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第 50期 気仙沼交流プログラム 活動報告書  
 

１．活動概要 

・時期：2016 年 3 月 17 日(木)～3 月 19 日(土)、2 泊 3 日 

・事前ガイダンス：3 月 3 日(木)13：00～15：30 

・振り返り MTG：3 月 22 日(火)13：00～15：30 

・行き先：宮城県気仙沼市鹿折地区・大島地区 

・宿泊先：民宿海鳳 

・主な活動：鹿折復幸マートにて A さんと交流・お話を伺う。大島の島内見学、大島小学校卒業式へ出

席、中高生への学習支援、大島中学校仮設集会所にて交流会の実施 

・参加者：学生８名、教員１名：湯澤直美 スタッフ２人：増田健太、宮田瑠子 計１１名 

新座コミ福 新座他学部 池袋 卒業生 教員 スタッフ 計 

４ １ ２ 1 １ 2 １１ 

 

２．スケジュール 

２０１６年３月１７日（木）  

 

 

 

 

２０１６年３月１８日（金） 
 

０７：３０～０８：３０ 朝食 

０９：００～０９：３０ 大島小学校へ移動 

１０：００～１１：３０～１２：００ 大島小学校卒業式へ出席 

１２：３０～１６：００ 
大島中学校仮設集会所にて 

参加者のみなさんと鍋を囲んでお昼ごはん 

０７：５６  

０８：０２ はやて 101号盛岡行き 

０８：２２ 

東京駅 ０７：４５ ホーム６号車付近集合  

上野駅 ０７：５０ ホーム６号車付近集合  

大宮駅 ０８：１０ ホーム６号車付近集合  

１０：０８ 一ノ関駅到着 

１０：２１～ 一ノ関駅出発 大船渡線にて気仙沼へ 

１１：４６ 気仙沼駅到着 

１２：００～ 鹿折復幸マートにて昼食 

昼食後：A さんと交流・お話を伺う。 

１４：３０～ フェリーにて大島へ 

１５：００～１６：３０ 島内見学 

１７：１５～１８：３０ 夕食 

１９：００～２０：３０ 中高生べんきょう会 

２１：００～２２：００ 入浴 

２２：００～ 振り返り MTG 

２３：００～ 就寝 
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１７：００～１８：００ 島に住む高校生の小野寺真くんによる講話 

１８：００～１９：３０ 夕食 

２１：００～２２：００ 入浴 

２２：００～２３：００ ２日目の振り返り MTG 

２３：００～ 荷物をまとめて、就寝 

 

２０１６年３月１９日（土） 

 

 
 

３ 活動の様子 

３月１７日（木）１日目 

鹿折復幸マートにて昼食・昼食後うどん屋店主の Aさんにお話を伺う。 

 

  
左：鹿折地区について写真を交えてお話して下さるＡさん 

右：前の参加者がプレゼントした寄せ書きＴシャツにメッセージを書き込む学生 

 

●参加学生の声 

・初日に訪れた「団平うどん」では、震災から 5年が経過し、世間一般では「節目の年」と言われてい

０７：３０～０８：３０ 朝食、片付け、打ち合わせ 

０８：３０～０８：４５ 大島小学校へ移動 

１０：００～１２：００ 大島児童館＆校庭にて子ども達とレクリエーション 

１２：４０～ フェリーにて気仙沼本土へ 

１３：１５～１４：３０ 復興屋台村にて昼食 

１４：３０～１５：３０ 紫市場で買い物 

１５：５０～１６：００ タクシーにて気仙沼駅へ 

１６：２１～ 気仙沼駅乗車 

１７：４０ 一ノ関駅到着 

１７：４７～ 一ノ関駅より新幹線乗車 

１９：２６ 

１９：４６  はやぶさ 104号東京行き 

１９：５２ 

大宮駅到着 

上野駅到着 

東京駅到着 
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るが、被災地の人々にはそのような意識は無く、ただ５年が経過したという事実があるだけだ、という

ことを団平さんから聞き、実際に震災で大きな被害を受けた人とそうでない人の間には考え方に差があ

るのだな、と思った。 

 

・使われなくなったブイからプランターを作る、空き家を改修してボランティアに来る人々が宿泊でき

るような施設を作る、傷ついた野良猫を看病するなどの、団平さんの素の表情を知ることができるよう

な数々のお話を伺った。その一方で、復興マルシェの解体期限を目前に控えながら、自分の本来の土地

が戻ってくるまでまだ時間があり、店を続けたいがしばらくは間が開いてしまう、しかし復幸マートの

解体を延長して店を続ければ元々のその土地の持ち主に迷惑がかかってしまう、という板挟みの状態に

なっているお話も伺った。日常的な生活のお話と目の前に迫る現実的な問題のお話の対比が自分には印

象に残っており、それぞれのお話をしている際の団平さんの表情も対象的だった。 

 

・団平さんは会うと、とても元気で気力溢れる方である。いつもその気力はどこから来ているのか疑問

であったが、ミーティングで他の参加者が言っていたように、新しいことを始めてそれに向かって頑張

っているからである。しかし、時間が経つほどに格差は開いていくだろう。団平さんのように自力で頑

張っている人の気持ちが保たれているうちに、進めなければならない復興がまだまだあると気づいた。 

 

・復幸マートに着いて、初めに感じたことは周りの景色が大きく変わっているということでした。前回

は 12月であったのでそれから 3か月後なのですが、周りには公営住宅いくつも建っていて、かさ上げ

工事もほぼ完了しているように見えました。見た目としては復興が進んでいるということが実感されま

した。しかし、現実はそう簡単ではないようです。それについて団平さんにお訪ねすると、作ったは良

いが中に入る人がいないのではないかということでした。鹿折地区には８棟公営住宅ができるそうです

が、ちょうど１棟分の部屋が余ってしまうかもしれない。それくらい戻ってくる人がいない。目に見え

る形では町が復興していっているように感じられていても、目に見えない部分では逆に後退していって

いる現実もありということを感じました。 

 

・仮設店舗の期限が今年の８月までで本当はこの鹿折で新しく営業を再開したいが、元の土地はまだ戻

ってこなく、仮設店舗がある土地は知り合いの土地でもあるため８月にはきっちり返したいということ

で、団平さんのジレンマや葛藤を強く感じました。復興に向けて努力しようとしている人が前に進めな

いという状況は個人的にもモヤモヤさせられます。 

 

・団平さんに手相を見て貰った時は、あとから考えると素敵な交流だったなと感じた。忙しい仕事の合

間にふと時間ができたら、震災のこと復興のことを考えるのだろうなと思った。だから、団平さんがち

ょっとの時間でも、その考える時間から解放されるような交流を私たちと作れたらいいのかなと感じた。 

 

３ 活動の様子 

３月１７日（木）１日目 

大島へ渡り島内を見学 
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左：大島の歴史・島にある自然を紹介してもらっている学生 

右：電信柱に書かれている嵩上げ予定の高さを確認している学生 

 

●参加学生の声 

・島内散策では大島の自然を再認識し、島に対する想いを聞くことができた。いつも活動に参加してく

れる高校生に「震災のことを話したり、写真を見たりするのはつらくならないのか」と聞いてみたら、

写真を見ると懐かしく思うといっていた。震災があったとはいえ、自分の育った場所への想いは変わら

ないのだと改めて感じた。もはや復興支援といえないかもしれないが、これからの気仙沼、大島、被災

地について住民の方と「一緒に」考えていくことが重要だと思う。 

 

・私が東北を訪れるようになったきっかけは震災でしたが、そうして巡り合うことができた土地や人々

の存在があるというのも事実であり、この縁を大切にこれからも交流を続けていきたいです。 

 

３月１７日（木）１日目 

中高生べんきょう会を実施 

  
左：中高生べんきょう会の様子。活動初期に参加してくれていた新社会人の女性も参加してくれた。 

右：翌朝、島を離れる新社会人の女性をお見送りする学生達 

 

●参加学生の声 

・以前に活動に参加していた新社会人の女の子と出会えて良かった。歳が近いということもあって話し

やすかったし刺激を受けた。お互い立教のことや大島のこと、進路のことを教えあえた。この出会いを

大切にしたい。 
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・特に印象的だったのは、大島での活動に震災当時に参加してくれていた大島の学生との出会いと、仮

設住宅での新たな出会いである。初日に船で大島に渡る際、同じ船の中に同年代位に見える女性が乗っ

ていた。その時は大島にもこの昼間に若い女性が戻ることもあるんだなあ、と考えていたが、後にその

女性が震災当時から大学の活動に参加してくれていた子だと知った。知ったのはべんきょう会の時で、

船で見かけた子の他にもう一人同年代くらいの女性が来ていた。話をすると 2人とも自分と同い年で、

仙台で一人暮らしを経験し、この春から東京で美容師として活躍するという二人だった。今までこの活

動で同世代の方と話す機会がなく、本当に普通に会話を楽しんでしまった。次の日の朝は、大島から東

京に行く彼女にとって特別な日であるのは勿論のこと、その場に立ち会わせてもらった自分にとっても

特別な日となった。見送りをする際、前日に聞いた彼女の震災当時の様子が頭の中にあり、あの震災の

時期を乗り越えて、その後も様々な苦労を重ねて彼女の今日という日があることをひしひしと感じてい

た。そして、見送りだすときはただただ、彼女が同い年なのに自分よりも遥かに大人に見えて彼女に対

して尊敬する思いを強く抱いた。 

 

・中高生べんきょう会の時は、参加してくれた子どもから「次に高校３年生で国立大学を目指している」

ということを聞きました。ただ、今回もそうでしたがなかなか高校３年生の勉強は前準備無しではうま

く実のあることを教えることが出来ていないというのも現状だと思います。その流れで、赤ペン先生の

ようなシステムを作ろうという話を聞きました。本当に良い考えだと思います。最近、べんきょう会が

一回一回楽しく良い時間が過ごせているがゆえに、その時間の位置づけを考えないようになってしまっ

ているようにも感じます。何も考えなくてもできるがゆえに、参加者でもう一度一回一回べんきょう会

の位置づけや意味について考えてみる時間の必要性もあるのではないかと思います。 

 

 

活動報告 

３月１８日（金）２日目 

大島小学校卒業式へ出席 

  
 

●参加学生の声 

・卒業式には初めて参加させていただいたのですが、大島の子どもたちがたくさんの人に見守られなが

らこんなにも成長したんだということが分かりました。特に自分が１年生の時にあった子が身長も表情

も大人っぽく変わっていてただ嬉しかったです。 

・一緒に砂の造形展や、学習発表会などに参加した子どもたちが卒業になったのは感慨深かった。 
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卒業式という島の一大イベントに来賓として参加させてもらっていること、「立教さん、この片付けお

願いします。」って言ってもらえることにつながりを感じた。 

 

活動報告 

３月１８日（金）２日目 

大島中学校仮設集会所にて鍋パーティを実施 

  

 

●参加学生の声 

・鍋については、料理ができない人を待たせてしまうなど事前準備が足りなかった部分もあるが、住民

の方と一緒に作ることができて、とても楽しかった。もし学生が作ったものを振る舞うものであった

ら、あそこまで楽しさを共有することはできなかったと思う。私はキッチンに入って、住民の方に野菜

の切り方を「教えてもらって」いた。その地域ならではの食材を使い、教えてくださる様子は非常に生

き生きしてみえた。経済的支援といった直接的な復興支援に携わることはできないが、「住民の方と一

緒に何かする」ことで楽しい時間を共有する、そのことが生きる気力につながっていったらいいなと思

う。 

 

活動報告 

３月１８日（金）２日目 

大島に住む高校生：B くんにお話を伺う。 

  

左：震災当時の様子を話してくれる B 君と学生 

右：島内を案内してもらう学生 
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●参加学生の声 

・大島の高校生である B君がお話をしてくれた。震災当時の体験では、以前とは一変してしまった島の

風景、両親と連絡が取れず眠れない夜を過ごしたこと、生まれ育った島が燃えてしまうという危機に対

し、大人も子どもも一丸となって消火活動に取り組み、火の手を遮るために大人達が作ったバリケード

を見て大人の力に驚いたことなどを語ってくれた。それらの話を聞いて、自分とは年が二つしか違わな

いのに、自分よりも余程苦労をしているのだな、と自分よりも大人に見えた。 

 

・フェリーに乗って来るという大島の良さがなくなってしまう、という話も聞いた。高校生でありなが

ら島の環境の変化に自分自身の意見を持つことができるということは普通ではあまりできないことであ

り、素直に驚いたと同時に、本当に大島が好きで、常に考えているんだな、という感動があった。 

 

・生まれ育った島への愛着と、それを踏まえた「どうにかしなくてはいけない」という使命感を感じた。 

「どこよりもたくさんの人が来てくれている」という発言や、「大島は震災直後の写真がないから報道

されづらい」という発言を聞いて、すごく冷静に分析しているんだなぁ、と思った。 

 

・B 君が「一度来ただけで満足するだけじゃなく、何度も大島に来てほしい」と話していたのを聞き、

改めてこれからも大島に来よう、来続けようと考えました。 

 

活動報告 

３月１９日（土）３日目 

大島児童館にて子ども達とレクリエーション 

  

左：レクリエーション前のご挨拶タイム 右：大島小学校の校庭を自由に走り回る学生と子ども達 

 

●その他 参加学生の声 

・特に今回は震災から五年ということもあり、いつもよりも「被災地」「被災者」という意識を強くもっ

て現地を見たり交流したりしたのですが、現地の方からすれば５年というのも単なる通過点でしかなく、

５年が節目であるというのはこちら側の時間軸の捉え方でしかなかったということも感じました。しか

し、震災から月日が流れて新たに生まれた格差や仮設等の問題も多々あります。復旧はある程度進んだ

としても復興はまだまだこれからであり、被災者の方がイキイキと生きることができるようになるには

まだまだ時間がかかるように思いました。 
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・今年の 3月で、震災から 5年経った。メディアでは 3月 11日の前後に震災関連の番組を流し、

「5年」という年月は一つの節目であると考えられている。しかし、現地の方の言葉にあったように

「5年は節目じゃない、ただ 5年が経っただけ」である。気仙沼やいわきに行き住民の方とお話しし

ていると、今もなお「家に帰りたくても帰ることができない」など震災前の日常の生活を取り戻せてい

ない人がいることがわかる。また、5年という年月によって、これまではなかったような格差が生まれ

てしまっている。その大きな要因が、経済的な格差である。例えば、経済的に余裕がある人は、仮設住

宅から出て自分で家を建て、新たな生活を始めることができる。一方で余裕のない人は、さらに孤立し

てしまう。このように、これからさらに格差が生まれると考えられる。経済的な支援はまだ出来ないか

もしれないが、「交流」による支援をこれからも続けいきたいと思った。 

 

  

 

文責：増田 


