
第 55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 8 月 29 日(月)～8 月 31 日(水)、2 泊 3 日 

・事前ガイダンス：2016 年 8 月 3 日（水）15 時 00 分～17 時 30 分 

・振り返り MTG：2016 年 9 月 7 日（水）15 時 00 分～17 時 30 分 

・行き先：宮城県気仙沼市鹿折地区・大島地区 

・宿泊先：旅館 明海荘 

・主な活動：砂の造形展のおてつだい、中高生べんきょう会、気仙沼に住む方々との交流仮設商店街見

学 etc. 

・参加者：学生 13 名、教員 1 名：杉山明伸、スタッフ 3 人：増田健太、乾佳介、石橋里渉 計 17 名 

新座コミ福 新座他学部 池袋 教員 スタッフ 計 

10 2 1 1 3 17 

 

２．スケジュール 

２０１６年 8月 29日（月）  

 

 

 

２０１６年 8月 30日（火） 
 

０７：３０ 〜 ０８：３０ 朝食 

０８：３０ 〜 ０９：００ 各自準備 

０９：００ 〜 １２：００ 明海荘で はっとづくり ※台風の影響により予定を変更した 

１２：００ 〜 １６：００ 大島児童館で語り部の方にお話を伺う ※上記に同じ 

１６：００ 〜 １７：３０ 自由時間 

１７：３０ ～ ２０：００ 夕食 

２０：００ 〜 ２１：３０ 入浴 

２１：３０ ～ ２２：３０ 振り返り MTG 

２３：００ ～ 就寝 

０７：５６ 

０８：０２はやぶさ 101 盛岡行 

０８：２２ 

東京駅 ０７：４５ ホーム６号車付近集合 代表 

上野駅 ０７：５０ ホーム６号車付近集合 代表 

大宮駅 ０８：１０ ホーム６号車付近集合 代表 

１０：１０ 一ノ関駅到着 

１０：２０ 一ノ関駅出発 大船渡線にて気仙沼へ 

１１：４７ 気仙沼駅到着 

１２：３０ 〜 １６：００ 屋台村にて昼食 

シャークミュージアムを見学 

１６：２０ 〜 １６：４５ フェリーにて大島へ（集金） 

１７：００ 〜 １７：３０ 宿へチェックイン 

各自自由時間 

１７：３０ 〜 １８：３０ 夕食 

１９：００ 〜 ２０：３０ 中高生べんきょう会 

２０：３０ 〜 ２１：００ 

２１：００ 〜 ２２：００ 

子どもたち見送り 

見送りが終わった学生から各自入浴 

２２：００ ～ ２３：００ 振り返り MTG 

２３：００ ～ 就寝 



 

２０１６年 8月 31日（水）  

 

 
 

３ 活動の様子 

８月２９（月）１日目 

シャークミュージアム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●参加学生の声 

 

・初めに、シャークミュージアムで震災復興のビデオを見ました。私が東日本大震災を経験したのは中

学１年生で、当時は事の重大さを理解はしていましたが、被災者の方の気持ちの面や復興についてはあ

まり関心を持っていませんでした。大学生になり多少は物事を深く考えることができるようになった今、

改めて震災の映像を見て当時の自分の記憶を思い出し現地の方々の思いを知ることができたのは支援活

動に大いに役立ちました。 

 

・シャークミュージアムに行った。ここはサメに関することだけではなく、震災当時の様子をありあり

と映したドキュメンタリー的な映像が流れていてとても学ぶことが多かった。映像を見ていて 1番心に

残ったのが鹿折地区の火災の映像である。辺り一面が火の海となっており、映像だけでも大きな恐怖を

感じた。また、他にも何人かのインタビューを聞くことができた。その 1 人に夫が倉庫から家に逃げ、

奥さんと手を取ったが、そこに津波が来て夫が目の前で流されてしまったという衝撃的なインタビュー

がながれており、私たちが訪れているところが、どんな所であったかが改めて思い起こされた。 

 

０７：００ ～ ０８：００ 朝食 

０９：００ ～ １２：００ 公営住宅のみなさんとの交流会 予定 

１２：３０ ～ １３：３０ 小学校のみなさんと交流 ※上記に同じ 

１３：３０ ～ １４：１０ 亀山へ 

１４：３０ 〜 １４：５５ フェリーにて気仙沼本土へ 

１５：００ 〜 １５：４５ 復興屋台村・紫市場を見学・買い物 

１５：４５ 〜 １６：００ タクシーにて気仙沼駅へ 

１６：１５ 気仙沼駅より大船渡線乗車 

１７：３８ 
一ノ関駅到着 

※乗り換え時間が短いので注意！ 

１７：４８ 一関駅より新幹線乗車 

１９：３０ 

１９：５０ はやぶさ 108東京行き 

２０：０９ 

大宮駅到着 

上野駅到着 

東京駅到着 



・シャ－クミュージアムを訪れた際には、当時の津波が市街地を襲う様子を記録した映像を見ることが

出来ました。私は事前に気仙沼市の津波の映像を見てきたのですが、訪れたことがなかったのでなんと

なく現実味がありませんでした。しかしながら、シャークミュージアムで見た映像は少し離れた場所か

らその施設の周辺を映したものであり、津波の高さやスピードを具体的に知ることが出来ました。あと

から外に出て周囲を見渡した時にその当時も立っていた建物を見てさらに現実味が増し、津波の恐怖を

感じました。 

  

・シャークミュージアムで見た気仙沼が津波に襲われた映像が、震災の様子を想像しやすくしました。

映像をみて、復興が進んでいると感じた町並みも、震災前はもっと多くの建物があったということに気

づきました。実際に被災地に来て、自分が立っているその場所にどのくらいの高さの津波がきたのか実

感することが出来たことが貴重な経験でした。大きな地震、津波、そして山火事。自然の猛威の前では

人間は歯が立たないことを痛感し、自分の命を守ることでさえも必死な状況だったのだと思いました。 

 
 

８月２９（土）１日目 

中高生べんきょう合宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●参加学生の声 

 

・現地の子どもたちとは初日の夜宿でおこなった中高生べんきょう会、最終日船に乗る直前に行った大

島小学校との交流会でお話する機会があったのですが、小学生も中学生も高校生も元気で礼儀正しい良

い子たちばかりでした。べんきょう会では主に入試を直前に控えた高校三年生の男の子に勉強を教えた

のですが、野球部出身の彼は勉強にも自分の将来に対しても本当に熱心で、その志から私が学ぶことの

方が多かったかもしれません。また、交流会でおしゃべりした小学 4年生の子どもたちは私たち大学生

に興味津々で、かわいらしい質問をたくさん投げかけてくれたし、私たちがした質問に対しても一生懸

命に考えて答えを出してくれました。そして私たちが帰る時には手を握って笑顔で「また来てね、ばい

ばい！」と言ってくれました。 

 

・夜の勉強会では、正直私は勉強を教えることよりも、初対面でどこまで仲良くなれるかが不安でした。

勉強会での最初の私はとてもぎこちなかったと思います(笑)。子供たちと仲良くしているリピーターの

人がかっこよくみえました。しかし、勉強会が開始して 30 分も経たないうちに子供の方から勉強のこ

とを積極的に質問などしてきてくれて、冗談を交えて楽しく勉強をできたと思います。 

 

・こどもたちとの話で，「島偏見」があると言っていました。例えば「水泳の授業は海でする。」や「船で

はなくフェリー」，「島ではなく大島」など。本土の人は冗談だと捉えているが，大島の子たちにとった

ら愛着のある大島をバカにされたと感じる場面なのかもしれないと感じました。この感性は大人の方に

も共通する部分だと思います。そして活動外でも一般化できるので，少しは落ち着いて“何が相手の心

を不安にしてしまうのか”を考えて振る舞っていこうと思います。 



８月３０日（火）２日目 

旅館にてはっとづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●参加学生の声 

 

・急きょ泊まっている宿の明海荘ではっと汁作りをした。宿の女将さんの指導の元、小麦粉をこねて生

地を作ったが、昔母親の手伝いでパンの生地をこねた経験がこの活動で役に立つとは思わなかった。は

っと作りが終わった後、食事会場となっている広間がかつてのべんきょう会の会場となっていたこと、

最初は立教生の活動に島の子どもたちがあまり乗り気ではなかったが、雪が降った回に立教生が雪合戦

をし、それに島の子どもたちが加わることで関係ができて、それからべんきょう会にも来ることになっ

た、という話を聞き、プログラム開始当時の先輩方も子どもたちとの関係の構築に苦労していたんだな、

という事や、この活動が 55 回続いているのもこうした苦労を先輩方が解決してくださったおかげなの

だな、ということに気づき、改めて凄いことをしてきたのだな、と思った。 

 

・明海荘の方が大島の郷土料理を一から教えてくれました。私はキャベツの千切りから教えてもらいま

した。女将さんはお母さんみたいでとても温かかったです。また、女将さんが震災当時に自分も被災者

なのにほかの被災者たちに食料を配っていた話を聞いて、大島の人達は自分のできることを精一杯やっ

て生き抜いてきたのだなと改めて思いました。 

 

・宿泊した明海荘のおかみさんに教えていただきながら郷土料理であるきなこはっとを作りました。作

り方は簡単でしたが非常においしかったです。一通り作業が終了し、おかみさんがはっとにまつわる話

をしながら震災当時の食事について教えてくださいました。震災当初は水などのライフラインが止まり、

食事もままならない状況だったそうです。明海荘には多くの人々が集まり、なんとか少ない分量で食糧

を調達できないか考えたとき、はっとを作ったそうです。明海荘には幸いにも業務用の水や粉がある程

度あったそうで、おかみさんは日々の備蓄や準備は本当に大事だと話してくださいました。それは勿論

自分たちにも関係することなので災害に対して万全の準備をしておこうと改めて思いました。 

 

 

  



８月３０日（火）２日目 

児童館にて語り部の方からお話しを聞く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●参加学生の声 

 

・島の方のお話を聞くのも大変貴重な経験になりました。わざわざ台風の中小学校までお越しくださっ

たのは、私たちに震災の記憶を語り継ぎたいという気持ちがあるからではないかと思っています。お話

を聞いたお二人と、三日目の紫市場でお話した方からテレビや新聞を受動的に読んでいるだけでは知る

ことのできない細かいことから衝撃的なことまで聞きました。確かにお話する方も聞く方も辛いもので

す。しかし、皆が学校で習うことと同じように、知らなければならない、伝えなければならないことな

のだと感じました。 

 

・その日の午後には大島児童館で二人の女性の方に震災当時のお話を伺うことが出来ました。どちらの

方も津波の詳しい状況を語ってくださり、その恐ろしさを知ることが出来ました。また震災直後の生活

や気持ちなども語ってくださり、体力的にも精神的にも非常に過酷な生活を迫られていたことを知り、

つらい気持ちになりました。それと同時に、自分の今の生活がどれほど有り難いものであるのかを感じ、

一分一秒を大切に暮らしていかなければと思いました。そして何回も‘自分の命は自分で守る’という

ことをおっしゃっていたのが非常に印象的で、何よりも重い言葉に感じました。 

 

・お 2人の話しは普段私達が聞きにくいことも話していただけてとても良い経験であった。1番印象に

残ったのが、大島の防災無線があまり聞こえておらず、サイレンしか聞こえなかったというところであ

る。私が、行く前に調べたところによると、だいたい大島のどこにいても防災無線が聞こえるようであ

ったので、現地の実情を知って驚いた。 

 

・お話を聞いて抱いた感想は，“言葉の重み”を実感しました。普段の生活で聞く「幸い」や「命大事

に」という言葉をお二方が使うと，極限の状況を実際にくぐり抜けてきたからこその響き方がありまし

た。また，お二方とも震災当時の状況，何かがあった時間まで正確に覚えていらっしゃることから，震

災が記憶や印象にものすごく残るものだとも推し量ることができました。そしてお二方とも震災後の行

動の中で他の方への配慮を忘れていなく，「極限の状況の中で自分は他の人のことを考えられるのか」

を考えさせられました。 

 

 



・大島の小学校で SさんとKさんから震災の日のお話を聞き、桜が咲いているのに気づかないという決

心し椅子を寄付してもらったり心の余裕のなさや、プールの水を浄化して飲まなければいけない現状、

肺炎になってしまったり体調を崩す人がいたこと。全カリの授業で被災した方のお話を聞いたことはあ

ったけれど、被災地にいて、実際に被害にあった建物や映像を見たあとに聞くお話はもっとリアルで鮮

明な感じがしました。同じように被災している現地の中学生は、避難所で即戦力として活躍していたこ

とを聞き、震災当時中学生だった私にそんなことができるのかなと思いました。また、海に多くのもの

を奪われてしまったけど、海に生かされているから憎まないという言葉が印象に残りました。自分の命

は自分で守る、自分の命を守れば周囲の人々もあとから助けられる、大事なものは取りに帰らない、と

いうように震災からの教訓を教えていただいたこともこれからに活かせると思いました。 

 
 

３ 活動の様子 

 

８月３１日（水）３日目 

災害公営住宅にて住民の方と交流 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

●参加学生の声 

 

・多くの方に立教を覚えてもらおうと心掛けていた為，少しの時間しかお話を伺うことができませんで

したが，新しいこと，面白いことなど沢山聞かせて頂きました。生活が難しい方，これまで大変な状況

でようやく落ち着けた方など境遇が様々あり，公営住宅や大島の良い悪いが混ざっていることを知りま

した。その中でも「また来てね」や「次も楽しみにしてる」と仰って下さる方もおり，次に活動に参加し

た際も立教大学と大島の方々との関係を繫げ・発展する一助に努めていきたいと思いました。そしてそ

こから住む方々が繋がり・発展していければ，とも思います。 

  

・3 日目は島の公営住宅を訪れました。正直私にはそのように見えないほどきちんと整備されていて驚

きました。私たちは 88 歳の女性のお宅を訪れました。最近の近況など多くのことを話してくださいま

した。また田尻という場所で生まれ育ちずっと生活していたことなど昔のことも教えてくださいました。

そんな暮らしを震災で打ち壊され、仮設住宅から公営住宅に移った時の話をしていた時に、ぽろっと‘も

う同じ経験はしたくない’とおっしゃっいました。やっと落ち着いた生活が出来るという矢先にそのよ

うな震災に遭われるのは本当につらいと思いますし、何よりも高齢者の方は持病がある場合は勿論、環

境の変化に適応出来ず、体調を悪くされる場合もあるので負担がかかっていたのではと思いました。そ

れでも、そのような状況を引きずることなく回避出来たことは本当に良かったと思いました。とはいえ、

現在も公営住宅に住まわれている以上は状況が少し改善されたというだけでそれらが終わったとは言え



ないので震災との戦いはまだ続いているのだなと感じました。 

 

・公営住宅に訪れた際、元気をなくしてしまった方もいらっしゃって自分はどうしたらよいのか、どの

ように返答すればよいのかわからなくなってしまうときもありましたが、今までの先輩たちのおかげで

立教大学の名は想像以上に知れ渡っており、いつもありがとうねと声をかけてくださることもありまし

た。 

 

・公営住宅の戸別訪問で、自分たちの班は一時間半の間ずっと Y さんのお宅に上がらせてもらい、Y さ

んの奥さんに話を伺った。そのお話の中で、奥さんがかつて明海荘で働いていたことがあり、宿の方々

とも知り合いだということを聞いて、島の中の繋がりは自分が想像していた以上に強いんだな、という

ことに改めて気付いた。また、Y さんが被災以前に住んでいた要害地区の港に台風の後の後の様子を見

に行った、という理由で留守にしている話を聞いて、例え公営住宅に移り住んでも以前まで住んでいた

地域との結びつきはなくならないのだな、という事も知ることができた。 

 

 

その他 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●参加学生の声 

 

・3 年生の子たちとはしっかりした面識が今回が初めましてであったにも関わらずすぐに仲に入れてく

れたことは，シャイな私としては感謝です。ある子が一番に「隣に来て」と言ってくれ，初めて自分で作

ったお弁当のおかずを分けてくれるなど，最も親密な態度を示してくれました。特に家の問題をこっそ

り教えてくれたことは，友達や先生とは違う，立教のお兄さん・お姉さんだからこそなのかもしれない

と思います。 

 

・現地をあまり知らない私たちがその地域の人に無理やりな復興をさせている場面が多々あると感じた。

例えば大島の人にとってマンションはなじみがなく、上から下の人の家が丸見えなのはいやだというこ

とや仮設の繰り返しでまとまったお金を貯めることができないこと、さらに家を建てるときかさ上げが

自費であることなどがあげられる。 

 

・自分が思っていたよりも復興は進んでいて、瓦礫だったり津波の跡があまりないことに驚きました。

しかしわたしたちが訪れた商店街は仮設で、もうすぐで撤去されるという話を聞いたり、移動するにし

ても子どもたちが少なく、後継者がいないという話を聞き、震災から時間が経過したからこそ浮き出て

くる問題があることに気付かされました。 

 

・まず私が一番身に染みて感じたのが気仙沼の人々のあたたかさです。現地について最初に乗ったタク

シーの運転手さんはまず「来てくれてありがとうね」という言葉で私たちを出迎えてくださりました。

その言葉がやけに私の心に残って、気仙沼の方々が私たちのことを歓迎してくださっているというのが



伝わってきて、ありふれた表現だとは思うけれど本当にうれしかったです。 

 

・その後気仙沼大島にフェリーで移動しました。フェリーで移動する最中には気仙沼港や巨大な防潮堤

が建設されている様子を見ました。以前、被災地に防潮堤が建てられていることを聞いていたのでその

存在は知っていたのですが、その土地の人々と建てている人々の意見の相違があることも知っていたの

でそれを見たときは少し複雑な気持ちになりました。 

 

・夜ご飯はホルモンと舟盛りを食べた。とっても美味しくて、この気仙沼ホルモンと海の幸をもっと多

くの人に食べてもらうためにはどうしたらいいのだろうかと色々考えた。大島にはあと 2年かそれ以 上

で本土と橋がかかる予定であるが、島の人が出て行ってしまうというデメリットもあると思うが、島に 

入ってくる観光客をもっと増やすチャンスでもあると言える。その時、大島のアピールポイントはどん

な ところなのかなと思った。このことを次回行った時に深く聞いてみたいと思う。 

 

・復興マルシェの団平うどんを訪れた。前日までの三日間、代々木公園で開催された「うどん天下一決

定戦」の手伝いに行き、東京で会い続けていたので、半日ほどしか経たないうちに気仙沼でまた会うと

いうのは中々不思議な事だと思った。このような機会がまたあるかどうかは分からないが、もしまた団

平うどんを手伝えるときがあるのなら、今回の経験を生かして少しでも団平さんの役に立てるようにし

たい。団平さんがしばらくの間うどん屋から離れてしまう事は非常に残念だが、店が再営業した際には

いつでもお手伝いができるよう、これからも精進していきたいと思う。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

文責：石橋 

 


