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2016年度活動概要　第一部

２．東日本大震災・復興支援活動

1．概　要
（1）復興支援活動
　今回は30人の龍大生と2名の教職員が参加
し、宮城県石巻市にて、「雄勝灯籠流し」の支
援活動や、防災教育体験、雄勝ローズファクト
リーガーデンの整備活動等のボランティア活動
等をさせていただきました。また、石巻市市街
地域、大川小学校跡地等の見学や、地域の方か
らお話を伺わせて頂くプログラムも実施しまし
た。
　12日（金）は8時に深草キャンパスをバスで
出発し、約900km の道のりを経て、21時半に
石巻市内の宿に到着しました。
　13日（土）午前中は、石巻市街地域を語り部

ボランティアの方の案内で、漁港や日和大橋、
旧門脇小学校、復興公営住宅、工場地域などを
視察しながら、震災前、震災当時、震災後の石
巻について、お話を伺いました。その後震災遺
構として保存されることとなった大川小学校に
て、献花台にお参りした後、徳水博志氏（社団
法人 雄勝花物語代表、元小学校教諭）に周辺
を案内していただきました。午後からは雄勝町
に移動し、徳水氏から雄勝小学校の子ども達が
実際に避難した経路を歩きながら、防災教育を
受講しました。夜は宿にて、髙橋頼雄氏をゲス
トにお迎えし、地域の状況についてのお話を伺
いました。
　14日（日）は、「雄勝灯籠流し」のお手伝い

事　業　名 2016年度　東日本大震災　復興支援ボランティア活動　及び　活動報告会

実施日／場所 復興支援活動：2016年8月12日（金）〜8月16日（火）　宮城県石巻市
活 動 報 告 会：2016年9月27日（火）瀬田キャンパス6号館プレゼンテーション室

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 復興支援活動：32名（学生30名、引率2名）
活動報告会：64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。今年（2016年度）は、
4月に平成28年熊本地震が発災したため、緊急度の高い熊本県での活動を優先したボランティア活動
となり、宮城県石巻市で1回、熊本県阿蘇市で2回活動しました。石巻市でのボランティア活動は通
算で16回を数えます。
　ボランティア活動の実施後は、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継
続しています。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、まだまだ関心は高く、ボランティア活動の参加
申込者数が定員を下回ることはありません。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、定員の30名を選抜しました。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。参加者募集説明会は、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。
　参加確定者には、毎回、別途説明会を実施し、確定している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、一人参加の学生も多いため、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、卒業後も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につながっています。

復興支援ボランティア活動について
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を行いました。地域の方に教わりながら、灯籠
の制作と運搬を行いました。浜供養の後、地域
の方と協力して灯籠を船に運び、海上に灯籠を
流しました。雄勝湾には、無数の灯籠の灯りが
幻想的に浮かびあがりました。終了後は、バー
ベキューをふるまっていただき、地域の皆さん、
共に活動した東北学院大学の学生たちと一緒に
供養花火を楽しみました。
　15日（月）朝には、宿泊していた全勝旅館の
ご主人と女将さんから、震災当時のお話を伺い
ました。その後、灯籠流しの後片付けを行いま
した。午後からは、雄勝町を「花と緑の力」で
復興するために、立ち上げられたプロジェクト
である社団法人 雄勝花物語が運営する雄勝
ローズファクトリーガーデンの整備活動を行い
ました。夜、石巻市を出発、帰路バスで約12時
間移動し、16日（火）の早朝に京都駅、深草キャ
ンパスに到着し、解散しました。

（2）活動報告会
　活動に参加した学生が、現地での体験を通じ
て学んだこと、感じたことを報告しました。本
ボランティア活動に関心を持つ学生・教職員、
64名の皆さんに参加して頂きました。会場で
は、今回とこれまでの東日本大震災復興支援ボ
ランティア活動についてのパネル展示も行いま
した。

2．ボランティア活動に参加した学生の声
・ 現地で出会った地元の人が「龍谷大学また来

てくれたんだね」と声をかけてくださった。
これまでの先輩からの活動が、今回の自分た
ちの活動につながっているのだと感じ、嬉し
かった。

・ 現地の人々は辛く大変な経験をされたが、尊
い命を無駄にせず、風化させてはならないと
いうことを、この震災から学び、自分たちに
被災体験を話してくださった。自分も、今回
の活動を通じて学んだこと、感じたことを、
周囲に伝えていきたいと思う。

・ 報道などで知っているつもりでいたが、実際
に現地に行かないと分からないことがたくさ
んあった。ぜひ現地に足を運んで、自分の目
で見て、現地の方のお話を聞いてほしい。

3．コーディネーター所感
　4日間という短い期間ではありましたが、と
ても充実した活動となりました。
　8月の活動は、2013年より4回目の実施で、お
盆の時期に実施される伝統行事の支援や、追悼
行事への参加、現地の方から伺うお話は、改め
て命の尊さや災害、災害からの復興について考
える機会となっていると思います。また、東日
本大震災から5年5か月が経過した現地は変化
し、震災当時を想像しにくく、震災当時やその
後、そして現在の状況、未来への思いについて
地域の方から直接お話を伺うことは、とても重
要なプログラムとなっています。
　現地で見、聞き、感じたことを、伝え続けて
いく存在に、参加学生になっていってほしいと
願っています。

〈報告者：東郷　珠江
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉
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1．経緯・目的
　これまで私たちは、東北で見て聞いて感じた
ことを私たちの言葉で伝えることで、雄勝との
繋がりを広めてゆくことを目的として活動して
きた。
　しかし、この活動を通して東日本大震災への
関心の低下や東北で起きていることに対して

「自分ごと」の意識を持って関心を持ち考えて
もらうことの難しさを感じることも多々あり、
これらの課題について考える中で、「雄勝で出
会った人たちが震災の記憶を伝えてくれるのは
なぜか」と改めて問い直した。そして、東日本
大震災で起こったことを教訓として、命を守っ
ていくことこそが重要であり、災害は誰の身に
も起こりうるもので、そのときに命を守るため
にも災害に対して「自分ごと」の意識を持って
もらうことが本当に大切なことであると考える
に至った。そこで今回は、「防災クロスロード」
を用いて防災について考えるワークショップを
企画した。

2．概　要
・「防災クロスロード」の実施
　 災害時には「究極の状態での選択」を迫られ

ることになる。そこでそのシミュレーション
として、そのときに迫られる「選択」につい
て様々な場面ごとに YES か NO かにわかれ
て考え、話し合った。

・ 防災クロスロードについて専門的な知識を
持っておられる政策学部の石原凌河先生にア
ドバイスを頂き、当日もゲストとして、ワー
クショップにも参加していただいた。

・ これまで作成してきた模造紙や、復興支援に
関する書籍等の展示。

※ 予備調査として、学内で学生140名に防災意
識についての聞き取りアンケートを実施した。

3．参加者の声・得られた効果など
（1）参加者の声
・ いざというときのためにしっかり準備するこ

とが大切だと気づいた。
・ 普段の生活では考えることのないことを考え

ることができた。
・ 災害に対する備えはあるつもりだったけれ

ど、いざ考えると難しかった。
・防災バッグを準備したい。
・継続してこのような企画を実施してほしい。

（2）得られた効果
　参加者の声で「いざというときのために準備
をすることが出来た」「普段考えることのない
ことを考えることが出来た」などといった声が
得られ、自分の頭で考えることを通して、災害
が誰の身にも起こりうるということ、また、そ
の時のために災害を「自分ごと」として防災の
準備をすることの大切さを感じてもらえたと考
える。また、事例の中に、私たちが実際に雄勝
の方から聞いた話を引用したり、これまで作成
してきた模造紙などを展示することで、東日本
大震災についても考える機会を設けることがで
きたと思う。

4．反省点
（1）当日までの準備段階における反省点

事　業　名
Oh！ガッツ！！雄勝♪〜防災意識を高めよう！こんなときあなたならどうする？〜
（継続企画3年目）

日　時 2016年11月22日（火）16時45分〜18時30分
場　所 深草キャンパス　和顔館 B109教室

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（深草）
参加人数 25名

企画メンバー
（学生スタッフ）

石川真帆（法学3）　白土奈央（法学4）　津田莉沙（経済3）　中北　梢（文学4）
田中奏多（文学5）　中村勇介（法学4）　藤野優祐（経済4）　南山裕紀（政策3）
山口麻由子（法学4）
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・ 見通しを立てたスケジュールを立てることが
出来なかった。

　⇒ 「だれが」「いつまでに」「なにをするのか」
をガントチャートなどを用いて可視化す
る。

・ ミーティングへの参加率が低い時があった。
・ コアメンバー間の参画意識に差があった。
　⇒ ミーティングでの議事録の共有を徹底し、

参加できなくても参画できるような体制作
りを工夫する。

・ 1、2回生を企画に巻き込むことが出来なかっ
た。

　⇒ 積極的に復興支援の話をしたり、企画のコ
アメンバーになってもらったりする。

（2）当日の反省点
・ 防災クロスロードに対する知識不足があっ

た。
・ 当日の流れや細かいこともしっかり確認する

べきだった。
　⇒コアメンバー間で勉強会を実施する。
　　スタッフで勉強会を実施する。

5．学んだこと・今後の課題
（1）学んだこと
　今回のワークショップを通して、私たち自身
も大きな学びを得ることが出来たと考える。こ
れまで私たちは東日本大震災で起きたこと、雄
勝の今を伝えるということにこだわってきた
が、「なぜ伝えることが重要であるのか」とい
うことをもう一度考え直すことが出来た。いつ

でも私たちは「支援者」であるとは限らない。
そして、私たちが出会ってきた雄勝の人たち、
東北の人たちもいつまでも「被災者」というわ
けではない。大切なことは、被災された方々と
ともに考え、悩むこと、忘れないこと。そして、
災害は私たちにも起こりうることであり、いつ
自分が当事者になるかわからないという意識を
持つことが大切だということを学んだ。だから
こそ私たちは東日本大震災のことを忘れずに関
心を持ち続け、東日本大震災で起こったことを
教訓として学ばなければならないのだと考える。

（2）今後の課題
　今回のワークショップを通して、改めて伝え
ていくことの大切さを実感した。私たちも先輩
方から「復興支援」というバトンを受け継いで
きたように、今度は私たちがこのバトンを後輩
たちに繋いでいかなければならない。私たちが
卒業した後も、ずっと復興支援ボランティアは
必要とされる限り続いていってほしいと考える
し、それに参加するだけでなく、災害について
主体的に考え行動していってほしい。東日本大
震災に関心を持ち続けること、繋がり続けるこ
と、防災に対して自分ごとの意識を持つことの
大切さを伝え拡げていくことを今後の課題とし
て、設定したい。

6．経　費
　消耗品費 2,786円

〈報告者：白土　奈央〉

1．経緯・目的
　本学では、2012年3月9日の東日本大震災一周
忌法要以来、毎年、東日本大震災追悼法要を勤
修しています。この法要に合わせ、学生スタッ
フが中心となって東日本大震災に関する展示を
行い、災害の記憶を風化させないための取り組

みを行っています。

2．概　要
　深草・瀬田の両キャンパスで下記の内容の展
示を行いました。
・ 現在までの活動についての写真

事　業　名 東日本大震災追悼法要におけるパネル展

実施日 【深草】2017年3月3日（金）〜17日（金）
【瀬田】2017年3月1日（水）〜21日（火）

場　所 【深草】顕真館ロビー、図書館、和顔館1階ギャラリー
【瀬田】樹心館ロビー

実施主体／運営 龍谷大学／ボランティア・NPO 活動センター
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・ 発災直後の被災地域の写真
・ 雄勝に由来したものを展示（ホタテアート：

ホタテ祭りのイベントに出店した時に作った
もの、硯など）

・ 学生の想い　等

【東日本大震災追悼法要】
2017年3月10日（金）に勤修
■大宮学舎・本館講堂
　9時00分〜9時30分
　法要　勤行　讃仏偈
　調声・法話　川添　泰信　宗教部長
■深草学舎・　顕真館
　12時00分〜13時00分
　法要　勤行　讃仏偈
　調声　川添　泰信　宗教部長
　法話　赤松　徹眞　学長
　合唱　花は咲く

■瀬田学舎・樹心館
　12時00分〜13時00分
　法要　勤行　讃仏偈
　調声　道元　徹心　宗教部長代理
　講話　築地　達郎　社会学部准教授
　合唱　花は咲く

3．コーディネーター所感
　本学では、2012年度から毎年法要が勤修され
ており、それに合わせて震災に関する展示を
行っています。その為、活動に参加していた卒
業生が、「法要には参加できないけれど、せめ
て展示だけでも」と来校してくれるなど、その
想いの強さを感じます。
　今回は、展示物の制作に入る前に上回生が下
級生に呼び掛けて「発災時に何をしていたか？」

「その時どう感じたか？」「なぜ自分たちは震災
を伝えたいの？」などのテーマで真剣に話し
合っていたことが印象に残っています。だんだ
んと在学生の中に災害の記憶が薄れていくこと
への危機感を持って何とか関心を持ってもらえ
るように努力していたのだと思います。セン
ターとしても風化させないための努力をし続け
なければと思っています。

〈報告者：竹田　純子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉

2016 活動報告_第一部_P001-020.indd   12 17/11/30   9:39


