
陸前高田視察で感じたこと 

コミュニティ政策学科 

 

今回の陸前高田の視察は私にとっての初めての被災地でした。 

参加してみようと思ったのは、今までの一年間、震災復興活動等に参加したことがなく、

一度は自分の目で見てみたほうがいいのではないか、という軽いものでした。 

そのため、震災から一年たった今はどのような状況にあるか、また最初の段階を知らない

ためにどの程度復興が進んだのか、などわからないことだらけでした。そして一番最初に

一ノ関に降り立った時に思ったことはここは本当に被災した場所なのかということでした。

テレビなどで報道されている被災地の様子は特に被害の大きかった場所しか映らないので、

岩手県全体が壊滅状態に陥ったものだと思っていました。 

しかし、実際一ノ関駅の付近は震災から一年ということもあるかもしれませんが、ビルも

建っていて予想以上に普通の街並みでした。なので最初はあまり実感がわきませんでした。 

 

松山先生の車で市内を見て回ったときも最初のうちは思ったほどひどい状況ではないなと

いうのが正直な感想でした。しかし、一つ角を曲がるとそこに広がる景色は今までとはま

るで違いました。 

そこには倒壊した建物やまだ処理しきれていない瓦礫やそれを撤去するためのショベルカ

ーなどが動いていました。そこにたどり着くまで震災の被害を受けていない景色をみてい

たために、ショックが大きかったです。 

また、一年たったという事実をもっと過信していたことに気づかされました。一年で建物

が全て治るわけでも、お店が全て開店できるわけでも、まちが全て元に戻るわけではない

のだということを改めて思い知らされました。 

そんな中、そこの地域に暮らす人々は日々進んでいるということを実感しました。 

被災した方々は震災のことを思い出して語るということは大変なことだと思います。しか

し、お話を伺いに行った方々は、みなさん親切に詳しく起こった事について話をしてくだ

さいました。その中でも一番聞いてて心に来たのは陸前高田の体育館のお話です。 

津波が押し寄せ入り込んだことにより、体育館の中が洗濯機のようになったというお話で

す。そこに避難されていた方は体育館まで来たから大丈夫だと思っていたといいます。 

また、そこに避難した大勢の中の 3 人だけが天井に捕まって助かったというのも、言葉に

できない気持ちになりました。 

実際にそこの体育館を見に行ったときは本当に言葉にできませんでした。 

体育館は天井から色々なものがぶら下がった状態で放置してあり、時計なども止まったま

ま。そこには数々のお供え物もありましたが、印象的だったのは消防士の帽子が置いてあ

ったことです。 

近くに消防署があり、そこから避難誘導のため出ていた消防士が犠牲になったとのことで



した。命をはってまで避難誘導していたのにもかかわらず、救えた命は少なく、さらに自

らの命も失ってしまう。津波の恐ろしさと非情さがより一層大きく感じられました。 

そこの地域は本当になんにもないという表現がピッタリだなと感じました。駅も家もほと

んどが流されており、復興の色は無いに等しかったと思います。 

そのため、まだまだ復興活動を続けなくてはいけないということを強く実感することがで

きました。 

また、ボランティアという形ではなくても被災地や被災した方々と関わっていくことがで

きることを知ることができました。 

何かをしてあげる、ではなく、一緒に目の前にある問題を解決していくという視点が大事

だと思いました。 

 

また、是非陸前高田に行って、先日関わっていただいた方々にお会いしたいなと思いまし

た。 



陸前高田視察レポート 

コミュニティ政策学科 2年 

 

1はじめに 

 私が陸前高田視察に参加したのは、夏からどのくらい変わったかと、一年経った現状を

見に行きたいと思ったからである。また、今現地では何が求められているのか、コミュニ

ティ福祉学部として何ができるのかを考えたいと思った。以下に実際行ってみて観たこと

や感じたこと、考えたことを述べようと思う。 

 

2気仙沼 

 気仙沼には初めて行った。１つ道を曲がると、そこは別世界で、商店街はなくなってい

た。半壊の建物の処理はまだまだ必要で、廃墟と化している建物が沢山あった。しかし、

屋台村ができていたことや、商店街で営業している蒲鉾屋さんからは、地元の人の復興へ

の強い気持ちが感じられた。また、商店街で元々お店を開いていた人はそれでしか食べて

いけないということや、お店をまたやりたいという気持ちも感じた。だから、取り敢えず

は仮設でもいいので、屋台村のようなお店を開けるような場所と資金を提供し、そこを中

心として、人々が集まれると良いと思った。 

 街の中に、巨大な船がある場所にも行った。その巨大な船は、津波にのって街の中まで

いき、民家を壊していったそうだ。このことは、津波がいかに大きなものであったかを物

語っている。また、その巨大な船を中心に公園をつくることが住民の反対があるのにも関

わらず、決まっているらしい。もちろん、人々が今回の震災を忘れないことも大切だが、

住民が忘れるということも、復興のために大切なことであると思った。 

 

3魚屋さん 

 魚屋さんはとても気さくな方で、震災の大変さをまず、賞味期限切れのマヨネーズで表

してくれた。その後、わかめの調理方法を体験型で解説してくれて、楽しい時間を過ごす

ことができた。 

 夜のミーティングで、この魚屋さんが私たちと同世代の娘さんを亡くしたことを聞き、

とても驚いた。また、何かをしていないと思い出してしまって、居られないということか

ら、魚屋さんをまた再開したと聞き、やはり、元の仕事に再び就くことの大切さを感じ、

被災された方には、働くなど、活動の場が必要だと思った。 

 

4陸前高田 

 陸前高田は夏にボランティアで行ったことがあり、どのくらい変わったかが気になって

いた。まず、夏よりも片付いていて、瓦礫の山が高くなっていると感じた。また、夏はボ

ランティアなどがたくさんいたため、日中は人が街にいたが、今回は重機とそれを操る人



だけで、夏よりも人が少なくなったと思った。この光景はとても寂しいものだった。しか

し、夏休みと違い、重機でしか処理できなそうだったので、作業するボランティアは必要

なくなったと思った。 

 2棟あった防津波団地は5階の下の方まで津波がきていて、津波の大きさがよくわかった。

また、震災前の街の写真と比べると、本当に前の街がなくなってしまったことがわかった。

陸前高田市立体育館では、体育館の中に、車など、普通じゃ有り得ないものがあり、驚い

た。避難所だったのにも関わらず、あの空間だけで、何人もの人が亡くなったと思うと、

津波に対する認識が甘かったのだろうと思った。街をつくり直す際は、避難所をもっと高

台に移動すべきであると思う。さらに、陸前高田駅を見たところ、本当に跡形もなくなっ

ていた。ここからも津波の凄まじさを感じた。 

 

5おわりに 

 津波の被害は、上に述べたように、凄まじいものであった。今現地では、何が求められ

ているかを考えたところ、はっきりとはわからなかった。しかし、作業をするボランティ

アは必要ないということはわかった。だから、これからのボランティアは、人と人とのつ

ながりが求められていると思う。コミュニティ福祉学部としてできることとして、破壊さ

れてしまったコミュニティをつくっていく上で、そこに関わっていくということをミーテ

ィングで先生がおっしゃっていたが、今の私ではどのような方法でコミュニティ形成に関

わっていけば良いのかわからないので、これからの企画にも参加し、学びたいと思う。 



「始まりはこれからなんだ」 

～被災地視察に参加して～ 

 

福祉学科 2年 

 

 

3月 21日～22日私は気仙沼市と陸前高田市の被災地視察に参加した。まず被災地に立っ

て感じたのは寒さだった。震災の日の映像では被災地には雪が降っていて、風をよける建

物も流されて、電気もなくさらに寒かったのだろうと思った。 

1日目は気仙沼市を見て回った。「気仙沼南駅跡」では津波でつぶれたバスや壊れかけの

線路などを見た。震災から約 1年たち、瓦礫はきれいに寄せ集められているもののあまり

に何もなさ過ぎて、遠くにあるはずの山がとても近く感じられた。車は走っていても、人

気がほとんどなく震災前に駅を利用して生活していた人がいたことが信じられないくらい

の光景が目の前に広がっており、被災地に来る前の想像をはるかに超えるショックな気持

ちだった。流されたのは建物だけではなく、その土地に住む人々が大勢流されてしまった

からだ。「気仙沼エースポート周辺」では多くの漁船が印象的だった。あんなにも大きな漁

船が市内に流れてくるほどの威力で津波が襲ってきたということの恐怖感を抱いた。その

大きな漁船をそのまま残して「メモリアル」のような形で残そうという声も上がっている

と聞いた。しかし今回の震災とそれによる津波の被害を、船を見るたびに思い出すことは

被災地の人が前向きになれる方法だろうか、それは被災地のことを忘れそうになっている

被災地外の人々のためなのではないかと感じた。具体的な支援をすることが、被災地の人々

に「忘れていない」ことを伝える一つの方法であると感じた。また実際に魚を捕っている

漁船を見て、もともとその土地に根付いた仕事であるため震災当時はどれだけ大きく生活

が崩れたことだろうと思う。家が流され、船が流され、家族や周囲の人間が亡くなったか

もしれない土地で新たに生活を始める気持ちはどのようなものだろうとか、今はどこに住

んでいて、どのような状況で日々過ごしているのだろうと考えた。 

1日目の昼食は屋台村でとったが、そこの店主の方が「ボランティアの人が来てくれる

から」という理由で安く食事を提供しており、私は「震災は誰のせいでもないし、被害を

受けたのは地元の人なのだから気を遣わずに自分の生活を優先してほしい」と思ったが、

逆にそれだけボランティアなどの支援団体が被災地に長期でいながら支援していくことが

必要とされているのだと実感した。いくら瓦礫が片付いても、それだけでは人の生活は再

生しないということ、この先いったいどんなふうに人や物が結びついて復興していくのか、

とても気になる。 

またサポートハウス近くの魚屋さんのもとにも訪れた。楽しそうにお話をしてくれたり、

その日の夕飯の心配をしてくださったり、いきいきとされた表情が印象的だった。娘さん

が亡くなったことについては口にはしなかったものの、松山先生から「まだまだ仮設住宅

に 2人きりでいると耐えられないような気持ちになる」といった内容を聴いたときは本当

に悲しくなった。けれど、魚屋で仕事をしている方が気がまぎれるという内容を聴いたと

き、話したい時に話したり、別のことをして気を紛らわすことは、自分の気持ちにふたを

することではなく、自分の心を労わることなのだろうと感じた。そこに「心のケア」とか



名前を付けずに自然とお話をすることが力になっているかもしれないというお話を松山先

生からお聴きして納得した。支援をしたり、復興に協力していく中で自然と会話をする、

現地の人と会話をすることの意味が一つ増えたなと感じた。 

2日目、「陸前高田駅跡」「市役所」「市民体育館」「雇用促進住宅」「小友地区」を見て回

った。「市民体育館」を見ている時間は少し辛かった。多くの人が避難してきた中、3人し

か生き残ることができなかったことも、本当に多くの人が亡くなられたのだと改めて感じ

させられた。しかしその中でも生き残った人は、生きなければならず、私は震災当日の流

れを想像していた。震災起こり、津波が来て、ずぶ濡れの服で避難所を探さねばならない。

もしかしたら靴が脱げて流されたかもしれない。瓦礫がすさまじい中どのように歩いて行

ったのか、避難所にはいつごろ避難したのか、避難所はどのくらい離れていたのか、その

まま体育館で過ごしたのか。寒い中まずどういう行動に出たのか、身内はどんな状況で探

し出せたのか、いろいろなことが頭を巡った。 

「雇用促進住宅」も見て回った。対津波用に造られた建物ではあったが大枠は残っても、

ガラスなどは割れ水が入り込んだために家の中は物が散乱した状態になっていた。近くの

高校もつぶれた個所があり、ことの大きさを物語るものだった。対津波用に造られている

から安心だと思って避難しなかった人もいると聴き、非常にいたたまれない気分だった。 

他、市役所を見たり病院の建物を見る機会があった。震災当日、病院はどのような状況

であったろう。入院している患者さんは薬や機械が必要だし、空きのある病院に転院する

必要もある。入院していなくても人工透析をする必要のある人や慢性的な病気を抱えてい

る人は本当に不安が大きかったのではないかと思う。いったいどこで人工透析ができるの

か、いつごろどこにいえば薬をもらうことができるのか。着の身着のまま保険証や身分証

も持ち出すことができないままに避難してきた方も多かったのだろう。そういった状況に

対応するために国が出す情報も、散り散りになってしまった被災者には行き渡らない可能

性もあるし、その情報を上手く使いこなすことができない人もいるだろう。そういうとこ

ろでソーシャルワーカーという専門家が助けに入ることができるのだと今回強く感じた。

目には見えないが必要なことを確実につないでゆくのだと思った。 

被災地視察では「コミュニティ」という言葉を身近に感じることが多かった。壊れたコ

ミュニティは被災地全体に加え、その中で家族、学校の友人、職場の人間、近所の人など

細かいコミュニティがある。それらの再生がどのようになされていくのか今の自分にはほ

とんど予想がつかない。瓦礫処理が終わって「復興」と一口に言ってもどこからどのよう

に始まっていくのだろう。（瓦礫処理の時点で復興が始まっているともいえるが）建物が建

っても、人が自然と集まってくるわけではない。今回の活動では、被災地の置かれている

状況や雰囲気を感じ取り、復興に向けて進んでいくであろう被災地のスタート地点を知っ

た。今も被災地で生活する人がいて、そのうちに仮設住宅ではない普通の家ができる。ど

んなふうに人が集まってくるのだろう。コミュニティの再生にソーシャルワークが関わる

とはどのようなことだろう。自分も被災地がこれからどのように再生していくのか、ソー

シャルワークの視点を持って注目したい。 

  



被災地を訪れて 

福祉学科２年 

 

 震災後、初めて訪れた被災地。車窓から見えたのは何もない空っぽの景色ばかり。どこ

までも続くまっ平らな景色からは、そこに何があったのか想像もできなかった。初めのう

ちは自分が立っている所に津波が押し寄せてきたという実感さえ湧かなかった。でもさま

ざまな場所を回っていくうちに、津波が押し寄せてきた証拠が見えてきた。段々と津波の

被害を受けた場所にいるんだという実感が湧いてきた。商店街を歩いている時、何もない

景色だと感じたのは物がないからだけではなく、人が居ないからだということに気付いた。

すべてが失われた地だということを実感した。ここに人が戻ってくるまでにあとどのくら

いの時間が必要だろうかと思った。所々でお店を営んでいるところが見られ、努力、力強

さを感じた。屋台村を訪れた時も、都会のどんなお店よりも人間味のある、素敵なお店だ

なと感じた。人が居ないからこそであるのかもしれないが、現地では人と人との関わりが

非常に大切なものに感じられた。 

陸前高田の体育館と雇用促進住宅は私にとって最も衝撃的だった。この中ですべてが渦

巻いて、失われたのかと思うと言葉にならなかった。雇用促進住宅を訪れたとき、まだ食

べられそうなものが流された冷蔵庫の中に残っていた。どちらにも生活感があった。ここ

で多くの人が生活し、生きていたのだということを実感させられた。そこに立つと、生か

された私たちは自分たちにできることを探し続け、被害を受けた方から多くのことを学ん

でいかなければならないと強く思った。したぼさんの所へお邪魔した際、食べられるかど

うか五感で感じるということを体験した。これは生き抜くための知恵だと思った。生かさ

れた私たちは、こういった生きるための知恵を積極的に学んでいかなければならないと強

く思った。震災から学んだことは多くあると思うが、被災地から縁遠い私のような人こそ

被災された方から生きる知恵を学ばなければならないと思った。村上さんはユーモアがあ

り、とても楽しませてもらい、明るい気持ちになった。その姿からは娘さんを津波で亡く

したとは未だに信じられない。心に深い傷を負っているはずなのにあんなにも明るく居ら

れる強さはどこから来るのか不思議である。みなぎっている生きる力を感じた。 

 被災者というと物的な被害を直接受けた方を指すようなイメージを抱いてしまいがちだ

った。けれども、今回の視察で被災者というのは震災によって心に傷を負ったすべての人

を指すのだということを感じた。したぼさんの娘さんのことを知っている人の話を先生か

ら聴き、体育館の中にいた人も、雇用促進住宅に残っていた人も、津波によって命を奪わ

れた人すべてに人の輪、人と人とのつながりがあったということに気付いた。その糸を一

本一本たどっていくと、すべての人が心に傷を負っている被災者に含まれるのだと思った。

そう考えると被災地を訪れる前に考えていた以上に被災者は多いことを考え直させられた。

その心の傷が癒えることは非常に難しいことであるし、時間がかかると思う。私に少しで

も手助けになることは思いつかない。でも、関わることで被災者の方々に寄り添いながら、



一緒にその傷と闘っていくことは可能であると思う。私は実際に被災をしたわけではない

し、周りに被害を受けた人もいない。だから実際にどんな状況だったのかも分からないし、

被災者の方々の心の傷がどれほど大きいものかも分からない。たださまざまな情報をつな

ぎ合わせることしかできない。でも、この事実を絶対に忘れないようにしたいし、少しで

も多くの人に伝えていきたいと思う。私にできることはほんの小さな、むしろ身勝手なこ

とに過ぎないかもしれないが、私も被災地に寄り添って一緒に歩んでいけたらと思ってい

る。そのために、大学が考えている長期的な復興計画にも少しでも多く協力できたらと思

っている。視察を終えた今の時点で考えてみると、今回の視察もこれまで歩んできた大学

と被災地のつながりの上に立ったものであったと思う。屋台村のお店も、したぼさんも、

サポートハウスも、これまで歩んできた大学と被災地の道のりがあったからこそできた体

験だったのだと思う。この体験はせめて立教大学の中だけでも、少しでも多くの人にして

もらいたいと思う。この道のりはまだまだ始まったばかりだし、これからずっと続いてい

る道のりであると思う。僅かばかりではあるが、私もその道のりを作っていく手助けにな

れればと思う。 

 私は今回の視察に参加することになる前まで、何か行動を起こしたいと考えていた。実

際に学習支援に参加しようと考えていた。しかし縁あって今回の視察に参加できた。この

ことがとても意味のあるものだったと今は思う。何か行動をしようとすればその行動に対

して考えが集中し、被災地自体を考え、感じることができなかっただろうと今は思う。被

災地の今をじっくりと見ることができた今回の視察は、被災地の今の状況を知ることがで

きた上、まだまだ取り戻せるという希望が見えたものであった。時間は費やすことになる

し、復興が進んでも建物などの目に見える景色、形は今までとは変わってしまうかもしれ

ないけれど、そこにいる人の中には変わらない目に見えないものがたくさんあるのだと感

じた。それは現地の人と触れ合い、共に生きていくことでしか分からないものであるとも

思う。分からないものをいかに引き出して私たちの学びにし、共に人として支え合ってい

く相手になるのかが問題になると思う。まだ一度の訪問で、想像力を働かせながらわずか

なものを感じ、考えることしかできなかったが、この先訪問を重ねながら、ここにいても

被災地と関わりながら、一緒に復興を考えていけたらと思う。 



陸前高田視察 2012.3.21-22  

福祉学科 3年 

 

一日目 

・気仙沼視察 

 気仙沼を車で回り被災の様子を見て、「ああ、やっぱり変わってない」とまず思った。一

月からこの三ヶ月間で何度かこの地に訪問し、気仙沼には今回４度目の訪問。車でしばら

く進むと見えてくる、津波によってえぐられ壊れた建物や、その建物さえも根こそぎ無く

なってしまった一面に広がるむき出しの地面。人気の無さ。閑散とした雰囲気。震災から

一年が過ぎ、そして私が最初に来たときから約三ヶ月の月日がたっても、ほとんど変わっ

ていない景色。 

“復興”と聞くと、被災地はどんどん整備されていって、瓦礫も時間が経つほどに片付

けられていくことで、少しずつ震災前の景色が取り戻されていっているのではないか、と

いう期待がわく。しかし実際にその場に立つと、いくら瓦礫は片付けられてもこの地が以

前のように人の生活する場になるのは途方も無く難しいことのように思えて、震災の傷跡

の深さを改めて思い知らされた。3.11から一年が過ぎ、どこか一区切りが就いたような雰

囲気が流れているけれど、被災地の復興のために思案と協力が必要なのはむしろこれから

なのではないかと、実際に被災地の“今”を見て改めて思った。 

 

・ シタボの村上さん 

 二ヶ月ぶりに村上さん夫妻にお会いするのは、この視察に参加することを決めた時から

とても楽しみにしていた。到着すると、村上さんの仕事場には以前来たときには無かった

壁と屋根が備わっていて、よりお店らしくなっていた。奥さんも、「これがあるだけでだい

ぶ違うでしょう。おっちゃん、屋根が無いとき雪が降ってる中でも、感覚がつかめるから

って素手で魚さばいてたのよ。前の状態を知ってると、本当に今のほうが暖かいって違い

が分かりますよね」と、にこやかに話してくれた。暖かさだけではなく、よりお店らしい

場所で仕事が出来るようになったことは以前の生活に近づくことにもなり、それはお二人

にとってとても嬉しいだろうなと思い、私も嬉しく思った。娘さんを亡くした今、村上さ

んにとって仕事は、悲しい過去から前を向くためになくてはならないものなのではないか

思う。冗談交じりで「わかめのレシピでも覚えて、親に教えて、わかめの需要を増やすこ

とがこっちの復興につながるから」と話してくれたが、被災地で見聞きしたことを広げて

いくことはとても重要なことだと思う。被災地の為に私が出来ることは限られているけど、

まずは村上さんを初め、これまでに被災地であった人たちのために出来ることを考え、こ

れからも関わっていきたいと思った。今度村上さんに手紙を出すときは、家でわかめレシ

ピの料理を作って、その写真も一緒に送ろうと思う。 

 



二日目 

・ 陸前高田視察 

 悲惨。言葉にならない光景がこれでもか！というほど続く。散乱している瓦礫の中に死

体が一つも無いのが異様に感じたほど、生々しい被災状況だった。5階建てで 4階まで津波

が襲ったマンションに入り、きっと、この高さまで津波が来るとは思いもよらなかっただ

ろう、と 4階のベランダに立って思う。ポストに入っていたアルバムの写真に写るこの家

族はちゃんと逃げることが出来たのか。地図に残る建物のほとんどが根こそぎなくなって

いるけれど、津波が襲ってきたときその建物に残っていた人も少なくないはず。そんな当

時の状況を考えると、とても苦しくて怖くて、その場から逃げたくなった。 

その後、数は定かではないがおそらく何百人かが避難し、そのほとんどが津波に流され

たという市民体育館を視察する。建物の入り口に立った時点で、入りたくない、見るのが

怖い、と身体全体が緊張しているのが自分でも感じた。入り口付近で、みんなが立ちすく

む。誰も喋らない。歩かない。今こうしてこの文章を書きながら思い出すだけで、涙が出

てくる。本当にショックで、悲惨な光景だった。散乱している靴。鉄骨に引っかかってい

る衣服。潰れた自動車。そこが抜けた床。3時半で止まった時計。みんなが動かないまま、

時間が過ぎていいった。 

 そのうち徐々に中のほうまで歩き始める。少し落ち着いてきて、怖い、という気持ちか

ら、この光景をしっかり覚えていかなければ、という思いがわいてきた。そのきっかけは、

体育館の中央にある車に備えられた花とお札に、ここで亡くなった人が成仏できますよう

に、痛みも苦しみも無く安らかに眠れますように、残された人々が心穏やかに暮らせる日

が早く訪れますようにと手を合わせて祈ったときだったと思う。祈りながら、私が被災地

で出来ることの一つは、この被災地での光景をしっかりと心にとどめておくこと、ここで

亡くなった人たちや残された人たちを想うことなのではないか、と考えた。この場所に来

たからにはここで起こったことから目を逸らさずに受け止めよう、それが、私がこの場所

に来た意味になるのではないかと思った。今回、ボランティアではなく初めて“視察”と

いう目的で被災地に訪れたが、正直私は視察をすることの意味についてそこまで深く考え

てこなかった。しかし今回の視察を振り返り、津波による被災を受けていない私達が被災

地に訪れるのは、ただ単にその被害の大きさを知るためではなく、その場に立って様々な

ことを感じ、考えるためであり、そしてそれは被災地の痛みに寄り添うことなのではない

のかと学んだ。 

 

 

 震災から約一年たったこの時期に被災地を訪れ実際に被災地の状況を見ることが出来た

ことは、私にとって本当に貴重な経験になった。災害の恐ろしさや復興への道のりの険し

さも感じられた一方で、屋台村の方やシタボの村上さんと再会できたことはとても嬉しく、

ここでの出会いを大切にこれからも被災地の為に自分の出来ることを探し、かかわってい



きたいという思いが強くなった。辛い状況の中であるにも関わらず力強く生きている被災

地の方々に出会うたび、逆にこちらが励まされ、前に進んでいかなければという思いがわ

く。いつかこの人たちの心からの笑顔が見たい。そのために自分は何が出来るのか、被災

地で学んだことや感じたことを振りかえりながらこれからも考え続けていきたいと思う。 

 そして、被災地での活動にもかかわらず暖かく心から落ち着ける帰る場所があることは

とてもありがたいことだ、と今回サポートハウスに泊まって改めて感じられた。これから

もたくさんの学生が被災地に訪れ、サポートハウスは学生と被災地とを繋ぐ場になると思

う。このような場所を提供してくれた地域の方々の協力と先生方の尽力に心から感謝して、

今後もここでの活動に参加していければと思う。 

最後になりますが今回引率して下さった松山先生、貴重な経験をさせて頂き本当にあり

がとうございました。 

 



“生活”を取り戻すための復興とは 

福祉学科 3年 

 

３月２１日～２２日にかけて、気仙沼と陸前高田市を訪れた。一日目に気仙沼の屋台村

や港周辺の被災状況を見た。また、陸前高田市にあるサポートハウス周辺の被災状況を見

たり、営業を続けている魚屋さんと交流を行ったりした。二日目には、陸前高田市の市役

所や避難所、駅前通りの被災状況を見た。そこで、私は復興とは道路や建物、インフラを

元通りにすればよいのではなく、そこに暮らす人々の“生活”を見つめ、地域の方々を中

心として暮らしを考える必要があると強く感じた。 

まず、震災の爪痕がまだまだ残っているということに衝撃を受けた。震災から一年経つ

ということで、道路や建物などある程度直っているのではないかといるのではないかと想

像していた。しかし、実際に現地に行ってみると、瓦礫が残っていたり、建物が何も残っ

ていない更地が延々と続いていたり、打ち上げられた船がそのまま残っていたりと、自分

の想像と違っていた。人の暮らしが、丸ごと無くなっていた。地盤沈下の影響で海岸線が

手前に移動していたり、満潮になると住宅地に海水が来てしまっている地域もあった。 

 何もかもが破壊され、そこにあった人々の生活が無くなってしまっていることを目の当た

りにし、復興できるのだろうかと不安になった。自然の力の大きさに驚いた。 

こんなにも、大きな被害を受けた陸前高田市や気仙沼だったが、そこに暮らす人々が知

恵を絞りながら生活を建て直すため、お店を開いていた事に驚いた。 

まず、屋台村で働いていた居酒屋の方と話した時だった。500円のランチ定食を頼んだ。

松山先生が「この値段では大変ではないですか。」と尋ねたところ、お店の方が「企業努力

です。ボランティアの方もお金をかけて来てくれていますからね。」とおっしゃっていた。

お店の方は、自身のお店を失って、仮設の屋台村で何とか暮らしていると思う。それなの

に、ボランティアに来る人々を気遣ってくださっているところに、その人の強さを感じた。

そのお店の人だけでなく、津波で壊された商店街の中で営業していた練りもの屋さんや、

仮設の長屋で営業している商店街の方々の様子を見て、地域の人々みんなで協力しながら

生活を取り戻そうと努力していることが分かった。 

 次に、陸前高田市で魚屋を営業している方とお話をした。その方は、お店を流されてし

まい、残った家の前に小屋を作り、そこで営業をしていた。私たちが訪問したとき仕入れ

てくださった若芽を、どのように調理したら良いのか実践しながら丁寧に教えてくださり、

商品もとても良心的な価格で売ってくださった。お店の方はとても明るく、逆に私たちの

方が元気をもらえるほどだった。魚屋の方々と話す中で、仕入れることのできるものをた

だ売るのではなく、食べ方を教えることで次も買ってもらえるよう工夫していた。この方

は、今は仮設住宅に暮らしているが、その仮設村も以前一緒に暮らしていた地域の人と一

緒に暮らしているため、とても暮らしやすいとおっしゃっていたそうだ。 

 これら二つの交流を通して、復興とはそこにある人々の暮らしをきちんと見つめる必要

があると強く感じた。メディアなどで様々な復興構想がでているが、そこに暮らしている

人々が中心となり、人々のつながりを大切にしながらでなければそこに暮らす人々の生活

がもとのように戻るのは難しくなってしまう。一人ひとりが個人だけで努力しても、ここ

まで大きな震災の中では生活の再建は難しいのだ。だからこそ、地域の人々が協力し合え



るよう、震災で壊れてしまった地域での繋がりを支援していく必要があると思った。 

 今回だけでなく、またサポートハウスを訪れたいと思う。また、今回感じたことを家族

や友人に伝え、震災はまだ終わっていないこと、沢山の支援が必要だということを伝えた

いと思う。 



陸前高田視察 感想 

福祉学科 

 

 私は 3 月 21 日、22 日の陸前高田視察に参加しました。陸前高田に行くのは 2 度目でし

たが、今回は前回入れなかった場所に入れたり、より冷静に被災地の現状を見て受け止め

ることができ、1回目とは違った感想を持つことができました。 

 

 2日目に陸前高田市街地へ行きました。2回目とはいえ、改めてその街を見るとやはりシ

ョックでした。以前に来た時よりも少し瓦礫が片付いていた分、さらに「何もなくなって

しまった」という印象を受けました。慣れ親しんだ建物や街が跡形もなくなってしまった。

それは現地の方にとってどれだけ大きな喪失感なのでしょうか。想像しようとしましたが、

それは計り知れないものだと思いました。 

 今回の視察で私が一番大きなショックを受けたのは、陸前高田市民体育館でした。入る

前に松山先生がこの場所について説明してくださいました。 

この市民体育館は避難場所に指定されていて、今となっては誰もたしかなことはわかり

ませんが、100～300人の方が避難されていたそうです。ここからは海が見えず、誰も津波

が来るなんて考えていませんでした。しかし津波はやってきて、天井まで達し、中で渦を

巻きました。天井の鉄骨につかまった 3人だけが生き残ったということです。 

あの日から時間が止まったままの体育館。最近まで立ち入り禁止になっていた場所で、

今回初めて入りました。 

入るまで、すごく勇気がいりました。足が固まって、なかなか歩き出せませんでした。 

中に入ると、もう言葉が出ませんでした。あまりの犠牲の多さ、自然災害の残酷さにシ

ョックを受け、悲しみや喪失感でいっぱいになり、何も考えられず、何分も立ち尽くしま

した。 

でも、忘れてはいけない、伝えなきゃいけない、と強く感じ、力を振り絞って写真を撮

りました。手を合わせて、亡くなった方々のご冥福をお祈りし、絶対に忘れないことを誓

いました。 

それから体育館の中を歩きました。津波が来たその瞬間、人々はどんなに怖かったのだ

ろう、寒かったのだろう、苦しかったのだろう。そして鉄骨につかまって救助を待ってい

た方たちは、どんな景色を見て、どんな気持ちで、寒さと絶望感に耐えながら待っていた

のだろうと思いました。 

そんな気持ちを想像したら、その傷は決して 1年で癒えるものではないと思いました。 

瓦礫や建物という目に見える形でも、目には見えない人びとの心の中でも、まだまだ被

災は続いているのです。 

それは文字や映像だけではわからない、現地に立って初めて実感できたことでした。車



の中から体育館を見ていただけでもわかりませんでした。本当に実感を持って考えるため

には、自分の足で現地に立つということが必要不可欠であるということを知りました。そ

してそのような意味で、今回の視察は本当に大きな意味を持っているのだと感じました。 

 

また、今回の視察では被災は続いているということを実感すると共に、現地の方々のパ

ワーをたくさん感じることもできました。 

私たち大学生のことを「こどもたち」と呼んで、会いに来るのを楽しみにしてくださり、

いつも温かく受けいれてくださる大船渡の魚屋さんご夫婦。明るい笑顔でおいしい定食を

作ってくれる気仙沼の屋台村の方たち。何もなくなった道を笑顔で歩いていた中学生の女

の子たち。今回は会えませんでしたが、学習ボランティアで関われている大島の旅館のご

家族、集まる子どもたち。 

現地の皆さんは目には見えない辛い思いを抱えながらも、前向きに明るく生きようとし

ていました。もちろん、私が今回見て感じたことが全てではなく、前向きに生きることが

できなくなっている方もいるのだと思います。そのような、今見えていない部分にも目を

向けていかなくてはならないと感じています。 

私個人としてはたった 2 回の訪問ですが、多くの現地の方々と交流でき、たくさんのパ

ワーをもらいました。毎回明るく笑顔で接してくれる皆さんが、素直にすごいと感じます。

いつも温かく迎えてくださる皆さんに本当に感謝しています。 

今回の視察では、このような人びとのパワーによって復興ができるのだということを強

く感じました。ボランティアや、国や、私たちの力で復興するのではない。あくまでもそ

こに住む地域の人たちの力で復興することができ、コミュニティが再生されていくのだと

感じました。 

私は、これから少しでもそれを手伝っていきたいです。現地の方々の言葉を聞いていき

たい。ずっと忘れずに、会いに来られるときには会いに来て、その過程を一緒に歩んでい

きたいと思いました。 

でもそれはとても時間がかかることです。私が大学を卒業して就職をしたら、いくら今

このように思っていても、簡単には会いに来られなくなってしまいます。個人としてつな

がり続けるのは難しい場合もあるし、限界もあります。だからこそ、私たちの代の学生が

卒業しても、次の代の学生が来られるというように、「立教生」として活動を繋げ、大学と

して継続して関わっていくということが重要なのだと感じました。 

 

今回の視察では多くのことを感じ、考え、学ぶことができました。参加することができ

て本当によかったです。この 2 日間は私の人生の中でもとても大きな経験になると感じて

います。 

松山先生、現地の皆様、今回の視察を支えてくださった立教大学の関係者の皆様に感謝

の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 



被災地を訪れ、今思うこと（第 4期） 

福祉学科 3年 

 

 被災地を自分の目で見て、そこから感じたこと・考えたことを大切にしたいと考え、  

今回、陸前高田と気仙沼の視察に参加させていただいた。実際に訪れて様々な場面で震災

の爪痕を生々しく感じ、衝撃を受けた。まだ自分の中で消化しきれていない部分も多いが、

今考えていることをここに残しておきたいと思う。 

 

この視察に参加するにあたり、自分の中で決めていたことが二つあった。一つは「どん

なに悲惨な光景でも、目を逸らさずにしっかり見る」こと。もう一つは「実際に見て感じ

たことを、そのままメモしておく」ことである。時間が経つと記憶が薄れてしまうので、

被災地の光景は写真で、メモは携帯電話に打ち込み、残しておくことに決めた。 

震災から１年が過ぎたが、被災地は私が想像していたよりずっと、復興とはほど遠い 

状況だった。海水が所々に溜まり、がれきが積み上げられていた。駅や住宅も土台だけを

残して消え、まるで戦争の焼跡のように思われた。 

津波で海から離れた場所に打ち上げられた船は、震災の証として残しておきたいという

意見と、これを見ると辛くなるからなくして欲しいという意見があるそうだ。また、途中

で家の跡地を掘り返している家族を見た。私の目には、そこにあるがれきは土にまみれて

いつ処分されてもおかしくないものに思われた。しかし、そこに住む人々にとっては大切

で意味を持ったものなのかもしれない。がれきの撤去は新たな町づくりのために必要不可

欠なことだが、そこには人の様々な思いや背景があること忘れてはならないと思った。 

 

被災地はこのような現状であったが、今回お会いした「居酒屋ひのき」の店員さんと  

村上さんご夫婦からは前に進もうという強さが感じられた。ご自身は震災で辛い思いを 

したにもかかわらず、明るく振る舞い、逆に私たちを気遣って下さり、どうしてそのよう

なことが出来るのかと不思議に思った。元々の人柄に加え、人とのつながり・会話を大切

にしたいと考えていらっしゃるように感じた。 

村上さんご夫婦は、私たちの乗った車が見えなくなるまで（山の方を上がるまで）   

見送って下さった。その立ち尽くす姿が、何故かとても寂しそうに見えたので少し気に 

かかった。その後、私たちと同世代の娘さんを津波で亡くしたのだと聞いた。人の行動に

は何らかの意味や理由がある。面と向かって話した時の様子だけでなく、小さな気付きや

引っかかりを大事にして、想像力を持って相手の思い・背景を考えたいと感じた。 

また、町の機能は完全に戻っていないが、生活に必要最低限のものは揃っているように

思われた。今私たちが出来ることは、がれきの撤去や物資の調達というよりも被災地の

方々と会話をすること、交流を持つことではないかと感じた。「相手のためを思って」  

「つながりを持ちたいから」という何らかの目的を持ったものではなく、訪れたときには



顔を出して会話をして楽しむ、という姿勢でいたい。これらのことは、実習で学んだソー

シャルワーカーの基本姿勢とも近いと感じた。 

 

二日目の陸前高田市民体育館に入った時は、あまりの悲惨さにしばらく動くことができ

なかった。ここで大勢の人が亡くなったのだと思うと、ただただ衝撃で言葉も出なかった。

避難所として使用されていたため毛布がそのままになっており、靴や新聞紙なども見られ

た。これまで見てきた映像では、津波の威力や被災地の様子が全体的に映し出されており、 

このような細かいところまで見ていなかったが、ここでは“人がいた形跡”が生々しく  

感じられ、胸が強く締め付けられる思いがした。「避難所に来て安心できたはずなのに、

突然津波がきてどれ程怖かったのだろうか。考える間もなく流されてしまったのだろう

か。」「この光景を見て家族はどのような思いだったのだろうか。」など、がれきを見なが

ら様々な思いが湧きあがった。 

 

町が少しずつ整備され、時間が経つにつれて震災の悲惨さは薄れていくだろう。私自身、

二回目に訪れた時は今回ほどの衝撃は感じないかもしれない。その時々で見た景色や感じ

たことを整理し、周りの人に伝えることが必要だと感じた。 

今回被災地を初めて訪れ、実際に行ってみないと分からないことが沢山あると知った。

津波の被害や、そこに住む人々の話は映像よりもはるかに生々しく感じられた。市民体育

館で見つけた木材にはここで発見された人がいると示されており、そこで感じた哀しさ、

悔しさは今回の視察で最も強く感じた思いだった。 

二日間ではあったが、陸前高田・気仙沼を訪れて震災をこれまでよりも自分事のように 

感じられるようになった。今後も被災地を訪れ、沢山のものを持って帰りたいと思う。 

 

貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。 
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