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「言葉が出ない」とはこういうことを言うのだと、私はこの被災地の視察を通して痛感

した。あまり津波の被害のない気仙沼駅前通りを進み、ひとつ角を曲がると変わり果てた

一面の街並みがあった。少し地面の高さが変わるだけで、こんなにも被災状況が変わって

しまっていることに、私はとても驚いた。そして、その少しの高低の差で、どれほどの方々

の運命を変えたのだろう。街に残る大きな船があった。私はその光景を目の当たりにし、

あの大きな船を動かすほどの津波が街を襲ったのだと実感し、津波の恐ろしさを改めて実

感した。また、一面に何もない街並みに、かつては民家があり、商店街があり、そして人々

が賑わっていたということが、とても信じられなかった。陸前高田市では、市内の１０分

の１の方が犠牲となり、知人に犠牲者がいない人はいないと聞いた。子どもを失った親、

親を失った子ども、親友、恋人、ペットを亡くした方、どれだけの人が犠牲となり、また、

どれだけの人が心に傷を負ったのだろう。その恐怖心、悲しさ、悔しさは、経験をしてい

ない私たちになど、到底想像できないものであると感じた。 

「ここまで波が来るなど、誰も思わなかった。」私は、魚屋さんのシタボさんがおしゃっ

ていたこの言葉が心に残っている。実際に被災地に視察に行き、シタボさんのその言葉の

通りであることを実感した。「こんなところにまで波がくるはずがない。」津波の跡が残っ

ている様子を目の当たりにしても、同じことを感じ、未だにあそこまで津波が襲ってきた

ということを信じることができない。絶対に安全といわれていた避難場所でさえ、簡単に

波にのみ込まれてしまっていた。 

特に衝撃を受けたのが、避難場所であった市民体育館だった。４階の窓から波が押し寄

せ、まるで洗濯機の中のように渦を巻き、生存者が３人だけであったという話を事前に聞

いていたために、その悲惨な光景を実際に目にすると、よりいっそう衝撃を受けた。安全

だといわれて非難した場所に、４階という高さから波が押し寄せてきたとき、人々はどれ

ほどの恐怖を感じただろう。また、生き残った方は、たくさんの人間が渦にのまれ、波に

流されていく姿を目の当たりにし、どれほどの傷を心に負ったのだろう。私は、その気持

ちを想像しただけで、胸が苦しくなり、市民体育館を前に、何も言葉にすることができな

くなった。私は、早くこの町が復興してほしいと、心から願った。 

陸前高田市視察の２日目の朝、私は自転車で被災地を回った。地盤沈下によって突き出

てしまっていたマンホール、なぎ倒された木々、瓦礫の山と共に積み上げられた生活用品。

とても現実だとは思えなかった。陸前高田市の海は、とてもきれいで、静かだった。こん

なにも青く美しい海が、何万人もの命を奪い去ったなんて、信じられなかった。震災から

１年が経った今も尚、瓦礫の山は数多かった。復興にはまだまだ時間がかかってしまうだ

ろう。 

一体、私には何ができるのか。私はこの視察に向かう前、そんなことを考えていた。そ



してまた、私ひとりの力なんて、ちっぽけなものだと考えていた。しかしこの視察を終え

て、助けたいというひとりひとりの力が積み重なることで、復興を早めることができるの

だと改めて実感した。更に、救いたいというその気持ちが、被災者の方々の心をあたため、

勇気を与えていることを知った。 

私たちは、東北大震災で起きた悲劇などの記憶が薄れつつある。電気もガスも当たり前

の生活をし、暖かい風呂に入り、暖かい部屋で呑気に暮らしている。しかし、電気もガス

もない、そんな状況に陥って初めて、その当たり前だと思っていたことに感謝するのだろ

う。やはり、実際に経験をしなければわからないことなのだと感じた。私はこの視察で、

被災地の方々が不便な生活の中、生き生きとしている姿を見て、便利な生活の中で何気な

く生活をしていた自分を情けなく感じた。被災者の為に、私たちだからこそできる何かを

やっていきたいと思った。まだまだ復興には時間がかかるであろう。私はこれからもボラ

ンティア活動に参加し、被災地の方々ともっとコミュニケーションをとり、少しでも心を

癒してあげたいな、と強く思った。 
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今回初めて陸前高田を訪れた。「学習支援」を希望したが調整段階で中止になり、視

察へ応募することになった。しかし視察とは現地の人にとって直接何かプラスになるの

か、私に出来る事は見つかるのかという疑問があり、ただ見てくるだけという行為にな

るのではないかと思い正直不安だった。被災地は見せ物ではないのだから行くからには

少しでも復興の力になりたい。そして陸前高田の今を見て将来のことを考えたいと思い

ながら行くことに決めた。 

まず『復興屋台村 気仙沼横丁』へ行った。屋台村の駐車場には流れ着いた漁船がそ

のまま撤去せずに残してあり、これも津波が残した爪痕をいつまでも忘れないようにす

るためだろうか。私たちが入ったお店には外国人のお客さんもいて、他のお店にもお客

さんが常にいる様子だった。店内には来店した芸能人の写真や、応援メッセージの書い

てあるボードなどが飾られていた。ボランティアが減り続けていると叫ばれているが、

この屋台村へ訪れてお金を落とすという行為もがれき撤去や写真洗浄などのボランテ

ィアとはまた違う復興支援になっているのではないかと思った。そして日帰りでも遊び

に来ればお金は落とすことが出来るだろうし、私たちにも出来る長期的な支援の一つと

して続けたい。 

昼食後は周辺の街中を震災以前の写真と照らし合わせながら視察した。津波で全て流

されてしまった陸前高田を見てしまうと、写真を見ても以前あった街の様子が全く想像

できない。いくつも並んでいた街灯がほとんど無くなり、一階部分が骨組みだけになっ

ている建物がいくつもあった。震災から 1年経って営業を再開したお店もあれば、向か

いの家は震災当時のままである現状も見た。そこで、さつま揚げを売っているお店のお

じさんに少しだけお話を伺ったところ感謝と激励の言葉をいただき、少しほっとするよ

うな気持ちになった。私たちに何が出来るのだろうと考え込むことが多かったが、若い

人たちの力が必要なのだという声にもっと応えたいと思った。被災した地域へ大学生が

訪れるだけでも喜んでもらえるということを聞いたとき、石巻の漁師さんが言っていた

ことを思い出した。重いがれきを運べない…と女子大生同士で話していたところ「若い

女の子が来てくれるだけで漁師たちは頑張ろうと思えるんだよ。これは君たちにしかで

きないことだ！」と笑いながら話してくれた。自分たちは何をしているわけでもないけ

れど喜んでもらえると来て良かったと思い、また行こうという気持ちになれた。 



夕食は魚屋さんで買い物をして自分たちで料理することになった。魚屋さんで「人間

がつくったモノばかりを信じてはだめだ。五感で感じなければならない。」などの言葉

から、津波は何もかも奪ったことに違いはないけれど逆に得たものもあったのだと新し

い見方をすることが出来た。そして、私たちと同年代の娘さんを亡くしたという話を聞

いたときは何も言葉が出なかった。こんなにも明るく振る舞っている人が心の中では震

災以来ずっと泣いているのだと思うと、私たちが暗い顔をしている場合では無かったな

と後悔した。どんな状況の下に置かれたとしても、そこから何かを学ぼうとする姿勢は

これから生きていく上で大切なことだと感じた。津波のことなんて二度と話したくない

という人もいる中で、見ず知らずの私たちに当時のことを詳しく話してくださる方々に

感謝の気持ちでいっぱいになった。その代わりに私たちは震災のことを忘れずに伝えて

いかなければならないという義務感も生まれた。 

夜に泊まらせていただく民家は、地元の方のご厚意で貸してくださっている。学生た

ちが訪れることを繰り返し、周りの人に知ってもらうことで交流が生まれていくという

工程は都会ではあまり無いことではないかと思う。ここで田舎の暮らしやすさ、ご近所

同士の結びつきの強さがとても羨ましくなった。津波で家を失ってもこうして人との繋

がりだけは強く残っているというのは簡単なようで難しく、同じ日本に住んでいるにも

関わらずきっと私たちには出来ないのではないかと感じてしまった。2日目の朝に高梨

さん宅で「もし東京に地震がきたら…」という話になったが、関東に住む私たちはそう

いうことが果たしてできるか不安になった。最終的に復興の力になるのは人との交流、

繋がりではないかと感じた。高梨さんは何の抵抗もなく私たちを自宅に招いてくださり、

当時のことを詳しくお話ししてくださった。思いがけず庭で使っていたライトが役に立

ったことや、何日もお風呂に入れず辛かったこと、卒業式の前日で準備のために出かけ

ていた先で被災したこと、避難所とされていたところで何人もの人が無くなったこと、

息子を奪った津波の映像をテレビで見てしまった方の話など、全てが初めて聞く事ばか

りだった。テレビで見ているだけだと「被災地」「被災者」として一括りでとらえられ

がちだが、一人一人が見てきた震災はそれぞれ違っているのだから一人でも多くの方の

話を現地で直接聞いて、見て、感じなければいけないと思う。「ボランティアをしにき

ました」と言って伺っていたらこんなにも炬燵の中でみかんを食べながら長くお話をす

る機会もなかったと思う。あくまでも「遊びに来た」という感覚がお互いに話しやすい

自然な環境になっていたのであれば、よくニュースで見る「傾聴ボランティア」という

ものは存在しないのではないだろうか。専門的な知識が必要な心のケアはもちろんある



べきだが、胸に「お話伺います」というゼッケンを付けたボランティアがいかに不自然

なのかと考えた。「～します」という姿勢で接するのは結局立場が上と下ではっきりし

ているような気がする。だからこそ今回の「視察」がいかに自然な形の「傾聴」であっ

たか思い知った。最後に「卒業してまた 3、4年後陸前高田を見においで。泊めてあげ

るから。」とおっしゃってくださった時はとても嬉しかった。こうして何度も東北へ遊

びに行って地元の人との結びつきを強くしていくことは本当に大きな意味があるので

はないかと思う。被災した方と同じ気持ちにはなりきれないと思うけれど、一緒に生き

て復興していく関係を築いていくことが大切だと感じた。些細な事でも続けていれば復

興の力を大きくするはずだと信じていれば、私たちに出来る事は実は沢山あるのではな

いだろうか。 

 



「気仙沼、陸前高田を視察して」 

福祉学科２年 

 

 今回、東日本大震災で被災した宮城県の気仙沼市、岩手県の陸前高田市を視察してきま

した。私は震災後、松山先生とゼミの仲間と福島県いわき市に行きましたが、いわき市は

テレビで被災地の状況を観ていたほど被害がなかったのではないかと感じました。気仙沼

市、陸前高田市はテレビでも多く報道があったように私の想像をはるかに超える被害状況

でした。 

 一ノ関の駅に着いてから、気仙沼市近辺へ行くまでは山道も多くあり津波の被害を受け

ていない街並みが広がっていました。しかし、気仙沼駅から市街地へ向かっていると、次

第に津波の被害が見えてきました。たった一本の道を曲がっただけでこんなにも被害の状

態が違うのだ…と衝撃的でした。通常だったら考えられない場所に、未だ船が置いたまま

であったり、建物の１階が崩壊しているのにも関わらず、そのままであったり、道路や道

が地盤沈下したままであったり、もう震災から１年経過したのにこんなにも復興が進んで

いないことを目の当たりにした瞬間でした。海に近付くと、被災状況はさらに深刻でした。 

 気仙沼から陸前高田方面の移動中に大きな船が、住宅があっただろう場所に流れついて

いました。車から見ただけでもすごく大きいと感じましたが、実際に車から降りて見てみ

るとその大きさに驚きました。こんなにも大きな船が津波によって流されてくるものなの

だと感じ、それと同時に津波の力のすごさに改めて恐怖も感じました。この船の近くに、

「当市においては、東日本大震災において甚大なる被害が発生しました。ここはその中心

となる場所の一つです。」という看板が立てられていました。この船は、撤去することな

く、被災を伝えていく上でその場所に公園をつくり、展示物として残していくことが決定

したそうです。それに対し、住民の方からはこの船が街を壊し、住宅や人の命、生活を奪

っていった為、残すことに反対意見を持っている人が多くいた。と先生が教えてくれまし

た。これから先の世代に伝えていくことも大切だとは思いますが、被災された方や犠牲者

の方のためを思うと撤去した方がいいのではないかと複雑な思いになりました。 

 今回の被災地視察で、地元の方とお話する機会もありました。気仙沼でお会いした、「い

ちまる」というかまぼこ屋さんに行きました。かまぼこ屋さんの中には、かまぼこ屋さん

が紹介されている新聞記事が貼られていました。その新聞記事の写真を見て、テレビのニ

ュースで紹介されているのを観たことがあることに気がつきました。いちまるさんは、気

仙沼の被災した地域で１番初めに営業を再開した所だとお店のご主人がおっしゃっていま

した。ご主人は、震災の出来事をお話してくださいました。復興にはたくさんの人が力に

なってくれていること、その人たちにとても感謝していること、そして私たちにもっと笑

ってと話されていました。とても明るく、逆に私自身が励まされてしまいました。 

 魚屋さんのシタボさんの所でもとても貴重な体験をすることができました。シタボさん

もとても明るい夫婦の方で、お話を聞いているだけでとても励まされました。シタボさん



が教えて下さった、津波で学んだことがある、五感を使うことの大切さがとても印象に残

っています。津波によって、シタボさんは親戚の方を亡くし、娘さんも亡くされたことを

知りました。それなのに「津波に遭ったことで学べた」と話されていました。私は正直内

心で、どうしてそう思えるのだろうと思ってしまいました。しかし、被災された方たちは、

沢山の人と協力し、お互いに助け合って、どんどん前進していっていることに気がつきま

した。もう過ぎ去ってしまったことは、変えようもないし、この現状を受け止めこれから

先にどうしていったらいいのか一生懸命考えているのだと思いました。また、私たちの様

な訪問者に津波の恐ろしさや体験を伝えることも一つの前進にされているのではないかと

思いました。私はシタボさんのお話を聞いている時、「被災したのに、恐怖な体験したの

に、なんでこんなにお話ししてくれるのだろうか。」と思いつつ真剣に話しを聞き入って

しまい、実体験に衝撃を受け、なにも反応を示すことができませんでした。後から松山先

生にお話を聞いて知ったのですが、娘さんは私たちと同じ年頃でにぎやかにワイワイと過

ごしてくれることを望んでいたと知りました。そうとは知らず、真剣にお話を聞き入って

しまったことに申し訳ない気持ちになりました。私たちの訪問をとても楽しみに待ってて

下さり、喜ばそうと家庭科の授業の様な楽しい時間を過ごさせて頂けて、さらには大きな

鱈を目の前でさばいて下さり、刺身の切り方も実践させて頂けて、本当に感謝の気持ちで

一杯になりました。また絶対にシタボさんの所へ御邪魔させて頂きたいです。その時には、

沢山お話して学生らしさを隠すことなく出したいと思いました。 

 ボランティアとしてではなく地域のコミュニティとして被災地に関わっていく。この様

な関わりはボランティア以上に大切なことだと今回の視察を通して感じました。ここには

書ききれないほど、この２日間で私は貴重な体験をさせて頂き、沢山のことを考えさせら

れ、なによりもこれからもつながりを持ち続けたいと思いました。「絶対にまた来ます」

そう心の中で強く思いました。沢山の方に感謝でいっぱいです。 



陸前高田市被災地視察 

 福祉学科２年 

 

今回、私は初めて被災地を訪れました。去年の震災以降、被害の状況や亡くなった方の

情報を様々なメディアを通して観てきました。しかし、毎日のようにテレビを観て、被害

状況を数字で表すような情報を得ていくうちに自然と聞き流したり、他人ごとのように受

け止めていることが多くなり、震災という出来事が自分のなかからも風化されていくよう

に感じられました。今回、春季休業という長い休みのなかで、一度でも、被災地を訪れる

機会がほしくて、今回の陸前高田の被災地視察に参加させていただきました。私の周りに

は、被災地ボランティアとして、去年から被災地でがれきの撤去や、生活環境の整備など

を手伝っている人もいて、私たちができることは、このような重労働だけだと思っていま

した。なので、コミュニティ福祉学部が中心となって、被災地とかかわると聞いた時には、

具体的な内容が想像できず、被災者の方々の心理的な面への援助をするなど、特別な行動

を起こしているのかとも思いました。 

実際には、特別なことは何もしませんでした。被災地の状況を見て、感じて、そこに住

む方と触れ合うという二日間でした。しかし、直接見て感じることがどんなに大切なこと

なのかを知りました。 

初日にまず私たちは、一ノ関駅に着いてから車で気仙沼に行きました。その道までは自

然が多く山に囲まれたきれいな道でした。街並みも震災後とは思えませんでした。しかし、

曲がり角を曲がった瞬間、街並みはがらりと変わり、ほとんどの建物が崩れかけ、どの家

にも人が住めない状況でした。ここで震災があったことを実感しました。海の近くに行く

と、フェリーがありました。しかし、フェリー乗り場は壊れていました。町のなかを歩く

と、住宅地であっただろう所に船が流され、そのままになっていました。津波の力がどん

なに大きかったのか、ずっと頭のなかで想像していました。さらに、工事中の建物も多く、

ほとんどの建物が崩れかけたままでした。信号機も止まっていて、震災から一年の間、こ

の町はずっと動いていないのだなと思いました。私たちが建物を見ながらゆっくり歩いて

いると、おじさんが話しかけてくれました。おじさんのお店はかまぼこ屋でした。震災の

被害を受け、建物はまだ工事中でしたが、復興第一号店として、営業していました。私た

ちもお店のなかに入り、かまぼこを買い、お話を聞きました。おじさんは、私たち若いひ

とたちに元気で頑張ってほしいとおっしゃっていました。この時のおじさんの言葉はとて

も重く感じられ、胸が苦しくなりました。これからは私たちがほんとうに頑張って生きて

いかなければならないと思いました。人の言葉がこんなに自分に響いてくるのかと思いま

した。 

気仙沼の町を歩いた後、私たちは陸前高田市に向かいました。私は事前に、陸前高田市

の震災後の様子や津波に流される様子などをインターネットで見ていました。その時は、

そこに人がいることがどうしても想像できず、アニメや映画のように思えていました。陸



前高田市の街並みは、気仙沼とは大きく違っていました。見渡す限りなにもない土地が広

がっていて、そこにどのくらいの建物があったのか、人が暮らしていたのか、全くわから

ないほどでした。海から何キロも離れたところに巨大な船が流されていました。その船の

前には、花が置かれていました。それを見たとき初めてここで亡くなった人がたくさんい

ることに気づきました。今見ているこの場所には、たくさんの家があって、みんなが生活

していたこと、その生活も大切なひとの命も一瞬で奪われたことを想像しました。漠然と

した悲しさだけが出てきて、感情があまりでてきませんでした。 

松山先生が連れて行ってくださった、魚屋さんのシタボさんでは、生活も料理も知識の

ない私たちに獲れたての海鮮物をたくさん食べさせていただきました。料理の仕方も教え

てくださいました。同時に、震災直後の生活や、被害についてのお話もしてくださいまし

た。シタボさんはとても明るく、おもしろくお話をしてくださったのに、笑うこともでき

ず、うまく反応が取れなかったことがとても心残りです。ここでのシタボさんの言葉ひと

つひとつが強く印象に残っています。シタボさんたちは、津波で、大切な人を亡くし、今

は仮設住宅で暮らしています。しかし、津波は奪っていっただけでなく、得るものもある

と教えてくれました。私たちとの出会いも津波がくれたものだと言っていました。このこ

とばはどうやって捉えていいのだろうと思いました。複雑な気持ちになりました。それと

同時に本当に前向きにみなさんが頑張っていることを改めて感じました。 

 松山先生のお話によると、今まで出会った方のほとんどが震災で誰かを亡くしていると

いう状況でした。陸前高田市の人口の１０分の１が亡くなったという現実を改めて感じま

した。１０分の１という数がどんなに大変な数であるのか実感しました。 

そして、３月の東北がこんなに寒いのかと思いました。私たちの泊まる家では、ストー

ブをすべて点け、こたつもいれて、固まっていました。去年のこの時期もこのような気温

で、３月１１日は吹雪であったと聞きました。この寒さのなか津波に襲われ、電気もガス

も点かない状態がどんなに壮絶であったのだろうと思いました。町を歩いて、寒さを実感

する度に、一年前の状況と結びつけて考えました。私の想像する状況とは、ほど遠い状況

ではあったと思います。生きているだけで大変な、想像を絶するものだとも思いました。

また、震災後、そのままになった体育館へも行きました。そこでは、避難した方が亡くな

ったと聞きました。そのときは、言葉も出ませんでした。ただただ、恐ろしく思いました。

この体育館で起きたことも、私たちの想像できないものです。 

この二日間で、なによりも印象に残っているのは、二日間のなかで出会った方々の言葉

です。みなさんの言葉ひとつひとつが重く、受け止めなければならないものでした。そし

て、見ること、感じること、自分の感覚をすべて使うことの大切さを知り、二日間の間、

それを使うことができました。今回の視察を経て、必ずまた、陸前高田市に行きたいと思

いました。 



被災地に行って感じたこと 

福祉学科２年 

 

 わたしが今回気仙沼・陸前高田の被災状況をみて感じたことは、この震災は決して他人

事ではないということです。わたしは去年の地震から一度も被災地を訪れたことがなく、

テレビや新聞などで津波による被害を見たり、被災した人の話聞いたりすることはありま

したが、特に被災する前と変わらない暮らしをしているわたしは、なんとなく現実として

感じることができないでいました。だから自分の目で見てみよう、何か感じようと思い参

加させてもらいました。 

  

最初は実際に津波の被害を見ても、被災前の状況を知らないこともあって「悲しい」と

ゆう感情よりも、ただ「驚いた」とゆう感じでした。このような表現をしていいのかわか

りませんが、まるで昔教科書でみた戦争のあとのような、現実味のないような、本当にな

にもなくて、壊れた家の中には人の生活用品があるけれども、ここに建物がたくさんあっ

たといわれても、津波でながされたと言われても、なんとなく信じられないような気持で

した。しかし気仙沼にある津波で市街地に流れ着いた大型漁船の下のところに供えられた

お花や、お菓子をみて、たくさんの方が被害にあって亡くなられたのだという事実を初め

て目の当たりにしたような気がしました。市内を回っているときにお供えされたものを見

る度になんとも言えない気持ちになりました。 

 

シタボさん夫婦と高梨さんのお話を聞かせて頂いて、シタボさんには私たちのグループ

はうまく反応できなくて申し訳なかったと思うのですが、いろんな話をしてくれて、わか

めとかめかぶとかタラも食べさせてくれて、被災したときの賞味期限の話を聞いたりする

と日頃の贅沢を再確認できたり、前向きに話してくれる姿は、何か自分も頑張らなくては

いけないなという気持ちにさせてくれました。その中で奥さんが「私たちの生活用品・・・

今はがれきとゆうかもしれないのだけれど」と言っていたのがすごく心に残っています。

今新聞やテレビでもがれきの受け入れ問題などがよくでていますが、一つのがれきといっ

ても、そこで暮らしていた人の生活用品や大事にしていたものがたくさんつまっているの

だなと思いました。シタボさんに言われるまでは気が付かなかった思いでした。そこから

被災地にあるたくさんのがれきの山を見る度に切ない気持ちになりました。これを毎日見

る被災地の人はどんな気持ちなのだろう、がれきといわれることになんと感じているのだ

ろうと考えました。がれきを近くで見ると衣服や冷蔵庫、テレビなど普通に使っていたも

のが一瞬で無くなってしまったということを実感させられました。また、二日目に高梨さ

んのお宅にお邪魔して、とても印象に残っている言葉があります。「人間の作ったものは壊

れてしまう」ということです。津波が来たとき、大きな堤防は壊れてしまったけれど、自

然が作った小さな岩は壊れなかったそうです。海の近くに住んでいた人は津波が来るとい



っても、「堤防があるから大丈夫だ」といって逃げなかった人がたくさんいたそうです。陸

前高田にあった津波マンションも、人間の作った大丈夫だという気持ちが、今回たくさん

の被害を招いてしまったことに関係があるのだと感じました。また、高梨さんに津波が来

た時の避難所になっていた体育館の話などを聞かせてもらってから、陸前高田の市内を回

るとここでこんなことがあったのかということが急にリアルに思い浮かんで、知るという

ことは大事なことだと感じました。特に津波マンションと体育館は本当に悲惨で、津波マ

ンションは被災してから、片付けが進んでいないようで、子供の靴や冷蔵庫の中の梅干し

やアルバムなどもはっきり残っていて中はめちゃくちゃで、言葉を発することもできず、

写真に収めようとの気にもなれず、ただただ茫然という感じでした。 

 

わたしは最初に述べたように、今回被災地を訪れていろいろ見させてもらって感じたこ

とは、決して他人事ではないということです。今まで私はテレビなどでみる映像をどこか

現実としてとらえることが難しいと感じていました。けれどそれは被災地の人も同じでし

た。私たちと同じように当たり前に毎日を過ごして、当たり前に未来が来ると考えて、未

来の約束をして、未来への準備をして、働いて、でもそれが一瞬で無くなってしまいまし

た。卒業する先輩のためにプレゼントを買いに行った中学生も弟の引っ越しを手伝いに帰

ってきたお兄ちゃんも地震がくるまでこんなことは考えていなかったと思います。急に日

常が非日常になってしまったのだと思います。私たちもいつそうなるのかわかりません。

そう考え始めると、被災地のひとが何を思い何を感じているのかということに少し寄り添

えた気がしました。一本松の前でピースをして写真を撮っているという話を聞いても思い

ましたが、この地震を他人事にしないことは当たり前だけどとても大切なことのように思

います。また機会を見つけて行って、なにかできることを探そうと思います。ありがとう

ございました。 

 

 



福祉学科 2年 

 

 2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生してから、私にできることを何かしたいと思っ

てきましたが、募金をするくらいしかできず、テレビを通して地震発生時の映像や被災地

の状況をみるたびにもどかしい気持ちでいっぱいでした。しかしコミュニティ福祉学部で

も震災後すぐに復興支援の取り組みを始めたということを聞き、いつか絶対参加しようと

心に決めていました。そして今回、一年間も経ってしまいましたが実際に被災地を訪れる

機会を得ることができ、自分の目で被災地の状況を確かめることができました。 

 まず初めに訪れた気仙沼では、車での移動中に見た風景が普通の町のように見え、そこ

まで被害は大きくなかったのか、それともある程度元に戻ってきたのだろうかと考えてい

ました。しかし先生の「この市役所を曲がったら景色は変わるよ」と言うことばを聞くと

すぐに、今まで見ていたものが嘘のように思えるほどの景色が広がっていて、震災前の写

真と見比べても、あったはずの建物がなかったことには驚きました。町を歩くと鉄骨だけ

の建物、ぐしゃぐしゃのシャッター、下がった地面、点かない信号など、衝撃的なものば

かりで言葉がでませんでした。そのような中でかまぼこやのご主人に話しかけていただき、

貴重なお話を聞かせていただいたことは、来てよかったと思うことのひとつです。「多くの

ボランティアの方が来てくれたからここまで生きてこれたんだよ」といわれ、このような

状況に陥ったときこそ、より人々が助け合い支えていくことが大事だと実感しました。ま

た「君たちのような若い人たちが、これから引っ張っていかなきゃね」という言葉にはと

ても重みを感じ、改めて、わたしも頑張らなくてはと思わされました。その日には魚屋の

ご夫婦との出会いもありました。初めて会ったわたしたちに、明るく元気にたくさんのこ

とを教えてくれ、最初はその明るさに圧倒されました。しかしその裏には、今回の東日本

大震災によって子どもさんを亡くしたという悲しい出来事を抱えているとも知り、だから

こそ余計に私たち学生に優しく接してくれるのだろうと思いました。地震によって失った

ものはたくさんあるけれど得たものも多くあること、その中に私たちとの出会いも含まれ

ることを聞き、とても嬉しかったです。人間が作ったものを安全だと思い込んではいけな

いことにも気づかされました。いくら人間が頑張っても、自然には勝てないのだと思いま

す。「五感で感じろ」という言葉がとても心に残りました。またわたしたちがここでめかぶ

や茎わかめなどについて学び、それを持ち帰ってまた実践しようとすれば、シタボさんた

ちの支援になるのだということもわかりました。シタボさんのところに 2 時間もお邪魔し

ていたなんて考えられないほど時間が経つのが早く、もっとたくさんのお話を聞かせてい

ただきたかったです。わたしたちがあげられればと思っていたのに、逆にとても大きなパ

ワーをいただきました。 

 翌日の午前中は、自転車で陸前高田市内を走りました。海まで行きたいと思い、サポー

トハウスから海へ向かうと、周辺には建物がまったくありませんでした。しかし建物が存

在していたであろう形跡を見つけ、とても辛くなりました。元の写真で見ても、そこには



数多くの家々が建ち並んでいたのです。また近くには途中で切れた線路、がれきの山を見

つけました。靴や財布、布団や洗剤などさまざまな物があり、地震と津波の恐ろしさを感

じました。わたしはこのがれきの山を見て、一年経ってもまだこんな状態なのかと衝撃を

受けました。午後は陸前高田でも特に被害が大きかった辺りを見せていただきました。ま

ず雇用促進住宅に行きましたが、その被害の大きさは外からでもわかるほどでした。5階建

ての住宅が 4 階までは全滅で、冷蔵庫などのとても重い製品がぐちゃぐちゃにひっくり返

っている様子は今までに一度も見たことがなく、言葉が出ませんでした。やはり実際に崩

壊している様子を見ても、建物の 5階にまで達するほどの津波は想像し難かったです。1階

から 4 階までの住民は、一体どうなったのだろうかと考えると怖くなりました。今回の視

察の中で一番衝撃的だったのが、陸前高田市の体育館でした。「津波がくると、中は洗濯機

状態になり一番上の鉄骨につかまった 3人だけが助かった」という話が頭から離れません。

床は抜け、鉄骨にはたくさんの衣服がぶらさがっていました。私が今いるところは本当に

体育館なのだろうかと目を疑うほど悲惨な状態で、ただ呆然と立ち尽くしていました。そ

の後も市内を見ましたが、駅も市役所も商店街も消えてしまい、何もなくなってしまった

町を見て自分がまったく違う世界にきたのではないか、同じ日本なのか、と思いました。

陸前高田市は東日本大震災で特に被害を受けたと聞いてはいましたが、実際に自分の足で

訪れ、自分の目で見ることで、それがどれほどなのか感じることができました。訪れた場

所はひどい光景ばかりで、しばしば心が痛みました。そして自分にできることはなんだろ

うかと考えたとき、この光景を実際に見たわたしにしかできないことがあるのではないか

と思います。この状況を周りに伝え、さらに自分もずっと被災地と関わっていきたいと感

じ、絶対にまた来ようと心に決めました。東日本大震災発生直後は、日本全体で助け合お

うというムードでしたが、現在は東日本大震災が発生した事実ですら隅っこにおいやられ

て被災地が忘れられているように感じます。東日本大震災がきたことを忘れるほど早く復

興してほしい、しかし風化させてはならない、と強く思いました。言葉で表現することが

難しいほど衝撃的なことばかりでしたが、陸前高田視察ができて本当によかったと感じま

した。 
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