特集よ
りそい、つながる

ところが、個人やサークルでの

子どもたちに何かできることが

活動、そしてTOPでも気仙沼

あれば、と思ったのがゾンタハ

に関わることになり、
今ではすっ

ウスのプロジェクトに参加した

かり
「第2の故郷」
として恩返し

いきさつです。

をしたい気持ちでいっぱいです。

2
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「ボランティアが教えてくれたこと」

この夏に、
ボランティア活動に取り組んだ 5名の学生に集まっていただき、
それぞれが見たこと・感じたことを語ってもらった。
災害ボランティアとは何か。参加して見えてきたことは何か。竹村牧男学長をコーディネーターに、
それぞれの活動から振り返る。

文学部哲学科4年

2011夏季学生派遣ボランティア 東北応援プロ

藤木：僕は、森田明美ゼミから

ハウスがオープンしてから3週

募った有志 11 名と福祉社会デ

間ほどたった9月下旬。震災か

ザイン研究科ヒューマンデザイ

ら半年たっていくらか復興して

ン専攻の大学院生5名とともに、

いるのかと思っていたのに、ま

震災の影響で受験勉強が遅れた

だまだ震災の痛々しい姿が残っ

り、仮設住宅で勉強に集中でき

ていることに言葉を失いました。

ない生徒たちが利用する、被災

この地域の津波は、比較的高く

地中高生の放課後の場所として

はなかったのですが、在来線の

オープンした
「山田町ゾンタハ

復旧のめどは立っておらず、ア

ウス
（以下ゾンタハウス）
」
の運

クセスの悪さが復興の遅れの原

営に携わりました。

因になっているのではないかと

参加。東松島ボランティアは約2ヵ月間、全15
クールという長期にわたったが、その最初とな
るチームのリーダーを務めた。ボランティア経
験はこれが初めて。
「募集告知を見たとたん、
友人の誰に相談するでもなく、勢いで申し込ん
でしまった」
とのこと。

学長：みなさんのボランティア

ました。本当は、福島県で支援

少なかった場所ですが、100年

うか、そのために自分は何をす

の動機と、活動内容をお聞かせ

を行いたかったのですが、同じ

前に起きた震災でも後方支援基

べきか、そのための活動が自分

そもそも、ボランティアを行お

ください。

東北の遠野市と縁があったため、

地として活躍し、今回の震災で

の使命だと感じました。

うと思ったきっかけは、１年の

和田：TOPの東松島第1クール

岩手県での被災支援にあたるこ

もその経験を活かした支援活動

時にブラジルに行き、飢餓の子

にリーダーとして参加しました。

斎藤：私は福島県出身です。実

とになりました。

の拠点となっています。

私は「学生ボランティアセン

どもたちや貧富の差を目の当た

みんなとても頼もしかったので

家は津波の被害や放射線の被害

最初に現地に入ったのは5月中

ボランティア当初は、情報が錯

ター」に所属していて、今年副

りにして、日本にも自分が気づ

大変助けられました。初対面の

が少なかったものの、何か自分

旬でした。まだ自衛隊も活動し

綜し、内容も乏しい状態だった

代表になったことをきっかけに、

いていない貧困があるのではと、

人ばかりでしたが、ボランティ

にできることはないだろうかと

ている頃で、震災の爪痕が深く

ので、自分が現地に行って感じ

まずはサークル内で被災地支援

興味を持ち始めたことに始まり

アという一つの目的に向かって

いう強い思いにかられて、震災

残り、とてもショックを受けま

たことを正確な情報として発信

のプロジェクトを発足し、積極

ます。2年の時に、店舗から出

いるため、すぐ意気投合してわ

後からボランティア活動を始め

した。遠野市は、実際の被害は

することに努めました。それに

的に活動したいと考えました。

た食品のロスを母子施設に配る

きあいあいと活動できたのは、

は周りの人と情報を共有するこ

最初は、斎藤さんのように情報

活動を行っている団体でボラン

とても良かったですね。東松島

とで、同じ意識の人を増やした

を的確に伝えることが必要と感

ティアを行い、3年になってか

は、
宿舎も整備され、
自分が行っ

かったという意図もあります。

じ、サークルのサイトに書き込

らは、森田ゼミで児童の貧困に

た時期は気温も高くなかったの

最近は普段から特に体を動かし

が卒業するので、私が引き継い

ここでの経験を生かして、2011

みをしたりして、細かな情報発

ついての調査や研究を行い、こ

で、比較的良いコンディション

ているわけではないので、こん

でリーダーをしています。

夏季学生派遣ボランティア 東北

信に努めました。そのうち、メ

うした関心がかなり大きくなっ

で作業にあたることができたか

なに朝から晩まで体をフルに動

応援プロジェクト
（以下TOP）

ンバーの意識が上がりはじめた

ていました。

と思います。

が始まってからは、引率側とし

ので、次のステップとして自分

そんな時に震災があり、自分が

てボランティアに参加しました。

の実家を拠点に数人で活動をス

初日の作業は、墓地の泥かき

タート。実家の周辺は被害も少

だったのですが、墓石はバタバ

城戸：ニュースで東京にも避難

幅野：私は宮城県出身で、実家

なく北の方と比べると復旧が進

タと倒れ、お骨が出てくると

している方がいると知り、現地

れた方がゆっくり相談できるよ

は仙台空港のほど近くにありま

んだので、7月頃から復興の遅

いった凄まじい光景でした。墓

に行かずとも何か支援できるこ

う、お子さんと遊んだり、勉強

す。3月11日は東京で震災に遭

れていた気仙沼市へと活動地域

石は重く、人の手では元に戻せ

とがあるのではと思い、東京に

を見てあげたり、会場の案内係

いましたが、
5日目に実家に戻り、

を移しました。

ないので、自分達のできる泥か

いながらにしてできるプロジェ

りを手伝うといったものです。

その状況に愕然としました。被

同じ宮城県ですが、最初はあま

きに専念しました。

クトに参加しました。

弁護士の方々や来場された親御

災した状況を見て、東京の人に

り面識のない気仙沼市にそこま

翌日は、小学校の掃除などを手

文京区に避難している方を支援

さんからは、ゆっくり相談でき

いかに被災地へ足を運んでもら

で思い入れはなかったです
（笑）
。

伝いました。学校は閑散として

するこのプロジェクトは、下は

て大変助かったと好評でした。

斎藤 朋也 さいとう

ともや

大学院社会学研究科2年

2011夏季学生派遣ボランティア 東北応援プロ
ジェクト
「遠野」
ボランティア全クールに参加。
震災後、すでに遠野でのボランティア実践を積
んでいたことから、教職員とともに引率側とし
て参加した。学生有志でつくる
「首都圏・学生
災害復興支援チーム」
の中心的な役割も担って
おり、
ボランティアを希望する学生と現地を
「つ
なぐ」
活動も行う。

9月末には、文京区社会福祉協議会主催「東日本大震災 被災地支援市民活動フォー
ラム」において学生代表として地域での報告も行った。
「活動で見たこと・知ったこ
とを伝えていくことは、ボランティアの重要な役割です」
（斎藤さん）
。
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ゆうへい

ジェクト
「東松島」
ボランティアの第１クールに

僕が現地に行ったのは、ゾンタ

復興 への取り組み vol.3

和田 悠平 わだ

TOYO UNIVERSITY NEWS

行きたい！ 何かしたい！ という人の
サポートは全力で行いたい。
ボランティアは
「慎重に、
でも恐れないで！」
（斎藤さん）

思います。

最初のクールは、宿泊先での初めての準備やまだルール化されていない諸々の作業など、
戸惑いも多かったはず。ところが
「予想以上にみんな協力的でした。僕がリーダーといっ
ても、全員がリーダーみたいでしたよ」
と和田さん。写真は、第1クールの活動風景より。

動機は不純でもいい。
固定観念を捨てて飛び込むことで
始まることがあるし、得られるものがある。
それが、この夏のボランティアだった。
（和田さん）

かして、人のために活動すると

この夏は2回の活動を行いました。

いったことがとても新鮮でした。

第1回目の活動では、文京区で
行われた東京の弁護士による原
発の相談会に親子連れで来場さ

いるのかと思ったら、プールを

小学生から上は高校生の勉強を

第2回目は、夏休みの宿題など、

開放していて子どもたちの楽し

無料で見てあげる
「塾」
の開催と、

学習支援をする
「勉強会」
を行い

げな声が聞こえ、まだ復興には

高齢者の買い物の手伝いや話し

ました。手作りのチラシを制作

ほど遠いのかもしれないものの、

相手といった活動を行っていま

して、配布しましたが、応募の

確実に前進している姿に、安堵

す。大学院生の方が立ち上げた

期間が夏休みと重なり、十分な

したのを覚えています。

プロジェクトでしたが、その方

呼びかけができませんでした。

TOYO UNIVERSITY NEWS
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「ボランティアが教えてくれたこと」
伝達の仕方に工夫が必要だと思

特集よ
りそい、つながる

と思ったのですか。

る方のこと。趣味はガーデニン
グということで、ガーデニング

いました。
城戸：震災が起きたとき、埼玉

に必要な石を運んでほしいとい

震災後、文京区には危機管理の

にいて強い揺れを感じる程度で

う依頼を受けて、作業をしてい

セクションができ、区の方々に

したが、連日報道されるニュー

たのですが……。その方は作業

もイベント後に行った反省会に

スを見て、私にもできることは

中、終始泣いていました。震災

参加していただきました。私た

ないかとは漠然と考えていまし

ちの思いを感じていただけたの

た。埼玉には多くの方が避難し

和田：阪神大震災の時はまだ幼

か、区が会場を貸してくれたり、

て来たため、
「困っている人が

かったために、なんとなくしか

から5ヶ月たってもまだ深い悲
斎藤：他大学の学部を卒業した
私は、正直、東洋大学の学生は

して、それに対してどう声をか

城戸 志保美 きど しほみ

休みといっても学生は予定がた
くさんあり、3泊4日が限度、と

国際地域学部国際地域学科3年

言う声も多数ありました。しか

文京区に避難している被災地の子どもたちに対
する
「夏休み学習支援」
に参加。このプロジェク

し、4日間では、やっと現地や

トには学生約20名が参加しており、そのリー

ボランティア活動に慣れたとこ

ダーを務める。自分のできる活動を考え、被災
地にいかずとも可能な実践を探したとのこと。

ろで終了するのでもう少し期間
が欲しいですね。本来は、8泊

この活動は、教職員が組織する
「東日本大震災
復興問題対策チーム」
の取り組みのひとつとも

9日くらい参加できるとより深

連携している。

い貢献ができるのかなという印

チラシの配布を手伝ってくださ

身近に来ている」
と分かったの

覚えていませんし、これほどの

おとなしい印象で、活動的なイ

けていいのかもわからず、戸惑

るなど、多くのサポートが得ら

ですが、その時はまだ気持ちが

震災を体験したことはなかった

メージがなく、ボランティアと

いました。

れるようになりました。これか

固まらず、埼玉で支援するタイ

ので、城戸さんと同様、連日の

して行ってちゃんと成し遂げら

泥かきなどの肉体労働はとても

らも区と連携して活動を広げて

ミングを逃してしまったのです。

報道に関心が向いていたのは確

れるだろうかとやや心配してい

大変ですが、被災者の話を聞く

3 つ目は、お金の問題です。

いけたらと思います。

その後、東京でも支援の機会が

かです。

たんです。ところが、被災の現

ほうが、もっと辛い。笑ってい

TOPは自己負担が少なく済ん

あると聞き、通学するキャンパ

その時点ではボランティアに行

場を目の当たりにした学生それ

た人、泣いていた人。色々な姿

だため、学生にとって大変画期

学長：和田さんや城戸さんは被

スの近くでもできることに気づ

くというより、現地を実際に見

ぞれが何かを感じ、積極的に作

がありました。

的な企画だったと思います。仮

災地の出身でなく、ボランティ

きました。少し時間はかかった

てみたいという好奇心のほうが

業している姿を見て、良い意味

アにも以前はそこまで積極的で

けれど、やっと自分が参加でき

強かったかもしれません。春休

で裏切られたと言いますか、嬉

幅野：和田さんと同じく、震災

あれば、3万円から3万5千円く

はなかったようですが、どうし

るものを見つけたんです。

みに行っても良かったのですが、

しい誤算だったと感じました。

を経験した人の話を聞くことは

らいかかるので、大学からの補

てボランティアをやってみよう

（藤木さん）

藤木 雄介

ふじき ゆうすけ

か決心が固まらなかった。

宿舎では自炊や洗濯など、はじ

感じました。生活は少しずつ良

ところが、夏休みにTOPの募

めて共同生活をする人がほとん

くなっていますが、町は変って

集があり、宿舎もあり、現地に

どの中、どの学生も協力的に支

しまった。その状況が元に戻っ

も連れて行ってくれる好条件を

えあって過ごせたように思いま

ても悲しみが本当に癒えるのに

目の前にして、行かない理由が

す。自分は学部生よりやや年長

は、相当な時間がかかるのでは

なくなった
（笑）
。ここで行かな

なので、若い人の持っている力

ないかと感じています。明るく

かったら二度と行けない。行か

を再認識したというところで

している人、立ち直っているよ

ない理由がないじゃないか！と

しょうか
（笑）
。

うに見える人でも、その悲しみ

「山田町ゾンタハウス」
でのボランティア活
動に参加。この活動は、社会学部・森田明
美ゼミを中心に行われたもので、藤木さん
は同ゼミに所属。子どもに関わる福祉を学
んでいる。震災の影響で受験勉強が遅れたり、
仮設住宅で勉強に集中できない生徒らが利
用する、中高生の放課後の憩いの場づくり
を行ってきた。

ティアへの参加を決めました。

TOYO UNIVERSITY NEWS

藤木：最大の課題は、継続的に
関わりたいのに、なかなか現地

参加しやすい支援のかたちもあります。
仲間を集めて、多様な支援や
仕組みを考えていきたいです。

に行けないこと。ゾンタハウス
の子どもたちからは
「今度はい
つ来るの？」
と聞かれているの

（城戸さん）

に、次の機会がまだ見つかりま
せん。アクセスが難しい場所に

ていくためにも、
僕たちがサポー

和田：初心者にとって4泊5日

直っている人はいないのではな

トしていかなくてはいけないの

は長いかなと思いましたが、

いかと思います。

だと強く感じました。

あるので、気軽に行かれないこ

と嬉しくなりました。

ともあります。
学長：活動を通して見えてきた

さらに、学校が始まって、まと

問題点というものもあるでしょ

まった時間が取れないことや、

うか。

もうすぐ就活も始まり、お金の

学長：私は東松島第7クールの

行ってみるとちょっと物足りな

方と一緒に現地に行き、1泊2

さを持った状態で終了しました。

藤木：一週間滞在し、最終日に

正直、ゾンタハウスの運営と言

日だけ参加しました。

その物足りなさがまた行きたい

お祭りに参加しました。山田町

われても、学生の立場からどう

翌日地元の方とのお茶会に参加

という気持ちにもつながるので、

には八木節という伝統的な踊り

していいかわからずにいた部分

斎藤：問題点は3つ。1つは学

うに、行きたくてもいろいろな

し、視察して帰るといったほん

それはかえって良いのかも知れ

があるのですが、
8月から練習し、

が多かったのですが、このお祭

生ボランティアをする際の情報

問題があり行かれない人が大勢

のわずかな経験でしたが、参加

ません。

9月のお祭りで披露するのが例

りの経験から
「僕たちだからこ

がすごく足りないということで

いて、そういった力がたくさん

年の流れなんです。人それぞれ

そ、できることをしよう」
と決

す。どこに行けば受け入れてく

集まればとても大きな力になる

している学生がみな充実して活

「山田町ゾンタハウス」は被災を免れた
2階建て空きビルを使用。1階は休憩所、
2階は机や参考書、辞書などを備えた
自習室となっている。この取り組みは
いくつかの新聞でも取り上げられた。
「僕
はもっぱら話し相手。子ども目線を大
切にしています」
（藤木さん）
。

助なども期待したいところです。

現地に行って体を動かすボランティアとは異なるが、夏季休暇が終了しても継続して
取り組める活動だ。
「文京区との連携も深まり、今後は都内に避難している子どもや
高齢者をはじめ、
幅広い対象に何ができるかを考えていきたいと思います」
（城戸さん）
。

の大小問わず、まだ完全に立ち

思ったので、すぐさま、ボラン

社会学部社会福祉学科3年

象はあります。

にもし、自費で遠野に行くので

とても辛いことだと身をもって

多少はお金も必要だし、なかな

ボランティアで得たマイナス面も
プラス面も必ずその人の糧になり、
人生のターニングポイントになると思う。
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しみにくれている方を目の前に

2つ目は、時間の問題です。夏

問題もあります。きっと僕のよ

動に向き合っているのが手に取

僕の印象的な体験は2つ。1つ

の思いがあったと思いますが、

意しました。例えば、大人と子

れるのか、どこに行けばどのよ

のではないでしょうか。行こう

るように感じられました。短い

は宿舎の3Fで給食を作ってい

今年も変わらずに練習を重ね、

どもの中間にいる学生として、

うな作業ができるのかといった

とする気持ちをいかに応える仕

時間でしたが、現地に行ったか

る方たちと話した時のこと。家

披露してくれました。

できる限り子どもの目線に近づ

情報がすぐ手に入らないのが現

組みがあるかが、学生ボラン

らこそわかったことが、多々

が流されてしまったり、仮設住

その踊りの一体感になんとも言

き、ゾンタハウスを利用する子

状だと思うので、もっと情報を

ティアの継続につながると感じ

あったように感じます。

宅で不自由があったりするとい

えない気持ちがこみ上げてきて、

どもたちのニーズを聞くアン

スムーズに提供するシステムが

うのにとても明るく、自分たち

胸がいっぱいになりました。一

ケートを実施するという取り組

必要です。

みなさんに、それぞれの活動を

が元気を与えに行ったつもりな

緒に来た仲間は、踊り始めてす

みを始めました。ここで得た子

情報が得られれば、ボランティ

通して一番印象に残ったできご

のに、逆にこちらが元気をも

ぐ涙が止まらずにいたほどです。

どもたちの声を運営スタッフに

アに対する不安も拭えるし、そ

とや体験を話していただきま

らってしまったということです。

一つのことをみんなで形にする。

伝えたところ、共感して取り入

の結果、現地で迷惑をかけずに、

しょうか。

もう1つは、やはり家族や家を

八木節を見ながら、こういった

れていだだけることになったの

積極的な活動につながると思い

失い、知人の家に身を寄せてい

表現ができる舞台をずっと続け

で、少しでも前進したのでは、

ます。
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座談会

「ボランティアが教えてくれたこと」
ています。

ボランティアを通して出会った
人、一緒に活動したメンバーな

城戸：文京区に避難する方の支

ど、今までつながる機会がな

援は2年と限定されています。区

かった方との出会いを通じた印

特集

社会学部
メディアコミュニケーション学科2年

象的なことや、
感じたことがあっ

本学学生が組織する
「学生ボランティアセンター」

期限を設けているのかと思いま

たら教えていただけますか？

の副代表。2011夏季学生派遣ボランティア 東北

がなされるのかは難しいところ

斎藤：避難所で行った茶話会で、

気仙沼ボランティアのみ
「学生ボランティアセン

です。藤木さんと同様、継続し

ほとんど喋らない方がいて、私

すが、果たしてそれまでに復興

応援プロジェクト
「気仙沼」
ボランティアに全クー
ル参加。東北地区へのボランティア派遣のうち、
ター」
のメンバーが、その他参加する学生の引率
の役割を含めた活動を行った。

京でも貢献できることがあり、

援があることを知らなかった」

そのコーディネートに携われる

と言う声が多くありました。今

ことに感謝と誇りを持っていま

後は認知度をあげるためにも積

す。文京区は、被災地支援を積

極的に情報を発信していこうと

極的に行っているので、区との

思います。

連携、それから城戸さんのグ
ないんじゃないか」
と申し訳な

もに文京区の支援に携わってい

ループの学生の活動と連携して

幅野：ボランティアについて、

い気持ちになるということです。

る）： 海外の大学では、ボラ

今後も継続して支援を行い、そ

私は必ずやった方がよいとか、

だからこそ出会った気仙沼の人

ンティアのための支援が厚く、

れを東洋大学のビジョンにもつ

現地に行った方がよいとは言え

なげていきたいです。

ません。でも、もし行ったのな

て支援できるシステムを確立す

もどう対応していいのか分から

ることが今後の課題になるかと

ない場面がありました。喋りた

たちに恩返しをしたい！ と思う

学生が長期休暇やギャップイ

思います。

くないという大きな壁があって、

のかもしれませんね。

ヤーを利用して地域や海外でボ

学生の関わりについても、今は

そこを越えていくことができな

やる気のある学生も、震災から

いという経験をしました。

藤木：先ほど、震災にあった方

透しています。なぜかというと、

時が経つとともにモチベーショ

その人のために何ができるのか

はまだ心が立ち直れていないの

その経験が社会に出てから大変

「被災地の出身者」
としては、

ンが低下することも少なくない

と自問自答しましたが、何の答

では、という話も出ましたが、

生かされると考えられており、

被災地に来てというより、宮城

かと思われます。これについて

えも出てこなかった。

実は僕はその逆で、壊滅的な被

なにより自分が貢献できる場で

県に来て！ という気持ちでいっ

も長期間関わっていくという仕

それは自分にとって初めての経

害があったけれど、心が完全に

活躍することは、その人の成長

ぱいです。確かに今はガタガタ

組み作りが大切なのではと感じ

験で、驚きを隠せませんでした。

被災したわけではないと感じて

や自信につながるという共通認

だけれど、頑張ろうとしている

ています。

ただ、答えは出なかったけれど、

いるんです。ボランティアを通

識があるからです。学業だけで

姿がそこにあり、まだまだ魅力

して、地元の人の温かさにたく

は体感できない経験を、ボラン

学長：それは、頼もしいですね。

がいっぱいつまった場所だと思

さん触れることができました。

ティアを通して学ぶことは重要

学生、教職員、地域が一丸とな

うからです。

こうした温かさがあるのは、心

です。

り、今後も継続的な支援を行っ

その状況を多くの人に知ってほ
幅野：気仙沼は港町であり、観

しいと強く思いました。

光地でもあるので、自営業の人
に支えられている町です。地元

学生については、ボランティア

の人が指す、
本当の復興とは
「以

に参加した1年生に印象的な方

前のように人が足を運んでくれ

がいました。これまで旅行など

るようになること」
なんです。

の経験もあまりなく、出発前に

産業が復興してこそ、町がまた

は何度もメールをくれて、その

蘇るんです。

文面からは緊張や不安がビシビ

ランティア活動を行うことが浸

地域に暮らす方々から被災状況や今の気持ちをうかがったり、地元自営業者の方々からは
それぞれの復興ビジョンをうかがうなど、数多くの会合に参加する機会があった。
「こうした
場に参加することで、
多様な立場からの復興の問題点が分かるようになりました」
（幅野さん）
。

地域の方、そして
一緒に活動した仲間との出会いに感謝。
その感謝の気持ちがつながって、
お互いのこれからを支えていくのだと思う。
（幅野さん）

はまだ大丈夫だということだと

らばーそれは被災地のために行
くのだけどーそれ以上に自分の

ショート・ジェイムズ・ダニエル
法学部講師

糧になるのは確かです。

ていきたいものです。復興支援

「被災地」
という言葉は、とて

思うんですね。

学長：海外に比べ、日本全体の

は時とともにニーズが変化する

もマイナスな悲しいイメージで、

人の温かさを再認識したと同時

社会には、そういったボラン

と思うので、柔軟に変化させな

それに代わるもっと希望のある

に、この温かさを守っていける

ティアの仕組みは、まだあまり

がら支援できるとよいかと思っ

言葉を見つけたいと思っていま

ように僕達がサポートしていか

浸透していません。個人的には、

ています。

す。どこかへ旅行に行く感覚で、

なくてはいけないんだ、と強く

学生のうちに長期のボランティ

皆さんの話から、学生の若い大

来て楽しんでもらえたときにこ

学生一人の力ではどこまででき

シ伝わってきていたんです。現

初対面とはいえ、同じ大学生な

と思う気持ちが少しでもある限

思いました。

アに参加することは、社会に目

きなパワーが復興の大きな力に

そ、本当の復興が来ます。

るかわかりませんが、町に人が

地に行って大丈夫かなと思いま

のですぐ打ち解けて仲良くなれ

り、新しい行動を起こしていき

現地でボランティアに関わった

を向けるようになる重要な基盤

なることを改めて認識しました。

「ぜひ、どんどん東北に遊びに

来る仕組みを模索して、それを

したが、ボランティアを通して

たような気がします。行く前は、

たいです。

方は、東京では味わえない、人

となるので、積極的に行っても

支援していきたいと思います。

友だちができ、すごくイキイキ

友だちとも本音でぶつかり合う

とのつながりや心の温かさから

らいたいと考えています。大学

城戸：私のプロジェクトは、新

ランティアなんです！」
と多く

とした表情になり自信をつけて

こともあまりなかったし、
「大

幅野：仲間とは宿舎で生活をと

学んだことは多かったのではな

としてもサポートする仕組みを

しいことを始めようとするには

の人に伝えたいです。

学長：TOPは、学生の夏季休

いたのが印象的でした。TOP

学生なんてたいしたことができ

もにし、色々なことをみんなで

いかと思います。

構築しなくてはなりません。

まだ人手不足です。
つてをたどり、

業中に大学が交通費や宿泊費を

もそうですが、団体で行うボラ

やしない」
なんて、実はバカに

乗り越えるので、家族のように

負担して組織する、他大学には

ンティアだからこそ、一致団結

していた部分がありました。と

なるんです。クールの最終日に

学長：都会で学ぶ学生にとって、

なかった大規模なボランティア

して大きな成長ができたのかも

ころが、現地に行ってメンバー

は、この機会をくれたこと、み

地方に行って支援するという機

の取り組みだったと思います。

しれませんね。

といろいろ語り合い、深く人と

んなと経験できたことに感謝の

会は、地元の人との触れ合いを

つながることができ、その考え

気持ちを述べて、涙を流す人も

通じて、かけがえのない経験と

は一変しました。

少なくありません。そういった

なったのではないでしょうか。

仲間との出会いは、かけがえの

被災したことで、再認識するこ

ないものだと思っています。

とになった
「根源からのコミュ

大学としては、本分を授業に据
えているため、長期休暇以外の

和田：一緒に行ったメンバーは、

支援活動を促すのには、正直難

10

た現地に行かなくてもできる支

にはまだ訪れていませんが、東

幅野 一輝 はばの かずき

はその間に復興すると想定して、

よりそい、つながる

メーリングリストを通じて応募

しい面もあります。ただ、皆さ

大半の大学生は、人に必要とさ

んが指摘するように
「継続性」
と

れ、なにか手助けをする機会が

いう課題について、何らかの形

ないために、自分を過小評価し

それからいつも現地で活動し終

ていきたいものですね。海外の

で長期的にボランティアをした

ているかもしれません。今回は

えた後に思うことがあります。

ボランティアについてはジェイ

い学生の支援を考えていきたい

必要とされて働くことが、こん

地域の方からは得たもの、頂い

ムズ先生、いかがでしょう。

と思います。

なに楽しいものなのかと実感で

たものの方が多く、
「自分のボ

きました。誰かの役に立ちたい

ランティア活動とは見合ってい
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来てください。それも立派なボ

ジェイムズ先生：私は、被災地

してきた人たちからは「こういっ

ススカイホールにて）

本学ボランティア活動においては、
現地ボランティアセンターの方々や地域の皆様、
そして、
大学と地域をつなぐ役割を
担ってくださった本学卒業生など
数多く方々からのご協力をいただきました。
心より感謝申し上げます。

ニティー」
は、大切に持ち続け

ジェイムズ先生
（城戸さんとと

（2011年10月4日／白山キャンパ

後日、
今夏のボランティア活動に関する
「報告会」
を
実施する予定です。
報告会での様子や、
お世話になった方々からの
コメントは次号 230号で紹介します。
東日本大震災復興支援に対する取り組みについて

http:www.toyo.ac.jp/2011reconstruction
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