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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 

 

第 25期 気仙沼大島べんきょうお手伝い隊 活動報告書 
１．活動概要 

・時期：2013 年 8 月 28 日(水)～8 月 30 日(金) 、二泊三日 

・行き先：宮城県気仙沼市大島 

・宿泊先：旅館明海荘 

・主な活動：大島小学校行事である砂の造形展への参加、現地住民の方のお話を伺う 

・参加者：学生 13 名、教員 1 名：湯澤先生、スタッフ 3 名：沖、来住、新谷  計 17 名 

新座コミ福 新座他学部 池袋 RA 教員 他 計 

8 3 2 1 1 2 17 

２．スケジュール 

２０１３年８月２８日（水） 
 

０７：１６ 

０７：２１  はやて１０１号「盛岡行き」 

０７：４２        

東京駅発(07：05ホーム６号車乗り場待ち合わせ) 

上野駅発(07：10ホーム６号車乗り場待ち合わせ） 

大宮駅発（07：30ホーム６号車乗り場待ち合わせ） 

０９：３１ 一ノ関駅着 

０９：４３ 一ノ関駅発 

１１：０５ 気仙沼駅着 

１１：１０～１２：２０ 南気仙沼駅＆鹿折地区を迂回し、フェリー乗り場へ（タクシー） 

１２：４０～１３：０５ フェリー（昼食、集金）  

１３：３０～１４：００ 自己紹介・打ち合わせ（ハーティケア訪問準備） 

１４：３０～１６：３０ おおしまハーティケアセンター訪問 

１７：００～１７：４５ 休憩、申請書記入 

１７：４５～１８：４５ 夕食 

１９：００～２０：３０ 中高生学習支援（開発センター） 

２１：００～２２：００ 入浴 

２２：００～２３：００ 1日の振り返り 

２３：００～２３：３０ 就寝 
・・ 

２０１３年８月２９日（木） 
 

６：３０～７：００ 朝食 

７：３０～８：１５ 砂の造形展の準備 

９：００ 小学校集合 

９：１５～１３：３０ 

＊１２：００～１３：００で子ども達と昼食 

砂の造形展 

※終了後、片付けの手伝い 

１３：３０～ 休憩・島内視察 

１６：３０～１８：３０ 夕食(BBQ) 

１９：００～２０：００ 花火（ふれあい広場）  

２１：００～２２：００ 入浴 

２２：００～２３：００ 1日の振り返り 

２３：００～２３：３０ 荷物をまとめておく＋就寝 
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２０１３年８月３０日（金） 
 

７：３０～８：３０ 朝食、片付け、打ち合わせ 

９：３０～１１：００ A さんのお話を伺う 

１１：３０～１２：３０ 昼食（はまや orたいよう） 

１３：００～１６：００ 振り返り（明海荘） 

１６：２０～１６：４５ 

１６：３０～１６：４５ 

フェリー 

ひまわりと分かれる 

１７：００～１７：２０ 復興屋台村見学 

１７：２０ タクシー乗車 

１７：５１ 気仙沼駅乗車 

１９：１５ 一ノ関駅到着 

１９：２２ 一ノ関駅新幹線乗車 

２１：３４ 

２１：５４   やまびこ６６号「東京行き」 

２２：００ 

大宮駅着 

上野駅着 

東京駅着 

 

 

３．役割分担 

・学部生代表：学生 1 名、ハーティケア事前学習担当：学生 4 名、中高生学習支援担当：学生 4 名、花

火担当：学生４名 写真係：引率 2名 

 

４．活動報告 

一日目（8 月 28 日） 

 

１）南気仙沼駅・鹿折地区の視察（学生 12 名、引率：沖、来住、新谷） 

  今期は班で行動することで、リピーターの学生が初めて参加した学生に対し、以前訪れた際の状況と

の比較を話す様子等がみられ充実した視察になった。震災直後の資料だけでなく、一年前の写真を持参

したことも効果的であった。また、来月には共徳丸の解体工事が開始されるので、現状の共徳丸視察は

今期が最期となった。 

   

        共徳丸              フェリーより養殖の様子 

 

２）ハーティケア見学（学生 13 名、引率：湯澤先生、沖、来住、新谷） 

 初の試みとして、大島にある介護施設の「社会福祉法人渓仁会おおしまハーティケアセンター」を訪

問した。コミュニティ福祉学科以外の学生もいるため、担当の学生に介護保険制度、介護施設等につい

ての事前学習を依頼し、施設を訪問する前に知識の共有を行った。 
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その後、施設にて所長のお話を伺い、高齢化が進む大島での高齢者介護の実態を詳しく知ることが出

来た。さらに、次なる災害時の対応も課題となる中、施設内の防水避難室等を拝見させていただいた。

また、施設内で実施されていたケアプログラムにも参加させていただき、高齢者の方々と交流する機会

を持つことが出来た。今後もハーティケアとの関わりを継続的に実施していきたい。 

   

     ハーティケアにて           ハーティケアの交流会に参加 

 

３）中高生学習支援（学生 13 名 中高生 12 名 引率：湯澤先生、沖、来住、新谷） 

 中学生が勉強に取り組みやすくなるよう、各教科のクイズ形式プリントを作って持参した。これによ

り以前までよりも勉強に取り組む時間が増え、充実した時間を過ごすことができた。また、中学 3 年生

の受験勉強に対する意識が非常に高くなっており、今後は受験対策のニーズがますます出てくるように

感じた。 

 

  プリントに取り組む中学生達 

 

二日目（8 月 29 日） 

 

４）砂の造形展（学生 13 名、引率：湯澤先生、沖、来住、新谷） 

 砂の造形展とは、大島小学校の学校行事のひとつであり、小田の浜にて、縦割りの 6 班に分かれて、

それぞれ決めたテーマに沿って作品を作り上げていくというものである。べんきょうお手伝い隊として、

昨年から参加させていただいているものであり、今年も小学校からお声かけをいただいて参加させてい

ただくことになった。 

心配されていた天候は問題なく、体調不良者が特に出ることもなく無事に終えることが出来た。小学

生と一緒に作品を作り上げることで、初めて参加した学生も早く子どもたちと仲良くなることが出来た。

また、小学校の先生や保護者の方とも交流することもでき、充実したプログラムとなった。 
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    砂の造形展 製作途中                 作品観覧 

 

５）現地視察（学生 13 名、引率：沖、来住、新谷） 

 夕食まで空いた時間を使って、初めて参加した学生は龍舞崎や亀山などの視察を行った。亀山に行っ

た際に、震災当時に亀山が火事になり、大変だったことなどを現地の人から聞き、大島の被災状況につ

いて、理解を深めるきっかけになった。また、リピーターの学生は、スーパーや郵便局、公民館などを

歩いて回り、大島に住んでいる方々の普段の暮らしを体感することができた。 

 

６）花火（学生 13 名、引率：沖、来住、新谷） 

 これも初めての試みであるが、夜に子どもたちとの交流を目的として花火を行った。子どもたちが怪

我をしないように十分に注意した状態で行われた。砂の造形展に参加したこともあり、当初の予想をは

るかに上回る約 40 人もの子どもたちに参加してもらうことができた。また、花火の時間だけでなく、最

後見送りの時間にも子どもたちとじっくりと話せた学生が多く、プログラムとして成功であったといえ

る。 

   

       花火開始前                花火を通して交流中 

 

三日目（8 月 30 日） 

 

７）現地の方のお話（学生 13 名、引率：沖、来住、新谷） 

 漁協でのご活躍の後、気仙沼市議を務められていた A さんにお話を伺った。漁協、大島架橋を中心に、

過去、現在、未来の大島について詳しく話してくださり、大島のことについての理解が深まった。魚協

に関しては、過去に行政とは別に街の整備を行っていたことや、合併により地域色が弱まったこと。そ

して大島架橋に関しては、離島振興法による補助を受けることができなかった歴史や、橋がかかること

で医療や就職に大きく影響していくことを学ばせていただいた。 
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     漁協などの話を伺う 

 

８）振り返り（学生 13 名、引率：沖、来住、新谷） 

 今回は振り返りを現地で行った。また、菊田現地コーディネーターにも振り返りに参加していただい

た。菊田現地コーディネーターに振り返りに参加していただけた意義は大きく、参加学生の生の声を聴

いていただけたことで、学生が考えていることを直接伝える機会になった。また、学生サイドも、長年

大島で活躍されてきた菊田現地コーディネーターに振り返りに対するコメントをいただくことで、今後

さまざまな活動をしていくにあたって、様々なことを考えさせられるきっかけになっているようであっ

た。 

 

５．フィードバック 

・想像していたよりもずっと復興が進んでいて驚いたが、それでもまだ深い傷跡は見られ、当時の状況

の深刻さを改めて思い知らされた 

・前回行ってから半年以上経っていたのだが、景色がだいぶ変わっているという印象を受けた。今まで

は変わらない景色が気になることが多かったが、今回わかりやすく変わっていて驚いた。変化の背景に

ある事情が聴けたのも良かった 

・復興の進みが遅いとこれまでは感じていたが、複雑な事情が絡み合っていることをタクシーの運転手

の方から伺うことができ、時間をかけて互いに納得しながら進めていくことの大事さも理解できた 

・ハーティケア訪問により、大島での新しいつながりができた。震災のことだけでなく、大島について

より深く知ることができた 

・島における介護施設の特徴などを知れて福祉学科の一年生として、大変勉強になった 

・亀山に登ることで、津波だけでなく火災の被害があったことも実際に見ることができた 

・島をお散歩することで、島の人達の生活を感じられた 

・被災した子ども達の中には、夜トイレやお風呂に行くことを怖がっている子もいるとの話を伺い、津

波の恐怖を克服できていないのだと感じた 

・造形展の際に、数人の保護者の方から花火の時間を聞かれたり、兄弟や家族で花火に来ている様子を

みたりして、保護者の方も活動を受け入れてくださっている様子が見受けられたのが良かった 

・学習支援を行った際に、公文以外の塾も一つぐらいあってもよいのではないかと思うくらい、勉強に

興味を持っているなと感じた 

・中高生の学習支援の際に、新しく導入した勉強道具やリピーターと新規学生のコンビ制度などが功を
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奏し、いつもはあまり話さない男子中学生達と話すことができたのが嬉しかった 

・活動やメンバーとの話し合いの中で、復興支援ということについて多くの意見を聞くことができ、考

えさせられる機会となった 

・今、自分にできる復興支援で何ができるのか考えたい。被災地の子ども達がどのような状況にあるの

かをより深く知り、少しでもできることを探したい 

・支援は続けることに意味があるという話を以前聞いたことがあったが、今回大島と立教のつながりを

感じて、その意味がよくわかった気がする 

・「支援＝何かしてあげる」ではなく、一緒に何かすることが大切なのだとわかった 

・上級生、リピーターとして、後輩に伝えていきたいことを個人的に整理していきたい 

・今までは大島に来ていることだけで満足していたが、大島についてもっと知りたいと感じた 

・地域によってニーズも違うはずなので、他の被災地にも足を運んでみたい 

・大島の状況などを身近な人たちから話していくのが役目だと思っているので、まずは親に話してみよ

うと思う 

・もっと早い段階で足を運んでみたいと思っていたが機会を作れなかった。それでも今行く意味がある

はずと感じている 

・ボランティアの母数が減少しており問題となっているので歯止めをかけるために何か活動できないか

と思っている。これから考えていきたい 

・リピーターの方が多く参加していたことで、今までの立教と子ども達の関係の中に入りやすく、特に

学習支援での流や取り組み方に困ることはなかった 

・今回各企画の事前準備がとてもしっかりできていたので、スムーズに動けた。事前に知識があったの

で、お話を伺う際にもより深くまで考えることができた。今回の仕組みを次回以降にも引き継いでいく

べきだと思う 

・大島の人たちの温かさにたくさん元気をもらうばかりで、自分に何ができたのかと思う時もあった 

・不謹慎かもしれないが、震災が起こったことで私達と大島とのつながりが生まれ、小学校の恒例行事

に参加できているということも素晴らしい出会いだと改めて感じた 

文責：来住、新谷 


