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Information
授業期間中の
ボランティア活動について

──夏のボランティアに向けて──

東日本大震災に学生のボランティア活動を支援するた
めに、授業期間中のボランティアについては次のとおり
取り扱います。

3.11からはや 4カ月。被災地は震災後初めての夏を迎えます。

（1）当該活動中の履修科目については「公欠扱い」とし
ます。
（2）期間は最長 7 日間とし、申請は 1 回（1 科目につ
き 1 回）のみとします。
（3）平成 23 年 4 月 1日以降の活動に対応しますので、
該当する場合はさかのぼって申請をしてください。
（4）試験や実習に関わる場合、事前に授業担当者の
指示を仰いでください。

学報 227号でも紹介したように、学内ではすでにさまざまな復興支援活動がスタートし、ボランティア、募金活
動、節電など、それぞれができることに取り組んでいます。
本学では、東日本大震災の学生ボランティア活動を推進し、全学生に救援・支援活動ボランティアの参加を呼
びかけていますが、その一方でボランティアとは個人の意思が尊重されなくてはならないものでもあります。
この夏休みには、現地に出かけてボランティアに取り組もうという学生も数多くいるはず。今号ではまず、
初めて「災害ボランティア」に取り組む方に心に留めておいて欲しい、心身の健康管理についてご紹介します。

申
 請を希望する学生は以下の通りに
手続きをしてください。

ボランティアのこころえ

「惨事ストレス」について

〈災害や事故で活動した人に現れやすい現象〉
●災害や事故で活動した人に現れやすい現象
興奮状態が続く  体験を思い出す  思い出すことを避けようとする

大きな災害にあった場合、
またはその場で活動することで
私たちの心には、独特の変化が見られることがあります。

身体の不調

東日本大震災後、被災された学生の皆さんはいまなお、ご家族や故郷を思いなが
ら不安に過ごされていると思います。また、直接的な被災に遭わなかった皆さんも、
少なからず不安を感じたり、心の変化があったことでしょう。私たちは、大きな災害に
遭ったり、またはその場で活動することで、身体や気持ちにさまざまな変化（ストレス
反応）が起こることがあります。これらの反応は、直接災害に関わったときだけでなく、
さまざまな災害体験を聞くことによって生じる場合もあります。
これは「惨事ストレス」と呼ばれるストレス反応の一部で、傷ついた体や心が回復
しようとするときに起こる「正常な反応」です。このような反応が出てもそれはあなた
が「弱い」からではなく、災害に何らかの立場で触れた人には誰にでも起こりうるもの
です。ほとんどの変化や反応は、私たちが日常生活を送っていく中で、時間とともに
回復していきます。
これから災害ボランティアに取り組もうとする方は、心にとめておいて欲しい事柄
です。

周囲との摩擦

話せなくなる

お買い物で
復興支援＆社会貢献！
和やかな販売会を通じて、復興支援そして社会貢
献する取り組みを紹介。
「何かのかたちで支援した

●こんな気持ちになることもあります

い！」その気持ちは
“お買い物”
でも実現できます。

・自分の気持ちを他人に話しても
わかってもらえない気がする
・他人に対しての不満や、非難したい気持ちが高まる
・話せば相手に迷惑をかけてしまう気がして黙ってしまう
・こんな自分ではなかったのにと思って
情けなくなってしまう

「風評被害」で苦しむ
福島県の野菜・加工品を販売

──「キャンパスマルシェ」

・色々なことが自分のせいだと思ってしまう

5月31日
（火）
、6月1日
（水）の「2夜連続緊急シンポジウム」
（ 詳細は P1415）
にあわせ、白山キャンパス正門前では学生有志による
「キャンパスマル

●「惨事ストレス」
を軽減するために
①	食 事や睡眠など、できるだけ規則正しい生活を心がけま
しょう。またゆっくり過ごすように心がけましょう。

シェ」
が開催された。
「風評被害」
に苦しむ地域の支援を目的とするもので、
この両日は、福 島 県 会
津 坂 下 町 の 方々が 丹

②	家 族、恋人、友人など親しい人と一緒に過ごすようにし
ましょう。

精込めて作った、安全・

③	少し活動が落ち着いたら、同じ体験をした人や一緒に活
動した仲間と話し合う機会をつくりましょう。

安心の野菜・米・味噌・加
工品がずらり。学 生や
教職員、通りかかった地
域の方々など、多くの買

Interview

東日本大震災以降、学生相談室に訪れ

皆さんの力は大きいものとなるでしょう。

状は、東北地方の経済に大打撃を与えてい

しかし、一方で復興支援活動とは現地で

ます。そうした地域に旅行に出かけて休暇

「ボランティアに行かなければならないと思

行う活動ばかりではありません。「今の自分

を楽しむのもまた、相手が求めている経済

うけれど、
自分が役に立つのか自信がない」

ができる最善のことをする」、これが基本で

的支援かと思います。

た学生から、
こんな声が聞かれました。

10

い物客でにぎわった。

「いま自分のできることをする」── それはどのようなかたちでもすべて尊い気持ち

「実家は被災。家族は気にしないで学業に

す。ですから学生相談室に訪れた学生に

いま自分ができることに取り組む。 無 関

専念するように言ってくれるけれど、自分だ

は、自分の個性や能力にあわせ、自分にでき

心ではなく、被災地を思っての行動であれ

け安全な場所にいていいのだろうか」……

る関わり方をするようにお話しています。

こうした声を聞いていると、みな本当に心

このたびの復興支援は長いものになると

ば、それはすべて尊い行動であることを心
にとめておいてください。
そしてボランティアの体験や、長く続く報

根の優しい学生たちだと感じます。何かし

いわれています。夏休みを使って、いま問

たい、しないでいられない、でもどうしたらい

題になっている事 柄をじっくり学ぶことや、

道の影響などによって、

いか分からない、そんな気持ちも伝わってき

現地に行かなくともできる支援活動に参加

い つもと違う心 の 反 応

ます。

するなども、立派な関わり方です。さらに、

や気持ちに気付いたら、

もし、これからの夏休み、長い休 暇を使

被災地の方からは「とにかく、東北地方に旅

ぜひ 各キャンパスの 医

い、自分の持てる若い力を発揮して現地で

行に来て欲しい。地域の物産を購入してほ

務室や学生相談室に相

ボランティアができるのであれば、積極的に

しい」というお話をうかがったことがありま

談してください。

チャレンジして欲しいと思います。現地では

す。安全が確保されていながら、風評被害

ボランティアが不足しているとの情報もあり、

などで観光客の足が遠のいているという現
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学生相談室 カウンセラー

フェアトレード販売で被災地支援を

──「ハートバザール」

フェアトレードサークル
「ハートバザール」
が各キャンパスと連携し、
白山・白
山第 2･板倉の3か所でフェアトレード商品の販売をおこなった。フェアトレー
ドは商品の購入をとおして気軽にできる新しい国際協力の形として注目さ
れてきたが、震災後は、イベントの自粛などで販売の機会が減少。しかし、
フェアトレード販 売を通
じて被災地支援を行え
ば、発展途上国と被災
地双方にメリットをもたら
すものとなる。

須賀芳枝さん

「フェアトレード」とは、発展途
上国の生産者が作る商品を、彼
らの生活が成り立つフェアな価
格で購入し、生産者コミュニテ
ィーの経済的自立を支援する運
動のこと。写真は板倉の様子。

（1）事前に「東洋大学ボランティア活動届出書（個
人活動）
」を所属キャンパス学生生活担当窓口に
提出する。
（2）所定の「東日本大震災に係るボランティア活動
欠席届」を受け取り、所属キャンパス教務担当
窓口に提出する。
（3）活動終了後、2 週間以内に「東洋大学ボランテ
ィア活動報告書」を所属キャンパス学生生活担
当窓口に提出する。
（受入先機関担当者の印また
はサインが必要）
※ボランティア活動を行う場合は、東洋大学ボランティ
ア活動届（個人活動）と東洋大学ボランティア活動
報告書（個人活動）を必ず提出してください。

援助金について
被
 災地でのボランティア活動に多くの学生が参加し、
少しでも復興を後押しするため、参加学生を支援する
「援助金制度」を設けました。
〔応募資格〕
東洋大学の学部学生であること。
〔募集対象〕
被災地における滞在 2 日間以上のボランティア活動
とする。
平成 23 年 6 月 1 日（水）～平成 24 年 3 月 16 日（金）
までの活動とする。
〔募集期間〕
平成 23 年 6 月 1 日（水）～平成 24 年 2 月 29 日（水）
〔援助金額〕
一人 15,000 円と上限とする。
※原則、年度内 1 回限りとする。
※ボランティア活動に関わる交通費の一部を援助する。
〔応募方法（提出書類）
〕
（1）応募希望者は「東洋大学ボランティア活動届出
書（個人活動）
」を各キャンパスの学生生活担当
窓口に提出してください。
（2）活 動終了後（2 週間以内）に「東洋大学ボラン
ティア活動報告書（個人活動）
」
「援助金申請書（領
収書貼付）
」
「振込口座届」を各キャンパスの担
当窓口に提出してください。領収書の提出がな
い場合は、援助金の対象とならない場合があり
ますので注意してください。
詳細および申請書等のダウンロードは

http://www.toyo.ac.jp/2011reconstruction/
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地域づくりの学部として、
継続した情報提供の場を

「2011夏季学生派遣ボランティア
東北応援プロジェクト
（ＴＯＰ）」がスタート！

「この震災で起きた事柄を、
リアリ
ティとして受け止めて欲しい。そ
して、最終的に、これらを決して他
人事ではなく、自らの生活、自らの
生き方に重ね合わせて欲しい」
（藤井教授）
。

国際地域学部
ランチタイムセミナー

8月1日より、東北 3地区を拠点として、本学学生ボランティア派遣が
スタートします。

国際地域学部では、ランチタイムを利用して、震災の復旧・復興を正確
に理解し、自分たちに何ができるのかを一緒に考えようという趣旨のも
と、学部教員有志がそれぞれの専門や経験から話題を提供するセミナ

〔スケジュール
（予定）〕
■宮城県東松島市 8月1日
（月）〜9月30日
（金） 全 15クール
■岩手県遠野市
8月5日
（金）〜9月1日
（木） 全 3クール
■宮城県気仙沼市 8月17日
（水）〜9月28日
（水）全 6クール

が行われたが、
とくに 7日
（木）
に行われた「ボランティアに参加

ーを実施している。

する学生の皆さんへ」と題するテーマには、多くの学生が参

春学期授業スタート後、4月19日
（火）～22日
（金）の 4日間に

加した。「ボランティアに参加しようとする学生が、これから真

かけて開催された第 1回目のセミナーでは、
「原子力と安全」
「海外のメディア報道」
「
『Tsunami』について」そして「復興

夏休み期間を地区により複数のク
ールに分け、被災地での災害ボラ
ンティアを行います。作業内容は、
個人宅・店舗・工場の清掃活動な
どが主な活動となります。

摯に向き合おうとしている様子がわかり、頼もしく感じました」
と、髙橋一男国際地域学部教授は語る。

支援に大学ができること」という4つのテーマで話題提供があ
った。震災により生じた現象や社会問題をテーマにしたこれ

最終日の 8日
（金）には、教職員で組織する「東日本大震災

らの回では、連日、学生や教職員が参加して、熱心に聞き入り、

復興問題対策チーム」のリーダー・藤井敏信国際地域学部

活発に質疑が交わされた。ここでは「現時点では正確な情報

長が、現在の被災地における諸問題の構図を示し、過去の

収集と把握を行い、冷静な判断を下して今後の復興に関わっ

自然災害にはない、その問題の特質を説明。
「コミュニティの

ていくこと」
を、
参加者それぞれが確認する場となった。

いずれも募集開始と同時に、多数
のお申し込みがありました。
ボランティアに協力してくださる学生
の皆さんに感謝するとともに、被災
地の大きな力となることを願います。

再建や、地域の人々によるコミュニティビジネスの立ち上げな
ど、これまでになかった支援が必要である」とし、ことに地域

それから少し時間を経た、7月。5日
（火）～8日
（金）にかけ

づくりの重要性とその関わり方への工夫が語られた。

て開催された第 2回目のセミナーでは、一歩すすんで「ボラン
ティア活動・復興支援を考える」がテーマとなった。この回で

過にあわせ、必要な情報提供と気軽に語り合う場が随時ある

は、実際にボランティア活動に参加した学生や現地視察を行

のは大切なこと。国際地域学部では、この試みを秋学期も継

った教員から被災地の現状や今後の課題などについて報告

続して開催予定だという。

る」
（ 学生コメント）
ということが分かった。

東近県の中小企業 721社を対象に「震災後の経営環境の変
化」をアンケート調査するという作業。調査はインターネットリ

今夏、環境省が提唱した超クールビズ
（無地の Tシャツ、ジ

サーチによるもので、
「震災を契機とする経営環境の急変の

ーパン可）について「どこまでの軽装を許容するか」という設

影響」
「夏場の電力見通しと対策」
「今後の業務見通し」
「経

問には、
「工場では安全の面から作業服を着ているため軽装

営者としての意見」の 4グループに分かれ、各企業経営者に

はできない」
「営業部門ではクールビズ、制作部門では超クー

問うべき設問を立て、結果を集計し、それぞれ震災後の企業

ルビズ」など、721人の経営者からさまざまな回答があった。

の状況について考察した。すでに集計を終えたうち、
「 節電」

「実社会と繋がった調査で、いま中小企業に起こっているこ

節電に関するアンケート結果より――
Q.貴社では職場として今夏の節電に向けて以下のような運営面での
対策を行う予定ですか。該当するものすべてをお選びください。

とを実感することが狙い。震災の影響は規模別、業種別で異
なり、調査結果をどう解釈できるのか、思考訓練することが大
切」
と安田教授。ゼミ長の工藤晃さんは「各企業が、震災につ

100%
90%

いてどのような意識を持っているかを感じることができた。震

80

%

災という大きな契機において企業がどう行動するかを見てい

70%
60%

くことは、
今後の就職活動にも重要なことなのでは」
と語る。

50%
40%

「現代中小企業論」
を学ぶ安田ゼミでは、
『 中小企業白書』
の図解要説の出版が恒例行
事に。8月の刊行に向けて、白書の読み込み作業に入った。今回の調査のみならず、実
社会と繋がった取り組みをさまざまな角度から行っている。

30%
20%
10%

6.9

17.5

節電に関する項目を担当したグループは、政府が設定した
目標値（15％減）
を達成できるか、職場の具体的目標を設置し
ているか、
どのような運用面での対策を行うか、節電に対して
ど のような投 資を行うかなど の 設 問を立 てた。ちなみに
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森田 明美教授
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特に対策を
行う予定はない

24.3

その他

15.8

ガラスの
日照負荷の軽減

64.6

ブラインドの活用

3.2

照度基準を設定し
適正照度の管理

57.4

消灯の徹底

10.3

エレベーターの
停止

40.4

空調設備の
設定温度高め

休日分散

7.4

クールビズ

サマータイム導入

安田武彦ゼミ

（単位：%）

「自由記述には、震災に対する各経営者の考え方や人間性
がうかがえそうな回答もあった」
という。

に関する項目を紹介しよう。

n=721

12

業は自助努力して経費削減を目指し、少し規模が大きくなると
コストを投入しても、自家発電や LEDライトの導入を考えてい

被災地の子ども、
そしてその家族を支援する取り組み

安田ゼミ3年生 20名が、この 5～6月に取り組んだのは、関

65.2%が「目標を達成できる」
と回答したとのこと。中小企業、
とひとくくりにしてもその規模には幅があるが、
「少人数の企

東日本大震災に係る学年暦の変更
および節電の取り組みについて
東日本大震災、原発事故等を受け、夏場の電力事情
は大変厳しいものとなっています。したがって、学生
および教職員も、いっそうの節電に努めることが必要
です。
本学では、 夏の電力事情を考慮し、当初の予定ど
おり授業あるいは試験等を実施した場合、混乱を生じ
る心配があること、また被災地におけるボランティア
活動に従事したいと考えている学生も多く、大学もこ
の活動について支援したいと考えることから、本年度
の学年暦を変更いたしました。
また、特に 7 月の授業期間におきましては、電力
使用制限に対応し、具体的な節電対策を実行いたしま
した。学生の皆さんにはご不便をおかけしております
が、引き続き可能な限り節電にご協力くださいますよ
う、お願い申し上げます。
なお、節電対応のため、8 月・9 月からの事務局窓
口開室日・時間を大幅に縮小しておりますので、ご注
意ください。このことに関わるスケジュールや窓口の
変更点につきましては、本学ホームページを随時ご確
認ください。

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

「東日本大震災子ども支援ネットワーク」
／「サマーレスパイトデイズ」 社会学部社会福祉学科

大震災がもたらした中小企業への影響は？

「地震による経営環境の 経済学部経済学科
急変アンケート調査」を実施

震災後の社会の動向を学ぶ機会を、
その専門分野のなかに取り入れて
いるゼミも少なくない。 経済学部の安田ゼミでは、この 6月、中小企業
を対象に震災後の経営環境の変化について調査。 経営者の実際の
声と結果を現在、集計・分析中だ。

0%

「東北応援プロジェクト」について
は次号 229号で報告します。

ランチタイムというわずかな
“すきま時間”
だが、震災後の経

Information

子どもとその親に関わる問題について、さまざまなNPO・NGOと連携し
つつ具体的実践を行い、政府に対して子育て政策への提言を続ける
社会学部の森田明美教授。この震災においても、被災を受けた子ども
や子育て家庭に対し、精力的な復興支援活動に取り組んでいる。

一方、森田教授はこれまで「若年層（10代）の母親」や「母
子家庭」など、子育て家庭のなかでも多くの問題を抱える対
象を調査研究し、その支援を行ってきた。被災地にもこうし
た家庭は数多く、深刻な悩みを抱えているという。

犠 牲・被 災の子どもや子 育て家
庭は非常に多いのにも関わらず、そ
の実態の把握が遅れ、そのために

そんな母子に息抜きの時間を──。この発案が実を結び、
7月16日（土）～18日（月）には、本学富士見高原セミナーハウ

必要な支援の提供が十分になされ

スにて「サマーレスパイトデイズ」
（共催：NPO法人 しんぐるま

ていない、と語る森田教授。さらに

ざあず・ふぉーらむ（福島） 協力：東洋大学東日本大震災復

「子どもに関わるさまざまな支援に

興問題対策チーム）を開催。福島県民かつ母子家庭の親子

取り組もうとする動きがあっても、そ

を対象にし、母子ともどもリフレッシュしてもらう企画だが、予定

こでは子ども自身の声を十分に聴き、子ども自身が意見を出

した定員を超える約 60名が集った。ここには医師・臨床心理

せるような状況にないことが多い」
と指摘する。

士の本学教員や、保育士・看護師・社会福祉士などの資格を

「さみしすぎる。」
公園や学校の校庭にかせつじゅうたくがたったから
あそぶ所がなくなった。つなみがこなければ
こんなことにはならなかった。さみしすぎる。
（岩手県山田町・小学 3 年生）

上は最近、
「東日本大震災 子ども支援ネットワーク」に寄せ

有した本学福祉社会デザイン学研究科子ども支援学コース
の大学院生ボランティア5名も参加。安全な自然の中で癒さ
れ悩みを分かち合う場で 2日間を一緒に過ごす。母と子の状
況を共有し、支援や提言として活かしていく予定──次号で
はこの試みについて、参加した学生の視点からその体験を
紹介したい。
富士見高原セミナーハウス
で癒しのひとときを提供

られた小学生の声。仮設住宅の建設は不可欠なことだが、
それにより遊び場であった公園を失った子どもたちの悲しみ
に、
これを読んだ大人は初めて気付くのではないだろうか。
「当事者である子どもの思いを支援に反映するためには、
大人の仲介がないとできないから難しい。子どもたちが声を
寄せ、話し合える場を大人が用意する必要があります」
と、場
づくりに奔走する。このネットワークは、森田教授が事務局長
となり、子ども支援に関わる約 20の団体が手を取り合い、立ち
あげたものだ。

次号 229号ではさまざまな復興支援活動を行った
学生の体験を紹介する予定です。
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