
第 29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 12 月 20 日(金)～12 月 22 日(日)、二泊三日 

・ガイダンス：11 月 20 日(水)16：45～19：00 

・行き先：宮城県気仙沼市大島 

・宿泊先：旅館椿荘花月 

・主な活動：小中高生の学習支援＆クリスマス会、気仙沼鹿折復幸マルシェにてＤさんに話を伺う。） 

・参加者：学生 17 名：教員 2 名：湯澤直美、杉山明伸、スタッフ 3 名：来住謙次、新谷健介、増田健太 

計 22 名 

新座コミ福 新座他学部 池袋 RA 教員 他 計 

9 2 6 1 2 2 22 

２．スケジュール 

２０１３年 1２月２０日（土） 先発隊 
 

７：５６ 

８：０２   はやて１０３号「盛岡行き」 

８：２２        

東京駅発(7：45ホーム６号車乗り場待ち合わせ 代表：齋藤)  

上野駅発(7：52ホーム６号車乗り場待ち合わせ 代表：光安） 

大宮駅発（8：12ホーム６号車乗り場待ち合わせ 代表：新谷） 

１０：２２ 一ノ関駅着 

１０：４４ 一ノ関駅発 

１２：０９ 気仙沼駅着 

１２：３０～１３：３０ 復興屋台村で昼食(自由)・集金 

１４：００～１６：００ リアスアーク美術館 

１６：３０～１８：３０ ともしびプロジェクトのワークショップに参加 

１９：００～２０：３０ 鹿折復幸マルシェで夕食(気仙沼ホルモン利平) 

２１：００ ホテル望洋にチェックイン 

２１：００～２２：００ お風呂 

２２：００～２３：００ 1日目の振り返り 

２３：００～２４：００ 後発隊と合流・次の日の予定を確認 

 

 

２０１３年 1２月２０日（金） 後発隊 

 

１８：５６ 

１９：０２  はやて４７号「新青森行き」 

１９：２２        

東京駅発(18：45ホーム６号車乗り場待ち合わせ 代表：来住) 

上野駅発(18：50ホーム６号車乗り場待ち合わせ 代表：谷廣） 

大宮駅発（19：10ホーム６号車乗り場待ち合わせ 代表：杉山先生） 

２１：０１ 一ノ関駅着 

２１：２５ 一ノ関駅発 

２２：４４～ 気仙沼駅着後、タクシーでホテル望洋へ 

２３：００～２３：４５ お風呂 

２４：００～２４：３０ 先発隊と合流・次の日の予定を確認 

 

 

 

 

 



２０１３年 1２月２１日（土） 
 

７：１０ 玄関集合 

７：１５ フェリー乗り場に向けて、視察しながら徒歩 

８：００～８：２５ フェリー（朝食）、到着後「椿荘」へ行き、荷物を置かせてもらう 

９：００～１０：００ クリスマス会の打ち合わせと準備 

１０：００～１２：００ 児童館でのクリスマス会 

１２：３０～１３：３０ 昼食（はまや orたいよう） 

１４：３０～１６：００ 小学生学習支援(開発センター)or島内視察 

１６：００～１６：３０ 送迎 

１７：００～１７：４５ 休憩、申請書記入(中高生学習支援情報共有) 

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 荷物をまとめておく＋就寝 
 

 

 

２０１３年 1２月２２日（日） 

 

 

 
 

３．役割分担 

  現地活動時に、大学生が主体的な役割が担えるよう、事前ガイダンス時に役割を決定。 

  その後、学生各自・各チームで準備を進めていく。 

  学生と子どもたちの関係が深まることにもつながる。 

 

４．活動報告 

１日目（12 月 20 日） 

１）屋台村にて昼食（学生６名 引率：新谷健介、増田健太） 

 今回、金曜日に授業のない学生向けに先発隊というものを設け、いつもの活動時間だけでは出来ない

事をやろうと試みた。まずは、普段は 20 分程度しか視察できない屋台村にて昼食を食べることにした。 

その際「1 時間ご飯を食べたりしながら、現地の人と交流する」ことを学生たちに意識してもらうように

した。その結果、屋台村の方と学生がとても仲良くなり、次の目的地であるリアスアーク美術館まで送

７：３０～８：３０ 朝食、片付け、打ち合わせ 

９：３０～１１：００ 
桜丘高校と協力して仮設訪問 

(一部の学生は、中高生学習支援) 

１２：４０～１３：０５ フェリー 

１３：１５～１５：３０ 復幸マルシェにて昼食、D さんにお話を伺う 

１５：３０～１７：２０ 復幸マルシェ・復興屋台村・安波山などを見学 

１７：２０ タクシー乗車 

１７：５０ 気仙沼駅乗車 

１９：１５ 一ノ関駅到着 

１９：２１ 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 



っていただいた学生もいた。今後も現地の方々とこういった深い交流が出来るようにしたい。 

 

２）リアスアーク美術館（学生６名 引率：新谷健介、増田健太） 

 リアスアーク美術館にて常設展示されている「東日本大震災の記録と津波の災害史」を観ることも目

的とした。震災当時の写真や被災物の展示を見て、学生はさまざまなことを感じていたようだった。中

でも「瓦礫ではなく被災物です」という現地の人の声が書かれた展示物に、学生達は衝撃を受けていた。

リピーターの学生も「初めてこの活動に参加した時の気持ちを思い出した。もう一度初心に戻って頑張

ろうと思った。」といった、改めてこの活動に参加する意義などを見出してくれたようだった。 

 

３）ともしびプロジェクト（学生６名 引率：新谷健介、増田健太） 

 気仙沼にて活動している「ともしびプロジェクト」のワークショップに参加させていただいた。とも

しびプロジェクトは、被災地への想い「忘れないをカタチに」ということをテーマに、東北だけでなく、

それぞれの人達が住んでいる場所から、毎月 11 日にキャンドルに明かりを灯すことで東北から日本を、

世界を繋ぐアートイベントプロジェクトを展開している団体である。今回はそのプロジェクトが主催し

ているキャンドルホルダーを作るワークショップに参加させていただいた。キャンドルホルダーを作る

体験、そしてその中で生まれるプロジェクトのメンバー（多くは雇用された地元の方）との交流によっ

て、学生達は被災地への想いを深めていっていたように思う。 

 

ワークショップの様子 

 

４）復幸マルシェにて夕食（学生６名 引率：新谷健介、増田健太） 

 鹿折地区の仮設商店街「復幸マルシェ」にある「ホルモン利平」にて夕食を食べさせていただいた。

気仙沼名物でもある気仙沼ホルモンを食べながら、偶然居合わせたともしびプロジェクトの代表である S

さんや 3 日目にお話を聞く予定だった D さんとお話をすることもできた。お２人の気さくな人柄と、ご

飯を食べながらという状況も相まって、学生にとっての「被災地」との距離を良い意味で縮める機会と

なり、とても有意義な時間を過ごすことができた。 

 

 

 

 



２日目（12 月 21 日） 

 

５）クリスマス会（学生１７名 小学生２５名 教員：杉山明伸 引率：来住謙次、新谷健介、増田健

太） 

 今年で 3 回目となる立教大学主催のクリスマス会を小学校の児童館にて行なった。身体を動かすレク

リエーションや、手のひらに絵の具を付け画用紙に手形をペイントしてクリスマスツリーを作るレクリ

エーションを行ったが、事前にクリスマス会担当の学生が何度もミーティングして考えてくれていたこ

ともあり、子ども達は大いに盛り上がり大成功であった。また、一部レクに参加しない子ども達に対し

ても学生が積極的にアプローチし、ひとりになる子ども達がいなかったことも良い点であった。児童館

でのクリスマス会は普段の学習支援には来ていない子ども達とも関わることできる大切な機会なので、

来年も実施し、より多くの子ども達と関わっていきたい。 

  

クリスマス会の様子 

 

６）小学生学習支援（学生１７名 小学生５名 教員：湯澤直美 引率：来住謙次、増田健太） 

 午後になって、開発センターにて小学生学習支援を行った。活動と同じ日に小学校 3～6 年生が他県の

学校に招待されていた為、いつも参加してくれている子どもたちのほとんどが島におらず、いつもより

参加している子どもが少なかった。しかし「立教の活動があるから島に残った」という小学 6 年生もい

たりと、立教の活動が現地の子ども達に喜ばれている一面も見ることが出来た。 

 学習支援としては、今回「１００マス計算大会」というものを行った。バラバラの学年が一度に参加

したので、当初予定していた「ゲーム感覚で早さを競う」という意味では解き終わる順番も学年通りに

なってしまったが、それでも事前に用意していた賞状を手渡した子どもの顔がみるみる明るくなってい

くのを見て、学習支援としての成功を感じた。 

 

７）島内視察（学生６名 教員：杉山明伸 引率：新谷健介） 

 小学生学習支援の時間に、主に初参加の学生を連れて龍舞崎や亀山の視察を行った。視察をしながら

大島の震災当時の様子などを伝えることで、初参加の学生も、自分たちが大島で活動する意味を理解し

てくれたように感じた。自分たちが行っている活動の意味を考えてもらうためにも、島内視察は重要な

プログラムであると感じた。 

 



８）中高生学習支援（学生１７名 中高生８名 教員：湯澤直美・杉山明伸 引率：来住謙次、新谷健

介、増田健太） 

 夜になり、いつものように中高生学習支援を行った。今回久しぶりに中学 2 年生の女の子たちが参加

してくれた。また、中学 3 年生たちは受験を間近に控え、受験勉強に一生懸命に取り組んでいた。中学 3

年生の受験問題に学生も苦戦する場面が見られたが、学生間で知識を補い合いながら、何とか教えるこ

とが出来た。 

 中高生学習支援の様子 

 

 

３日目（12 月 22 日） 

９）桜丘高校の学生と一緒に仮設住宅への訪問（学生１０名 教員：湯澤直美・杉山明伸 引率：増田

健太） 

桜丘高校が行っている仮設住宅への訪問に立教大学の学生が同行させて頂いた。学生は高校生と一緒

に行動していく中で、高校生が持つ積極性や視点に非常に刺激を受けているようだった。仮設住宅に住

む方にお話を伺うこともでき「住む人数が違っても住宅の大きさは一緒」など、仮設住宅が抱える問題

も聞くことができた。今回は一緒に同行させて頂くという形だったが、今後は立教大学としてどのよう

な支援や交流ができるかを考え、実行していきたい。 

 

１０）中高生学習支援その２（学生４名 中高生６名 引率：来住謙次、新谷健介） 

 仮設訪問している間に、受験生である中学 3 年生向けに学習支援の時間を設けた。人数比としては、

ほぼ 1 対 1 で教えることが出来、とても充実した時間を過ごすことが出来た。 

 

１１）復幸マルシェにて D さんのお話を伺う（学生１７名 教員：湯澤直美 引率：来住謙次、新谷健

介、増田健太） 

仮設商店街鹿折復幸マルシェの代表であり、ご自身もその中でうどん屋を営むＤさんに語り部をして

頂いた。Ｄさんのお話は地元に根付いたとても重みのある言葉であった。復幸マルシェがある鹿折地区

は地震・津波・そして火災という３重の被害があった地区であり、そのことから他の被災にあった地域

よりも撤去作業が始まるのが遅れたと仰っていた。撤去作業に入ってからも、鹿折地区の瓦礫（被災物）

の撤去にかなりの時間がかかるとわかるや、ご自身で重機の免許を取得し自ら瓦礫（被災物）の撤去に

乗り出したという話を聞いた学生達は、その行動力に非常に衝撃を受けていた。お話の中で、仮設店舗

である復幸マルシェは 2014 年３月に移転することが決まっており、移転先での再建問題や移転先も「本



設ではなく仮設店舗」であることなど、まだまだ沢山の問題を抱えている事も知ることができた。今後

も継続的に足を運び続けていきたい。 

 Ｄさんによる語り部の様子 

 

１２）復幸マルシェ・安波山・復興屋台村の視察（学生１７名 教員：湯澤直美・杉山明伸 引率：来

住謙次、新谷健介、増田健太） 

 D さんのお話を聴いた後は、復幸マルシェ⇒安波山を見学するグループと、安波山⇒復幸マルシェを

見学する 2 グループに分かれ、視察を行った。安波山は、気仙沼を一望することが出来「津波の被害が

あった所とそうでない所がはっきりと分かり、見に来てよかった」という意見が学生の中で多く聞こえ

た。普段は主に飲食での利用をさせて頂く復幸マルシェでも、服屋さんや八百屋さんなど、地元の人へ

向けた店へも足を運ぶことが出来、そこでの交流は非常に充実したものであった。

 安波山からの展望 

 

５．フィードバック 

・生活用品が空き地に残っているのを見て、復興への長さを感じた。 

・大島の休暇村にある仮設住宅は森に囲まれ街灯も少なくキャンプのようだった。陽あたりなど、同じ

仮設住宅でも色々な差があるのだと気付いた。 

・震災の時高校１年で授業中だった私は、住んでいた地域があまり揺れなかったこともあり、テレビの

中の出来事が現実と思えなかった。今回、現地の人と関わることで初めて震災を現実の問題として、自

分たちの問題としてとらえることができたように思う。 

・初めての現地ではあったが、行く前から現地の方の話を聞く機会などはあり、自分なりに色々なこと

を考えてはいた。しかし現地に来たからこその新たな気付きはもちろん、自分自身考えられることが沢



山あった。 

・計画は決まってもなかなか実行がされないという話を多くの地元の人から聴き、歯がゆい気持ちにな

った。 

・語り部さんの話す事柄は、当時の光景が目に浮かんでくるような、胸に刻まれるようなお話だった。 

・子どもとの会話の中で出身地を聞かれ「東京」と返すと、「大島の方がいい」と言っていた。震災があ

った後でも子ども達にとっての居場所なんだと感じた。 

・ともしびプロジェクトのような、現地へ行かずとも現地と繋がれる活動があると知れて良かった。 

・安波山の頂上から気仙沼を一望した時に、非常に感動した。 

・全国各地から多くの人たちが復興を目指して繋がっていることを目の当たりにし、衝撃を受けた。こ

のような繋がりをこの先も大切にしていきたいし、他にも復興のためにどのような活動が行われている

のか知りたいと感じた。自分のこの思いを大切にし、行動に結び付けたい。 

 

 

文責：新谷健介・増田健太 


