきて、復興にはどれ

だけ時間がかかるのだろうと思ってしまいました。は

じめは南三陸から帰ってきたら周りの人に現状を伝

えたいと思っていましたが、この状況は写真でも言葉

でも伝わらないと感じています。 

津波の被害は思って以上にひどく、家や家族を亡く

している人も多数いると思われる一方で、南三陸の人

は明るくて前向きな人が多い印象を受けました。私が

南三陸に行った時は震災から約半年が経過したこと

もあり、不安なことはたくさんあっても前を向いて生

きていく覚悟が人々にできていたのではないかと私

は思います。 

そして、都会とは違う点として強く感じたのは、南

三陸の人々はこの地域との関係が深く、隣近所あるい

はそれ以上の地域との付き合いを当たり前に行って

いるということでした。これは、これからの復興を考

えていく際に、絶対に考慮しなければならない点だと

思います。おそらく都会であれば多くの人が他の地域

に移り住むことも考えると思いますが、多くの南三陸

の人々は「ここでこれからも生きていく」という選択

をしているのだと感じました。地域との関係が深い南

三陸だからこそ、私たちの作成した慶應ベンチが喜ば

れているのではないかと思います。 

最後に、南三陸から帰ってきてから感じたのは、自

分がボランティアとしてできたことはほんのわずか

であった、しかし南三陸に行ったことで自分が得たも

のが確実に多かった、ということです。現地の状況は

写真でも言葉でも伝わらないことは先ほど述べた通

りですが、南三陸の人々の笑顔、前向きな姿勢に励ま

され、被災した方々のためにも頑張らなければという

気持ちになることができました。もしボランティアに

行こうか迷っているのであれば、ぜひ行ってみること

をお勧めします。 

そして今は南三陸に行ったことだけで満足しては

いけないと感じており、「今後私がすべきこと、南三

陸のためにできることは何なのか」ということを考え

て行動するようになりました。お世話になったながし

ず荘の方々をはじめ、南三陸にいる方々のためにでき

ることを小さいことから行うように心がけています。 

拙い文章ですが、参考にしていただければ幸いです。 
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志木高時代にお世話になった南三陸へ 

10期 南部翔（経・2年） 

 

私は、第 10 期として南三陸支援プロジェクトに参

加しました。まず、このプロジェクトに参加しようと

思った理由ですが、大学に入学してから今まで自分は

何をしてきたかを考えたとき、特に学生時代にしかで

きないようなことをほとんどしていないことに気づき

ました。そこで自分に何ができるのだろうかと考え、

特に秀でた能力がなくてもボランティアならできるの

ではないかと思いました。初めは海外の発展途上国な

どでのボランティアも検討していましたが、東日本大

震災が起き、まず海外ではなく日本で自分ができるこ

とをやろうと思いました。また、私は慶應義塾志木の

ときに研修旅行で南三陸に行っており、現地の人にお

世話になっていて思い入れもあったので何か恩返しが

したいという気持ちもありました。しかし、自分のこ

とで精いっぱいで時間が取れなかったというのもあり、

しばらくの間ボランティアに踏み切ることができませ

んでした。そうしたときに友人に誘われて慶應で南三

陸のボランティアがあるというのを聞き、時期も夏休

みとちょうどよかったのでこのプロジェクトに参加し

ようと決めました。 

現地に行くまでの期間は、事前のキックオフ説明会

やワークショップに参加しました。実際の被災地の様

子を聞いたり映像を見せてもらったりしたことで、今

まで漠然としか理解していなかった現地の状況をより

現実的に理解でき、改めて悲惨さを感じました。そし

て、被災地の人とコミュニケーションをとるときの注

意として傾聴スキルを学びましたが、震災の体験を無

理に思い出させるようなことはしないということや聞

き側に徹するなどというのを知って、逆に何を話した

らよいかなどわからなくなりその時は不安になりまし

た。また、自分が被災地の方たちとコミュニケーショ

ンをとるなどしたときに全然役に立てないかもしれな

いし、つらい体験を思い出させてしまうのではないか

と少しネガティブな気持ちもありました。しかし少し

悩んで、何もしないよりは何かした方が良いし、被災

地のためだけでなく現地に行って状況を知り、話を聞

くなどして自分が被災地に勉強させてもらいに行くん

だという気持ちになりました。 

実際に現地に行っての感想は、まず建物が崩壊して

いたり船が建物の上にのっていたりする光景を間近に

見て圧倒されました。さらに、ながしず荘の周りなど

では何もなく草原のようになっていたので初めからこ

のような場所であると思っていたが、震災前は建物が

あり町であったというのを聞いて元の町の様子が全く

想像できなく驚きました。本当に被害の大きい地域の

様子というのはニュースなどでよく目にする光景とは

少し違うということがわかりました。 

現場での活動では波伝谷の仮設住宅付近の道路整備

やがれき撤去、草むしりをしました。その現場活動の

本部が志木高校のときに実験などでお世話になった自

然環境活用センターという場所で、今では中には何も

なく筒抜けの状態でした。元々の建物の姿を知ってい

て思い入れのある場所だったのでとてもショックでし

た。私が知っていた 1 つの思い入れのある場所が震災

で変わり果ててしまっただけでもショックを受けたの

に、現地の方は自分の思い出の場所すべてが変わり果

ててしまったのだから想像できないくらいショックを

受けているのだろうと思いました。 

今期のボランティアでは福興市参加させてもらうな

どとても充実した活動を送ることができ、現地の方々

もとても明るく接してくれたので、気を抜いていると

自分が被災地にいてボランティアをしに来ているとい

うことを忘れているのではないかと思うくらいでした。

しかし、現地の方々の話を聞いていると、明るい態度

をとっていたよう見えても、やはり心の傷は大きく、

落ち込んでいるのだと感じました。私がそれを最も感

じたのが、ながしず荘の方々に震災の話をしてもらい

ストリートビューで震災前の南三陸町（特に戸倉地区）

の様子を見たときでした。ストリートビューを見てい

たのが少し長い時間であったりネット回線が遅くつな

がりにくい状況であったりということもあって私は少

しもどかしい気持ちもありました。しかし、仮に自分

の住んでいる地域が震災で変わり果ててしまったらと

考えたら、1 時間ほどストリートビューで震災前の様

子を見たところで見たりないだろうし、気が済まない

だろうと思いました。そう思うと、ストリートビュー

を見ていた時の宿の方々の発言に重みを感じるように

なりました。 

今回のボランティアに参加して、ニュースでは伝わりきらな

かった現地の状況を知ることができてよかった。また、現地の

被災状況だけでなく人々 の心の傷も大きいに違いないのに、多

くの方が笑顔で前向きに行動しているということがすごいと思

いました。今年の夏休みのボランティアバスは第10期で終わり

ですが、まだまだ復興には遠くボランティアで出来ることもた

くさんあるので今後もこのプロジェクトが継続できればよいと

感じました。 
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現地に行かなければわからない 

10期 沼田知己（法・2年） 

 

 3 月 11 日に震災から、実際に南三陸町に赴く 8 月の下

旬まで、僕は「なにか行動したい」と思いつつもなかな

か行動に移せずにいました。 

 理由は、こちらの生活サイクルを断ってまで被災地に

赴くのに正直、抵抗があったことです。いくら人助けと

は言え、先行きの見えない情勢の中、家族や、アルバイ

ト先に迷惑をかけてまでボランティアをする覚悟は、僕

にはありませんでした。 

 そんな中、大学の中庭で南三陸プロジェクトのポスタ

ーを見つけて、「これだ！」と思い、早速、友人と 2 人

で申込み、事前のワークショップに参加しました。最初

はどんなものなのかと訝しんでいましたが、参加を重ね

るにつれて、しっかりとした活動ができると分かり、行

きたいという気持ちは強くなっていきました。 

 そして 8 月 25 日、このプロジェクトの殿、第 10 期の

メンバーの 1 人として南三陸町に赴くこととなりました。 

 当初、僕は勝手に「被災地の人たちは、疲れ切ってい

て、心を痛めて悲痛な表情をする人ばかり」だと思い込

んでいましたが、実際に現地に入って見たのは、津波に

町を持っていかれ、瓦礫しか残っていないそんな土地で

も、日々の生活を送るため頑張っている現地の人々の姿

でした。 

冷静に考えてみれば、もう震災から 5 か月も経ってい

るのです。震災直後、よくマスコミに取り上げられた悲

しみに打ち震える被災者の姿を、迫りくる現実が放って

おくわけがありません。もはや、現地の人々の姿は、家

が流されたことも家族や友人を失ったこともすべて現実

と受け止め、まだ復興には遠い自分の町を見ながら、そ

れでも復興に向けて毎日を送り続ける、我慢強い、東北

の人たちの姿に変わっていました。 

また時間は、南三陸町の人々だけでなく、土地にも変

化を与えていると感じました。一つの例として波伝谷を

挙げます。波伝谷という谷は、震災直後は家が流され、

瓦礫で埋もれ、悲惨そのものでした。しかし、僕らが行

った 8 月には、草が生い茂り、緑が災害の傷跡を覆って

しまい、まるで、車に乗ってその谷を見たなら、最初か

ら家も何もなかった、緑があふれる谷だったのではない

かと思ってしまうような、そんな容貌に変化していまし

た。その光景はまるで自然が人々の生活の痕跡を飲み込

み、かき消すといった非情さ・無常さを訴えているよう

で、僕には少し辛く思えました。まだ、被災地に行って

ない人も、一度目にしたなら、その震災後の 5 か月の日々

は、南三陸町の人々にとってはどのような日々で、また

南三陸町という地域自体にもどのような時間だったのか

と、考えずにはいられないものだった、と僕は思います。 

南三陸町の人々が背負っている課題は膨大です。それ

は、その波伝谷の、瓦礫撤去作業ひとつやってみても

わかります。僕たちの班は 6～7 人がかりで家の跡地に

溜まっている土砂の片付けをし、それに大体 5 時間以上

かかりました。 

大の大人が 5～6 人がかりで 1 つの家の跡地片づける

のに 5 時間。そしてその波伝谷には同じような家の跡地

が何十もあり、さらにその波伝谷のような谷は南三陸町

にも何十もある。そして宮城県の中には南三陸町と同じ

ような町・地域がいくつもあり、ひいては今回の震災で

被災した東北の沿岸部 400キロメートルにわたって同じ

ような町がひしめいているとしたら…。このことが分か

って初めて僕は「ボランティアの数が足りない」という

言葉の意味が分かった気がしました。 

時間がたつにつれて、東北へのボランティアの数も減

っていくことが予想されていますが、その穴を埋めるた

めにも、そして今しかできない経験をするためにも、ま

だいってない人には行ってみてほしいと思います。テレ

ビや新聞で伝えていることなんて実際に行くのと比べた

ら、情報の量で言ったら 10 分の 1 以下だと断言できる

と思います。是非行ってみてください。 
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南三陸町を見て 

10期 前田隆裕（商・1年） 

 

今回、8 月 25 日から 30 日にかけて「夏休み！南三

陸支援プロジェクト」に参加させていただいた。普段

の学生生活では体感できないような光景や体験をさせ

ていただき非常に充実した 6日間であった。 

参加するきっかけは友人からの何気ない一言からで

あった。「今度ボランティアの説明会があるから一緒に

参加しない？」という彼の言葉は当時夏休みの予定な

どまったく考えていなかった自分にとってどことなく

魅力的に思えたのだった。自分ごときが現地へ行って

何ができるだろうかという不安を抱えながらもともか

く事前のワークショップに出ることにした。 

ワークショップに参加してまず驚いたのはその人数

の多さだった。正直な話、ボランティアなんて言い方

は悪いが一部の物好きのやることだろうなどと思って

いた自分としては、3月 11日に起こった震災に対する

意識、関心の高さに驚かされたのである。それと同時

に自分が南三陸町でボランティアをすることに対して

ものすごく不安に思った。自分はあの日、揺れの小さ

かった場所にいて、当時の自分の関心事といったら、

被災した街の状況よりもむしろ、原発がどうとか、放

射能がどうとかいったことであった。そのため、現地

の方はもちろん、ボランティアに参加する方とも当時

の怖さや、苦しさといった感情を共有できないのでは

ないかとか、そんな自分が現地の人の話を聞いてそれ

を受け止められるかなどと思ったのだ。今思うと、や

はり自分はどこかあの震災のことを他人事のようにと

らえていたのだな、と思う。 

しかし、実際に南三陸町にやってきてみて、あまり

の状況に衝撃を受けた。バスの車窓から見えるのは、

何もない草原と、ビルの 2～3階ぐらいの高さまで積み

上がったがれきの集積所、それと津波の爪痕を残した

廃墟と化した家やビル。初めてみた時、思わず言葉を

失ってしまった。一面に広がる光景を見て、誰がこの

地に街が栄えていたと思うだろか。僕が見た南三陸町

は、生活のにおいすら感じさせないほど何もかもが流

されてしまっていたのだ。         

中でも衝撃を受けたのは防災対策庁舎の跡地を訪れ

た時だ。多くの方がそこで流されて亡くなった、とい

う話は知っていたが、いざその場に立った時、もし自

分がその場にいたとして、自分の身長の何倍もあるこ

の建物を飲み込むほどの津波が襲うと思うか、仮に思

ったとしてどうやって津波から避難できただろうか、

と考えると、この震災がいかに恐ろしいものだったの

かが初めて分かった気がした。 

自分が今回のプロジェクトで最も変わったのは震災

に対する当事者意識だ。こちらに帰ってきてからは、

南三陸町がどうなっているのか、といった情報を能動

的に集めるようになった。また、自分が見た南三陸町

の話を家族や友人とするようにもなった。少しでも今

現地がどうなっているかを知ってもらえれば、より支

援が広まり、活気が戻りつつあるところがさらに元気

になるだろう、と思っている。 
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変わったこと 

10期 本阿弥沙羅（商・2年） 

 

私はずっとボランティアに興味はあったのですが、

私の引っ込み思案な性格ゆえに、なかなか行動できず

にいました。今年の夏は自分を変えてみよう！と思っ

ていたそんなときに、このプロジェクトに出会いまし

た。特別、被災地に興味があったわけでもなく、震災

のことさえも少し忘れかけていたかもしれません。で

すが、このプロジェクトを知ったことで、「少しでも被

災地で役に立つことがあればやってみたい！」「被災地

の現状を自分の目で見てみたい！」という気持ちにな

り、「これをきっかけに私自身も変わりたい！」と思い、

応募することにしました。 

現地で初めて現状を目の当たりにしたときは、言葉

を失いました。私たちが行ったときは、震災直後とは

きっと比べものにならないくらい片付いていたのだと

思いますが、それでも私には地獄のように感じました。

人間が滅亡した直後の地球に来ている心地でした。ほ

とんどの建物は跡形もなく流されて、そこには草が生

い茂り、自然の強さを改めて実感しました。南三陸町

での景色で、1番印象に残っているのはひまわりです。

ひまわりが有名だそうで、至る所にひまわりが力強く

咲いていました。現地の人たちは、そのひまわりのよ

うにとても元気でした。ボランティアに行くと、逆に

自分が元気をもらって帰ってくるという話をよく耳に

しますが、本当にそうでした。石巻の木の屋さんの工

場のおじさんは、「元気でいなければならない」とまで

言っていました。私は、その缶詰工場のおじさんに、

木の屋さんの缶詰がおいしい理由や魚のクイズ、震災

のときのお話まで、様々なお話を聞かせてもらいまし

た。きっとおじさんは、私たちのようにボランティア

に来た人たちに、缶詰を一緒に洗うということを通し

て、私たちにできるだけ震災の話をしてあげようとし

ているのだろうと感じました。それが今自分たちにで

きることだと考えているのだろうと思います。そのお

じさんの話で 1 番印象に残っていて、1 番みんなに伝

えたい話は、「両親を大切にしなさい」ということです。

こういう話をうかがいました。津波で流された親子は、

かろうじて流されている屋根に乗ることができたそう

です。しかし、その屋根も限界が近づいており、2 人

で乗っていたらどっちも助からないかもしれないと思

ったお母さんは、自分の上着を娘にかけて、その屋根

から降りて行ったそうです。親は、自分を犠牲にして

でも子を守るものだから、東京に帰ったらすぐに今ま

での感謝を伝えて、両親を大切にしていきなさい、と

工場のおじさんは何度も何度もおっしゃっていました。 

このプロジェクトから帰ってきて、初めて震災や津

波のニュースを見たとき、自分の中で大きく変わった

ことがあることに気が付きました。私はニュースを見

ながら、涙を流していたのです。震災の話やニュース

を見るたびに涙が出るようになってしまいました。自

分ではあまり感じていないのですが、現地で見たこと

や聞いたことが、おそらく私自身にとってとてもショ

ックなことだったのだと思います。それまでは他人事

のように考えていたことが、自分の身近のことのよう

に考えることができるようになりました。 

今私が 1番願うことは、私がそうなったように、多

くの人が3月11日の震災や被災地について少しでも関

心を持ち、それらに対する意識を少しでも変えてくれ

ることです。少しずつでも被災地のことを考えて、こ

の震災のことを忘れないようにしていきたいです。被

災地には継続的な支援が必要だということもよく分か

りました。今回のプロジェクトはまだまだ始まりにす

ぎないので、これからも私にできる形で継続的に支援

していきたいと思っています。若い世代の人たちでも

っともっと盛り上げていくべきだと感じました。福興

市で売り子をやったことで、私はモノを売ることが好

きだということに気が付くこともできました。被災地

のモノなどを売ったりすることを通じて、支援してい

けたらいいなと思います。今回、このような機会をく

ださり、支援してくださった皆さんや、ながしず荘の

皆さん、現地で出会った多くの方々にはとても感謝し

ています。本当にありがとうございました。そして、

これからもどうぞよろしくお願いします。 
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震災ではなくこれからを見つめるように 

10期 山田穂波（商・4年） 

 

 私は今回の慶応義塾大学南三陸ボランティアへ参

加したきっかけは、一言で行ってしまえば「友人に誘

われたから」に他なりません。震災後、就職活動の忙

しさの中でもどかしい日々を送り、就職活動後気付い

たら「また報道してる」くらいの感想しか抱かない自

分がいました。まだ何も解決していない、これからも

ずっと支援をする必要があるんだ、と常に思ってはい

るものの、募金程度でしか行動しませんでした。 

 きっかけは友人の誘いでしたが、私を決意させたの

は、「忘れたくない」という気持ちでした。被災地の

方へ何かしてあげたい、という気持ちが日々薄れ、あ

れほど悲しんでいた自分がどこかへ消えてしまうこ

とが悔しく思いました。現地の人はまだ何も解決して

いないのに、今東京で私のように震災へ関心が薄れて

いる人々が大勢いるはずだ、と思いました。 

 3 回の講義を受け、シンボジウムに参加する中で、

次第に現地の状況を理解していました。そして同時に、

ボランティアとして行く私たちの意義・立場を考える

ようになりました。理不尽なことを言われるかもしれ

ないけれど、ただ話を聞くだけでいい。ボランティア

してやってるのではなく、仕事を頂いている。様々な

話を先生やボランティア経験のある学生の方々から

聞き、「忘れたくない」という自分の目的に加え、現

地の方々に対する自分のあり方を考えさせられまし

た。 

 10期として、このプロジェクト最後の参加をしまし

た。私はそこではお茶っ子、瓦礫撤去、キッズドア、

福興市など様々な経験をさせて頂きました。現地で常

に感じていたことは、人々の行動力と、ボランティア

をする環境を作ってくれる方々やボランティアを受

け入れてくれる現地の方々への感謝の気持ちです。こ

のボランティアは、色々な人々の行動や協力で、ここ

まで上手く回っているんだと強く感じました。そのた

め様々な活動をする度に、現地の人と話す度に、私に

そうした行動をする機会をくれている方々に対して

本当にありがたいと感じました。 

 バスで南三陸町に入った時は、正直夏草の生い茂る

広大な土地を目の前に、想像したような衝撃を受けず、

ここで私にやることはあるのだろうか…と疑問を抱

いてしまいました。しかし訪れたその日から様々な活

動が用意され、忙しく活動することができ、また私の

微々たる行動では終わるわけのない、果てしない復興

活動や人々のケアがあることを知りました。そのため、

南三陸町で日々活動し、過ごす中で、その機会をくれ

た方々に感謝すると同時に、自分一人ではこれほどま

でに現地の方々へ行動することはできなかった、役に

立つことはできなかったと感じました。 

 テレビで見ているだけ、現地に行っただけでは経験

できなかったことを、私は行動することができました。

それはこの機会を与えられなければ実現しなかった

ことだと思います。それだけにプロジェクトを 1から

作り上げた方々、継続して行動し続けた方々は素晴ら

しいと思います。しかし、受身の私がこうした経験を

できたことで、私にもすべきことができました。南三

陸町という場所、活動したイベントやそこで出会った

人々、そうした繋がりを得た今、それを継続し、自分

自身活動すると同時に人々に伝えることができます。 

 ボランティア参加当時、受身で仕事をさせて頂いて

いた私がこれから出来ることは、現地で行った作業以

上に重要なことだと思います。「忘れたくない」とい

う気持ちで参加したボランティアですが、現地の果て

しない復興作業、今後抱える問題、関わった人々を前

に、ただ震災の酷さを忘れないだけでなく、今後いか

に継続的に行動し、私と同じ気持ちで行動を起こせず

にいる人々に伝え続けるかを考えたいと思います。 

 このプロジェクトを成り立たせて下さっている

方々に重ねて心からお礼申し上げます。 
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ボランティアを振り返って 

10期 涌井祥子（商・4年） 

 

私がこのボランティアへの参加を決意したのは、

未曾有の震災の爪跡を自分の目で見るとともに、被

災した方々に人の手でしかできない支援がしたい

と思ったからです。3 月 11 日の震災はあまりに衝撃

的かつ非現実的で、自分の国で起きたことだと受け

入れ難く、押し寄せる津波から逃げる人々が間に合

わずして飲み込まれる瞬間や親が子供の遺体と対

面し泣き崩れる映像にはこの上なく胸が苦しくな

りました。また、震災直後に就職活動をしていたと

きは、被災した方々は手を取り合って今日を生きて

いるのに対して、私は自分の将来のことばかりを考

えていてよいのだろうかと悩んだこともありまし

た。被災した方々の苦しみや悲しみを取り去ること

は私にはできないけれど、その思いを共有すること

ならばできると考え「時間も体力もある今こそ行動

する時だ」と参加を希望した次第です。 

宿に向かうバスが宮城県の沿岸部に近付くにつ

れ、街の空気が変わるのを感じました。街にはトラ

ックの走る音だけが響き、辛うじて残った建物は骨

組みが露になり、変形した車や金属の塊、砕けた木

や瓦といった瓦礫が所々に堆く積まれていました。

テレビで報道されていた防災対策庁舎を実際に見

ることによって、いかに高い津波が押し寄せてきた

かがわかり、人々の予想をはるかに上回った津波の

甚大さに自然の驚異を感じました。 

ボランティア活動の一つである瓦礫撤去は、地道

な作業の積み重ねでしたが、非常にやりがいのある

ものでした。瓦礫を掻き分けると、お茶碗の破片や

小さな靴下、ぎっしり書かれたノートやぬいぐるみ

といった震災前の人々の生活の証がたくさんあり、

それらを拾い上げる度に胸が痛みました。私は偶然

にも、古いお札と名前入りの領収書がストックされ

たファイルを見つけたのでボランティアセンター

に届けたところ、持ち主に届けることができました。

このことから、瓦礫撤去は機械的に行うのではなく

人の手で注意深く行うべきだと思いました。しかし

ながら、依然として手付かずの場所は多くあるため、

復興にはまだ多くの人手を要するのだと改めて思

いました。 

このボランティアを通して私が最も印象に残っ

ているのは、最終日に全員で訪れた石巻市の漁港に

ある缶詰工場の従業員の方のお話です。目の前で流

濁流に飲まれる人を救えなかったことや避難所で

の過酷な生活、自分の命を犠牲にして子供を救った

母親の話を通じて「日頃から周りの人を大切にする

べき」ということを訓えてくださいました。また、

ボランティアが来てくれると元気になれると何度

もおっしゃっていたのですが、その笑顔の裏には想

像を絶する辛い経験があるのだと思うと、缶詰を洗

いながらも涙が止まりませんでした。そして、震災

を風化させないためにもここで聞いた話は帰って

から家族や友人に話してほしいとのことなので、私

はその意思を継いで一人でも多くの人に伝えよう

と思います。 

今回このボランティアに参加し、人の命の儚さと

復興に対する力強さの両面を感じました。また、当

たり前だと思っている日常を噛み締めて生きてい

こうと思うようになりました。 

被災した方々が心から笑える日が来るように、私

はこれからも微力ながら自分にできることを探し

続けようと思います。 
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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。
改めて御礼申し上げます。

ながしず荘　遠藤栄一様・あえ子様、及川博道様・まき様、遠藤健様・綾様
　そして、子どもたち。えむさま、ほあさま、ようさま、しづきさま・（あずき）
南三陸森林組合　佐藤久一郎様、山内日出夫様、皆様
戸倉復興支援団　厨勝義様
自然の家ボランティアセンター　渡辺啓様、安藤仁美様、蛭田幸二様、三浦智幸様、
　寺岡様
南三陸町社会福祉協議会（ボランティアセンター）　猪又隆弘様
旧自然環境活用センター　横浜康継様、太齋彰浩様、川瀬摂様、阿部靖様
南三陸町観光協会　首藤史明様
横山観光　菅原幸広様　佐藤幸隆様
戸倉仮設住宅自治会長の皆様
南三陸町文化財保護委員　後藤一磨様
伊豆箱根バス　石井洋平様
キッズドア　岡本美架様
慶應義塾大学先端生命科学研究所　伊藤卓朗様
山輝園芸　中山輝幸様
マルカ林業株式会社　海瀬亀太郎様、林業三田会・杉並三田会・仙台三田会の皆様
B-R サーティワンアイスクリーム株式会社の皆様
佐藤信一様・ADK 南三陸町復興支援プロジェクトの皆様
塾生新聞会

そして、お力添えをくださった塾内の各部署の皆様、そのほか、バスの見送り、物
資の差し入れ等で多くの方が応援下さいました。心より御礼申し上げます。

慶應義塾・南三陸支援プロジェクト運営メンバー　――――――■＝教員、□＝学生

▲

　＊夏期
【現地活動計画】

■長沖暁子（代表）、■工藤多香子（発起人）、■津田眞弓（発
起人）、■山本勲（副代表）、□加納実久、□仲山紘史、□宮崎
紗和子、□中村仁（バス手配）

【現地コーディネーター】
□加納実久（夏期）

【講演会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】
■津田眞弓、■杉岡洋子、□安井將之

【会計】
■松岡和美、■永井容子

【総合受付】
■新島進

【窓口関連】
■瀧本佳容子、■山本勲、■安井伸、■松田健児、□粟津文香、
□安井美貴子、□羽田健太郎、□小林郁美、□中村仁

【保険】
■杉山由希子

【広報・しおり・取材対応】
■津田眞弓、□加納実久、□宮尾俊裕、□斎藤颯

【勉強会】
■安井伸、■松田健児、■山本勲、■瀧本佳容子、■迫桂、■
山本賀代、■孟 若燕、□小林郁美、□村木志穂、□桜井祐揮

【物資】
■櫻庭ゆみ子、■鈴木亮子、■武藤浩史、■長田進、■長谷川
由利子、■種村和史、■高橋幸吉、横山千晶、■ボールハチェッ
ト・ヘレン

【夏期現地引率】　
■長沖暁子、■杉山由希子、■井澤智浩（志木）、■松岡和美、
■松岡悦子（一般）、■神田さやこ、■津田眞弓、■兒玉幸憲 ( 広
報室）、■内堀朝子（日本大学）、■ヘルウィグ・ジョン、■細
田衛士、■荻村恭子（仏合研）、■福山欣司、■野口和行、■
下村裕（志木）、宮橋裕司（志木）、■山本勲、■小宮繁、■ヘ
ンシャイド・ジョー、■境一三、■熊倉敬聡、■片田真一、■
武藤浩史

【事後ワークショップ】
■山本勲、■津田眞弓、□金丸晶、□福田晶、□中込健太、□
光藤葉子、□梶川洋祐、□古賀一弥、□山田勇、□朝日慎也、
□山田明史、□渡邊瑛矩、□籾木佑介、□中村仁、□高好麻

　

 【学生チーム】

□粟津文香（リーダー）、□福田晶（春期現地コーディネーター）、□中村仁、□加納実久、□安井美貴子、□安井将之、□羽田健太郎、

□堀越健吾、□籾木佑介、□梶川洋祐、□中込健太、□村上央、□市井杏奈、□廣田貴一、□岡本貴大、□松下港平、□黒田真紀子、

□谷口実奈穂、□丸山紗季、□城本香苗、□金丸晶、□沼田知己、□宮尾俊裕、□高桑啓介

『2011 年　慶應義塾・南三陸支援プロジェクト報告書――「被災地」に行くのではなく、「南三陸町」へ行く――』　

制作：慶應義塾・南三陸支援プロジェクト　（報告書作成　■津田眞弓、□羽田健太郎、□高桑啓介）

印刷：オリジンシステムソリューション

　＊秋以後、学生チーム
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