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2016年度　東日本大震災等の復興支援に関する活動

1．経緯・目的
　本学には熊本、大分県出身の学生が多数在籍
しています。2016年4月14日（木）の前震・16
日（土）の本震を受け、複数の学生から募金活
動を行いたいとの相談がボランティア・NPO
活動センターと、学生部、宗教部に寄せられま
した。
　各学生と面談し、彼らの要望に基づいて、3部
署間で話し合いを行うと共に、学生スタッフに
協力を呼びかけました。学生スタッフ達が話し
合った結果、被災者救援のための募金活動に協力
することを決め、熊本県出身学生や学生スタッフ
が中心となって「熊本大地震に対する募金活動
学生有志の会」（以下、有志の会）を結成し、
募金活動に取り組むことになり、ボランティア・
NPO 活動センターが学内の支援窓口として協
力することとなりました。
　また、それとは別に教職員や校友会や親和会
等に対して、
ボランティア・
NPO 活 動 セ
ンターが窓口
となって募金
活動を展開す
ることとなり
ました。

2．概　要
　募金活動は以下の①〜③の内容にて実施しま
した。
①学内募金活動
　4月19日（火）〜4月28日（木）の下記の昼休み
の時間に、「有志の会」が3キャンパスに分かれ
て、学内で募金活動を行いました。また、有志
の会では積極的に一般の学生にも募金活動への

参加を呼びかけました。
・深草：12：30〜13：00
・大宮：12：30〜13：00
・瀬田：12：45〜13：15

　この期間に集まった募金は471,000円になり
ました。
　235,500円ずつに等分して、大分県庁と熊本
県庁の大阪事務所に5月25日（水）に募金に取
組んだ学生の代表が届けました。

② 募金箱を設置及び、教職員への義捐金の呼び
掛け

　4月19日（火）から7月28日（木）まで、ボラ
ンティア・NPO 活動センター（瀬田・深草）、
学生部（瀬田・深草）、文学部教務課（大宮）、
宗教部、生協（大宮・瀬田・深草）に募金箱を
設置しました。
　また、4月20日（水）から7月28日（木）まで
学内の全部署に義捐金への協力を呼びかけ、募
金袋を回しました。
③その他募金
　ボランティア・NPO 活動センターが事務局
となって、全国保護者懇談会等でも、募金を呼
びかけました。
　また、龍谷大学付属平安高等学校の生徒も募
金に取組みました。

　この②、③の募金総額は1,548,811円になりま
した。
　熊本県と大分県の被災された皆さまに役立て
ていただくために、10月6日（木）に募金に取
組んだ本学学生の代表と龍谷大学付属平安高等
学校の生徒2名が、代表して京都府共同募金会
に義捐金をお届けしました。

事　業　名 平成28年熊本地震被災者支援のための募金活動

実施日 学内での募金活動　2016年4月19日（火）〜4月28日（木）
その他募金の取組　2016年4月19日（火）〜7月28日（木）

場　所 深草・大宮・瀬田の各キャンパス内
実施主体／運営 龍谷大学／ボランティア・NPO 活動センター／宗教部

参加人数 募金活動を行った学生：のべ275名
募金に協力した教職員：446名

３．平成28年熊本地震・復興支援活動
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　ご協力いただいた皆様、ありがとうございま
した。

3．募金活動に参加した学生からの声
・とてもみんなが募金に協力的で驚いた。
・ ただ募金してくれるだけではなく、「熊本の

様子はどうなの？」と声をかけてくれたりし
て、関心がとても高いと感じた。

・ 何かしたいと思っていたけれど、何をしたら
いいかわからなかったところに、学内で募金
活動をしている姿を見て、自分にもできるこ
とがあると分かった。

　等

4．コーディネーター所感
　発災直後に、熊本県出身の学生を中心に他人
事ではないと感じた複数の学生から募金活動に
取組みたいとの相談や実際に現地で活動したい

という相談がセンターに多数寄せられました。
2011年から復興支援ボランティアに取組んで
いることもあり、学生達の間に大規模自然災害
の際には「行動を起こそう」「いざというとき
にはボランティア・NPO 活動センターに相談
できる」という雰囲気が醸成されてきているよ
うに感じています。
　また、今回、学内で募金している姿を見て、
入学直後で不安と何もできない自分に無力感を
感じていた大分県出身の学生が、「自分にもで
きることがあるかもしれないと感じた」とセン
ターに相談に来て、募金活動に参加してくれる
など、学内で見える形での活動をすることの大
切さを痛感しました。

〈報告者：竹田　純子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉

1．経緯・目的
　4月14・16日の発災後すぐに大型連休である
ゴールデンウィークが目前に控えていました。
この期間中に被災地に向かう学生が多数存在す
ることが予測されました。そこで、今後、熊本
地震で被災した地域にボランティアとして向か
おうと考えている学生に向けて、被災地域での
現状を知り、ボランティア活動をする上での心
構え、準備などを踏まえて被災地にボランティ
アとして向かってもらうために『ボランティア・

ガイダンス』を瀬田・深草の両キャンパスで実
施しました。

2．概　要
　①被災地の状況
　②様々なチャリティーの方法
　③ 被災地に向かう前に知っておく、やってお

くこと
　　・ボランティア情報を集める方法の紹介
　　・準備すること　等
　④知っておいてほしいこと
　　・安全に対する知識　等
　⑤被災地に着いたら
　　・心構え
　⑥活動から帰ったら
　　・経験を話す、自分の疲れに敏感に　等

　上記の項目を説明した上で、必要な携行具や

事　業　名 平成28年熊本地震ボランティア・ガイダンス

実施日 2016年4月26日（火）12時50分〜13時20分（瀬田）
2016年4月28日（木）17時15分〜17時45分（深草）

場　所 （瀬田）2号館106教室、（深草）21号館101教室
実施主体／運営 ボランティア・NPO 活動センター

参加人数 両キャンパス合わせ、約100名
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不安なことなどは個別に説明するので、セン
ターに相談に来るように促しました。
●講師
　瀬田： 筒井のり子　社会学部教授（ボランティア・

NPO 活動センター・副センター長）
　深草：竹田　純子　コーディネーター

3．募金活動に参加した学生からの声
・ 被災地を支援する方法はいろいろあることが

分かった。
・ 活動する上で何に気をつければいいのかわ

かった。
・実際に被災地で活動したい。

等

4．コーディネーター所感
　まだ大きな余震が続いている状態でしたが、

大型連休が近づいていることもあり、多くの学
生が被災地に向かうことが予測されたため、準
備期間、告知期間もほぼ無い中で、急きょ開催
することになったガイダンスでした。そのため、
学生が集まってくれるかどうか不安でしたが、
両キャンパスを合わせて約100名の学生が参加
してくれたことに、正直、驚きました。
　世間的に、「災害＝ボランティアを行う」と
いうイメージが出来てきたように感じているの
で、その影響もあるのだろうと思われますが、
これまでに地道に被災地支援の活動を行い、そ
の経験を学内で共有する努力を積み重ねてきた
ことが、こういう素早い動きの原動力につな
がっているのではないかと考えています。

〈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
　第1回平成28年熊本地震復興支援ボランティ
アでは、南阿蘇村黒川地区で、崖崩れを防止す
るための土嚢を積む作業、再起を目指す飲食店
の片付けと掃除、倒壊した学生アパートの窓
サッシの片付け、貴重品の掘り出し・整理のお
手伝い等を行いました。また、震災後の水害で
水没した田んぼの田植えと草ひき、イチゴ農家
のビニールハウスでの作業、阿蘇 YMCA で実
施された子どもの保養プログラム「子どもフェ
スタ」の運営補助等、幅広い活動を行いました。

2．活動スケジュールは以下の通り
○7月8日（金）
　 20時　深草キャンパス出発、20時15分　京都

駅出発
○7月9日（土）
　 8時30分、阿蘇YMCAに到着し、オリエンテー

ションの後、4班に分かれて活動。1班黒川地
区、2班田植え、3班イチゴハウス、4班阿蘇
YMCA 内で「子どもフェスタ」の準備。

　 夕食後、阿蘇 YMCA で活動している他大学の
学生と一緒にふりかえりを行って、活動を終了。

○7月10日（日）
　 8時30分　一般のボランティアと共にオリエン

テーション、班分け。1班田植え、2班黒川地
区、3班阿蘇 YMCA 内で「子どもフェスタ」
本番。3班はフェスタ終了後に田植えに合流。

　 16時30分に阿蘇 YMCA を出発し、途中で入
浴・食事休憩を挟み、京都に向かう。

○7月11日（月）
　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
・ 復興のボランティアは初めてで、見るもの、

することがほとんど初体験で本当に勉強に
なった。現地の現状やボランティアさん、現
地の人の話を聞くと、心にくるものが多く、
まだまだ復興には力が必要だと感じられた。

・ このボランティアでしか体験できないような
ことを多く体験した。テレビやネットで報道

事　業　名 〔第1回〕平成28年熊本地震復興支援ボランティア
実施日／場所 2016年7月8（金）〜11日（月）3泊4日　熊本県阿蘇市・南阿蘇村

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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1．概　要
　平成28年熊本地震復興支援ボランティアに参
加した30名の学生と引率教職員3名が、7月8日

（金）から7月11日（月）の間、熊本県阿蘇市・
南阿蘇村で行ってきたボランティア活動につい
て報告を行いました。
　30名の学生のうち21名が参加し、60枚の映像
を見ながら、現地の様子や、地域住民との交流
やボランティア活動を通じてわかった被災地域
の雰囲気や、感じた事、学んだ事などを報告し
ました。

事　業　名 〔第1回〕平成28年熊本地震復興支援ボランティア活動報告会
実施日／場所 2016年7月21日（木）18時〜19時30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60名

されていることと、実際行って見たことが全
く違った。今回、このボランティアで感じた
ことを友達や周りの人に伝えて少しでも熊本
に関心をもってほしいと感じた。

・ 学校の説明会でボランティア内容を聞いてい
たが、実際現地の人は一番何を必要としてい
るのか、私たちはどういう行動をとるべきな
のかとても考えさせられた。できれば今度は
もっと長い期間でボランティア活動をしたい。

・ 私は2日間通して農業に関する支援を行った
が、こういう支援の仕方があるんだなと実感
した。瓦礫撤去だけが支援ではないし、支援
の形はさまざまであることが分かった。

・ 実際に被災された大家のおばあちゃんや、米
農家のおじいちゃんなど、現地の方との交流
が出来た。南阿蘇の活動では、大学生の方の
貴重品探しをして、直接お話を聞けた。辛い
ことを思い出しながらもお話をして下さった
ことに感謝し、絶対に無駄にしてはならない

と思った。これから“伝えるボランティア”
を頑張りたい。

4. コーディネーター所感
　地震から80日余り経過した阿蘇で、まだまだ
手つかずの倒壊家屋や崖崩れの現場を目の当たり
にし、想像以上だと驚く学生が多かった。宿泊場所
に選んだ阿蘇 YMCA には、全国からたくさんの
ボランティアが来ており、一緒に準備し、活動
することができたのはいい経験だった。刻々と
変化する現地でのニーズに沿った活動を行うため
に、当初予定から活動内容に変更が生じたので、
戸惑った学生もいるかもしれないが、頭を切り
換え被災地のニーズに沿った活動を行うことが
被災地では求められていることが活動を通じて
理解できたのではないかと思う。被災地における
活動では、臨機応変な対応が求められる。今回の
活動でも、臨機応変に対応していくことで、被
災地の人たちにとってより必要とされる活動を
学生達が行うことが出来た。このことが、学生
達の活動に対する満足度の高さにつながったの
ではないかと考えている。判断に迷うことなど
も多々あったが、この経験はコーディネーター
としても次につながる大きな学びであった。

〈報告者：古澤　登美代
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉
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　倒壊した多くの建物、断層、崩落した橋など、
現地の状況をしっかりと見てきた学生たちは、
前向きに生きる人々に出会ってきました。また、
農業支援のニーズが高いことにも気づいたと、
伝えてくれました。
　倒壊したアパートから貴重品などを取り出す
現場でのこと、高温多湿のビニールハウスでの
作業で農業支援は待ったなしの状況であること
を実感したこと、子どもたちの心のケアを目的
とした子どもフェスタでお母さんから話を聞い
たことなど、それぞれが自分の言葉で体験を伝
えました。
　発表後は来場者とともにグループディスカッ
ションの時間をもち、より詳しい体験談を紹介
し、来場者の質問に答え、語り合いました。
　最後に松永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
・ 夏休みに熊本に行こうと思っているので、と

ても参考になった。
・ メディアで取り上げられることが減っている

が、被災地のことを忘れないでいたい。
・ 地震は決して他人事ではないことがわかった。
・ もっとじっくりグループで話が聞きたかった。
・ 「もっと頑張りたい」という思いがいつでも

プラスに働くわけではないということが難し
いなと思いました。作業をすることを意識す
るのではなく、その向こうにある人の心を見
るというのはすごく胸に響きました。

・ 「泥を見ず人を見る」などボランティアの心
得を学ぶことができ、今後に活かしたいと思
います。

　 など、来場者から多くの感想が寄せられました。

3．コーディネーター所感
　震災の現場の状況や、復興にはまだまだボラ
ンティアの手が必要だということを、今回参加
した学生たちの生の声でリアルに伝えることが
できたと思います。今回は、学生リーダーを中
心に発表の流れを考え、映像を見ながら全員が
自分の言葉で体験談や感じたことを語ってくれ
ました。
　後半のグループディスカッションは、どのグ
ループも質問が相次ぎ、それに答える学生の真
剣な顔が見られました。もっと時間をとって欲
しかった、話し足りなかったという声が大変多
く、語り合う機会を作ることは本当に大切だと
感じました。今後、90分という時間設定を検討
し、工夫する必要があると感じています。

〈報告者：古澤　登美代
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉

1．概　要
　第2回平成28年熊本地震復興支援ボランティ
アでは、地震と阿蘇山噴火の被害を受けた農園
の火山灰除去をメインに活動しました。
　今回は、前回の反省を生かし、阿蘇 YMCAの方
にご協力いただき、活動に入る前に、まず、阿蘇
市内の被災状況を視察させていただきました。

2．活動スケジュールは以下の通り
○11月25日（金）
　19：30に深草キャンパスを出発
○11月26日（土）
　8：00前に阿蘇YMCAに到着し、オリエンテー
ションの後、被災地域を阿蘇 YMCA の山田館
長の案内で視察。

事　業　名 〔第2回〕平成28年熊本地震復興支援ボランティア
実施日／場所 2016年11月25日（金）〜28日（月）3泊4日　熊本県阿蘇市

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34名（学生30名／引率4名）
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　昼食後、坂梨地区のイチゴ農家である岡田農
園に移動し、火山灰の撤去作業。
　夕食後、阿蘇 YMCA で活動している他大学
の学生と交流会とふりかえりを行って、活動を
終了。
○11月27日（日）
　9：00に阿蘇 YMCA を出発し、火山灰撤去
作業を15：30まで行う。
　17：00に阿蘇 YMCA を出発し、途中で入浴・
食事休憩を挟み、京都に向かう。
○11月28日（月）
　朝食休憩の後、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
　・ 被災地の視察では、1階部分が倒壊した家

や橋や道路が崩れ落ち、崖と化した景色を
生で見て息を飲んだ。画面越しでは伝わって
こない自然の力の恐ろしさを目の当たりに
し、この気持ちを決して忘れまいと思った。

　・ 岡田さんの笑顔を見られたことが一番の思
い出。被災地の方がどれだけ強く前向きに
生きようとしているかがひしひしと伝わっ
てきた。

　・ 今回がボランティア自体初めての経験、ど
ういった形で、どのようなことをするのか、
全くの無知の状態で参加して、思っていた
よりはるかに体力面でもきついものがあり
ましたが、実際に言葉が出ないほどのもの
を目で見て自分自身での考え方も変わった

し、行かなければ絶対に分からなかったこ
ともたくさん得、学びがありました。心の
底から参加してよかったと思いました。岡
田さんの笑顔が見られて、私たちの方が幸
せな気持ちになったように思いました。人
間の力なんて微々たるもので、一人じゃな
にもならないし、時間も労力もかかるけれ
ど、力を合わせたら倍の速さにもなれるし、
それが初めての自分の目で見ることができ
て、人って素晴らしいなと思いました。

4．コーディネーター所感
　復興支援ボランティアでは、緊急時であれば、
作業中に見聞きすることから被害の甚大さが感
じられますが、ある一定程度状況が落ち着いて
くると、意識的に被災を伝える努力をしなけれ
ば、被災現場を目にすることもなく、触れるこ
ともないまま活動を終え、実際は甚大な被害で
あっても「そう大きな被害は出ていない」「も
うほぼ復興した」という誤解が生まれてしまう
ことがあります。その為、活動の中に被災現場
に直接触れ、被災された人の声を聴き、自分事
として考える機会をつくるプログラム設計を
行っています。
　このプログラムでも、現地の状況が前回に比
べ落ち着いてきたこともあり、阿蘇 YMCA の
方に現地案内を依頼し、活動に入る前に、学生
が被災現場に実際に足を運び、被災状況を学ん
でから活動に入ることが出来るようにプログラ
ムを設計しました。活動の合間には、農園の方
から直接お話をしていただくこともできました
ので、これらのことを通して、自分たちが活動
することの意味をより深く理解しながら活動に
入れたのではないかと思っています。
　また、今回は、震災と阿蘇山の噴火で被災し
た地域での活動だったので、再び噴火した際の
避難シミュレーションを行うなど、安全対策に
ついてより深く考える機会となりました。

〈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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2016年度　東日本大震災等の復興支援に関する活動

1．概　要
　第2回復興支援ボランティア活動の報告会を
お昼休みに深草・瀬田の両キャンパスで開催し
ました。
　まず、参加者全員に活動内容をコンパクトに
まとめた5分のショートムービーを見て頂いた
後に、7つのグループに分かれ、そこにボラン
ティアに参加した学生（深草11名、瀬田14名）
が分かれて入り、対話形式でそれぞれのグルー
プの中で、参加者に活動内容や活動中に感じた
ことなどを報告しました。時間のある人は、会
場に残って、もう少し詳しく話が聴けるように
しました。

（報告会・深草）

（報告会・瀬田）

2．参加者の声・得られた効果など
　参加満足度86％

○参加者アンケートや寄せられた声からの抜粋
　・ 実際にボランティアへ行った学生さん達の

生の声をお聞きする事が出来た事と、その
後色々な質問に一生懸命こたえて下さった

事がとてもよかったです。学生ではありま
せんがこの様な報告会に参加させて頂き何
かお手伝い出来ることはないか痛切に感じ
ました。

　・ 地震と火山の噴火が同時期に起きて熊本が
あまりに大変な目にあっているとは思わな
かった。 等

3．コーディネーター所感
　今までの報告会では、放課後に1コマの時間
を使って開催していました。しかし、それでは
気軽に来てもらうことが出来ないため、今回は
初の試みでお昼休みに開催しました。
　開催時間が90分から30分に短縮されてしま
うので、十分に報告できるのか少々不安でした
が、活動概要をコンパクトにまとめたものを最
初に見てもらい、参加学生が小グループに分か
れて対話形式で想いを語るスタイルだったの
で、「もっとゆっくり話を聞きたかった」とい
う声も聴かれましたが、「気軽に参加できた上
に、小グループで話を聞いたので質問もしやす
く、いろんな話を聞くことが出来た」という意
見が多く聞かれた上に、参加者も多く来てもら
うことが出来ました。
　従来のスタイルの報告会の場合、どうしても
参加者の前で報告する学生に偏りが出てしまい
ます。しかし、このスタイルの場合、少人数に
分かれて直接対話する形式なので、より多くの
参加学生が報告する機会に恵まれるため、自ら
が話して伝えることによって得ることの出来る
学びも大きいのではないかと考えています。

「もっと詳しく」という声もありますので、よ
り活動を伝えることが出来るようにするための
工夫は必要ですが、今後、報告会を実施する際
にもお昼休みの開催を検討したいと思います。

〈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 〔第2回〕平成28年熊本地震復興支援ボランティア活動報告会

実施日／場所 2016年12月16日（金）12時30分〜13時00分　深草キャンパス　21号館101教室
2016年12月19日（月）12時50分〜13時20分　瀬田キャンパス　2号館多機能教室

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100名
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