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立教大学コミュニティ福祉学部 東日本大震災復興支援プロジェクト 

 

気仙沼大島べんきょうお手伝い隊第 10期 

～活動報告書～ 
 

１．活動概要 

・時期：2012年 06月 02日(土)～３日(日) 2日間 

・行き先：気仙沼市大島 

・参加者：計 16名（学部生 1１名、スタッフ 2名：川村、李 教員 3名：湯澤、杉山、沼澤＊敬称省略 

・主な活動：①小・中・高生の学習指導 

②小・中・高生とのレクリエーション 等 

 

２．スケジュール  

 2012年 06月 0２日（土） 

07:56 

08:02  

08:22 

東京駅発(7：45  代表：   計 3 名) 

上野駅発(7：50  代表：   計 2 名） 

大宮駅発(8：10 代表：    計 11 名） 

10:21 一ノ関駅着 

10:43 一ノ関駅発 

12:07 気仙沼駅着 

12:07～12:30 南気仙沼駅＆鹿折地区を迂回し、フェリー乗り場へ 12:30着（タクシー利用） 

12:40～13:05 フェリー 

13:10～13:40 会場準備＋注意事項再確認、子どもたちの受け入れ 

13:50～16:00 
学習支援 

（15：00からおやつの時間） 

16:00～17:00 
レクリエーション（しっぽ取りゲーム）、片づけ、子どもたちの送迎 

17:00夕食準備のため 3人、明海荘に移動 

18:30～ 夕食 

19:00～ 
高校生向け個別学習 

19:30分小学校バレーボール部の練習に参加（4名） 

21:00～ 入浴 

22:00 1日目の振り返り（16名） 

23:00～23:30 就寝 

  

2012年 06月 03日（日）  

07:30～08:30 朝食、片付け、打ち合わせ（07:00朝食準備手伝い 3名） 

08:30～08:50 学生Ａグループ：視察（初回参加者 6名、引率：川村） 

09:00～10:20 大島小学校校長先生よりお話し（PTA会議室、16名） 

10:30～12:00 学習会 

12:00～13:00 昼食（はま屋へ） 

13:00～14:45 小学生の学習支援及びレクレーション、中・高生の学習支援 

14:45～15:40 PTA室・図書室・トイレの掃除、終わりの輪、写真撮影、子どもたちの送迎 

15:40～16:00  出発準備 

16:20～16:45 フェリー 

17:00～17:30 復興屋台村見学 

17:30 タクシー乗車 

18:00 気仙沼駅乗車 

19:21 一ノ関駅到着 

19:28 一ノ関駅新幹線乗車 

はやて１０３号

「盛岡行き」 
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21:34 

21:54    

22:00 

大宮駅着 

上野駅着 

東京駅着 

  

３．役割分担 

・学部生代表… 

・緑の真珠伝え隊… 

・保護者への手紙管理  

・レクレーション担当… 

・写真係… 

・お菓子係… 

・子どもの人数・動向チェック係… 

・（校庭へも）救急道具係… 

 

４．活動報告  *BT（べんきょう隊の略字） 

（１）1日目 

１）学習支援（昼） 

①参加者：計 17 名（小学生 11名、中学生 4名、高校生 2名） 

②場所：大島小学校 PTA会議室、図書館 

 ◆PTA会議室（対象：小学生）  

 子どもたちを向かえる準備をしている間、子どもたちが来た。自己紹介を行い１：１での学習支援を行う。児童

館ではイベント（映画上映）があって、多数の子どもが児童館で配っていたかき氷やフランクフルト、焼き鳥等を

もらってきていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA会議室での学習支援の様子 

 

◆図書室（対象：中・高生） 

緑の真珠隊が集まり、話す時間を持ち、ブログの作成、ギャラリーの更新などを進めた。ブログの更新後には落

ち着いた雰囲気で学習支援が行われた。 

 

 

２）レクリエーション 

①参加者：計 17名 

(計：17名 2年１名、3年 3名、4年 2名、5年 5名、中学 1年 3名、不明 3名(女 2名、男 1名) 

（対応：RA１名、BT:１０名） 

 

②場所：大島小学校の校庭 

小学校の校庭を、全体を利用してしっぽ取りゲームを行う。校庭を走り回る子どもたちに笑顔が良く見られた。

しっぽ取りゲームの後小学生の女の子から、遊び（リレー）が求められて中学生、大学生が校庭を 1周する。 

中学 1 年の女の子たちはしっぽを受け取るもののゲームには参加しなかったが、児童館のイベントに参加し

た子ども 3名が帰り際に参加した。 

 

やまびこ６６

号「東京行き」 
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レクリエーションの様子 

 

 

３）学習支援（夜） 

 ①参加者：計９名 

  

②場所：明海荘（対象：高校生、中学生） 

広間と２階の男子と女子部屋を利用して学習支援を行う。中学３年生の女子５名は今期初参加であることを

考慮し、学生ボランティアの入れ変わりがないように対応する。どの部屋においても、落ち着いて学習に取り組

んでおり、学習を通した交流もできた。 

 

６）その他の活動 

①バレーボール 

（対象：小学生男 6名、女 3名、中学生 2名、高校生 2名 

その他：コーチ 1名、保護者 3名、大人 3名） 

・夜からバレーボール部の練習があるとの情報で（大塚より）、参加することにする。 

・RA1名、BT3名（女子）が小学校の体育館で参加する。 

・小学生が練習中でありお母さん 3名が一緒にいた。 

・コーチ及びお母さんに挨拶して、練習に混ぜってもらった。 

・練習後、小学生とのドッジボール試合を行った。 

・ドッジボールの際、BTの教員 2名が来てコーチやお母さんの方に挨拶や話をした。 

・小学生以外に若い大人が男女合わせて約 6人がいて、バレーボールの練習をしていた。 

 

７）1日目の振り返りにおける学生の感想（まとめ） 

・現地での活動は 2 回目だったが、タクシーを降りて視察したのは初めて。実際に自分の足で踏んでみること

は（見るだけとは）違うと感じた。よくも悪くも場所が綺麗になっていた。 

・南気仙沼駅は、以前散乱していた生活用品の残骸がなくなり、重機も入っていた。「何もない」なりに変化は

感じた。 

・震災のことをまだ「引きずって」いる子もいるのかと思ったが、そんなことを感じさせない元気な子たちだっ

た。 

・タクシーの運転手さんから震災後、不必要に信号機が増えたと聞き、優先順位を考えて適切にお金を使って

いけないものかと思った。まっさらな場所に信号機だけがあるのは妙な光景だった。 

・宿まで迎えに来てくれる子もいて、楽しみにしてくれているのだな、と嬉しく感じた。 

・レクはもう少し余裕があっても良いように感じた。また中学をレクリエーションに巻き込むことが出来なかっ

た。 

・時間の区切りがうまくいかない。また片づけなどルールをきちんと守ってもらえるようにしたい。 

・送迎について、家の遠い子、送り迎えが必要な子はリストアップしておいた方が良い。 

・高校生からメアドを聞かれたが教えられない・・・大島立教専用のアドレスを取得してはどうか。また、そこに

教えて欲しい勉強の範囲や、今どこまで学校で進んでいるかなどを送ってもらい、準備も行えれば・・・。 

・震災後 1年以上が経過しているので、建物があったりして、もう少し復興が進んでいるのかと甘く見ていた。 

・学校の宿題を行うだけでなく、もう少し応用の効いた学習支援をしかけられないか。 
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・レクはとても盛り上がった。体を動かすことで交流しやすい。協力して行うゲームが良い。ただその中でも、子ど

もそれぞれ、やりたいこともある様子。 

・自由行動をどこまで許容すべきか、判断が難しい。 

・最近募金活動など見かけなくなりつつあるが、ボランティアに行った人にしか分からない現地の状況というのを

伝え、呼びかけるべきだと思う。 

・何度となく被災地の光景を見ているうちに場馴れしていきている自分がいる。 

・学校という場所が持つ「雰囲気」は子どもの姿勢にも強く影響している。勉強するだけではない「学び」、関わり

の中での「学び」が提供できればと思う。 

・クリスマス会で関わりがあったことを覚えていてくれた。 

・被災地の「復興状況」のとらえ方の違いを感じた。自治会長によれば復興は進んでいない。（進んでいるという

人とそうでない人）両方の立場がある。 

・震災についての深い話をしてくれた子がいた。そういうことが言える場所になっているということの意味は大き

い。 

・瓦礫の山がなくなってはいた。その意味で復興していた。 

・視察の際に見た船を、原爆ドームと同じく残しておくべきだと思ったけど、一方的な意見だったなと感じた。 

・被災地の様子で写真や映像で感じられない火や潮の匂いを感じた。 

・英語に興味がある子どもに、発音とかやってあげたらすごく喜んでいた。小５は慣れるためだけだから、文法を

教えたりすると喜んだ。自分で単語帳を出して文章を作ったりしていた。そうやって勉強を教える必要がある子に

はそうしたい。 

 

（２）2日目の活動 

１）学習支援①（午前） 

①参加者：計 ６ 名 

②場所：大島小学校 PTA会議室、図書館 

◆PTA会議室（対象：小学生） 

・開始時間前から子どもたちが来て待っていたが、午前中は参加する子どもが少なく、小学校の体育館で太鼓

の練習があるとのことで、太鼓の見学を行う。 

◆図書室（対象：中・高生） 

・英語の教科書の内容を教える。 

 

学習支援②（午後） 

①参加者：計 14 名 

②場所：大島小学校 PTA会議室、図書館 

 ◆PTA会議室（対象：小学生） 

・午前に比べて小学生の人数が増えたため、基本は 1:1 の学習支援の体制にし、場合によっては 1:2 の形で学

習支援を行う。 

・BTのメンバーに男子が不足していたため、中学生に男の子の対応をお願いする。 

 

◆図書室（対象：中・高生） 

・午前に比べて参加する学生が増えたが、1:1の体制で学習支援を行う。男子高校生(2年、1年)が参加して、学

習支援（数学）を行う。男子高校生の内 2年生は初参加であった。男子中学生は化学の学習支援を行う。 

・緑の真珠隊の高校生（女子 2名）はブロクに関する話をする。 

 

２）視察（引率 RA川村） 

・朝食後 8:30頃から 8:50頃まで、初参加の大学生を中心に視察を行う。 

・小田野浜に向かう。道すがら基礎部分のみとなった住居や、崩壊した公衆トイレなども見る。小田野浜におい

ては、本来あったはずの砂浜が震災により大部分流出してしまったこと、また例年行われていた遠泳は中止とな

り、併せて行われていた砂の造形展の開催も一時危ぶまれたことなどを伝える。 

・時間の都合上、田中浜にはたどり着けず。田中浜へ向かう道を途中（田中浜が目視できるあたり）まで行き、そ

こで説明をする。震災直後の田中浜の状況や、亀山での火災について伝える。 

・途中、被災者の中には物質的な被害は少なかったために、物質的な被害が大きい人に気兼ねしてしまい、辛

さを表現できない人もいることなどを伝える。 
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３）校長先生の講話 

・子どもとの接し方（語る、動く）に関すること、被災前（ご自身の幼い時の話や方言に関する話）と震災（写真、当

日の本人の状況）、震災後の人の話（子どもたちの手紙、転校した学生の手紙）を色々な材料を利用して話して

下さった。最後は青い山脈を合唱して終わりにする。 

・校長先生からの「お願いごと」が話された。 

 ①廊下を子どもが走るようにしないこと ②使用したトイレの掃除 ③消灯 ④チラシの工夫 ⑤子どもへの接

し方の工夫 

・BT が活動するとき子どもたちによい影響を与えていて、一緒に BT の活動を考えて生きたいと言っていただい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）緑の真珠隊 

・2 日間、パソコンを見ながらブログの説明や意見交換を行った。ブログが完成し、ギャラリーも増えた。現地

の部員も積極的に活動・提案をしてくれている。 
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活動後の記念撮影（PTA会議室） 

  



7 / 8 

 

５．活動後の感想 

 

◇初めての小学校での活動であった。勉強の場所と遊ぶ空間が近く、移動する時も道路を通らないので安全。

PTA 会室の窓から校庭の子どもの様子も把握できる。新しい小学生が見えてよかった。緑の真珠隊としての活

動では、高校生が自主的に動いてくれた（HP 等、意見も出してくれる）。べんきょう隊の活動と両立できたらいい

なと思う。校長先生、タクシーの運転手さんから話を聞くことができた。このような小学生以外の人とも交流して

いきたい。気仙沼にある大きい船（鹿折地区に打ち上げられた大型船：共徳丸）を残した方がいいのではないか

と思ったが、運転手さんからVサインをしながら写真撮影をする観光客に腹が立つといった話を聞いた。また、フ

ェリー乗り場の周辺が公営住宅になるそうで、家を建て直したりすることは出来なく、復興はまだだとのこと。（活

動前は）復興が少し進んだものと思っていたが、まだ復興は進んでないと感じ、現地のひととの立場の違いを感

じた。 

 

◆南気仙沼駅の風景やタクシー運転手さんの話を聞き、前の環境にもどるにつれ、今後の生き方を考えなけれ

ばいけないということを感じた。初参加であり、以前（明海荘での活動）との違いは分からないが、学校という場

所で、勉強に向かうようになっていけるのではないかと思う。学習支援では普段、学校では学べないような学習

が提案できたらいいなと思った。レクリエーションとしてしっぽ取りができてよかったと思った。しかし、絶対取れな

いどころに付けたりする子もいて、正しい方向（模範）にいくようには、どのようにすればいいのか迷った。 

 

◇今回行ってみて、テレビで見るより、思っていた以上に酷かった。更地の状態が寂しい。この後、どうするんだ

ろうと思い、現地の人はもっとその思い（この後どうするんだろうという思い）が強いだろうと思った。こちらでは多

くの人が復興していると思っているのではないか。こちらの人たちに復興に対して伝えなくてはと思った。子ども

たちにも傷（震災による精神的な傷）があるのかと思ったが、元気で、むしろ自分が元気をもらった。空間の重要

性を感じた（学校は勉強にはいりやすい）。時間のメリハリをつけた（始まりと終わり）方がよいのではないかと思

った。勉強に関して応用の学習（小学生が英語をやりたいといった）が取り入れられないか。算数、漢字等の学

校の宿題は教えなくともはできているように見えた。学校では学べないこと、そして、考えてみることで面白さを

感じられる学習ができればと思った。（クイズ形式にし、お菓子などの商品を用意するなど） 

 

◆学校に移したことで、場所の雰囲気を借りていい感じで進められたと思う。その影響か、中・高生も帰宅時間

を守り 9時に帰っていったので良かった。校長先生の話では、先生としての視点、保護者の視点でのご要望を頂

くことが出来た。個人的には前回の課題はいい方向で解消できたと思う。場所の変更による課題は次回に解消

したいと思った。小学生と中学生は混じりづらかったかなと思った。子どもたちの注意はどうすればいいのか。勉

強以外の、生活の中で学べることを学んでほしいいという要望があり、答えられればと思ったが、どこまでを、ど

のような言い方ですればいいのか悩む。 

 

◇楽しく活動することができた。小学校に移ったことがプラスの方向に働いたのではないかと思った。学校は学

ぶ場という意識があったと思う。片づけの時間（掃除）進んでやってくれたと思った。時間にはメリハリがついたと

思った。大きい収穫だと思う。校長先生の講談から、校長先生自身の思い・教育観等の話を聞き、自分は島の

復興、子どもたちの未来に関わっているとういうことを意識するようになった。今後の活動に活かしたい。 

 

◆今も現地の人たちは痛みをもって生きている。人見知りで、顔を覚えてもらえるしかできなかったが、リピータ

ーがいることの意味が分かった。べんきょう隊、緑の真珠隊の活動が柔軟性があって活動しやすいが、その分、

初参加者としては動きにくい面もある。初参加者にとっては、もう少し型が決まっていると助かるのではないかと

思った。ボランティアは初めてだったが、行動を移してみないとわからないことを痛感した。 

 

◇去年の 9月にバスでの視察に行ったが、今回のように自分の足で（被災地の大地を）踏むのは初めてだった。

前回よりきれいになったと感じるところがあったが、家の痕跡がなくなった寂しさを感じた。学校での活動は子ど

もたちが勉強しやすく、集まりやすい。勉強とレクリエーションの時間、清掃の時間の工夫が必要だと思う。レクリ

エーションは校庭全体を使って皆（べんきょう隊や子ども）関係なく楽しめた。しかし、範囲が広く、中学生など参

加しづらい子もいるようだった。1、2日で関係づくりは難しいと思っていたが、子どもたちが集まってくれた。 

 

◆今回はいい意味で忙しかった。小学校を利用することで子どもたちが来やすかった。来る子どもたちの年齢層

が低かった（小学生）。終わってから掃除をする習慣をつける。役割として、レクリエーションと緑の真珠隊が重複
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していたので、2つは重複しない方がいいのではないかと思う。送り迎えは一人ではなく複数人で見送りをした方

が良いのではないか。中学生にアドレス聞かれた。勉強を教えてほしいという希望だった。しかし、こちらの方針

で教えることができなかった。勉強を教えたりする公式メールを作るのはどうか。 

 

◇宿題を持ってくる子が多かった。勉強の習慣は付いているのではないかと思う。宿題をやりながら話すので、

勉強の時とレクリエーションとメリハリをつける必要があるのではないか。小学生を教えるのはできたが、高校生

を教えたときは思い出しながらで大変だった。数学の教科書など少し見返してから参加した方がいいのではない

か。子どもが元気に見えたが、心のそこには残っているものがあるのではないかと思う。また機会があったら参

加したい。レクリエーションは、子どもたちが普段できないものが取り入れた方がよいのではないか。部屋の中で

のレクリエーションをしたいとの話（アンケート）があった。 

 

 

文責：李徳熙 


