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2011年度活動概要　第１部

　龍谷大学では、2011年３月11日に発生した東日本大震災の復興支援のために様々な取り組みを実
施しました。学生や教職員が個人的に取り組んだ活動も数多くありますが、その全てを網羅し紹介
することは困難であるため、この項では発災以降、ボランティア・NPO活動センターが関わった復
興支援の取り組みについてまとめました。
　本学では、東日本大震災直後に学長を本部長とする「危機対策本部」が設置されました。全学生
の安否確認を実施すると共に、対策会議を断続的に開催し、大学として対応すべき施策を検討しま
した。被災した入学予定者への経済的支援、新たな特別援助奨学金制度の創設などを行いました。
さらに、復興支援活動を大学として総合的に検討する必要があると判断し、４月に危機対策本部の
もとに田中則夫副学長が担当の「学生ボランティア等の被災者・被災地支援活動検討プロジェクト
チーム」を設置し、現在も継続的にプロジェクト
会議を実施しています。
　ボランティア・NPO活動センターでは、通常業
務を行いながら震災関連事業の事務局として情報
収集に努め、その時々に必要だと思われる企画を
実施しました。詳しくは、次項からの各報告をご
一読ください。
　各報告の前に、赤松学長とボランティア・NPO
活動センター　前センター長、現センター長が大
学ホームページに掲載したメッセージを時系列に
紹介します。

　３月11日（金）に発生した東北地方太平洋沖地震について、被災された皆様に心からお見舞い申
し上げます。
　現在、現地でのボランティア活動に参加したいとお考えの本学学生の皆さんへ、ボランティア活
動の自粛をお願いいたします。
　本日現在、現地の情報が不十分であることや、余震が頻発するなか二次災害の危険性も高い状況
にあります。このような状況下で、学生の皆さんが自主ボランティアに行かれることは大変危険で
あり、かえって現地の方にご迷惑をおかけする可能性がありますので、当面の間、被災地へのボラ
ンティア活動は自粛することをお願いいたします。
　なお、本学の対応については、現在ボランティア・NPO活動センターを中心に、関係諸機関と連
絡を取り合い、鋭意検討中です。支援等の方針が決定次第、本ホームページ等で告知いたしますので、
その際はご協力いただきますようお願いいたします。

2011年３月14日
ボランティア・NPO活動センター長

古川　秀夫

【東北地方太平洋沖地震】学生の被災地でのボランティア活動自粛のお願い…
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　３月11日に発生した東日本大震災は、青森県から千葉県にわたる広範囲性、津波の被害の大きさ、
原発事故など、これまでにない特徴をもつ未曾有の大災害です。
　本学では被災された学生のみなさんに対して、学生支援制度を整備・運用し、入学にかかわる手
続や学生生活にかかわる経済的支援等、各種の支援を行ってきました。
　３月15日からは大学として第一次の義捐金募金活動を行い、４月15日までに集まった16,784,659円
を４月22日に中央共同募金会において贈呈してまいりました。募金活動に協力して下さった学生・
教職員・卒業生・保護者に心よりお礼申し上げます。
　被災地の情報が不十分であることや、二次災害の危険性も高い状況にあり、学生の皆さんが自主

学長メッセージ

　３月11日に発生した東日本大震災は、広範かつ深刻な未曾有の被害をもたらしました。犠牲者の
皆さまに心から哀悼の意を表するとともに、すべての被災者の皆さまにお見舞いを申しあげます。
また、懸命に救助・救援活動、被災者の生活支援活動、インフラ復旧等に取り組んでおられるすべ
ての皆さまのご尽力に心から敬意を表します。
　被災地では未だ多くの方々が行方不明のままです。不便な避難所での生活を余儀なくされ、住み
慣れたまちを離れ避難生活を強いられておられる方々も多数おられます。そんな厳しい状況の中で、
被災地で被災された方自身が懸命にボランティア活動をされている姿や、やっと届いた物資を分か
ち合っておられる姿に心が震えました。深い悲しみの中で、励まし合い、支え合っておられる姿に、
私たちが人間のありようを知らしめられています。
　いま改めて生きるという意味を多くの人が考え、生かされている命の尊さに深く思いを馳せなけ
ればなりません。人間が自然に対していかに無力であるかを見せつけられたと同時に、人間が想定
する能力に限界があり、お互いに助け合い支え合っていかなければいけない存在であるということ
を改めて認識させられました。
　この未曾有の震災に際し、私たちは何ができるのでしょうか。地震発生以来、私自身、自問自答
の日々を過ごしています。甚大な被害の前に、真に有効な答えはすぐには出てきません。しかし、
この危機から未来を切り拓いていくためには、思考や模索を重ねながら実際に行動していくことも
大切だと思います。龍谷大学も370年以上の歴史を有する大学として、社会の幾多の困難や災害を共
に乗り越えてきました。本学の建学の精神である親鸞聖人の精神に基づいた人間のありよう「共生（と
もいき）」の考え方が、いまほど必要とされる時代はないといっても過言ではありません。
　一人ひとりの力は微力でも、集まれば大きな力になります。本学の中には、すでに被災地に駆け
つけ、ボランティア活動を行っている学生や教職員もいます。そのような志と行動力をもつ学生や
教職員がいることを、私は誇りに思います。また、現地に行くことだけが被災地に貢献することで
はありません。募金活動に汗を流す学生など、京都にいながら「何かできないか」と模索し続け、
行動する学生にも敬意を表したいと思います。全学の構成員のみなさん。それぞれの事情や立場に
あった貢献を是非、積極的に行ってください。
　今回の大震災からの復興プロセスは、単に東日本地方の問題だけではなく、日本社会のありよう
にも変化を迫るものにしていかねばなりません。龍谷大学としても大学の役割や使命を踏まえ、復
興に向けて全学の英知を結集し、困難を突破し、真の意味で持続可能で豊かな社会システムの構築
について深く考察し、共生の社会の実現に向けて不断の努力と行動をしていきたいと考えています。

2011年４月28日
龍谷大学学長　赤松…徹眞
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ボランティアに行かれることは大変危険であることから、当初、本学では被災地における学生の支
援活動に対して自粛を呼び掛けていました。
　しかし、その後、被災地で支援活動をしたいという学生のみなさんからの要望が高まってきました。
教職員の中にも、現地に赴き、様々な支援活動に従事する方たちも出てきました。そこで、ボランティ
ア・NPO活動センターは、４月25日、26日に『東日本大震災復興支援ボランティア・ガイダンス』
を瀬田・深草のキャンパスで開催しました。被災地で活動する際に注意すべきことについて教職員
が説明を行いました。深草、瀬田学舎合わせて約200人の学生、教職員が参加し、会場からは熱心な
質問や意見の表明がありました。困難な状況にある方々に対して、自発的に自分にできる活動をし
たいという学生の皆さんの志、熱意は大変、尊いものだと思います。
　現時点でも、十分な予備知識のないまま支援活動を行うために被災地に向かうことは、大変危険
であり、かえって被災地の方にご迷惑をおかけする可能性があります。志、熱意を有効に活かすた
めにも、被災地での支援活動を希望する学生の皆さんには、被災地に入る前にボランティア・NPO
活動センターで説明を受けるようにお願いいたします。
　本学の理念である「共生（ともいき）」の精神を踏まえて、東日本大震災被災者・被災地の復興支
援を今後とも進めてまいりたいと存じます。被害の規模の大きさから考えて、復興支援活動は長期
にわたるものになると考えられます。被災者の方が抱えておられる困難を思い続けることも、一つ
の支援の形です。学生や教職員の間から自発的に生まれてくる支援活動を大学としてもサポートし
てまいります。学生、教職員の皆様のご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2011年４月28日
ボランティア・NPO活動センター長

松島…泰勝

　2011年３月11日から７ヶ月ほどが経過します。東日本大震災で犠牲となられた皆様に改めて心か
ら哀悼の意を表します。また、福島原子力発電所事故により避難を余儀なくされ、不安な毎日を過
ごされている皆様、地震と大津波により被災され、今なお元の生活に戻ることのできない状態で日々
を過ごされておられる皆様に、改めて心よりお見舞い申しあげます。一日も早く心休まる生活が戻
りますことを念じています。
　私たちは日々、あたりまえのように生きています。しかし、この度の大震災によって、生とは連
続したものであるという日常の認識が、引き裂かれてしまった方も多いのではないでしょうか。命
の儚さ、無常さに途方にくれ、肩を落としていらっしゃる方も決してすくなくないでしょう。しかし、
いま、私たちは、このような出来事に直面し、改めて一人ひとりのかけがえのない命の尊さ、生か
されていることに気づくことが大切ではないかと思います。
　世界でも類をみないほど複雑な地殻の上に成り立つ日本列島において、大地震が周期的に起こり
えることは繰り返し指摘されてきました。しかし、だれも３月11日という日に起こることは予想で
きませんでした。今回の大震災は、起きてはならないはずの原発の過酷事故をも引き起こした点で、
過去のいずれも大震災でも経験しなった未知の困難を惹起しています。私たちは生きていくなかで
は、必ずといってもいいほどに厳しい現実に直面します。今回の大震災を通して、私たちは改めて
さまざまな問いをもって現実に向きあわなければなりません。
　原発事故は、核エネルギーに依存した経済活動によって担保されてきた豊かさに胡座をかき、多
様なエネルギー源を確保する努力を怠ってきた日本社会のあり様に、根本的な見直しを迫る契機と

「東日本大震災」７ヶ月が経過して
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なっています。広島・長崎での凄惨極まりない被爆、ビキニ環礁水爆実験での千隻を超える日本漁
船とその乗組員の被爆、被爆を通じて甚大な被害が生じるたびに、一方で、その被害（とりわけ内
部被爆）の程度を極力少なく見せようとする動きがありました。今回の原発事故への対応にあたっ
ては、そうした過ちを繰り返しはなりません。原発での過酷事故が生じれば、現在の科学の力では
制禦が極めて困難であることが、明らかになりつつあります。一日も早い事故の終息に向けた粘り
強い取り組みを願うとともに、原発事故から私たちが汲み取るべき教訓は何かを問い続けたいと考
えます。
　本学では、３月11日以降、震災復興のためにどのように対応すべきかについて、不断の検討を重
ねています。私たちは一人ひとりが震災で犠牲になり被害を受けたすべての方々に思い馳せ、寄り
添いながら考え、そして行動することが大切だと思います。学生、院生、教職員、卒業生による募
金活動、学生を中心としつつも、院生や教職員も加わって行う被災地でのボランティア活動、被災
地の物産品の京都・深草学舎と大津・瀬田学舎での販売活動など、みんなで知恵を出し合いながら、
できることから取り組みを始めてきました。復興支援の活動は息の長い取り組みになるものと思わ
れます。10月22・23日に深草学舎で開催する「東日本大震災復興支援フォーラム―震災復興に果た
す大学の役割―」は、そうした取り組みのあり方を考えるためのものであります。学生・教職員は
もちろん、多くの市民のみなさんの参加を歓迎します。フォーラムについては、今後も継続して多
様な形態での開催を検討したいと思っています。
　龍谷大学の建学の精神は、親鸞聖人の教えにもとづく浄土真宗の精神です。私たちは、建学の精
神の具現化として、今回の震災復興支援に取り組むことが大事なことであると考えます。龍谷大学
として、大学の役割・使命を踏まえ、全学の英知を結集して困難を突破し、持続可能で安穏な社会
の構築を目指し、引き続き努力を重ねてゆく所存です。

2011年10月21日
龍谷大学学長　赤松…徹眞

　東日本大震災の発生から一年が経過しました。お亡くなりになられた方々は１万5800人を超え、
いまなお行方不明の方々も3300人を超えています。昨年の３月11日以後、被災されたことが原因で
お亡くなりになられた方々を合わせますと、２万人を超える尊い命が奪われるという未曾有の大災
害になりました。東日本大震災の一周忌をむかえ、犠牲となられたみなさまに改めて心から哀悼の
意を表します。
　また、地震と津波の被害、さらには、福島第一原子力発電所事故により避難を余儀なくされ、不
自由で不安な毎日を過ごされている方々は、依然として膨大な規模におよんでいます。大震災の発
生から一年が経過した今も、復興のあゆみは困難をきわめ、被災者と被災地への継続的な支援の必
要性は、いささかも衰えていない状況にあります。この機会に改めて、すべての被災者のみなさまに、
心よりお見舞いを申し上げる次第です。
　龍谷大学は、この一年間、大学としてなし得る活動が何かを模索しながら、復興支援の取り組み
にあたってきました。多くの学生、院生、卒業生、保護者、そして教職員のみなさんが、ボランティ
ア精神にもとづき、多彩な活動を展開してきました。ボランティアバスの運行、被災地物産品の販売、
東日本復興支援フォーラムの開催、大学としての専門性を生かした被災地での様々な支援活動、募
金活動などです。
　復興支援の活動に参加されたすべてのみなさんに、心より敬意を表します。もっとも、復興への

東日本大震災一周忌をむかえて
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取り組みは、日本社会全体についてみれば、まだ緒についたばかりのところがあります。大学の行
う活動も、粘り強い取り組みとして、継続していかねばなりません。何よりも、被災者と被災地の
要望をしっかり受けとめ、一層の創意工夫を重ねつつ、復興支援の活動に取り組む重要性を痛感し
ています。
　東日本大震災の一周忌をむかえ、本学では、３月11日以降、京都の深草キャンパスならびに滋賀
の瀬田キャンパスにおいて、被災者・被災地の現状ならびにボランティア活動の内容などを伝える
写真パネルの展示を行います。本学の学生、院生、教職員のほかに、地域の住民のみなさんにも開
放しますので、ご覧になっていただければ幸いです。
　龍谷大学の建学の精神は、親鸞聖人の教えにもとづく浄土真宗の精神です。私たちは、建学の精
神の具現化として、息の長い復興支援の活動を志してまいりたいと考えています。どうぞ、みなさ
まの温かいお心とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

2012年３月11日
龍谷大学学長　赤松徹眞
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■経緯・目的
　ボランティア・NPO 活動センターでは、東
日本大震災の発災直後から情報収集に努め、そ
の時々に必要だと思われる企画を実施しまし
た。まず、最初に取り組んだのは募金活動でし
た。
　教職員に対しては本学総務課を通じて募金活
動を展開し、その他に対してはセンターの学生
スタッフをはじめとする学生の協力のもと、学
校行事時（卒業式や成績配布日など、多くの人
が学内に集まる行事）に合わせて募金を呼びか
け、街頭募金なども行いました。この活動は今
年度に入っても引き続き実施し、入学式等でも
実施しました。

■概　　要
　昨年に引き続き、今年度に入ってからは、入
学式で募金活動を実施しました。この募金活動
はセンターの学生スタッフが中心となって実施
しました。その他では、学生がゼミやサークル
単位で募金活動に取り組み、ボランティア・
NPO活動センターに募金を届けてくれました。
その結果、2011年４月20日現在で総務課とセン
ター合わせて、総額16,784,659円が集まり、中
央共同募金会に全額寄付し、同団体を通じて、
被災された方々の生活再建のために役立てられ
ます。
　義捐金目録の贈呈は、４月22日に京都府共同
募金会でおこなわれ、田中則夫副学長をはじめ、
高橋篤法事務局長、松島泰勝ボランティア・
NPO活動センター長らが同席しました。
　目録は、学生代表（ボランティア・NPO 活
動センター……副代表…池内…亮太さん、学友会…中
央執行委員会… 委
員長…近藤…舞さん）
から、社会福祉法
人　京都府共同募
金会の小石原範和
会長に無事お渡し

いたしました。

■参加者の声・得られた効果など

　総額16,784,659円（2011年１月20日現在）

　学生スタッフが入学式で募金を呼びかけてい
ると「東北に絶対届けてね。」と封筒に入れた
１万円札を手渡していただいたり、「東北出身
なので、こういう風に活動してくれて本当に嬉
しい。ありがとう。」などと声を掛けていただ
きました。また、道行く人からも募金していた
だくなど、募金に参加した学生達は募金される
人達の東北に対する熱い想いを実感したようで
した。そういう想いに直接触れることによって、
当初大きな声を出せずにいた学生スタッフも大
きな声で募金を呼びかけることが出来るように
なっていました。

■コーディネーター所感
　センターとしては、センターで企画した募金
活動への協力は呼びかけましたが、個別に募金
活動を行うことは呼びかけていませんでした。
しかし多くの学生が、それぞれ立場（ゼミやサー
クル単位など）で募金活動を実施し、センター
に募金を届けてくれました。「何か行動しなれ
ば！」という想いを形にして、ボランティア・
NPO活動センターに託してくれました。
　本学の学生生活実態調査報告書2010年度版
では、ボランティア活動への参加経験者が

企画名　タイトル 東日本大震災　復興支援募金活動
報告者名 竹田　純子（深草キャンパス　コーディネーター）

実施日／場所
深草キャンパス：2011年４月１日（金）／体育館前
瀬田キャンパス：2011年４月２日（土）／体育館前

実施主体 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター
対　　象 入学式のため来学された新入生・保護者・その他学内関係者
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24.4％と私大連平均を下回ったと報告されてい
ましたが、きっかけさえあれば自発的に行動に
移すことが出来る学生が多数存在していること
を実感しました。
　これらの学生、卒業生、保護者、教職員、地
域の人々など東北を想う気持ちが重なって、

1700万円近くの募金が集まりました。この重み
をしっかりと受け止め、また、学生の潜在的な
力を活かすことの出来る方法を検討しながら、
今後の活動を展開していかなければならないと
思っています。

■経緯・目的
　東日本大震災発生後、被災地で活躍するボラ
ンティアの姿を、メディアを通して目にするこ
とも多くなりました。その映像などに接し、『自
分も何か被災地の人たちのために何かした
い！』と思うものの、遠く離れた東北までは行
くことができず、『自分には何も出来ない。』と
考える人も多くいました。
　そこで、ボランティア・NPO 活動センター
では、関西でもできる復興支援の取組みとして、
NPO法人 JIPPO と協力し、学内で風評被害に
苦しむ福島県の物産品販売を実施することにし
ました。
※NPO法人 JIPPO は西本願寺を母体に設立さ
れた、「平和構築」「貧困問題」「環境問題」「災

害救援・復興」に取組むNPOで、センターと
は海外体験学習プログラム（P.64）や野宿者支
援プロジェクト（P.56）などで協働しています。
東日本大震災以降は原発事故などの被災に苦し
む福島県民を応援しようと、物産品販売を始め、
復興支援に取り組んでいます。

■概　　要
　『関西で出来る復興支援ボランティア』とし
て、学内で１時間から参加できる販売ボラン
ティアを募集し、福島県を応援するバンド猪苗
代湖ズの『I…love…you…＆…I…need…you…ふくしま』
を掛けながら物産品販売を行いました。
購入者数、売上額などは以下のとおりです。

購入者数 総販売数 売上額
深草 392名 922品 ￥405,230
瀬田 349名 714品 ￥347,508

　喜多方ラーメンや地鶏カレー、お菓子など、
19種類の物産を販売し、深草・瀬田の両キャン
パスとも売り切れる商品が出るなど連日盛況で
した。本学学生、教職員を始め、地域の方々や
電車を乗り継いで遠方から買い物に来校された
一般の方々など多くの方にご購入していただく
ことが出来ました。

企画名　タイトル 東日本大震災　復興支援プロジェクト　福島県の物産品販売
報告者名 竹田　純子（深草キャンパス　コーディネーター）

実施日／場所

深草キャンパス：2011年６月１日（水）～３日（金）10：00～13：30
　　　　　　　　東門　ウッドデッキ
瀬田キャンパス：2011年６月６日（月）～８日（水）10：30～14：00　
　　　　　　　　野外ステージ前　テント下

協　　力 特定非営利活動法人　JIPPO
実施主体 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター
参加人数 延べボランティア人数　合計120人（深草60人／瀬田60人）
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■参加者の声・得られた効果など
　購入いただいた方からは、「初日に買ったが、
美味しかったのでまた買いに来た」「もう販売
の予定はないのか」などの嬉しい声をいただき
ました。
　また、販売ボランティアに参加した福島県出
身の学生からは、「こんなに多くの人が福島に
関心を持ってくれていることが嬉しかった。地
元のために関西でもできることに参加できて良
かった。」といった声がありました。
　深草での販売の様子は６／１の京都新聞、６／２
の朝日新聞に掲載され、瀬田の様子は６／６に
びわこ放送で放映、６／７の中日新聞に掲載さ
れるなどマスメディアでも大きく取り上げられ
ました。

■コーディネーター所感
　風評被害が叫ばれる中、福島県の物産品販売

がどの程度受け入れられるかと思っていました
が、商品が飛ぶように売れ、また、購入者から
「販売してくれてありがとう」という声掛けを
いただくなど、福島のことを思っている人がた
くさんいること、実際に被災地に行けないが何
か自分も役に立ちたいと思っている人たちがた
くさんいることを実感しました。
　このようなイベントは一時的なものではあり
ますが、被災地を応援したい気持ちの受け皿に
はなりますし、販売にかかわった学生は福島県
のことを他人事ではなく、自分の問題として考
えるきっかけになったのではないかと思ってい
ます。
　また、メディアでは風評被害の側面ばかりが
取りざたされていますが、こうやって少しでも
役に立ちたいと考えている人達の存在をもっと
発信していかなければならないと感じました。

■経緯・目的
　2011年３月11日に発生した東北地方太平洋
沖地震直後、龍谷大学として募金活動をはじめ、
できうる限りの支援を検討しました。
　毎日、たくさんの学生から「何か出来ること
は無いか？」という数多くの問合せがボラン
ティア・NPO 活動センターに寄せられ、セン
ターに来室しなくとも「直接、被災地に行って
ボランティアをしたい！」という想いを抱いて
いる学生も少なくないと思われました。また、
「ゴールデンウイークには被災地でボランティ
アをする」と考えている学生も多いと予想され
ました。
　しかし、被災地は多くの困難を抱えた状況が
続いており、学生が被災地に赴いても、かえっ
て被災地に負担や迷惑をかけてしまうこともあ
ると判断し、被災地での現状を知り、ボランティ
ア活動をする上での心構え、準備などを学生と

共に考えるために、瀬田・深草のキャンパスで
ゴールデンウイーク前にガイダンスを開催しま
した。

■概　　要
　松島センター長の司会進行のもと、瀬田キャ
ンパスでは社会学部の筒井教授と政策学部の深
尾准教授、深草キャンパスでは政策学部の深尾
准教授が、被災地の状況報告やボランティア活
動をする際の心構えなどについて説明されまし
た。主な内容は以下のとおりです。
①…被災地の現状について（筒井教授・深尾准教
授）

②…ボランティア活動をする上での心構えや準備
について（筒井教授・深尾准教授）

③…ボランティア保険について（ボランティア・
NPO活動センター事務局）

④その他、質疑応答

企画名　タイトル 東日本大震災　復興支援ボランティアガイダンス
報告者名 ヒギンズ　尚美（瀬田キャンパス　コーディネーター）

日時／場所 瀬田キャンパス：2011年４月25日（月）17時30分～19時00分／１号館107教室
深草キャンパス：2011年４月26日（火）17時30分～19時00分／３号館201教室

実施主体 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター
参加人数 瀬田キャンパス：約60人、深草キャンパス：約160人　　　合計220人
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　このガイダンスの様子を撮影したものを、ガ
イダンスに参加できず「被災地へのボランティ
アについて相談したい」と来室する学生に対し
て、センターで聴講できるようにしました。

■参加者の声・得られた効果など
・実際に被災地に行けなくても関西でできる活
動を考えていきたい。

・このガイダンスの参加者は、被災者のために
何かしたいと思っている人が多いと思う。そ
の気持ちをずっと持ち続けることが、大切だ
と思った。

・被災地でのボランティア活動を行う上での心
構えや準備すべきことを知った。現地の力に
なるためにはさまざまな情報が必要だと思っ
た。

■コーディネーター所感
　このガイダンスは、学生自身が被災地状況や
ボランティア活動の情報を得て、自分自身の判
断でボランティア活動を行うことができる基本
的な情報を提供する機会とし、被災者・被災地
に負担をかけないボランティア活動のあり方も
同時に考えることを目的としました。
　特に、被災者に寄り添うボランティア活動の
大切さや個人がボランティア活動をするための
基本的な情報については具体的な話があり、ア
ンケート結果からは教員の話に共感した学生
や、新たな気付きが得られたとの感想も多くみ
られたことから、意義のあるガイダンスだった
と思っています。

■経緯・目的
　発災直後、新聞やテレビでは連日、東日本大
震災で活躍するボランティアの姿を発信して
いました。また、すでにゴールデンウィーク中
に被災地で活動した学生も出てきていたので、
そういった情報に触発されて、「自分も何かし
たい！でも、何をすればいいのだろう？」とい
う気持ちを抱えている学生や教職員も多く存

在するだろうと予測されました。
　この時期、被災地ではまだ余震が続いていま
した。『学生や教職員の安全を確保しながら、
どう復興支援につなげていけばいいのか』につ
いて、早急に検討する必要がありました。そこ
で、実際に被災地で自らの専門性を活かしなが
らボランティアを行った教員から体験談を聴
く機会を設け、震災の復興支援に対する思いを

瀬田キャンパスでのガイダンスの様子

深草キャンパスでのガイダンスの様子

企画名　タイトル 東日本大震災　復興支援ボランティア報告会＆ミーティング
報告者名 竹田　純子（深草キャンパス　コーディネーター）

日時／場所 深草キャンパス：2011年５月19日（木）17時30分～19時00分／21号館401教室
瀬田キャンパス：2011年５月26日（木）17時30分～19時00分／３号館104教室

実施主体 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター
参加人数 瀬田キャンパス：32人、深草キャンパス：20人　　　合計52人
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抱えた学生や教職員とその体験を共有し、「私
たちが被災者・被災地に向けて何ができるの
か？」「息の長い支援」とは何なのかを一緒に
考えることにしました。

■概　　要
　プログラム内容は以下のとおりです。
【深草キャンパス】
１．伊達…浩憲　教授（経済学部現代経済学科）
　５月初旬に岩手県陸前高田市の＜北限の茶＞気
仙茶の復興支援可能性調査で被災地入りした時
の報告と、同行の学生が宮城県の仙台別院を拠
点として、瓦礫撤去などのボランティア活動を
行ったことについて。
２．黒川…雅代子　准教授

（短期大学部社会福祉学科）
　４月末から５月初旬に日本赤十字社兵庫県支
部の心のケアチームに同行し、岩手県立山田高
等学校にある避難所で活動を行ったことについ
て。
３．会場との質疑応答
　現地の子ども達の様子やこちらで出来る被災
地へのサポート（被災地の物産を購入する取組
み等）についての質問等が寄せられました。
【瀬田キャンパス】
１．山田…容　准教授（社会学部臨床福祉学科）
　５月１日～５月５日に福島県福島市、郡山市、
相馬市を中心に避難所での物資配布、子ども支
援のプログラムなどのボランティア活動等につ
いての報告。
２．会場との質疑応答
　避難所の運営の方法や被災者の方へ適切な情
報が伝わっているのかといった質問等が寄せら
れました。

■参加者の声・得られた効果など
　参加者との意見交換会を行い、下記の意見が
ありました。
【深草キャンパス】… 司会：松島センター長
・息の長い活動をしたい。
・…被災地の大学ボランティアセンターとのネッ
トワーク作りをして欲しい。

・現地の正しい情報が欲しい。
・出来ることはいろいろあると感じた。
【瀬田キャンパス】

司会：センター事務局　大石課長
・…支援にはさまざまな工夫が必要だと思った。
・…他大学や学内の部活動などと協力して一緒に
何かできればよいと思う。

・…被災地への思いを絶やさないようにすること
が重要だと思った。

・…現地でどういったことが求められているのか
を知りたい。

■コーディネーター所感
　ゴールデンウィーク前のガイダンスに比べ、
参加者の人数の減少は否めませんでしたが、参
加した学生・教職員はとても熱心で、活発な意
見交換ができきました。また、教員による「自
分の専門性を活かしながらどう被災地とかかわ
ろうとしているのか？」という話はとても興味
深かったようでした。また、被災地支援活動の
多様性を感じてもらえたのではないだろうかと
も思っています。
　これからも、参加する当事者の声に耳を傾け
ながらプログラムを企画していきたいと思いま
す。

瀬田キャンパス報告会の様子



18

2011年度活動概要　第１部

■経緯・目的
　東日本発災直後から、「被災地に行きたい」
という学生の声が多数センターに寄せられてい
ました。また、センターとしては、情報収集に
努めながら、大学と支援活動をどう展開するの
かを協議していました。
　こういった協議を続けながら５月に実施した
復興支援ボランティア報告会＆ミーティング
で、参加者に対し「東日本大震災復興支援に関
することで、大学にどの様なことを望むか？」
という趣旨のヒアリングを実施しました。そこ
でも「直接被災地に行きたい」という声が多数
寄せられ、これらの意見受けて『学生ボランティ
ア等の被災者・被災地支援活動検討プロジェク
トチーム』の会議で復興支援のためのボラン
ティアバスの運行を提案し、実施することにな
りました。
　活動場所の選定にあたっては、西本願寺が宮
城県仙台市に東北教区災害ボランティアセン
ターを立ち上げており、宿泊等の協力を受ける
ことも可能であったため、そこを拠点に活動で
きる場所を探すことになりました。そのため松
島センター長と大石課長が宮城県に赴いて情報
収集を行い、大勢のボランティアの受入れが可
能で、仙台市から通うことが出来る石巻市を候
補地に決め、後日、大石課長と竹田コーディネー

ターが石巻市の災害ボランティアセンターを訪
ねて調整を行い、実施ということになりました。

■概　　要
　全５回、宮城県の復興支援のためのボラン
ティアバスを運行しました。
　参加者募集にあたっては学生・教職員に対し
深草・瀬田のキャンパスでコーディネーターが
募集説明会を実施し、活動趣旨・リスクを十分
に理解した上で参加するように呼びかけ、参加
確定後、あらためて参加者説明会を実施し、よ
り詳しい説明と、質疑応答、必要書類・参加費
の回収、参加者の自己紹介を行いました。
　帰京後は、学内に向けた活動報告会を実施し、
体験を出来るだけたくさんの人と共有する機会
を設けました。また、参加者のみを集めた茶話
会も実施し、帰京後の心境の変化などについて、
リラックスした雰囲気の中で語る機会も設けま
した。
　※提出物：参加申込書、活動誓約書
　　　　　　保証人同意書（学生のみ提出）
　※参加費：…（３泊４日＝１万円、５泊７日＝

１万５千円）
●各回の参加者内訳

学生数 教員数 職員数 引率者名
第１回 19 ０ 0 大石・竹田
第２回 19 ０ ３ 松島・竹田

第３回 24 ３ ２
大石・西島
松島・竹田

第４回 23 ０ １ 大石・竹田
第５回 25 １ ０ 大石・竹村

●活動スケジュールは以下の通り。
１日目：…８時に深草キャンパス（京都駅集合は

８時15分）を出発し、休憩を挟みなが
ら19：30ごろに東北教区災害ボラン
ティアセンター（仙台市）に到着。セ

企画名　タイトル 東日本大震災　復興支援ボランティア
報告者名 竹田　純子（深草キャンパス　コーディネーター）

実施日／場所

第１回　６／24（金）～６／27（月）３泊４日　宮城県石巻市
第２回　７／２（土）～７／５（火）３泊４日　宮城県石巻市、宮城郡七ヶ浜町
第３回　８／４（木）～８／10（水）５泊７日　宮城県石巻市、宮城郡七ヶ浜町
第４回　11／11（金）～11／14（月）３泊４日　宮城県石巻市
第５回　12／２（金）～12／５（月）３泊４日　宮城県石巻市、宮城郡七ヶ浜町

実施主体／運営 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター
参加人数 延べ人数　合計130人（学生110人／教員５人／職員３人／引率のべ12人）
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ンターの方へ挨拶を済ませた後は、各
自で夕食・入浴等を済ませ、早目の就
寝。

　　　　…※…バスの中で仲間作りのために、自己
紹介や『東北を知ろう』クイズなど
のレクリエーションを実施すると共
に、活動スケジュールなどもバスの
中で案内。

２日目：…７時にセンターを出発し、災害ボラン
ティアセンターへ向かう。受付を済ま
せてから活動先へ移動し、10時ごろよ
り活動を開始。休憩を挟みながら、16
時ごろまで活動を行う。昼休憩時など
に地元の人達と交流し、震災時の話を
お聞きする。災害ボランティアセン
ターに活動報告をしてから帰路に着
き、途中で入浴の時間を設ける。バス
の中で活動反省会を実施。東北教区災
害ボランティアセンターに帰着後は自
由時間、その間に参加者は夕食を摂る。

３日目：…２日目と同様のスケジュールで活動し、
22時に東北教区災害ボランティアセン
ターを出発し、バスの中で活動のふり
かえりを行いながら京都へ移動。

４日目：…６時に起床し、朝食休憩の後、バスの
中でクールダウンのふりかえりを行
う。京都に到着後は随時解散。

※…第３回目のみ４日目に休日を作り、３・５日目
の活動は上記と同様。

■参加者の声・得られた効果など
●参加者アンケートや寄せられた声からの抜粋
・TVで見ていた感じとは違い、現場はとても
臭いが強く、ヘドロも思っていた以上に重く、
新しい発見がたくさんありました。体験して
みないと分からないものを得ることが出来ま
した。被災されて、ご家族の方を亡くされた
方など、とてもつらい経験をされた方々が復
興の為に前向きに頑張っておられる姿を見
て、考えさせられることがたくさんありまし
た。（第１回参加者）

・…改めて「思っているだけでは何も伝わらない」
＝「行動こそが全て」というのをこのボラン
ティアを通して学ぶことが出来た。この活動
をどう広げるか、伝えるか、行動していくか
が今度の課題だと思う。（第２回参加者）

・…周りを見渡せばつい先日までそこにあった家
がない、生活がない。今まで当たり前にあっ
た全てがそこにはない。そうした現実を必死
に受け入れようとしているように私には映っ
た。この人たちは過去を振り切って前に進も
うとしている、その覚悟に衝撃を受けた。私
にそうしたことができるだろうか。帰りのバ
スではそれしか考えられなかった。現地には
写真には映らない被災があることに気付かさ
れた。人も被害を受けている。復興活動に関
して言えば、むしろ建物より人だ。建物の復
興はあくまで一つの要素に過ぎない。最終的
に目指すべきは人の復興、そう感じた。（第
３回参加者）

・…見て見ぬふりをするかのような８ヶ月をすご
してきて、今ある程度復興した地域を見たと
きは、少し後悔しました。人々の大変な苦労
話をきくたびに、私は８ヶ月間何をしてきた
のだと考えてしまいますが、まだ、元の生活
をとりもどせず、苦労をしている人がたくさ
んいました。支援の手が減りつつある今に、
私たちのような活動が、大事とされるのだと、
考え直すことができました。本当に、来て良
かったです。（第４回参加者）

・…大阪へ帰ったら、みんなに、自分の感じたこ
とを伝えたいです。またいつもの生活にも
どったとき、東北への思いがうすくなってし
まうことがこわいですがずっと、思い続けら
れるようにしたいと思います。ありがとうご
ざいました。（第５回参加者）

■コーディネーター所感
　この全５回の復興支援ボランティアの実施
は、センターにとって、大きな挑戦であったよ
うに思います。回を重ねるにつれ、実施ノウハ
ウも積み上げることも出来ましたが、当初は全
てが手探りでした。刻々と変化する被災地の状
況に臨機応変に対応しながら活動を実施し、参
加者の心のケアを含めた安全管理と仲間作りに
取り組みました。
　初対面の学生や教職員を往路のバスの中で
「どうチームとしてまとめるのか？」「どうボラ
ンティアの役割を理解してもらうのか？」「ど
う安全管理をおこなうのか？」など、引率者に
与えられた課題は山積みで、その重圧は想像以
上のものでした。しかし、それは杞憂に終わり
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ました。『復興のために何かしたい！』という
強力な共通の想いが存在していたために、復路
のバスの中である程度和むことが出来ると、翌
日の活動ではこちらが指示しなくても助け合い
ながら、声を掛け合い、活動することが出来ま
した。皆の力が重なれば、小さな一歩ではある
が、確実に復興につながっていくのだというこ
とを誰もが実感していました。
　参加者の想いが強いほど、「こんなことしか
出来なかった。」という感想を抱きがちでした。
そのため、バス中でのふりかえりの時間を大切
にしました。全員がそれぞれの想いを語る密度
濃い時間で、全員が語り終えるまで１時間以上
必要でしたが、誰もが真剣に話し・聴いていま
した。コーディネーターとしては、学生に活動
することの意味を正しく理解してもらうことを
意識した働きかけを行いました。「この活動を

したことによって、こういう変化があった。」
「地元の人がこういう風に言ってくれた。」とい
うことをフィードバックし、自己満足ではなく
客観的にどう役に立ったのかを話しました。ま
た、「わざわざ京都から駆けつけることの意味」
や「ボランティアの存在意義について」などの
話も行いました。
　参加者にとって、この経験は非常に意味のあ
るものだったように感じています。活動後、何
度も被災地に通った学生、学内でもっと多くの
人に被災地の現実を伝えようとした学生、自分
自身を振り返り、内面の葛藤を乗り越えた学生
など、この経験を通して大きく成長していきま
した。
　私自身、学ぶところが多く、今回のこの事業
を通して、ボランティアの原点を見たような気
がしています。

■経緯・目的
　関西でもできる復興支援の取組みとして、第
４・５回の復興支援ボランティアでご縁のあっ
た石巻市雄勝の物産品を３キャンパスの学内で
実施しました。
　雄勝は石巻市の雄勝半島にある小さな漁村
で、津波被害が大きかった地域です。３月11日
の震災によって雄勝には商店が無くなり、雄勝
の人々は地元で買い物できなくなりました。そ
んな雄勝に８ヶ月後、待望の商店がオープンす
るというタイミングで、第４回の復興支援ボラ
ンティアが雄勝を訪れました。活動場所も仮店
舗のすぐ横であったため、オープン前のお店で

買い物させていただくなど、地元の方たちとも
交流することができ、ぜひ、学内で雄勝の物産

企画名　タイトル
東日本大震災　復興支援プロジェクト
　　　　　　　“おがつ店こ屋街がやってくる！～雄勝物産品販売～

報告者名 竹田　純子（深草キャンパス　コーディネーター）

実施日／場所

深草キャンパス：2011年12月13日（火）東門　ウッドデッキ
瀬田キャンパス：2011年12月14日（水）野外ステージ前　テント下
大宮キャンパス：2011年12月15日（木）清和館２階談話室
※いずれも販売時間は11：30～13：30
※12／16～12／20の間、深草キャンパス内で臨時販売も実施

実施主体 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター
参加人数 延べボランティア人数　合計63人（深草28人／瀬田25人／大宮10人）



21

東日本大震災　復興支援活動

を販売し、雄勝のことを広く知ってもらうきっ
かけにして、雄勝のことを応援しようというこ
とになりました。

■概　　要
　『関西で出来る復興支援ボランティア』とし
て、学内で販売ボランティアを募集し、深草・
瀬田・大宮の３キャンパス交代で、わかめスー
プなどの海産物を中心に、地域の方が作ったミ
サンガや雑貨類、特産品の硯や硯石の加工物な
ど29種類の物産を販売しました。
　ボランティアには販売してもらうだけではな
く、『雄勝のこと』『それぞれの商品に込められ
た想い』などを中心に事前説明を実施し、雄勝
のことを知ってもらうきっかけにすると共に、
販売を通じて雄勝のことを購買者に伝える役目
を担ってもらえるようにしました。
　また、12／16、12／19、12／20の３日間、深
草キャンパスのボランティア・NPO 活動セン
ターで、学生と教職員を対象に臨時の販売も実
施しました。
　今回販売した物産品は、わざわざ雄勝から車
で12時間以上かけて、雄勝硯生産販売協同組合
の高橋さんが運んできてくれました。

■参加者の声・得られた効果など
　学生スタッフを中心に、第４回・５回の復興
支援ボランティアに参加した学生や一般の学生
が販売ボランティアとして参加してくれまし
た。
　学生スタッフは、ボランティアのリーダーと
して雑務をこなし、復興支援ボランティアに参
加経験のあるボランティアは自身の経験を語り
つつ、一般から参加した学生は、やっと自分も
復興のお手伝いが出来ると、それぞれが一生懸
命販売をしてくれました。
　NHK や KBS 京都で取り上げていただいた
ので、放送を見た雄勝出身の方が、朝一番で駆
けつけてくれました。一つ一つのものを手に取
りながら、雄勝のお話をしてくださいました。
また、放送を見て「これは協力しなければ！」
と遠方から電車を乗り継いで買い物に来てくだ
さった方たちも多数いました。
　12月になり、メディアで震災のことが取り上
げられることが少なくなってきていましたが、
まだまだ関心を持ち続けている方が大勢いるの

だと実感しました。
　712点販売し、売上は、597,550円ありました。

■コーディネーター所感
　今回は、６月の福島県の物産品販売の反省点
を活かして、人通りの多い時間に集中的に販売
を実施したり、学内のいろんな場所で手分けし
て看板とチラシを持って広報活動を行うなど、
効率的な運営を行うことが出来ました。
　今回販売した物産品は、「販売してくれる皆
さんの顔を見たい。感謝の気持ちを伝えたい。」
とわざわざ雄勝から車で12時間以上かけて、雄
勝硯生産販売協同組合の高橋さんが運んできて
くれたものでした。販売ボランティアはそのこ
とを全員が知っているので、その気持ちに応え
ようと一生懸命販売してくれたのではないかと
思います。
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■経緯・目的
　東日本大震災発災直後から、龍谷大学として
募金活動やボランティアバスの運行など、様々
な形で復興支援に取り組んできました。
　今回は、震災復興に大学がどのような役割を
果たすことが出来るのかについて、震災発生直
後から最前線で被災者支援に取り組んでいる石
巻市社協の職員や被災地の大学生、京都からボ
ランティアとして駆けつけた当学の学生、大学
を避難場所として、また災害ボランティアセン
ターとして解放した石巻専修大学の学長、それ
ぞれの専門性を活かしながら復興支援のために
活動している本学の教員など、様々な視点・立
場から復興のために何が出来るのかについて考
える機会を設けました。

■概　　要
　22日は、石巻市社会福祉協議会の阿部氏の講
演と東北福祉大学学生の活動報告、龍谷大学の
学生の活動報告を行いました。
　23日は、石巻専修大学の坂田学長による基調
講演、龍谷大学の教員によるパネルディスカッ
ションを行いました。
　また、龍谷大学で行った復興支援にかかわる
活動についての展示も行いました。詳しくは以
下の通り
●10月22日（土）
「震災から復興をめざす宮城県石巻市
　　～学生ボランティアに期待すること～」

石巻市社会福祉協議会　阿部　由紀氏
　発災当日の
様子や、どの
ようなことに
心を砕きなが
ら石巻市災害
ボランティア
センターを立
ち上げ、ボラ
ンティアの受

入れを行ったのか？などについてのお話と、今
後の展望についてお話しがありました。

「震災から復興へ～共に歩むボランティア～」
①…東北福祉大学学生の石原　尚生さんによる発
災後被災地の学生が、ボランティアとしてど
のような活動を行ったかについて報告。

②…龍谷大学ボランティア・NPO 活動センター
の学生スタッフ　池内　亮太と歌藤　智弥から、
発災以降学生スタッフが関わった募金活動や
被災地でのボランティア活動などの報告。

●10月23日（日）
◎基調講演
「震災復興に果たす石巻専修大学の役割」

　石巻専修大学　学長　坂田　隆氏
　大学として、災害に備えて震災以前から様々
な準備をしていたことが、被災者や災害VCの
受入れがスムーズに進んだ
ことにつながったお話。今
後、大学としてどう復興支
援に取り組むのか等につい
てお話がありました。会場
からの質問に「災害時には、
地域との日ごろの関係が大事。大学と地域が連
携するには、学生にとって学ぶことが多い地域
の活動を行う団体と連携することが大学として
は求められると思う。」というメッセージをい
ただきました。

◎パネルディスカッション
「震災で変わる社会。復興支援への提言と大学
の役割」
　龍谷大学　田中　則夫副学長の司会でパネル
ディスカッションが行われました。まず、パネ
リストの教員から、それぞれの活動報告が行わ
れ、その後意見交換が行われました。
○…鍋島　直樹教授（文学部）：南三陸町での法
要や避難所や仮説住宅の訪問活動

○…伊達　浩憲教授（経済学部）：岩手県陸前高

企画名　タイトル 東日本大震災　復興支援フォーラム「震災復興に果たす大学の役割」
報告者名 竹田　純子（深草キャンパス　コーディネーター）

実施日／場所 2011年10月22日（土）　13：30～16：30　深草キャンパス３号館201教室
　　　10月23日（日）　13：30～16：30　深草キャンパス３号館201教室

実施主体／運営 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター
参加人数 160人
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田市での気仙茶の支援や仮説住宅での活動
○…筒井　のり子教授（社会学部）：福島県での
情報発信や仮設住宅の被災者の訪問活動の間
接的な支援活動

○…黒川　雅代子准教授（短期大学部）：避難所
での被災者の傾聴活動

　パネルディスカッションでの質疑応答では
「活動に行った教職員や学生が現状を伝えてい
くことが重要。」「学生には自分に何ができるか
考え続けることが大事。」といった意見があり
ました。

■参加者の声・得られた効果など
アンケートに寄せられた声は以下の通り
・…大げさでなく、皆さんの報告を聞いて「日本
は滅びない」という感を強くしました。私自
身、阪神・淡路大震災を経験しているので、
ボランティアの若い人達に勇気をもらいまし
た。「関心を持ち続けることが、復興の第一
歩」という若い方の言葉、その通りです！

・…災害ボランティアセンターの実際の動き、災
害時に備えたそれまでの備えなど、具体的な
話を聞けて、もしも京都で起こったらという
想定をしやすかったです。街中にあるこの龍
谷大学が、そして学生である私たちが何をで
きるかを考えさせられました。

・…石巻専修大学の坂田学長や違った学部の教授
の方のお話が聞けるなど、本当に貴重な体験
ができたと思います。今後の被災地、被災さ

れた方のためにも、今回のようなフォーラム、
行事を継続していただきたいと心から思いま
す。

・…22日の講演とは違った視点の話を聞くことが
出来、満足しました。特に、石巻専修大学の
学長さんのお話にあったような、災害時の大
学やまたその学生の役割や、また宗教や、福
祉といった様々な視点からの話を聞くことが
出来、大変満足しました。

・…様々な研究分野の教授が、それぞれの観点か
らのあるべき支援のヒントをくれたのは本当
に良かったです。改めて、心のケアとはそん
なに容易なものではないと実感したし、自分
に出来ることも新たに模索できた気がしま
す。

■コーディネーター所感
　私たちはどうしても、自分の見たこと、体験
したことをベースに物事を考えてしまうことが
多いと思います。しかし、このような大規模災
害からの復興を考える時には、出来るだけ多様
な視点から物事を考えることが必要になりま
す。
　今回のこのフォーラムでは、様々な立場から
お話しがあり、問題提議がされました。東日本
大震災につい多様な視点から考える貴重な機会
になったのではないかと思います。
　ここで気づいたことを風化させることなく、
今後の取り組みへと活かして行きたいと考えて
います。

企画名　タイトル 龍谷大学吹奏楽部コンサート in 南三陸町
報告者名 大石　洋史（ボランティア・NPO活動センター課長）

実施日／場所
実 施 日：2012年３月４日（日）…13：30～15：30
移動行程：2012年３月3日（土）～３月５日（月）
場　　所：南三陸町立　志津川中学校体育館

実施主体 南三陸町／龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター（事務局）
参加人数 来場者　約200人、吹奏楽部　88人

■経緯・目的
　東日本大震災後、本学ではさまざまな復興支
援活動が展開されてきました。その１つの取り
組みとして、南三陸町での支援活動があります。

　その取り組みを通して、南三陸町の職員の
方々ともご縁ができ、南三陸町の職員が来校さ
れて被災の状況などを本学で話していただく機
会なども設けることが出来ました。そういった
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中で、龍谷大学学術文化局吹奏楽部の代表から
「吹奏楽部として被災地の皆さんを元気づける
ために南三陸町でコンサートを開催したい。」
という旨の相談がありました。
　学生ボランティア等の被災者・被災地支援活
動検討プロジェクトチームの会議で吹奏楽部の
申し出を審議し、演奏会を南三陸町で実施する
案がまとまりました。吹奏楽部は全日本吹奏楽
コンクールで金賞を８回受賞するなど、人気・
実力ともに関西を代表する全国屈指の学生バン
ドとして活躍している実績などから、龍谷大学
が行う復興支援活動の一環として開催すること
を最終的に部局長会にて了承され、大学の事業
として実施することになりました。

■概　　要
◎龍谷大学学術文化局吹奏楽部88名の演奏
○スケジュール
13：30　赤松　徹眞　学長　挨拶
13：40　佐藤　仁　町長　挨拶
13：50　演奏開始
・ゲバゲバ90分
・あの日聞いた歌
・マル・マル・モリ・モリ
・Everyday、カチューシャ
・ひょっこりひょうたん島
・ご長寿番組大メドレー
　　～テレビの名作ケッサク20曲～
・RiverDance
・愛燦燦
・服部良一コレクション
15：25　佐藤　達朗　教育長　挨拶
15：30　終演
　楽器体験として吹奏楽部と来場者との交流

　来場者の利便性を考慮し、仮設住宅から会場
までの無料シャトルバスを運行しました。また、
コンサート終了後は、吹奏楽部の部員に対して、
南三陸町の職員の方から被災当時の話をしても
らって、震災に対する理解を深める機会を設け
ました。

■参加者の声・得られた効果など
　誰もが一
度は聞いた
ことのある
曲を演奏し
たので、演
奏に合わせ
て体を動か
す方や口ずさむ方、手拍子する方など、演奏者、
参加者が一体となって音楽を楽しむことが出来
ました。特にアンコールでは「世界に一つだけ
の花」を会場の皆様とともに合唱し、２度目の
アンコールでは、地元の踊りサークルの方も加
わったサンバ隊を結成し、「マツケンサンバ」
を演技・演奏しました。会場全体が一体となり、
寒さも飛んでいく熱気に溢れたコンサートとな
りました。終演後は会場内で、楽器のセクショ
ンやパートに分かれ、本学吹奏楽部員が地元の
志津川中学校吹奏楽部の皆さんの一人ひとりの
質問や疑問に対しては模範演奏で応えるなど、
楽器を通した交流会を実施することが出来まし
た。
　「龍谷大学吹奏楽部の皆様からたくさん元気
をいただいた。」との言葉を南三陸町佐藤達朗
教育長から閉会の挨拶でいただいたり、アン
ケートで「震災後初めてのコンサートでした。
一曲、一曲が胸に響き元気をいただきました。」
という言葉をいただくなど、南三陸町の皆さん
に楽しい時間を過ごしていただくことができた
のではないかと思っています。
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東日本大震災　復興支援活動

企画名　タイトル 東日本大震災一周忌法要修行におけるパネル展
報告者名 竹田　純子（深草キャンパス　コーディネーター）

実施日／場所 深草キャンパス：2012年３月９日（金）～４月９日（月）東門　ウッドデッキ
瀬田キャンパス：2012年３月９日（金）～４月９日（月）学生交流会館

実施主体 龍谷大学／ボランティア・NPO活動センター

■経緯・目的
　本学の東日本大震災復興支援活動で、協力い
ただいている浄土真宗本願寺派（西本願寺）の
宗門災害対策室より「全ての被災された方々の
悲しみに寄り添い思いを分かちあいたい」との
願いから、被災地・被災者の現状及びボランティ
ア活動の内容など記録写真を通して、一人でも
多くの方々に周知することを目的にパネル展開
催をしたい。」との協力依頼がありました。
　そこで、学生ボランティア等の被災者・被災
地支援活動検討プロジェクトチームの会議で審
議した結果、西本願寺より提供されるパネルと
共に、本学の復興支援の活動に関する写真を展
示することになりました。
　この展示で一年の活動をふりかえり、被災さ
れた方々に寄り添いながら、今後のどのような
活動を展開するのかを考える機会にします。

■概　　要
　西本願寺より提供された写真50枚と本学の東
日本大震災に関する活動の写真を深草・瀬田の
両キャンパスに３月９日より掲示し、卒業式や
入学式を中心に、大学関係者及び一般来場者に
見てもらえるようしました。
　また、「東日本大震災支援金ご協力のお願い」
というパンフレットを展示の横に配架し、今後
も継続した活動が出来るように支援を呼びかけ

ました。
●内容
○西本願寺より提供された写真
・東日本大震災の被害状況
・復旧支援活動（ボランティア活動）の様子
○龍谷大学の活動写真
・…復興支援ボランティア（ボランティアバス）
の様子

・被災地の物産品販売の様子
・復興支援フォーラムの様子
・南三陸町でのコンサートの様子　　等

■コーディネーター所感
　３月11日を前に、あらためて被災状況の写真
を見たり、本学の今までの復興支援に関する活
動の写真を見直したことによって、復興のため
に継続した活動をしなければならないという想
いがあらためて強くなりました。
　深草キャンパスでは、キャンパス内ではあり
ますが屋外に展示（東門のウッドデッキ）して
いるので、ゆっくり見ているととても寒いので
すが、１枚１枚熱心に見てくれる方が多く、被
災地を想う人がまだまだたくさん居られるのだ
ということが実感できました。
　今回展示しているパネルは入学式後もしばら
く展示している予定なので、これをきっかけに
「自分も何か復興支援を行いたい！」という学

準備の様子 展示の様子


