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第 20 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 3月 18日(月)～3月 20日(水) 一泊二日 or二泊三日 

・行き先：宮城県気仙沼市大島 

・宿泊先：明海荘 

・主な活動：菊田校長先生を囲む会、大島小学校卒業式参加、謝恩会参加、ゆず畑のユキ

コさん or仮設住宅のすん子さんとの交流、中高生学習支援、島内ピクニック 

・参加者：計 20名（一泊 8名、二泊 12名） 

スタッフ 5名：来住（主調整）、沖、岡田、大塚、下村 

教員 2名：森本先生、湯澤先生 

学生 20名 

 

2．スケジュール 

 ※スケジュールに変更のあった部分は赤字で記した。 

２０１３年３月１８日（月） 
 

０７：１６ 

０７：２１   はやて１０１号「盛岡行き」 

０７：４２        

東京駅発(07：05ホーム６号車乗り場待ち合わせ) 

上野駅発(07：10ホーム６号車乗り場待ち合わせ） 

大宮駅発（07：30ホーム６号車乗り場待ち合わせ） 

０９：３２ 一ノ関駅着 

０９：４３ 一ノ関駅発 

１０：５９ 気仙沼駅着 

１１：００～１２：２０        南気仙沼駅＆鹿折地区を迂回し、フェリー乗り場へ（タクシー） 

１２：４０～１３：０５  フェリー（昼食、集金、車搭載）  

１３：３０～１４：４５        明海荘で自己紹介→田中浜経由で開発センターに移動 

１５：００～１７：００      謝恩会練習（開発センター） 

１８：００～２０：３０       校長先生を囲む会（夕食含む、明海荘。夕食１８時半開始） 

２１：００～２２：００ 入浴 

２２：００～２３：００ 1日の振り返り（二泊組は二日目の視察、三日目の昼食決定） 

２３：００～２３：３０ 荷物をまとめておく＋就寝 
 

 

２０１３年３月１９日（火）一泊二日組  
 



一泊二日 

教員：森本、湯澤 

学部生：８名 

 

２０１３年３月１９日（火）二泊三日組  

 

 

２０１３年３月２０日（水）  
 

７：３０～８：３０ 朝食、片付け、打ち合わせ 

９：００～９：１５ 謝恩会練習（明海荘） 

９：３０～１１：３０ 大島小学校卒業式（１０時開始。終了後会場設営協力） 

１２：００～１３：３０ 大島小学校「６年生を送る会」 

１４：００～１５：３０ 着替え、申請書記入、（振り返り） 

１５：３０～１６：００ 出発準備 

１６：３０～１６：４５ ひまわり 

１７：００～１７：２０ 復興屋台村見学 

１７：２０ タクシー乗車 

１７：５１ 気仙沼駅乗車 

１９：１５ 一ノ関駅到着 

１９：２２ 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 

７：３０～８：３０ 朝食、片付け、打ち合わせ 

９：００～９：１５ 謝恩会練習（明海荘） 

９：３０～１１：３０ 大島小学校卒業式（１０時開始。終了後会場設営協力） 

１２：００～１３：３０ 大島小学校「６年生を送る会」 

１５：３０～１７：００ 

 

大島視察（二班。ゆず畑の A さん、民話語りの B さん） 

すん子さん組は明海荘。ゆず畑組は１５時１５分出発 

１７：４５～１８：４５ 夕食（明海荘） 

１９：００～２０：３０ 中高生学習支援 

２１：００～２２：００ 入浴 

２２：００～２３：００ 申請書記入、振り返り 

２３：００～２３：３０ 荷物をまとめておく＋就寝 



二泊三日 

スタッフ：沖、来住、下村、岡田、大塚 

学部生：１２名 

 

3．活動報告 

一日目（3月 18日） 

１）気仙沼視察 

 気仙沼駅到着後、南気仙沼駅跡地とうちあげられた漁船「共徳丸」のある鹿折地区へ移

動し視察を行なった。今期は通常の土日ではなく、平日に視察したため、これまで見るこ

とのできなかった工事風景なども見ることができ、復興への動きを感じることができた。

その一方で、前期と比べての目に見える変化は少なかった。そして、運転手の方から防波

堤の高さに関して議論が起っているという話を伺うことができた。高すぎると予算の問題

だけでなく津波が見えないリスクもあるが、どの程度の高さがあれば安全なのかも分から

ないので、数字に根拠が欲しいとの住民の方は思っている模様。非常に難しい問題であり、

学生の中でもその基準が不透明であることを疑問に思う声が上がった。 

 

    

   南気仙沼駅跡地の視察            共徳丸の視察 

 

７：３０～８：３０ 朝食、片付け、打ち合わせ 

９：００～１１：３０        来住

待機 

島内ピクニック（集合・解散：開発センター。４班に分かれて行動） 

（雨天時は開発センターで小学生学習支援） 

１２：００～１３：００  昼食 

１３：３０～１４：００ 出発準備 

１４：２０～１４：４５ フェリー 

１５：００～１７：１０       大塚

別行 

復興商店街、復興屋台村視察 

１７：２０ タクシー乗車 

１７：５１ 気仙沼駅乗車 

１９：１５ 一ノ関駅到着 

１９：２２ 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 



２）練習 

 大島到着後、田中浜経由で開発センターに移動。校長先生を囲む会、６年生を送る会に

向けて歌とダンスの練習を行った。 

 

３）校長先生を囲む会 

 今春ご退任なさる大島小学校の校長先生に感謝を伝える会を開催した。学生が作ったプ

レゼントや花束や CDの贈呈、歌を通した交流などを行なった。また、被災当時の話が掲載

された記事を見せていただきながら、お話を伺うことで、当時の光景を思い浮かべること

ができた。 

 この囲む会と翌日の卒業式・６年生を送る会を通して校長先生の人柄、当時の体験を伝

えることへの使命感などを改めて強く感じることができた。 

  

    囲む会の様子           プレゼントの贈呈 

 

４）ふりかえり 

 一日目の活動に関する振り返りを行なった。防波堤の高さ、共徳丸の存続に関しての意

見が多く出た。リピーターの参加者からは、気仙沼の変化の少なさに復興にかかる時間の

長さを実感する声も出た。 

 

二日目（3月 19日） 

５）大島小学校卒業式 

 校長先生にお招きしていただき、大島小学校の卒業式に参加させていただいた。会自体

も卒業生２２名と少ない生徒数、震災を乗り越えての卒業、校長先生の退任など非常に感

動的なものであったし、そのような会にお招きいただけたことで、これまでの活動で現地

と培ってきた信頼関係を感じることができた。 

 

 

 

６）大島小学校６年生を送る会 

 卒業式後の謝恩会「６年生を送る会」に参加させていただいた。PTA の方と連携 

を取り、会常設営の手伝いを行なった。その後、校長先生のギター弾き語りや保護者の方



のダンスと並び、プログラムの一つとして映像を流しながらのダンスを行なった。映像に

過去の参加者からのメッセージも盛り込むなどにより祝福の気持ちを伝えること、そして

共に踊るよう呼び掛けることで距離感が縮まるようにとの工夫を行なった。なお、この映

像とダンスは学生主導で行なわれた。普段当活動に参加してくれていない小学生、その保

護者との交流に課題を残したもの、今回をきっかけとした、今後の交流への可能性を感じ

ることができた。 

 

６年生を送る会に参加する学生達 

 

７）大島視察（ゆず畑の Aさん 学生７名参加、民話語りの Bさん 学生５名参加） 

 この時間では二班に分かれて、現地の方からお話を伺った。 

片方の班では被災時に大きなダメージを受けたご自宅にお住まいで、ゆず畑をお持ちの

A さん宅にてお話を伺った。2012 年の 11 月以来。 

A さんはギブ&テイクの精神を大事になさっており、我々も窓ふきなどのボランティア

をした後に話を伺った。被災当時の写真を見せて頂きながら、何があっても生きようとす

ることの大切さや、メディアを通じてのみ情報を得ることの危険性を伝えて頂いた。 

また、A さんは震災のことを淡々とした口調で説明してくださり、「感情をこめて話すと

涙が止まらなくなる」、「一年目は必死だったが、二年目の今がより辛さを感じる」とお

っしゃっていた。このお話を通して、被災のことを伝えて下さることへのありがたさを感

じることができた。 

 一方他班では、気仙沼大島の島の文化・魅力を学生たちに感じてもらう目的を持って、

大島の民話に詳しく語り部として活躍されている B さんに、大島の歴史や伝説についてお

話をしていただいた。 

 B さんは、この時間のために B さんのお話が乗った新聞記事なども資料として提供して

くださった。島では縄文時代や弥生時代の土器なども発掘されていること、鎌倉時代には

島の北端で網にかかった亀の背中に薬師如来が乗っていたことから、「お薬師様」を祭る

寺が建てられ、「薬師島」と呼ばれていたこともあるなど、貴重なお話を聞くことができ

た。 

 また、学生の側から民話のリクエストをし、「乙姫岩屋」と「首なし田」を聞かせてい

ただいた。民話の中にはふんだんに人生の教訓、生き方の指針ともいえる内容が含まれて

おり、こうして島の文化が今に伝わっていることを感じることができた。話を聞いた学生



からも、質問や感想が出てきて良い交流の時間ともなった。 

 また、お話のすぐ後に「お薬師様」の場所が分かったので、話を聞いたメンバーを連れ、

実際にそのお寺を見に行くことができた。ついさっきお話に聞いた場所に行ったことで、

お話で聞いたことを実感することができた。 

 

８）中高生学習支援（参加者 １２人） 

 今期も部屋を勉強に集中する部屋と、それ以外の部屋の二つに分けて行なった。2013 年

に入ってからは段々と勉強に集中する部屋への参加学生が増えてきていたが、春休みに入

っている背景もあり、学習意欲が非常に低かった。今回参加者１２名のうち、勉強に熱心

に取り組んだ中高生は一名のみであった。 

 また、ゲーム機やカードゲームで遊ぶ中学生も多かったが、趣味の話を起点として徐々

に交流を図ることで、帰り際には初参加の大学生と中高生の間にも交流が見てとれるよう

になった。 

  

    中高生学習支援 

 

９）ふりかえり 

 現地の方お二人にお話しを伺ったことで、被災地に来たことを再認識した学生も多かっ

た。それぞれの班で得た知識、価値観を共有した。中高生の学習支援に関しては、勉強に

取り組む姿勢に導くことができなかったことに対する反省の声が上がった。 

 

三日目（3月 20日） 

10）島内ピクニック（小学生 １５人） 

 校長先生、保護者の方四名をお招きし、立教大学生と現地の子ども達と一緒に歩く島内

ピクニックを実施しました。参加者は大人、子ども合わせて３５名おり、三班に分かれて

違うコースを歩いた。校長先生に裏道を教わったり、保護者の方々と歩きながら雑談した

りなど、現地の方と共に回ることができ、震災の影響で島の自然や生活がどう変わったか

などを伺うことができた。同時に子ども達とも、室内での勉強お手伝いと比べ早く距離を

縮めることができ、非常に有意義な活動となりました。一方で、集団で一緒に歩くことを

嫌がり単独行動をとろうとする子どもの対応に苦戦したり、子ども達が仲の良いグループ

で固まってしまい班分けが偏ってしまったことなどの課題も出た。 



 

   ピクニックの様子 

 

11）復興商店街・復興屋台村視察 

 普段よりも長く時間を確保したことで、復興屋台村と復興商店街（紫市場）を回ること

ができた。また、お店だけでなく気仙沼の市街地を歩くことで、民家に残る津波の高さを

示す跡や、ボロボロになったビルや道路など、被害を改めて肌で感じることができた。 

 

５．フィードバック 

 ・以前の生活を取り戻すためにはこれからも多くの援助が必要だと感じた。東北の力だ

けでの復興は難しいと感じた。 

 ・何度も参加する中で、見慣れてしまっていた部分があることを自覚した。行くだけで

なく、他に自分にできることはないのか探していきたいなと思った 

 ・前回の活動で共に清掃活動をした保護者の方が覚えていて下さり、子どもが楽しみに

しているとの話を聞かせて頂いた。私たちの活動が少しでも力になれているならば素晴ら

しいことだと思った 

 ・小学校の卒業式に参列することができ、立教生の活動が受け入れられているのだと感

じた 

 ・今はがれき撤去のハードの面の復興よりも、心のケアや交流などソフトの面の復興が

必要であると感じた 

 ・現地の方は震災のことを語り継ぐことが大切だとおっしゃっていた。自分も周りの人

に伝えていくことが大事だと感じた。 

 ・島に住んでいる方でまだお会いしたことのない方や仮設住宅にお住まいの方との交流

を図りたい。 

 ・現地の方と話したことはしっかりと報告し合うことが重要 

 ・震災直後より今の方が孤独や悲しみに苦しんでいらっしゃるかもしれないと感じた 

 ・現地の方や同行スタッフなど幅広い年代の方と話すことで、様々な価値観や考え方を

持っていることが分かった。普段は同世代という枠組みの中だけだったので、新しいこと

だらけだった 

 ・すごく楽しくて観光気分になってしまいがちだったので、ふりかえりの時間が貴重だ

った 



 ・現地の方と一緒にピクニックを回り、「あそこの家はね～」とか「うちの旦那はあそ

こに運ばれて～」などの臨場感ある話を伺うことができ、実感がさらに湧いた 

 ・卒業式での被災した子どもへの将来のメッセージなどを聞き、震災の影響を感じた 

 ・私たちが行くことで、生きる希望を見いだして下さったり、喜んでくださる方がいる

ことを知り、必要とされていることを実感した。 

・今回一泊のプログラムだと、子ども達と接する機会が少なかった。リピーター向けの

内容だったと思う 

以上 

文責：来住 


