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東日本大震災　復興支援活動

１．東日本大震災　復興支援活動

　龍谷大学では、2011年3月11日の東日本大震災発災以降、ボランティアバスの運行を中心とした様々
な取り組みを実施してまいりました。これらの取組は全て、本学に設置されている「東日本大震災
復興支援プロジェクトチーム」（略して PJ 会議）で検討され、ボランティア・NPO 活動センターが
その事務局として通常業務を行いながら東日本大震災復興支援関連の事業実施に携わっています。
　この項では、2015年度にボランティア・NPO 活動センターがかかわった復興支援の取り組みにつ
いてまとめました。2015年度は、地元の皆さんとのスケジュール調整の結果、2回のボランティアバ
ス運行となりました。3回から2回実施へと運行回数は減りましたが、東日本大震災復興支援ボラン
ティア募集説明会は過去最高の参加者になりました。学生の関心はまだまだ高いと感じています。
また、国内外で頻発する自然災害に対しても、関心を持って行動に移す学生も増えてきました。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、赤松学長が『東日本大震災5年目をむかえて』と題して大学ホームページに発表し
たメッセージを紹介します。

はじめに

第1回復興支援ボランティア

第2回復興支援ボランティア
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　私たちは、2011年3月11日の地震、津波、東京電力福島原子力発電所事故など東日本大震災から5
年目をむかえました。震災で亡くなられた人は1万5894人、行方不明者は2561人、震災後の体調悪化
や自殺による震災関連死は3407人です。避難者は約17万4千人、仮設住宅の入居戸数約5万4千戸に上
ります。ことに福島県では、地震・津波により被災された方、原発事故に伴う避難区域の設定によ
り避難を余儀なくされた方など、未だ8万6千人もの方が県内外で避難生活を続けておられます。（警
察庁2016年3月10日発表、復興庁2月28日発表）
　私たちは、改めて犠牲となられた2万人を超える一人ひとりに、ご家族に心から哀悼の意を表する
とともに、避難を余儀なくされ、故郷から離れて暮らされている皆さま、約17万4千人の皆さまにお
見舞い申しあげます。1日も早く平穏な暮らしが戻られますことを切に念じております。また、被災地、
被災者へのさまざまな支援、インフラ整備など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。
　本学では、2011年6月からボランティア・NPO 活動センターが中心となって大震災後の復興支援に
向けて長期的な視野に立って、不断の実践と対話・交流を重ねてまいりました。その一つに、ボラ
ンティアバスによって被災地に出かけた学生教職員は、約500人に上ります。学生の意欲的な被災地・
被災者への支援の思いは深く、多くのことを学ぶとともに、被災地から学生に寄せられる期待も大
きく、学生の主体的な活動を支援しながらの試行錯誤の5年間でありました。学内からも文学部の斯
文会や事務職員会、そして卒業生の会である校友会、保護者の会である親和会からも多くのご支援
を寄せて頂いて、学生によるボンランティア活動を継続しています。
　私は、去る2月22日から24日にかけて、ボランティア・NPO 活動センターが企画した福島スタディ
ツアーに学生たちと出かけました。南相馬市から南に下って、国道6号線の帰還困難区域では、被災
当時のままで、人の姿をみることなく、除染作業に取り組まれている方々と、各地に積み上げられ
た黒い袋（除染廃棄物を入れたフレコンバック）の景色が状況を物語るものでありました。避難を
余儀なくされている方から、自宅の様子を案内いただきましたが、自宅周辺での放線線量は低くなっ
ているものの、雨樋下では線量が高い状態にあることを、線量計を使って説明していただきました。
かつて江戸後期に兵庫県赤穂から開拓に入り、営々と耕作地をつくり、農業を中心とした生活は
二百年を過ぎるとお聞きしました。大きな広い家の座敷には、浄土真宗の立派な仏壇が安置され、
屋敷地は除染されながらも、周辺の広大な土地・山がそのままになっている現状を見れば、いつ帰
ることができるかもわからないもどかしさ、無念さ、そして東京電力への怒りを語っておられました。
　また、学生らは浪江町の皆さんの仮設住宅を訪れて交流を行い、被災者からのお話に耳を傾け、
メディア情報だけでは伝わらない、言葉にすることができない真実があることを学びました。学生
らは被災地の厳しい現実を目の当たりにして、そこにわが身を置いて「重ね描く」ことによって、
遠く離れた京都での日常生活の中では感じることのない人の痛み、悲しみが解る豊かな人間性を培
われたと思っています。当事者にはなれないものの、被災された皆さまに寄り添い、「重ね描く」営
みは、私たちがそれぞれの場所で家族や親子、地域など関係を改めて見つめなおす大きな機縁になっ
ています。
　本学は、「真実を求め、真実に生き、真実を顕す」ことのできる人間の育成をめざしています。本
学の建学の精神、浄土真宗のみ教えである阿弥陀仏のはたらきの中で、自分さえよければいいとい

学長メッセージ　― 東日本大震災五年目をむかえて ―
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う閉ざされた自己愛、功利的な自己中心主義等を転換して、いのちの連帯性、「同朋」「われら」と
いう開かれた地平に立って、現代社会の諸課題に真摯に向きあうことが大切です。それが本学の建
学の精神に醸成される人間のあり方であると、確信するものであります。
　東日本大震災にともなう東京電力福島第一原発の事故は、核の平和的利用を掲げ、安全神話で覆っ
ていた核エネルギーに依存した産業構造、核に関わる科学技術力の閉鎖性、社会の効率や利便追求
のあり方、過剰な電力消費の生活や広告照明のあり方などを含め、日本のみならず世界に対しても
近代的文明観を根源的に見直す・問い直す契機となりました。
　ことに地震列島である日本の国土に住む私たちは、東京電力福島第一原発の取り返しのつかない
重大事故の原因を地震や津波に求め、過ぎたことにしてはいないでしょうか。しかたがなかったこ
とにして忘れようとしてはしていないでしょうか。リスクの甚大さを軽視してはいないでしょうか。
今日、いくつかの原子力発電所で再稼働への動き・手続きが進んでいます。私たちに立ちはだかる
大きな課題にたじろぎながらも、50年後、100年後の未来を見据えた新たなエネルギーへの方向性、
自然再生エネルギーへの転換に向けた希望ある未来社会への一歩を踏み出すことが大切です。本学
では、深草キャンパス2号館屋上、和歌山県印南町、そして三重県鈴鹿市に社会貢献型「龍谷ソーラー
パーク」を稼働させ、自然再生エネルギー活用の方途を提起しています。総発電量は、全国の大学
のなかでも随一と言えます。
　私たちは、建学の精神にもとづき多くの皆さまと対話・交流を重ね、信頼の社会関係を築きながら、
広くネットワークを形成して課題に真摯に取り組み、持続可能な社会を切り拓いていきたいと願っ
ています。そして、今後も継続的に大震災復興支援活動に取り組んでいきたいと考えています。ど
うぞ、皆さまのご支援とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

2016年 3 月11日
龍谷大学学長　赤松…徹眞
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1．概　要
　第1回復興支援ボランティアのメインの活動
は、「雄勝湾灯籠流し」の実施・運営のお手伝
いでした。
　具体的な作業としては、地元の皆さんと一緒
に灯籠約1,000基制作と、供養花火の打ち上げ
場所の整備、灯籠の運搬を行い、それをリレー
形式で地域の皆さんと協力しながら漁船に積み
込み、一つ一つのろうそくに火をつけながら海
に流すことと、翌日の片づけです。最終日には、
雄勝ローズファクトリーガーデンで花壇の整備
作業のお手伝いを行いました。
　今回は、「震災を学ぶ」ことにも力を入れました。
　2日目に、まず、語り部ボランティアの方に
市内中心部の被災状況をご案内いただき、次に、
一般社団法人…雄勝花物語の徳水氏より、大川
小学校の跡地や雄勝小学校跡地で防災教育を受
けました。また、夜には、地元にお住いの髙橋

氏から、現在の雄勝の状況などについてお話を
伺いました。
　最終日、全ての片づけが終わった後に、全員
でふりかえりを行って気付きを共有し、地元の
人から発災時の様子についてお話を伺い、帰り
のバスの中でも、活動全体のふりかえりを行い
ながら帰京しました。

2．活動スケジュール
○8/12（水）【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21時過ぎ
に宮城県石巻市中心部に到着。石巻サンプ
ラザホテルで宿泊。

　・…バスの中で仲間作りのために、自己紹介
ワークなどを実施。活動スケジュールなど
もバスの中で案内。

○8/13（木）【2日目】

事 業 名 2015年度　第1回　東日本大震災復興支援ボランティア
実施日／場所 2015年8月12日（水）〜16日（日）4泊5日　宮城県石巻市雄勝

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 合計32名（学生30名／引率2名）

　2011年6月より、定期的に宮城県にボランティアバスを運行してきました。2015年度は復興支援の
ためのボランティアバスを2回運行し、通算で15回になりました。現在（2015年度）では、緊急度の
高い活動が求められているわけではありません。その為、2015年4月下旬に伊達センター長と平井課
長、竹田コーディネーターが発災以来ご縁のある宮城県石巻市雄勝を訪ね、地元の皆様にヒアリン
グを実施してボランティアのニーズがまだあることが確認されたので、今年度のボランティアバス
の実施を決定しました。
　ボランティアバスの実施後は、必ず学内で活動報告会を開催し、経験を学内で共有する努力を積
み重ねてきました。そうした学内での啓発活動の成果もあり、マスメディアでは被災地への関心の
低下が指摘されるようになってきましたが、本学では、ボランティアバスの募集説明会の参加者は
年々増えています。この説明会は、深草・瀬田・大宮の全キャンパスで開催し、学生・教職員に対
してコーディネーターが活動趣旨・リスクを十分に理解した上で参加するように呼びかけています。
今年度、第1〜2回の募集説明会には計204名が参加し、その内の101名の応募がありました。宿泊な
どの関係上、定員を増やすことができないため、苦渋の選択で選考を実施し、各回、定員の30名ず
つを選抜しました。キャンセル待ちをする学生も多く、希望する学生全員に参加してもらえないの
が非常に残念でなりません。参加確定者には、毎回、別途事前説明会を実施し、スケジュールの詳
細説明と活動に関する質疑応答、提出書類（参加申込書、活動誓約書・保証人同意書）、参加費（2
万円）の回収を行った後、参加者同士の自己紹介等を行って終了します。
　今までに参加した学生達は、自発的に連絡を取り合って、お世話になった地域の方たちを訪問す
るなど、活動終了後もゆるやかなつながりが続いています。

復興支援ボランティアバスについて
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　・…8時30分にホテルを出発し、語り部ボラン
ティアの方に案内していたただき市内中心
部の被災状況を視察。

　・…大川小学校と雄勝小学校跡地で徳水氏より
防災教育を受ける。

　・…上品の郷で入浴後、全勝旅館に移動。
　・…夕食後、髙橋氏から現在の雄勝の状況など

についてお話を聴く。
○8/14（金）【3日目】
　・…8時30分に宿を出発し、おがつ店こ屋街に

移動。地元の方から灯籠の作り方を教わり
ながらの制作作業と、供養花火の打ち上げ
場所の草刈りなどを実施。

　・…浜供養に参列した後、地域の皆さんとリ
レー形式で灯籠を船に運びこみ、海に灯籠
を流す。

　・…灯籠流しの後、供養花火を楽しみながら、
地元の皆さんが用意してくださったバーベ
キューをいただく。

　・…21時ごろに宿に帰着。
○8/15（土）【4日目】
　・…8時30分におがつ店こ屋街前に集合し、流

した灯籠の回収と後片付け。
　・…全員で振り返りを行った後、地元の神山氏

と髙橋氏から発災当日のお話を伺う。
　・…13時から16時50分まで雄勝ローズファク

トリーガーデンの整備をお手伝い。
　・…上品の郷にて入浴と夕食。バスの中でふり

かえりをしながら京都に向けて出発。
○8/16（日）【5日目】
　6時に起床し、朝食休憩の後、バスの中でクール
ダウンの振り返りを行いながら京都に向かい、
京都駅と深草キャンパスにて解散。

3．参加者の声
●参加者アンケートや寄せられた声からの抜粋
　・…この震災が、どんどん忘れられていかない

ように伝えていくことが、これからの私た
ちにとっての課題だと思います。同じボラ
ンティア活動へ参加したメンバー同士がこ

の現状を語り合っていても（ずっと）意味
がないと私は思います。事実、ボランティ
アから帰宅した後に、「どこに行っていた
の？」と聞かれた友人に「東北に行ってい
た」と話すと友人からは「何をしに東北ま
で行っていたの？」という返事でした。その
瞬間、もうあの大震災は日本で起こったので
はないような出来事として扱われているよう
に私は感じました。だからこそ、もっと雄
勝を知って、もっと雄勝のことを理解した
うえで、まだ足を運んだことのない人々や
忘れかけている人々にお話が少しでもでき
ればいいなと思います。そして、興味を持っ
てもらえたら嬉しいです。雄勝でお世話に
なった人々は、皆さん明るくて、自分の住
んでいる町（雄勝）が大好きで、こんなに
も地元を愛しておられるのはすごいことだ
と思います。雄勝の復興を願って打ち上げ
られた花火は、一生忘れられないです。毎
日、地元の復興のために一生懸命な雄勝の
方々に出会えたことに本当に感謝です。

4．コーディネーター所感
　この「雄勝湾灯籠流し」は、震災前は、地元の
人たちが一世帯で3つ灯籠を作り、地区ごとに
持ち寄って続けてこられた伝統行事です。私達
は2013年から参加させていただいています。過
去2年は天候に恵まれていたのですが、今年は
天候には恵まれず、雨の中、空を見上げながらの
活動になりました。先輩たちから聞かされていた
幻想的な風景を楽しみにしていた学生達は残念
だったかもしれませんが、地元の人達と協力しな
がらの作業で感じることも多かったようです。
　今年から防災教育にも力を入れ、市内中心部
と大川小学校の跡地、雄勝小学校の跡地を語り
部の方と歩きました。複数回参加している学生
も、説明を受けながら見た風景に新たな発見と
気づきがあったようでした。そして、震災当時
と、現在、確かに壊れた建物はなくなったけれ
ど、広がる更地、行き交うトラック、地元の人
達が語る現状の課題等をお聞きし、学生達は、
まだまだ遠い復興への道程を痛感していまし
た。他人事ではなく、自分事として悩み、考え
ていました。
　被災地への関心が低下する中、深刻化し、見
えづらくなっている課題をこの活動を通じて関
心を持ってもらうきっかけになるよう、活動内容
をより綿密に練る必要があると考えています。

〈報告者：竹田　純子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉
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1．概　要
　第2回復興支援ボランティアのメインの活動
は「おがつ店こ屋街4周年記念ホタテまつり」
への参加です。活動内容は、手伝いや龍谷大学
ブースの出店、前日・当日の会場設営、抽選会
場係、ホタテ釣りなどの祭り全体の運営補助で
した。ブースでは、子ども達と遊ぶコーナーと
無料の喫茶コーナーを実施しました。
　それ以外の活動では、一般社団法人…雄勝花
物語の防災教育で、「小さな命の意味を考える
会」代表の佐藤…敏郎氏と一緒に大川小学校を
歩きながら津波被害状況についてお話を聴き、
徳水…利枝氏からは雄勝小学校跡を案内してい
ただき、実際に子ども達が避難した経路を歩く
防災教育を受けました。
　今回は昨年度の試みをさらに進歩させて、
ブースの企画・運営を参加者全員で行いました。
企画の進め方の説明会を参加者に向けて行った
後は、学生主体で連絡を取り合いながら、全て
の準備を学生が進めました。その結果、遊びの
コーナーとして、輪投げとミサンガ＆マグネッ
ト作りなどのクラフト体験と、喫茶コーナーで
お茶をふるまいながら地元の方と交流しようと
決まりました。また、「行っただけで終わらず、
これからもつながり続けていくためのきっかけ
をどう作るか」ということで、地元の人達から
メッセージを書いてもらうコーナーなども作り
ました。

2．活動スケジュールは以下の通り
○10/9（金）【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22時過ぎに宮
城県石巻市内の石巻サンプラザホテルに到着。
各自部屋にわかれて宿泊。
○10/10（土）【2日目】
　8時に宿を出て大川小学校に移動し、一般社
団法人…雄勝花物語の防災教育に参加。14時か
ら「おがつ店こ屋街4周年記念ホタテまつり」
の前日準備を行いました。宿に帰って夕食後は、
20時半から、地元の髙橋頼雄氏から、地元の現
状についてお話を伺いました。
○10/11（日）【3日目】
　7時に「おがつ店こ屋街4周年記念ホタテまつり」
の会場に到着し、10時のオープンまでに会場の準
備とブースの準備を行い、開始後は、ブース運営と
全体の運営補助に分かれて活動を行いました。
　20時に石巻を出発し、帰りのバスの中でふり
かえりをしながら京都に向かいました。
○10/12（月）【4日目】
　朝食休憩の後、瀬田キャンパスを経由して京
都に向かい、京都駅と深草キャンパスにて解散。

3．参加者の声
●参加者アンケートや寄せられた声からの抜粋
　・…テレビなどで色々な報道がされていて、客

観的に、「東北で起きていること」は大変
だと思っていましたが、佐藤さんのお話を
聞いて、地元に住む人々がそれぞれいろい
ろな気持ちをかかえて生きていることを知
り、他人事でなく、自分事で考えないとい
けないと思うことができました。店こ屋街
でのお手伝いでは、準備から自分たちで行
い、地元の人達にたくさん来ていただいて、
この活動に参加できて良かったと思いまし
た。地元の方々に積極的に話しかけてみる
と、皆さん笑顔で親しげにお話して、楽し
そうにしてくださっていて、本当に良かっ
たと思い、こちらが元気をもらっていまし
た。佐藤さんが私たちのために当時のこと
を細かく説明してくださいましたが、地震
が起きたことと、そのことによってもたら

事 業 名 2015年度　第2回　東日本大震災復興支援ボランティア
実施日／場所 2015年10月9日（金）〜12日（月）3泊4日　宮城県石巻市

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 合計33名（学生30名／引率3名）
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東日本大震災　復興支援活動

された被害について、忘れてほしくないと
いう思いがあるけれど、やっぱり家族を亡く
されているので涙ぐんでお話されていて、
そっとしておいてほしい思いと、2つの思
いがあるということをとても感じました。

　　…こういったことは、今回活動に行ってみて
初めて知ることができました。

4．コーディネーター所感
　今回のプログラムは、地元の皆さんとの触れ
合いに重点を置いたものでした。2日目に、講
師の皆さんからたくさんのお話を聴き、その話
を踏まえた上で、イベントを通して地元の方た
ちと出会いました。普段、自らコミュニケーショ
ンをとるのが苦手な学生も、必死で話そうとし、
地元の方も龍大生ということで気軽に声を掛け
てくれていたようです。複数回参加の学生は、

「今年も来たね！」と地元の方に声を掛けても
らったそうです。
　今回は、ブース企画を全て学生に委ねるとい
うチャレンジをしました。このボランティアに

参加するということだけが共通項の学生たち
が、短期間にどんな風に進めていくのかドキド
キハラハラでしたが、複数回参加しているメン
バーが自発的にリーダーの役割をしながら、こ
れまでの経験を話し、ミーティングを呼び掛け
てくれました。この作業を通じて、仲間作りが
出来、本番当日は雨模様でしたが、臨機応変に
対応しながら、地元の人たちに楽しんでいただ
けるブースになりました。
　2011年11月から定期的に通っている石巻市
雄勝。一度訪れた学生は、異口同音に「雄勝が
大好き！」と語っています。雄勝の皆さんの温
かさに触れ、雄勝の美味しい食べ物を食べ、雄
勝の皆さんが抱える課題を学び、笑顔の奥にあ
る“辛さ”を少しでも軽くするために自分たち
に出来ることはないかと考えています。
　この気持ちが増々広がっていけるようなプログ
ラムを、今後も展開していければと考えています。

〈報告者：竹田　純子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉

1．概　要
　全体の活動の流れを、引率した竹田コーディ
ネーターが写真などを見せながら説明した後、
参加した学生が実際に活動してみてどのような
ことを感じたのかなどについて語りました。ま
た、会場からの質疑応答の時間も設けました。
　最後に伊達センター長にまとめのお話をして
いただき、終了しました。

2．参加者の声
（参加者アンケートや寄せられた声からの抜粋）
・…いろいろな人の感じたこと、考えたこと、想

いが知れて良かったです。もっと、一過性の
ものなのかと考えていましたが、継続して参
加したり、個人で参加したり、そういうのっ
ていいなと思いました。

・…報告会の大事さを改めて感じました。1ヵ月
でも1年でも“忘れかける”ということが本
当に怖くて、でも、こういった報告会や、日々、
東北の方々と連絡を取り合うことで、何かし
ら東北を思い出すことができて、その度に
色々考え直して…この作業が大事だなあって
ものすごく思いました。ありがとうございま
した！

事 業 名 2015年度　第1回　東日本大震災復興支援ボランティア活動　報告会
実施日／場所 2015年9月28日（月）17時30分〜19時00分　深草キャンパス　21号館401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 約50名
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1．概　要
　引率した上手コーディネーターが全体の活動
の流れを報告し、その後竹田コーディネーター
の司会で、参加した学生が「参加して考えたこ
と」「雄勝に対する想い」「活動終了後、雄勝を
伝えるために行った行動について」「今後、や
ろうと思っていること」などについて語りまし
た。
　最後に伊達センター長にまとめのお話をして
いただき、終了しました。

2．参加者の声
（参加者アンケートや寄せられた声からの抜粋）
・ボラバスに実際参加した学生から直接感じた
ことや、雄勝の人の声を聞くことができて、報
告会に参加して良かったと思います。行って感
じること、行く前に思っていたこととギャップ
があることなど、自分では感じられないことを
たくさん語っていただきました。この報告会に
来なければ、聞けない話もたくさんあり、聞い
た話をより多くの人に伝えなければならないな
と思うようになりました。
・報告会でしか聞けない、実際に行って来られ
た方のお話をうかがえてよかったです。復興は
まだ完全にはしていなくて、「心の復興」や「目
に見えない復興」という言葉が印象に残りまし

た。この言葉をもっと広めていって行政との
ギャップをうめられたり、世の中にもっとこの
震災の事を広められたりするのではないかと思
います。これらの2つの言葉を聞けた事は非常
に良かったです。

3．第1回・2回報告会・コーディネーター所感
　報告会を開催する度に、どの程度参加しても
らえるのだろうか？という不安を感じます。し
かし、今年度も復興支援ボランティアに参加し
た学生はもちろんのこと、以前参加した学生や
これから参加しようとする学生や教職員が参加
してくれ、熱気ある雰囲気に会場が包まれて
ほっとしています。
　ボランティアに参加した学生達は一生懸命、
自分の想いを語り、参加者はたくさんの質問や
感想を語ってくれました。語り合うことによっ
て、多くの気づきを得ることができます。同じ
思いを共有した人の話を聞いて、気づくこともあ
ります。そして、自分達が聞いて、見て、感じ
たことを共有する機会を持つことは、学内で東
日本大震災のことを風化させない一番の方法だ
と思っています。今は、参加してもらいやすい
時間設定を優先しているため、90分という短い
開催時間になっています。もっと学生の声を聴
いてもらえるように報告会のやり方を工夫し、
地元の問題などについても深く掘り下げて考え
る機会になるように報告会の在り方をもっと工
夫しなければならないと思っています。

〈報告者：竹田　純子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉

事 業 名 2015年度　第2回　東日本大震災復興支援ボランティア活動　報告会
実施日／場所 2015年11月12日（木）18時00分〜19時30分　瀬田キャンパス　3号館102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 約70名
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1．経緯・目的
　この活動に関わっている学生達の多くは、本
学が開催した復興支援ボランティアの参加経験
者です。直接被災地に行ったり、地元皆さんの
様々な想いに触れたりすることを通して多くの
ことを感じ、考えてきました。これまで復興支
援ボランティアに参加した学生の多くが、活動
を通して感じたことをその後の学校生活の中で

“伝えることが難しい”という壁にぶつかって
きました。そのような状況を受け、学生の一部
が、このような課題の解決にむけて活動を始め
ました。そのメンバーが今回のこの企画者です。
彼らは、今までに東日本大震災に関する展示の
企画や、学内で東日本大震災に対する関心度の
アンケート調査などを行ってきました。彼らは、
東日本大震災から今年の3月11日で丸5年が経
過し、震災に関する報道が少なくなり、それに
呼応するように学生の東日本大震災に対する関
心も薄まってきていることに危機感を抱いてい
ます。しかし、実際の復興にまだまだ多くの時
間と力が必要です。そこで学生達は、「私たち
学生が出来ることは、“学生としての視点を生
かして自らの経験や想い、受け取った地元の皆

さんの想いを伝え続けること”である。」と考
え、「東日本大震災について関心を持ち、自ら
考え学び行動する学生を増やすこと」「東北の
今や、現地の人の想いを伝える」ことを目的に
この展示を企画しました。

2．概　要
　3月11日に龍谷大学で開催される東日本大震
災追悼法要の前後の日程で、今までの活動につ
いての写真や報告、ボランティアに関わった学
生の想い、被災地で出会った人々のことのなど
を展示。

3．コーディネーター所感
　活動を行ったことに満足するのではなく、そ
の先にこだわって、関わり続けようとする学生
達の姿にとても心強さを感じるとともに、セン
ターの役割について立ち止まって考える機会を
もらったように感じています。

〈報告者：竹田　純子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉

事 業 名 Oh！ガッツ！雄勝♪　〜雄勝の今を伝えたい〜
日　時 2016年3月9日（水）〜14日（月）
場　所 和顔館1階通路、顕真館入口

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（深草）

企画メンバー
（学生スタッフ）

串　祐季（政策3）　山本富美子（文学4）　星野智子（政策4）　田中奏多（文学4）
藤野優祐（経済3）　中北　梢（文学3）　中村勇介（法学3）　山口磨由子（法学3）
白土奈央（法学3）　石川真帆（法学2）　津田理沙（経済2）　南山裕紀（政策2）
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