
 

■活動報告書（中長期）               記入年月日 2012年 03 月 22日 

団体名 
学校法人 立教大学 東日本大震災復興プロジェクト 

 

代表者名 
役職名 氏名（ふりがな）   もりもと よしき 

プロジェクト委員長 森本 佳樹 (コミュニティ福祉学部福祉学科教授) 

所在地 

〒  352 ― 8558 

埼玉県新座市北野 1-2-26 立教大学コミュニティ福祉学部 

（団体専用・個人宅→    様方） 

記入者名 
役職名 氏名（ふりがな）  おき なおこ 

プログラム・コーディネーター        沖 直子 

記入者連絡先 

TEL: 048-471-6967 FAX:  

携帯: メールアドレス:  

助成決定番号 ４Ｂ-１８５ 

活動名 復興支援とコミュニティ再生のためのコミュニティ福祉学部の事業 

プログラム種別  1.緊急救援活動  2.生活支援活動 ○ 3.復興支援活動  4.その他 

助成決定額     295    万円 

活動期間・日数 1.活動期間（2011年 11月 10日～2012年 3月 22日） 2.活動日数（ 134 日） 

活動した人数 
1.スタッフ（のべ  ２０  人） 

3.ボランティア（のべ 166   人） 
2.ボランティアリーダー（のべ １０ 人） 

協力・連携した

団体や機関 

1. 陸前高田市 災害ボランティアセンター 

※災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰとの協力・連携が無

い場合は 1は記入なし 

※災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ以外の協力・連携団

体がある場合は 2～5に記入 

2. 陸前高田市役所 企画部企画政策課・社会福祉課 

3. 陸前高田市 社会福祉協議会 

4.小規模多機能型居宅介護事業所「めだかの楽園」 

5.気仙沼市役所・社会福祉協議会・大島小中学校 

活動した場所や

拠点 

1. 埼玉県新座市北野 1-2-26 「立教大学 新座キャンパス」  

2. 宮城県気仙沼市大島長崎 「旅館・明海荘（あけみそう）、大島小・中学校」 

3. 宮城県石巻市元倉 「めだかの楽園」 

4．岩手県陸前高田市小友町西下 52－1 「立教大学・高田サポートハウス」 
（都道府県名・市区町村名・地区名・拠点名等が分かるよう、具体的に記入してください） 

活動の対象者 

1. 気仙沼市大島 大島小学校・中学校の児童、大島中学校・仮設の方 

2. 石巻 介護事業所利用の在宅高齢者、大橋団地仮設住宅の方 

3. 陸前高田市 小友地区の方、モビリア仮設の方、大船渡仮設の方 

【記入上の注意・お願い】 

1. この報告書に記載された内容は寄付者や関心のある方などに対して広く公

表します。個人名または個人が明らかに特定される内容は記入しないでく

ださい。（記入者の連絡先は公開しません） 

2. 活動のことを初めて知る人が読んでもわかるように、なるべく専門用語を

使わず、イメージのわくような報告をお願いします。写真なども有効に活

用ください。（写真は公開の許可がとれたもののみ送付ください） 



活動した内容 

4 月、立教大学コミュニティ福祉学部において「東日本大震災復興支援プロジェクト」

を発足し、「東日本大震災復興支援室」を開設しました。支援室にプログラム・コーディネ

ーターを配置して、災害ボランティアに特化した情報の提供・活動の相談・派遣調整等を

日常的に行なう体制を整えました。（ボランティア参加希望登録者 3/22 現在 295 名） 

7 月末からは気仙沼市大島、石巻市、陸前高田市、南三陸町への学生ボランティアの定

期的な派遣を開始しました。 

１．気仙沼大島  「立教大学 べんきょうお手伝い隊」 

気仙沼市大島にある旅館「明海荘」を拠点にして、島に 1 校しかない小・中学校、さら

には児童館と連携し、学習支援及び交流を目的とする「立教大学べんきょうお手伝い隊（通

称：べんきょう隊）」を結成し、毎月 1回、平均 13名（引率者 3名含む）を派遣しました。

春休みには特別に子どもの遊び場・環境整備のプロジェクトでも 2 回派遣し、これまでで

のべ 100 名以上の学生が参加しています。学生の旅費補助が可能となった 11月以降はリピ

ーターの参加が増え、島の子ども達、お母さん方と交流がより深いものとなってきました。

現在は 4 月(べんきょう隊第 8期)を募集している状況です。 

 現地活動の推移としては、9 月の初めての活動では子どもたちの参加人数は 5 名前後と

少なかったのですが、回を重ねるにつれて増え、現在は平均 14～15名の子どもたちが参加

するようになりました。また、児童館からご依頼いただき、クリスマス会を主催するなど、

島での認知も上がってきました。学習支援は時間割・科目を決めて行なうのではなく、子

どもたちが求める科目・教材を「べんきょう隊」がサポートする、児童主体のスタイルで

行っています。11月からは高校生も参加し受験対策の時間帯を設けました。また、震災後

の遊び場確保、ストレスの発散のため、校庭や体育館をお借りして行うスポーツやレクレ

ーションにも力を入れるようになりました。今後も子どもの様子に沿って柔軟に活動内容

を変えていきながら、寄り添っていきたいと考えています。  

↑ピザを作って食べる様子（6期）       ↑学習支援の様子（3期） 

 

 

 

 

子どもの遊び場・環境整備プロジェクト①池の清

掃活動  

 

 

 

また、子ども達を送迎するなかで育まれたご父母の方との縁を栄養調査へと繋げ、栄養

専門家による健康講座を行ないました。事前の個別の調査結果をもとに栄養指導を行い、

健康のために室内でもできる「ロコモ体操」を伝えています。今後も継続的に栄養講座を

行なう予定です。 



2．石巻市 「めだかの楽園」 

 拠点となる小規模多機能型居宅介護事業所「めだかの楽園」へほぼ毎月、平均 4 名（引

率 1 名を含む）を第 7 期まで派遣しました。主な活動は高齢者へのデイサービス事業と連

携し、その日の活動のお手伝い、さらにその時期のイベントの準備に参加します。7 月に

は「石巻川開き祭り」や「仮設住宅への引っ越し」、8月には「仮設住宅の傾聴ボランティ

ア」また、冬には大学のある新座市を巻き込んで冬服を集めて仮設で配布しました。（計：

182着）」その後もクリスマス会、3.11のシンポジウム＋ＦＭラジオ収録等、様々な活動に

参加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   冬服配布と芋煮会（4期）             クリスマス会の準備（5期） 

  

3．陸前高田・南三陸 

 岩手県陸前高田市は、7 月にプロジェクトメンバーの教員の現地ネットワークによ

り、震災当時、二次避難所として使われた一軒の民家を小友地区に借りることができ

ました。この家を長期的支援の拠点とするべく『立教大学・高田サポートハウス』と

名付け、11 月 3 日に開所式、さらには地域の方との運営委員会を行いました。しかし、

現地は車以外の交通手段がなく、学生は教員の車での引率が必須なことから、現在で

は仮設住宅での活動に参加しながら、壊滅的被害を受けた地域で今後どのような活動

ができるかを考察中です。また、約 1 年の現地調整・公的機関との連携を続け、2012

年 3 月末には、大学として陸前高田市と支援協定を結ぶため、今後はより公的機関と

連携した活動を活発に展開することになりそうです。 

  立教大学・高田サポートハウス             教員による視察 

南三陸町では 8 月に「ひころの里」を拠点にして、津波で塩害にあった田んぼの再生を主

な活動として展開しましたが、現在は田んぼ等の整備時期も過ぎ、新しく現地との連携を

模索した結果『南三陸再生私大ネット 36』へ大学として協賛することを決定しました。 

（活動の内容がわかる写真がありましたら、データをメールで送ってください） 

（なるべく、活動現場でボラサポのマークと一緒に写した写真を 1枚は送ってください） 

活動内容を掲載したウェブ 

（立教大学東日本大震災復興推進室 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/csc/content/report.html 



活動の成果 

１．気仙沼大島「べんきょうお手伝い隊」 

・島に一つしかない学校、クラス変えのない環境、そして高校生も島外へ通学するという

日常のなかに、島では稀有な大学生が毎月行き、子ども達と学習し交流し、わずか半年で

もともに成長してきたことにより、子ども達の今後を考える上での影響、さらにはご父母

の方の負担軽減が多少なりともあった。3 月中旬の学部教員による被災地視察の際には、

お母さん方から直接「島に新しい風が入った」「だんだん勉強を教えることが難しくなる年

頃の子どもと交流してくれて有難い」「遊んでもらって明るくなった」「4 月からも続けて

ほしい」などの声が寄せられた。また、派遣期以外でも文通での交流などは日常的に続い

ているため、今後も長期に渡っての関係性を子ども達―学生、相互が求める良好な体制が

つくられた。具体的には、子どもの学習意欲の向上、震災後のストレスの発散、心理的な

安静。そしてお母さん方の休息時間の確保。相談相手となったことも、活動の成果と考え

られる。 

・半年間という継続により、信頼関係を育み、栄養専門家（プロジェクトの教員）による

栄養指導と体操を実施することができたため、仮設等での健康管理・生活習慣への支援が

可能となった。体操等は、今後の実施を期待されている。 

 

２．石巻市「めだかの楽園」 

・施設の職員も被災者した当施設において、利用している高齢者への生活支援に関わり、

被災地の「心のケア」に携わることができた。また、福祉学部の専門性を活かし、仮設住

宅での傾聴ボランティアにも積極的に関わっている。 

・学校がある新座市民に、仮設住宅での物資支援を呼びかけ、夏服・虫よけ・冬服等を集

め、直接被災者へ手渡すパイプ役としての働きができた。特にこの活動は、学生の主体的

な活動となり、近隣都県で社協と連携して県内・都内の方への支援活動へ繋がっている。

（東京都孤立化防止事業） 

 

３．陸前高田・南三陸 

・プロジェクトの教員の長期的な現地調整により、「高田サポートハウス」の開所、陸前高

田市との支援協定、南三陸「私大ネット」への協賛など、プロジェクトに留まらず、大学

全体として現地機関と提携する動きをつくることができた。2012年度以降の活動基盤とし

て重点的に取り組んでいくこととなる。 

（活動を通じて気付いたこと・感じたこと・活動の成果・活動上の課題等を記入してください） 

寄付者への 

メッセージ 

 

学生の現地交通費補助として申請し、無事採択され、わずか 3 ヶ月ではありましたが、延約

166名、実数約 70名の学生を現地へ送ることができました。そのおかげで「被災地」とひとくく

りにしない関係性、現地の方と○○さんと固有名詞で呼び合い、いとこのお姉ちゃん、孫、子

どもと同じ年の学生、などとして次の訪問を待っていただけるような、そんな繋がりが生まれる

きっかけとなりました。今回ご支援いただいた学生は、数年後、社会人として復興支援の立役

者となって欲しいです。寄付いただいた方の想いを受け、この活動がこうして継続できたこと

を感謝しています。 
 

 

 

 

 

 



（活動報告 別紙） 活動内容分類 

 

貴団体が実際に活動した内容で、以下の活動項目のうち当てはまるもの全てに○を付けてください。 

赤い羽根「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金」助成プログラムの充実や寄付者への報告

に活用します（選考資料には致しません）。 

 
○印 

記入欄 

↓ 

 
活動項目 

○  1 在宅被災者の訪問・安否確認・物資の配達等 

○  2 被災家屋の瓦礫等の片付け・物品の捜索等  

  3 行方不明者の捜索・連絡の支援 

○  4 仮設住宅等への引っ越しの支援 

○  5 避難所の被災者の支援・避難所の運営支援 

  6 炊き出し 

  7 外出・通院・移送等の支援 

  8 入浴 

  9 理美容 

○  10 相談 

○  11 専門職としての活動 

  12 医療 

○  13 健康管理 

○  14 介護・介助 

  15 障害者・外国人等のコミュニケーション支援 

○  16 こどもの保育・学習支援 

○  17 レクリエーション・文化・スポーツ活動 

○  18 サロン活動 

○  19 孤立防止 

  20 離散した被災者同士のつながりを支援する調査・情報提供・交流支援等 

  21 災害で中断した伝統・文化・地域活動等を復興する活動 

  22 ミニコミ・コミュニティ FM・サイト運営等情報・交流支援 

○  23 新たな生活支援サービスの開発 

○  24 新たな地域活動の開発 

○  25 支援拠点の設営・ボランティア等のコーディネート・活動開発支援 

  26 その他（具体的に記入：                    ） 

※本応募書にご記入いただいた個人情報は、本助成金に関する事務手続きのみに使用いたします。 


