
12011夏季学生派遣ボランティア 
東北応援プロジェクト（TOP）活動報告

道路に描かれた「復興するぞ」の文字。倒れた柱の穴を覗き込み、
黙り込んだ学生。近くに供えられた花・菓子・メガネなどを目にし
て、黙祷する学生…。誰もがこの情景にはっと息を飲み、心から復
興を祈った。〔東松島第9クール／9月3日、石巻市門脇地区にて〕 

この夏、多くの学生たちが大震災から約半年たった東北の地へとボランティアに訪れた。
ここに紹介する多くの写真から、そこで見たもの、感じたことが伝わってくるだろうか。

　東洋大学ではこの夏、被災地復興支援のた
めの「東北応援プロジェクト（TOP）」を実施
した。
　プロジェクトは全部で５つ。まずはTOP
の中心となる活動として、学生の夏季休暇期
間である８月１日から9月30日までの2ヶ月
間、①宮城県東松島市 ②岩手県遠野市 ③宮
城県気仙沼市の３地区を拠点にした被災地へ
の学生のボランティア派遣を行った。ここで
は、地区ごとに複数のクールに分かれ、それ
ぞれ現地のニーズにあわせて個人宅・店舗・
工場の清掃、お茶会や地域活動の補助などに
従事した。
　この３つのプロジェクトには、７月中旬の
募集開始と同時に多数の学生からの申し込み
が殺到し、すぐに締め切りとなった。「震災後、
被災地に対して何か貢献したいとずっと考え
ていた。募金もしたが、学生だからほんのわ
ずかな額でしかない。それなら、若いからこ
そできること、つまりとにかく体を使って働

きたい、と。その方法を探していたところ、
大学で交通費が全額補助されるボランティア
が始まり、これだ、と思った。現地の様子を
しっかりと目に刻み、自分のできることを精
一杯やってきたい」（事前説明会にて 経済学
部２年・飛田野悟さん）。そんな学生たちの
思いが、このプロジェクトに集結したのだ。
　多くがボランティアは初めて、という学生
たち。長い道のりになるであろう現地の状況
を目の当たりにして、果たして何かに役立つ
ことができたのか、と自らの無力感を感じた
者。復興に向けた強い意志に、生きる力を感
じた者。これからも復興支援活動に何らかの
かたちで携わっていくという決意を固めた者。
それぞれの思いを胸に帰京したはずだが、そ
こには、ひとまわりもふたまわりも成長した
学生たちの姿があった。

　４つ目のプロジェクトは、９月４日にオー
プンした「山田町ゾンタハウス」（岩手県山田

町）での取り組み。「ゾンタハウス」とは地域
社会復興に向けた一歩として開設された子ど
もたちの自習室で、軽食を取りながら交流し、
勉強できる場所として、NPO法人こども福
祉研究所が福祉奉仕団体の「ゾンタインター
ナショナル」の支援によって立ち上げたもの
である。
　この施設の運営スタッフとして、子ども支
援を学ぶ、社会学部社会福祉学科および大学
院福祉社会デザイン研究科の学生が参加した。

「ゾンタハウス」は現在、着実に山田町の中・
高校生に浸透しており、今では連日30名あ
まりの子どもたちが利用する、なくてはなら
ない居場所となっている。

　いずれもこうして、大学として組織だった
ボランティア活動が実現したのは、現地の方
々の多大なる協力、そしてご配慮あってこそ
のこと。ボランティア活動でお世話になった
方々や地域の皆さんへの感謝を込め、10月

２日にはこの夏のTOP活動の締めくくりと
して、５つ目のプロジェクトとなる“学園祭
応援プロジェクト「学園祭 LINK UP！！」”を
開催した。２カ月の長期にわたり15クール
が滞在した東松島市で、本学ダンスサークル
を中心とする約100名の学生たちが野外ス
テージや屋台を設置し、地元の高校生・大学
生、地域の皆さんが楽しむことができる「学
園祭」のステージを作り上げた。「笑顔あふれ
る一日に！」をコンセプトとしたこのイベン
トには、約700名もが来場し、活気と感動
で大盛況。復興に向けて力強く生きるパワー
を確認し合う場となった。

　５つのプロジェクトを合わせ、学生・引率
教職員を総計すると約560名が参加した
TOP。
　ボランティアに参加した者のそれぞれの心
にある、それぞれの復興支援への思いが、少
しでも被災地の力となることを願いたい。

宮城県東松島市
8月1日（月）～9月30日（金） 全15クール
4泊5日／参加者 279名
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津波で流された、写真やアルバムなど数々の思い出。拾得さ
れた品々は、汚れを払い、体育館や教室に展示されている。
この作業は東洋大ボランティアが現地入りしたことで継続で
きたことだった。持ち主が訪れるのを待つ、写真やランドセ
ルたち…胸に迫る光景だ。（東松島第10クール／9月9日、第
15クール／9月29日、西福田体育館にて）

仮設住宅でのイベント後、子どもたちが東松島市のキャラク
ター「イートくん」に扮した学生に抱きつき、いつまでも離
れないという一幕も。子どもたちの心に触れた、温かいシー
ン。（東松島第7クール／8月26日）

集会所でのお茶会イベント補助。何を話してよいのか詰まる
こともあった。しかし、つらい思いを乗り越えているはずの
皆さんが見せる笑顔と強さに、自分たちの方が励まされた。

（東松島第6クール／8月25日）

倒壊し、砂に埋もれた墓石の掘り起こし作業。近づくお盆ま
でに一つでも多く復元したいという思いと裏腹に、照りつけ
る日差しの中で墓石は重く、ただひたすら作業に向き合った。

（東松島第3クール／8月10日、長音寺にて）

個人宅での床下泥出し作業の様子。このとき、たまたまボラ
ンティアに訪れた家が、東洋大OBの自宅という思いがけな
い出会いがあった。「後輩たちが来てくれて嬉しい」との言葉
に、役に立てたことの喜びが込み上げた。（東松島第7クー
ル／8月27日）

個人宅の被害の大きさは、外観からでは分からない。屋内を
片付けない限り、建て直しもリフォームも叶わないため、泥
の除去や家財の整理が急がれる。このお宅は壁にくっきりと
津波の跡が。（東松島第10クール／9月9日）

泥除去作業後に積み上げられた土のう袋。一軒の屋内の掻き
出しで約3ｔトラック1台分もの泥が。スケジュールの関係上、

掻き出しが終わらないこともあった。「やり残しが悔しい。
最後まですべてをやり終えたい」と、思いを吐露する学生も
いた。（東松島第11クール／9月13日）

9月下旬、東北地方にも大きな被害を与えた台風15号。冠水
した道路にて、側溝に溜まった泥のつまりを掻き出す作業を
行った。震災の爪痕に容赦なく襲い掛かった台風に、自然の
脅威にどう立ち向かうかを考えさせられた。（東松島第13クー
ル／9月22日）

全クールともに被災地見学を行い、ときには住民の方から津
波被害状況の説明を受けることも。テレビの映像で見た情景
よりももっとリアルに迫るその惨状が、それぞれの心を打っ
た。（東松島第2クール／8月7日）

それぞれが仮設住宅へと移り住み、一時避難が終了した後の
体育館。いつしか時は9月。敷かれていたビニールシートを
清掃しながら、復興は少しずつでも確実に、次のステップに
向かっていることを実感した。（東松島第9クール／9月5日）

活動中は、現地ボランティアセンターのコーディネーターの
方からレクチャーを受け、多くを学んだ。「ボランティアを
通じて見たり聞いたりしたことを多くの人に伝えていくこと
が重要」。各自、その思いを新たにした。（東松島第12クー
ル／9月18日、東松島ボランティアセンターにて）

ともにヘドロ除去作業にあたった、JRおよび中野区の皆さ
んとの集合写真。現地では全国から集まったボランティアと
出会うことができた。多くの人の協力が重なってこそ、復興
が叶う。（東松島第14クール／9月25日）

小学4年生の「宿泊学習」を引率。1晩をともに過ごし、子ど
もたちとはすっかり打ち解けた仲に。しかし「家が津波で流
された」「保育園に行っていた妹が死んだ」などと時折淡々と
話す事実に言葉が詰まった。（東松島第12クール／9月16日）

復興への取り組み vol.3 特集  よりそい、つながる
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人の役に立ちたいという思いを行動に移す
ことの大切さを実感した。 8月11日に黙祷
で祈ったことを一生忘れない。この日の思い
を心に刻みながら、自分も負けないよう頑張
りたい。 海水に沈んだ畑にも、新たな生命
が芽吹いていた。人々の生活を以前と同じよ
うなかたちに完全に取り戻すにはまだまだ時
間がかかるかも知れない。しかしその芽吹き
に望みを見たように感じた。 一丸となって
復興を目指す地元の方々の力を感じながら、
自分たちも一つの目標に進むことができた。
自分のこれからの生き方が分かったような気

がした。 自分自身が「生きていこう」と強く
感じたことに、とても驚いた。「被災地」「被
災した人」ではなく、「復興した街」「復興を目
指す人」。そうした気持ちで接することが大
切なのだ。 来なければ知ることができなかっ
たこと、わからなかったであろう気持ちがた
くさんありました。家を流された人、自宅難
民の人、家族を失った人、仮設の人間関係に
悩む人、NPOボランティアで活動する大学生。
いろいろな立場での考え方を聞くことができ
ました。 私たちの力はわずかだが、小さい
力が集まれば大きな力になり、復興する日が

近づいてくるだろうと思う。支援を“継続”し
ていく大切さを強く感じた。 絶対にまた、
ボランティアに行きます。周りの友達も連れ
て。 同じ気持ちを持った者同士が、一つの
ことに挑むことの素晴らしさを改めて実感す
ることができた。ボランティアは一方的な活
動ではなく、人と人との触れ合いがあった上
に成り立つものであると感じた。 市民と行
政、ボランティア派遣団体との協力と意志の
疎通、コミュニケーションがないと復興はう
まくいかないということを実感しました。私
たちができる防災、減災とは、隣人とのコミュ

ニケーションをとることに始まるのではない
でしょうか。 写真整理では特別な日の写真
に多く接し、胸がいっぱいになりました。自
分の家族との一つひとつの思い出も大切にし
ようと思います。 ボランティアセンターの
方と連絡をとり、報告会を毎日実施したりす
るなど、責任を持ち、一人ひとりが真剣に取
り組んだと思う。連携の大切さを痛感した。

東京に戻り、被災地との温度差を感じた。
職をどうするか、住むところをどうするか、
切実な悩みを持つ被災地の人々のことが忘れ
られてしまうのではないかと心配でならない。 

活動中は、地域の方々に多大な迷惑や心配
をかけてしまったかもしれない。それがとて
も悔しい。この恩は必ず返さなければならな
い。だからこれから何度でもボランティアに
行きたい。 現地の人に話を聞いていると、
皆さんが本当にその町のことが大好きなんだ
ということが強く伝わってきた。その気持ち
が復興を早めているのではないか、と感じた。

自分たちの前に一生懸命汗を流してくれた
大勢の方がいてくれたから、自分たちも安全
にけがなく作業を終えることができた。たく
さんのボランティアスタッフがつながること

が、震災復興につながるのだと感じた。 私
たちの2ヶ月間が現地の人に与えたものより
も、現地の方々からいただいたもの・得たも
のの方がはるかに多かったと思います。 私
たちがやりたくてやっていることが、誰かの
役に立っていると感じるとともに、お礼を言
われるたび、差し入れをいただくたび、心が
温かくなりました。 知らない人間を温かく
迎え入れてくれた現地の人々の強さに感動し
ました。家族や友人を亡くした方々、家を無
くした方々に支えられて、私たちはボランティ
アをすることができたのです。
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九条小学童保育わんぱくクラブにて、毎日、
放課後の学習支援を行ったり、一緒に遊ん
だりなど、子どもたちと触れ合った。会話
の端々から子どもたちなりに震災を乗り越
えようとしている強さを感じた。
（9月2日／気仙沼第3クール）

気仙沼高校の柔剣道場にて、物資の仕分け
作業。ひとつの袋の中に、それぞれ一家庭
で必要と思われる生活物資を分けて詰める。

（9月2日／気仙沼第3クール）

渋抜川公園周辺での除草作業。（9月1日／
気仙沼第3クール）

原形をとどめていない家や車、舗装がはが
された道路、打ち上げられた船、そして瓦
礫の山…。衝撃的な光景が広がっていた。
しかし「気仙沼が好き」という地域の方々の
強い気持ちが復興に向かわせていることを
感じた。（9月23日／気仙沼第6クール）

震災による停電の影響で、花屋さんが所有
するビニールハウスの設備が機能しなくな
り、その結果、ハウス内の草花は枯れてし
まった。週3回、ハウス内の整理を行った。
（9月16日／気仙沼第5クール）

活動中、大変お世話になった「遠野 山・里
・暮らしネットワーク」のスタッフによる
ワークショップの様子。学生にとって自分
の考えや思いを明確にし、他者と交流させ
る意義深い体験となった。（遠野第2クー
ル／8月25日）

期間中はミーティングで日々、作業の振り
返りを行った。ほぼ毎日、感じたことを紙
に書き、壁に貼り出し、それぞれの思いを
共有していった。

1クールが6泊7日と、他の地区より長く過
ごした遠野チーム。こうして布団を寄せ合
いながら、このボランティアで初めて会っ
た仲間と、これまで友人とも交わしたこと
がなかったような深い思いを語りあったり
もした。

大槌町にある江岸寺に立ち並ぶ墓石の多く
も、震災により損壊してしまった。8月、
炎天下での力作業。多くのボランティアの
力を結集し、一日に数tもの瓦礫を撤去した。

（遠野第1クール／8月10日）

遠野市内の薬師窯にて。全クールを通じて、
震災で基盤が崩れた窯の再築に向け、作業
およびレンガ再利用のための清掃などを
行った。一つひとつのレンガの重みを感じ
ながらの作業だった。（遠野第2クール／8
月24日）

寄せ書きしたＴシャツは、薬師窯の持ち主
である陶芸家の菊池さんに贈ったもの。お
仕事に対する情熱を聞かせていただくなど、
多くのことを学んだ。（遠野第3クール／8
月31日）

震災後の山田町に自習室を設けようとした
際、町には、使用できそうな空き施設がたっ
た5か所しかなかったという。10年近く使

用されていなかった建物を中高校生たちと
一緒にリニューアル。津波の浸水でこびり
ついた１階の床の泥を洗い、雨漏りする屋
根の修理や、ペンキを塗り、隅から隅まで
掃除をして蘇らせた。（8月27日～9月3日）

「ゾンタハウス」運営に関わる皆さんとボ
ランティア学生、そしてここを訪れる子ど
もたちとの開所式での集合写真。参加者の
笑顔が印象的だ。（9月4日／写真提供：全
労済）

自習室の机は近隣の町と、三重県から贈ら
れたもの。大きく真新しい机に子どもたち
は大喜びし、１階での軽食もそこそこにし
て２階に上がり、勉強を始める姿が多い。
今では、ハウスには町内中学生約600名の
うち103名が登録している。「おらんち《自分
の家》にこないか？」若者たちは、放課後友
達を誘ってハウスに自然に集う。（10月1日）

子どもたちには温かく、たくさんの人たち
が応援していることを伝えたいとの思いを
込めて、エントランスや掲示にさまざまな
工夫を施した。写真はスタッフボード。（9
月27日）

ハウス屋上から見た、山田町の風景。9月
終盤になっても、復興までにはまだ長い道
のりであることを実感する。（9月26日）

出版社から寄付された数々の学習教材。震
災後は一時、学習意欲を失いかけた子ども
たちも見受けられたそうだが、2学期以降、
ゾンタハウスに来ている子どもたちの成績
はぐんと上がってきている！ 豊富な教材は、
子どもたちには大変な励みとなっている。

（9月4日）

ダンスステージには地元の東松島高校ダン
ス部も出演。学生と一緒に、得意のダンス
パフォーマンスを披露した。本学からは大
学公認ダンスサークルのZAP 、Snow 
Dancer、Minniesが登場。（10月2日　以下同）

白山キャンパス6号館地下食堂の「ドマー
ニ」「東京食堂」「結」が出張！ 人気メニュー
を無料でふるまった。

お互いが交わす、「ありがとう」。地域の方
は、温かい食事のふるまいに対して。学生
たちは、この2カ月のボランティアで学ば
せてもらった、数々の感謝を込めて。

｢LINK UP!!」学生実行委員会の学生たち。
「遠く離れた東京からでも、復興を応援し
ている若者がたくさんいることを伝えたく
て、私たちなりに“何か”できることはな
いかと企画したのが、今回のイベント。元
気をわけあって、たくさんの人たちにもっ
と笑顔になってもらいたい。そんな想いを
込めました」。

仮設住宅や近隣にお住まいの方々など、約
700名が来場。会場は活気にあふれる大盛
況のイベントに。

──参加した学生の声より

岩手県山田町
中高生のための
自習室と憩いの場

「山田町ゾンタハウス」の
運営・補助
参加者 18名

岩手県遠野市
8月5日（金）～9月1日（木） 
全3クール
6泊7日／参加者 93名

宮城県気仙沼市
8月17日（水）～9月28日（水）
 全6クール
7泊8日／参加者 68名
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10月2日（日）
東松島市コミュニティセンター
参加者 96名

学園祭LINK UP!!
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