


はじめに
　東日本大震災から一年がたちます。

　2011 年 3月 11 日は、私たちにとってこれまでも、これからも忘れることのない日です。

　

　2011 年夏、「いわてGINGA-NET プロジェクト」は 2ヶ月にわたって実施されました。全国各地 146 校 1,086

人の学生ボランティアが岩手県住田町に集まり、仮設住宅の集会所でのサロン活動、子どもたちの学習・遊び

支援を行い、地域コミュニティ支援に取り組みました。現地の活動に参加したのべ人数としては 4,500 人を超

えます。移動手段や宿泊・食事確保の難しさから若者ボランティアが不足していた岩手県沿岸部に、これだけ

多くの学生がボランティアとして参加したこのプロジェクトは、今後の大規模災害時における学生ボランティ

アの組織化と運営のモデルになると考えています。

　

　今回、私たちが参加対象を学生に限定したのには理由があります。彼ら・彼女ら自身がこれからの未来を創

る担い手だからです。そんな彼ら・彼女らだからこそ、自分の目で耳で心で被災地の現状を感じてほしい。被

災地の現状を知り、コミュニティ形成の重要性を実感した彼ら・彼女らがその後の生き方や被災地、地元地域

への向き合い方を自分自身で考えてほしい、そんな思いがこのプロジェクトに込められています。その効果は

すぐに見えるものではありませんが、プロジェクト参加後、何らかの震災ボランティア活動や地元地域でのボ

ランティア活動に参加している姿を見ることができ、このプロジェクトが未来に続いていく可能性を実感して

います。

　

　本報告書では、そんな激動の 2011 年夏の「いわて GINGA-NET プロジェクト」の活動の様子をまとめまし

た。本報告書を通して、この 2011 年夏の活動を広く知っていただくとともに、本報告書が今後の復興につな

がる一冊になれば幸いです。

　

　最後に、参加いただいた学生のみなさん、実現に協力いただいた大学関係者のみなさんをはじめ、協賛・寄

付くださったみなさん、そして被災地の地元住民・関係者のみなさんに心より感謝申し上げます。みなさまの

ご協力おかげで、これまでに例をみない非常にチャレンジングな本プロジェクトが実現することができまし

た。本当にありがとうございました。

　

 いわて GINGA-NET プロジェクト実行委員会を代表して

 特定非営利活動法人ユースビジョン
　

 2012 年 3 月
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いわてGINGA-NETプロジェクトとは

■開催趣旨
　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、死者・行方不明者は二万五千人を越える大きな被害をもた

らしました。避難所や応急仮設住宅で暮らす数多くの避難者の方の生活を支えるためには、長期的に様々な支

援が必要です。

　一方、この未曾有の被害に対し、力なりたいという学生も数多くおり、また大学等も夏季休暇に向けて、学

生の活動を応援しようという機運も高まっていました。

　こうした被災地の要支援ニーズと学生のボランティアニーズを効果的に結びつけるために「いわてGINGA-

NET プロジェクト」は結成されました。

　具体的には、岩手県南部沿岸地域にアクセスのよい住田町を宿泊拠点として、岩手県内各地でのボランティ

ア活動に参加する仕組みを、ネットワークを組んで進めていこう、という取り組みです。

　企画・運営にあたっては、岩手県立大学学生ボランティアセンターが、県内のボランティア活動プログラ

ム開発、マッチングや宿泊サポートを、ユースビジョン及びさくらネットが、全国の大学ボランティアセン

ター、および学生ボランティア推進団体と連携して、学生ボランティアの募集、送り出しを行いました。

　

■実施概要
・ 活動期間：7月 27 日（水）～ 9月 27 日（火）の 9週間
 （一般参加者募集期間は、8月 3日から 9月 20 日までの 7週間）

 ・参加規模：1週間単位で毎週 100 ～ 150 名程度。

 ・活動地域：大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町ほか

 ・活動内容：仮設住宅でのサロン活動、子ども向けの学習支援、遊び支援、地域行事の開催支援等

・実施主体：いわてGINGA-NET プロジェクト実行委員会
 ・岩手県立大学学生ボランティアセンター

 　［ボランティア活動プログラム開発、マッチング、現地活動サポート］

 ・特定非営利活動法人ユースビジョン、特定非営利活動法人さくらネット

 　［ 大学等へのよびかけ、資金調達、現地サポート、ボランティア受入仕組みづくり、現地滞在

期間の生活環境整備］

・財　　源：参加者参加費の他、募金、企業協賛金、助成機関からの助成金
・参加形態：個人申込　　学生ボランティア応援バス

 岩手県内まで独自移動、岩手県内から現地拠点までGINGA-NET が送迎
 ＊岩手県内は北上駅・水沢駅・遠野駅・上有住駅のいずれか

 自家用車

団体申込 独自運行バス
 岩手県内まで独自移動、岩手県内現地拠点まではGINGA-NET が送迎
 ＊岩手県内は北上駅または上有住駅のいずれか
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■実行委員会構成団体
　岩手県立大学学生ボランティアセンター

2007 年に発生した新潟中越沖地震の復興支援ボランティアを契機に、翌 2008 年に学内にボランティア

センターを設立。現在、約 50 名のスタッフを主体に、地域からボランティア依頼の対応や、学生への活

動紹介のほか、プロジェクトチーム方式で、地域の課題に対応した活動を行っている。

3月 11 日に発生した東日本大震災においては、釜石市、陸前高田市の災害ボランティアセンターの運営

支援や、週末ボランティア企画の運営など、学生を主体に様々な活動を行っている。

　特定非営利活動法人　さくらネット
阪神・淡路大震災の経験、教訓をもとに、災害にも強い福祉のまちづくり事業、くらしの充実に向けた

NPOと自治体との協働事業等を通じ、課題解決への意志が花ひらくような、個人とコミュニティの関係

づくりに取り組む兵庫県西宮市のNPO。

2011 年 4 月、5月の 2回、「いわてっこ応援！学生ボランティアバスプロジェクト」を実施し、100 名を

超える関西の大学生たちを岩手県でのボランティア活動へ送り出した。

　特定非営利活動法人　ユースビジョン
阪神・淡路大震災を契機に高まった学生のボランティア活動のムーブメントを、一過性ではなく、地域、

社会に根付かせていくため、1996 年に学生有志で設立した「きょうと学生ボランティアセンター」が前

身。ボランティア活動を通して多くの学生と地域を結ぶ活動を展開。2005 年に名称変更。現在、NPOへ

のインターンシップや就職支援など活動の幅を広げつつ、大学ボランティアセンターの設立や運営の支

援、学び合いの機会づくりなどにも取り組んでいる。

　社会福祉法人　岩手県社会福祉協議会（地域福祉企画部　ボランティア・市民活動センター）
岩手県社会福祉協議会は、岩手県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達

及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間の団体。東日本

大震災以降は、岩手県内の災害ボランティアセンターと連携して、復興支援ボランティアのコーディネー

ト役を担っている。
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プロジェクトのはじまり
いわて銀河物語 　～いわてGINGA-NET プロジェクトに流れ続ける想い～

山本　克彦（いわてGINGA-NET プロジェクト実行委員長・岩手県立大学准教授）

　3.11、未曾有の大災害に日本中が揺れ動く中で

「いわて GINGA-NET プロジェクト（以下銀河）」が

生まれました。さまざまな出会いや偶然やつながり

があって動き出したプロジェクトです。岩手県発で

あることをみなさんに知ってもらおうと「いわて」

と「GINGA」という言葉を使いました。銀河は「銀

河鉄道の夜」という宮沢賢治の童話作品からも岩手

県をイメージできることと、たくさんの星たちの集

まりのように多くの学生がこの地に集結してくれる

ことを願ったものです。

　銀河に流れる想い、僕がなぜ学生のみなさんと銀

河に取り組んだのか、そこにはいくつかの理由があ

ります。さかのぼるとそれは 1995 年の阪神・淡路

大震災の時、僕自身が災害ボランティアに参加した

経験にあります。オモイがあり関西にも住んでいた

けれど、すでに仕事を持っていた僕はほんの少しし

か現地で活動をすることができませんでした。それ

でも、あの時にあの場所へ行くことができた経験

は、自分の中でいろいろな意味での「力」になり、

僕の生き方の根っこを支えています。大げさかもし

れませんが、大災害という場面には「人を変え、支

え続ける何かがある」のだと思います。

　縁あって岩手県立大学で仕事をすることになった

時、僕は学生の力をボランティアという場で生かす

ことをいつも考えていました。もちろんそこには大

災害に限らず、「人を変え、支え続ける何かがある」

ことを知っていたからです。そんな中、岩手県へ移

り住んで 2年めの 2004 年、中越地震が起こりまし

た。ヤマケン（僕の研究室）に数名の学生が来て

「先生、僕たちにも何かできないでしょうか。」と真

剣に語りかけてくれました。その後、僕は 3名の

学生とともに、現地へ向かいほんの数日ですがボラ

ンティア活動をすることができました。あの数日、

僕たちを支えてくださったのは、現地での拠点提供

をしてくださった日本財団と、毎日の食事を準備し

てくださった栃木県の団体でした。この時に、宿泊

場所と食事がボランティアを支えることを実感とし

て知ることができました。その 3年後の 2007 年、

同じ新潟県で中越沖地震が起こりました。宿泊場所

と食事、現地への移動と現地での移動、さまざま

な条件をクリアしながら、この時は地震発生から 3

日後くらいに学生 3名（2004 年に現地へ向かった

後輩たち）と現地へ向かいました。外部支援者の受

入は自粛すべきタイミングでしたが、現地での生活

は自己完結とする準備をし、アスファルトの上に

テントを張りながら現地のニーズを見極める 3日

間を過ごしました。この時、現地で出会った支援 P

（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議）の

仲間に多くを教えていただきました。そして約 2

か月、のべ 168 名の学生たちが現地災害 VCの運営

支援という役割を果たしました。2004 年の参加型

から 2007 年の参画型へと、学生ボランティアが災

害時にどのように動くことができるのか、そのあり

方が見えてきました。この時はまだ、大学に学生ボ

ランティアセンター（以下、VC）の存在はありま

せんでした。
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　中越沖地震のボランティアから戻った学生は本格

的に学生 VCの準備に動き出しました。被災地で出

会った “災害時要援護者”とされる人たち…それは

おそらく日常の中に存在し、大学の周辺、私たち

が暮らすそれぞれの地域にも存在し、日常からさ

まざまなニーズがあることを学んだからでした。

2008 年 4 月、念願の学生 VC が開設しました。学

生たちの「オモイをカタチに」しやすいように、大

学による設置、完全学生運営としました。動きたい

ときに、動き出せるためにです。そして災害時に備

え「災害 VC設置」のワークキャンプ（合宿）を毎

年 3回以上実施してきました。経験上、大学から

500km圏内の災害には駆けつけるという考えを常

に持っていました。

　3.11 東日本大震災はこうした流れの中で起こり

ました。十分な準備を積んだ学生たちは、いち早く

周辺地域の安否確認をし、3.14 には学生 VCを学生

災害 VCとして開所しました。当時、フィリピンで

IDO Project を実施していた僕と学生たちは陸路が

閉ざされた中、ようやく 3.18 には岩手県に戻るこ

とができました。支援 Pとしての沿岸巡回、そこ

には建物や仲間を失いながらもなんとか災害 VCを

立ち上げている社会福祉協議会の方々がいらっしゃ

いました。学生たちの力が少しでもこの場所を、こ

の方々を支えられるかもしれない…と、そのことを

相談し陸前高田市、釜石市の 2か所の災害 VCに学

生たちは向かいました。約 1か月、大学の授業が

始まるまでの間、のべ 252 名が活動しました。

　世の中は震災の話題であふれていました。それで

も時間が経つ中で、忘れ去られ、ボランティアの数

も減少していくのではないかという不安がありまし

た。そこで被災地側にいる学生として、全国の学生

の力を岩手県に集めるための計画がはじまりまし

た。拠点を探し、住田町の五葉地区公民館をお借り

することができました。この拠点提供で 5月の連

休にはのべ 500 名の学生ボランティアが来てくれ

ました。その手ごたえをより確かな形にしたのが

「いわてGINGA-NET プロジェクト」です。

　夏休みの予定が決まる前に、全国の学生みなさん

のスケジュールに銀河を加えてもらおうと、各地で

説明会を開催しました。そうした動きは NPO法人

のユースビジョン、さくらネットの協力あってのこ

とでした。会場で質疑の際、「もし学生に何かあっ

たら、責任はだれがとるのか」という質問が出まし

た。「責任は私が取ります」と僕はある意味、とっ

さに無責任にこたえてしまいました。災害に遭った

地域があり、そこに困っている人たちがいて、その

姿を知り駆けつけたいと思う多くの学生がいる。そ

の気持ちをかなえることが出来ずして、大学の教員

だなどと言えないのではないか…と、僕の根っこに

はそうした思いがありました。

　あの時、とっさに出た僕の言葉を支えてくれたの

は、ひと夏の間、ともに過ごした銀河の仲間の姿で

した。災害時のボランティア活動について、銀河の

仲間は多くを学んだと思います。でもそれはごく一

部であり、たとえば “ひと”と対話することのむず

かしさ、“ひと”に信頼され支えあうことの喜び、何

かに一生懸命に取り組むことの素晴らしさ、自分自

身の限界や可能性、オモイをカタチにするとはどう

いうことなのか…本当に個々さまざまな学びがあっ

たのではないでしょうか。

　夏から冬銀河へ、“被災した地域”は “復興する地

域”に姿を変えていました。イベントは学生が実施

するものから、学生が地域の方々と共につくるもの

に変わっていました。春銀河、そして 2度めの夏

へ、銀河はずっと続いていくのだと思います。継続

して参加できるとかできないに関わらず、あの夏の

出会いがある限り、僕たちはずっとつながっている

のだと思います。さらに「いわて GINGA-NET プロ

ジェクト」は、大規模災害における学生ボランティ

アの組織化と運営のモデルとなりました。そうした

意味でも、あの夏は語り継がれる物語であり、今も

なお続いているのです。いわて銀河物語の登場人物

たちに、僕は本当に感謝しています。
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岩手県被災・復興状況

【県 計】（平成 23 年 10 月４日現在）
　■死者　　　　 4,664 人
　■行方不明者　 1,599 人
　■負傷者　　　   188 人
　■家屋倒壊　　24,738 棟

【県 計】
　■避難者（避難者ピーク時：3月 13 日　54,529 人）
　　 ９月１日時点で、宮古市で自宅修理待ちのため市営住宅にいる４名のみとな
り、10 月７日、その市営住宅も閉鎖され全ての避難所が閉鎖。

　（参考） ※平成 23 年９月 14 日時点
　　　　県内内陸親類宅等に移った被災者　2,383 人
　　　　他都道府県に移った被災者　　　　1,579 人

 岩手県復旧局より

〈ライフライン被害の概要〉
区分 最大被害状況 復旧状況
停電 約 76 万戸 復旧完了（5/28 復旧）

ガス供給停止 約 9,400 戸 供給停止なし（4/26 復旧）
断水 約 18 万戸 復旧完了（7/12 復旧）
電話不通 約 6万 6,000 回線 サービス中断中の通信ビルなし（4/17 復旧）※

※加入者宅と通信ビル間の回線切断等により、利用できない場合がある。 岩手災害対策本部調べより

奥州市　

八幡平市　

北上市　

大船渡市　

花巻市

宮古市

盛岡市　

釜石市

岩手町　
葛巻町　

滝沢村　

矢巾町　

紫波町　

金ヶ崎町　

平泉町

大槌町

住田町

岩泉町

山田町

野田村

軽米町 洋野町

一戸町　

二戸市　

一関市　

久慈市

雫石町　

田野畑村　

普代村

遠野市

陸前高田市　

【洋野町】　　
家屋倒壊　26　

【野田村】　　
死者　38　　
負傷者　17　　
家屋倒壊　479　

【普代村】　　
行方不明者　1　　
負傷者　1　

【岩泉町】　　
死者　7　　
家屋倒壊 197　

【山田町】　　
死者　604　　
行方不明者　211　　
負傷者　不明　　
家屋倒壊 3,184　

【釜石市】　　
死者　884　　
行方不明者　194　　
負傷者　不明　　
家屋倒壊　3,627　

【陸前高田市】　　
死者　1,554　　
行方不明者　385　　
負傷者　不明　　
家屋倒壊 3,341　

【久慈市】　　
死者　2　　
行方不明者　2　　
負傷者　10　　
家屋倒壊 276

【田野畑村】　　
死者　14　　
行方不明者　16　　
負傷者　8　　
家屋倒壊 270

【宮古市】　　
死者　420　　
行方不明者　121　
負傷者　33　　
家屋倒壊 4,675

【大槌町】　　
死者　804　　
行方不明者　551　
負傷者　不明　　
家屋倒壊 3,717

【大船渡市】　　
死者　339　　
行方不明者　107　
負傷者　不明　　
家屋倒壊 3,629
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〈避難者数と仮設住宅の推移〉

※避難者数は、在避難所と在宅通所の合計人数。 岩手県復旧局より

〈岩手ボランティア数　月別推移〉

12093

34726

45989
42209

46401
（人） 48202

36437

25518

19858

9126

 岩手県災害ボランティアセンター資料より
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活動報告

参加者数 
男性 女性 合計

第 2期  52  20    72
第 3 期  30  35    65
第 4 期  80 112   192
第 5 期  60 102   162
第 6 期  81 120   201
第 7 期  57 136   193
第 8 期  69 132   201
全　体 429 657 1,086

単位（人）

■学年別参加数
〈学年別参加数〉学年 人数（人） 割合

1回生 232 21.4％
2 回生 235 21.6％
3 回生 416 38.3％
4 回生 158 14.5％
5 回生以上  11  1.0％
大学院生  31  2.9％
不明   3  0.3％

団体参加大学 
活動期 日程 参加大学（大学単位のバス参加）

独自運行バス 独自移動
第 1期 7/27-8/ 2 現地拠点開設準備
第 2期 8/ 3 -8/ 9 前橋医療福祉専門学校
第 3期 8/10-8/16 明治学院大学

第 4期 8/17-8/23 神戸親和女子大学／島根県立大学／大学コンソーシアム八王子 明治学院大学／
北星学園大学

第 5期 8/24-8/30 愛知県立大学／宇都宮大学★／関西大学／三重県立看護大学／
立命館大学政策科学部★／日進市社会福祉協議会★

第 6期 8/31-9/ 6 川崎医療福祉大学／大阪大学／島根県立大学／日本福祉大学★
／日本赤十字豊田看護大学★／しがNPOセンター★ 北星学園大学

第 7期 9/ 7 -9/13 京都文教大学★／四国大学／青森県立保健大学／大阪府立大学
／立命館大学サービスラーニングセンター 藤女子大学

第 8期 9/14-9/20 愛知県立大学／島根県立大学／東海大学／立命館大学サービス
ラーニングセンター

第 9期 9/21-9/27 現地拠点撤収
★マークの大学・団体は、現地までの往復用バスだけでなく、2日目の現地視察用のバス提供にも、ご協力いただきました。

〈全体男女比〉
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 〈活動報告〉

参加大学一覧

※団体参加大学含む
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 〈活動報告〉

主な活動のご紹介

 お茶っこサロン  
応急仮設住宅に引越ししてきた方々とお茶を飲み、お菓子を食べながら、

引越しした後の住民間の新しいご近所づきあいを築くお手伝いを行いま

した。初めて行く場所では、机や椅子、お茶セットなどを積み込んで、

場所の設営から始めます。 

その後は、お茶っこサロンを訪れてくれた方々にお茶を出て話をしたり、

子どもたちと外で遊ぶなどを実践。場所や訪れてくれる方々の様子によっ

てサロンの内容は柔軟に変更します。

 復興風鈴　～りんりん隊～  
岩手の暑い夏を風鈴の音色で緩和し乗り越えてもらうため、応急仮設住宅で暮らしている方々な

どに南部鉄器風鈴を送ります。また、この震災の復興へ協力してくれている人々の気持ちを短冊

に乗せ、世界に一つだけの風鈴を作ります。

また、配布時には、応急仮設住宅を一軒一軒訪問していくので、そこで暮らしている方々のボラ

ンティアニーズの発見や、高齢者の安否確認にもつながる活動です。

南部鉄器風鈴は本当に素敵な音色です♪ 

 子どもの遊び支援（大槌町）  
大槌町社会福祉協議会主催の「わくわく子供広場」をお手伝いします。

子供たちのストレス発散の場としても期待されています。遊びのお兄さ

ん、お姉さんとして活動しました。 

 道クリーン【通称：道クリ】（釜石市）  
例年行っている両石地区でのお祭りを今年も開催できるように、神社までの道の清掃活動を行いました。向き

合うものは「モノ」であっても、住まれていた方々の想いを大切に活動します。



★ ★ ★
11

 〈活動報告〉

活動先一覧

プロジェクト内呼称 仮説団地名 住　所
釜石市
・上中島　 釜石市上中島町仮設団地（上中島多目的グラウンド） 釜石市上中島町 3丁目 5
・市民体育館 釜石市桜木町仮設団地（釜石市市民体育館グラウンド及び駐車場）釜石市桜木町 1丁目 1
・旧小佐野中学校 釜石市小佐野町仮設団地（旧釜石市立小佐野中学校グラウンド） 釜石市小佐野町 3丁目 5
・田郷 AB 釜石市鵜住居町仮設団地（田郷地区民有地） 釜石市鵜住居町第 5地割地内
・田郷 CD 釜石市鵜住居町仮設団地（田郷地区民有地） 釜石市鵜住居町第 5地割地内
・栗林 釜石市栗林町第 2仮設団地（道々地区民有地） 釜石市栗林町第 17 地割道々地内
・道クリ（両石） 釜石市鵜住居町両石地区 釜石市鵜住居町第 5地割地周辺 ★
・尾崎白浜 釜石市平田第 3仮設団地（尾崎白浜地区民有地） 釜石市平田第 7地割及び第 8地割地内
・旧釜石商業高校　北側 釜石市平田第 2仮設団地（旧県立釜石商業高校グラウンド北側） 釜石市大字平田第 6地割地内
・旧釜石商業高校　南側 釜石市平田仮設団地（旧県立釜石商業高校跡地） 釜石市大字平田第 6地割地内 
・平田多目的グラウンド 釜石市平田第 5仮設団地（平田公園野球場隣接地） 釜石市大字平田第 5地割地内
・小白浜（唐丹） 釜石市唐丹町小白浜仮設団地（唐丹地区民有地） 釜石市唐丹町字小白浜地内
・新日鐵松倉サッカー場 釜石市甲子町仮設団地（松倉地区民有地） 釜石市甲子町第 10 地割松倉地内
・松倉 釜石市甲子町仮設団地（松倉地区民有地） 釜石市甲子町第 10 地割松倉地内
・大畑西 釜石市甲子町第 2仮設団地（大畑地区南側民有地） 釜石市甲子町第 9地割地内
・大畑南 釜石市甲子町第 5仮設団地（大畑地区南側民有地その 2） 釜石市甲子町第 9地割地内
・大松 釜石市甲子町第 9仮設団地（大松地区民有地） 釜石市甲子町第 3地割地内
・日向 A 釜石市鵜住居町第 2仮設団地（日向地区民有地） 釜石市鵜住居町第 29 地割地内
・日向D 釜石市鵜住居町第 2仮設団地（日向地区民有地） 釜石市鵜住居町第 29 地割地内
・日向 E 釜石市鵜住居町第 2仮設団地（日向地区民有地） 釜石市鵜住居町第 29 地割地内
・旧釜石第一中学校 釜石市天神町仮設団地（旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地）釜石市天神町 5
・鵜住居 釜石市鵜住居町第 8仮設団地（日向地区国有地） 釜石市鵜住居町第 29 地割地内

大槌町
・浪板 大槌町吉里吉里第 2、第 3仮設団地（吉里吉里地区民有地） 大槌町吉里吉里第 9地割地内
・子ども広場（浪板） 浪板交流センター 大槌町吉里吉里 11-2 ★
・子ども広場（大ヶ口） 大ヶ口多目的集会所 大槌町大ヶ口 1-5-5 ★
・吉里吉里中学校 大槌町吉里吉里仮設団地（町立吉里吉里中学校グラウンド） 大槌町吉里吉里 1丁目 215
・吉里吉里駅 大槌町吉里吉里第 5仮設団地（吉里吉里 2丁目民有地） 大槌町吉里吉里 2丁目地内

大船渡市
・長洞 大船渡市猪川町長洞仮設団地（総合公園予定地） 大船渡市猪川町字長洞 62-1 他
・蛸ノ浦 大船渡市赤崎町鳥沢仮設団地（市立蛸ノ浦小学校） 大船渡市赤崎町字鳥沢 10-2
・長谷堂 大船渡市猪川町長谷堂仮設団地（県営長谷堂アパート跡地） 大船渡市猪川町字長谷堂地内

陸前高田市
・竹駒小学校 陸前高田市竹駒町仲の沢仮設団地（市立竹駒小学校グラウンド） 陸前高田市竹駒町字仲の沢 181
・高田高校第二グラウンド 陸前高田市高田町長砂仮設団地（県立高田高等学校第 2グラウン

ド）
陸前高田市高田町字長砂地内

・やどかり保育 陸前高田市立高田小学校 陸前高田市高田町字西和野 136-1 ★

その他
・りんりん隊 五葉地区公民館 住田町上有住中埣 63 ★
・釜石市災害 VC 釜石市災害支援ボランティアセンター 釜石市鈴子町 15-2 ★
※大部分はお茶っこサロン活動でしたが、★マークの活動は学習支援や神社までの道の清掃などその他の活動。
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 〈活動報告〉

1 週間の流れ

現地で得た学び
や気付き、新し
い繋がりは、日
常に戻ってから
も活かされてい
きます。



★ ★ ★
13

 〈活動報告〉

1 日の流れ

　の訪問者がいなければ個別訪問し
て玄関先でお話をしたり、元気な子
どもたちと外で遊ぶことも多かった
です。
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 〈活動報告〉

五葉地区公民館での生活の様子
宿泊拠点となった五葉地区公民館・体育館での生活環境の変遷をまとめました。

起床から就寝まで決まったスケジュールがあり、食事も 3食提供されていたので、「久しぶりにまともな食
事を食べて規則正しい生活を送った」という参加学生もいた様子。

公民館間取り

体育館レイアウト

冷蔵庫 エコステ 冷蔵庫 エコステ

エ
コ
ス
テ

食事
○朝食：メロンパンなどの菓子パン 1人 2個
　　　　→菓子パン・総菜パン 1人 2個へ
　　　　　飲み物は牛乳、コーヒー牛乳、いちご牛乳
　　　　→ 6期から野菜ジュースが追加、学生に大人気！！
○昼食：現地調達のお弁当（お弁当屋さん、コンビニなど）
○夕食：現地調達のお弁当（地元のスーパー）
　　　　6・8期ではお味噌汁の差し入れを頂きました。
　　　　2期ではレアメニュー、コロッケカレーも登場！
○活動時には暑さ対策に水とスポーツドリンクを支給
　※ 昼食と夕食のお弁当は食中毒対策のため、できたて後 2時間以内で食べられるようにスタッフやシルバー人材サービスの方が

車で走りまわって届けていました。

健康管理
○ 23：00 就寝、6：00 起床
○ 2～ 3期は寝袋を 1人 2枚使用
　→4期以降は銀マットの上に寝袋1枚を使用。
○ トイレの数が不足していたため、朝は混雑する
こともあり、途中で体育館外に仮設トイレを設
置しました。

エコステーション（ゴミ分別システム）
毎日約 200 人がお弁当を食べていると、必然的
にゴミ処理が大きな課題に。
4期以降はエコステーションを作り、ゴミの分別
を徹底的に行い、全員で協力してゴミの減量に取
り組みました。

おいしいつみれ汁に自然
とニッコリ

ごみの量削減に貢献した
エコステーション

本部スタッフは毎晩ミーティ
ングを行っていました。 →

ある日の
お昼ご飯→

銀マットの区分けは、就寝時以
外にも、チーム別でのふりかえ
りスペースとしても大活躍！！
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集合写真

第 2期

第 3期
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第 4 期

第 5期
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第 6 期

第 7期
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第 8 期
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いわてGINGA-NETプロジェクト報告会
　

【日　　時】2011 年 11 月 13 日（日）
【会　　場】［第 1部］池坊学園こころホール（京都市下京区）
　　　　　 ［第 2部］池坊学園 52・53・62 教室（京都市下京区）
【主　　催】いわてGINGA-NET プロジェクト実行委員会
【来場者数】［第 1部］187 名（内スタッフ 41 名）　　［第 2部］159 名（内スタッフ 40 名）

［第 1部］活動報告会「いわてGINGA-NET プロジェクトが社会にもたらしたもの」

10：00 開場受付開始

10：30 開会　開会あいさつ　河田のどか（特定非営利活動法人さくらネット／本プロジェクト実行委員会構成団体）
　　　来賓あいさつ　戸田幸典さん（公益財団法人京都地域創造基金　事務局長）

10：50 パネルディスカッション
《パネリスト》
　木村彰宏さん（参加学生代表：帝塚山大学 3年生　第 5期参加）
　根本賢一さん（大学として参加：京都文教大学学生部学生課）
　松本唯美（岩手県立大学学生ボランティアセンタースタッフ、4年生）
　山本克彦（岩手県立大学社会福祉学部准教授／本プロジェクト実行委員会実行委員長）
《コーディネーター》
　赤澤清孝（特定非営利活動法人ユースビジョン代表／本プロジェクト実行委員会事務局長）

12：25 閉会　寄付者・参加者へお礼と閉会あいさつ　浅石裕司（岩手県立大学学生ボランティアセンタースタッフ、大学院生）

12：30

13：30
昼食・休憩

［第 2部］参加者再会プログラム「私が感じたGINGA-NET」

13：30 開場受付開始

14：00 開会　いわてGINGA-NET プロジェクトの軌跡（映像）

14：05 第 2部の説明・活動報告　横関つかさ（特定非営利活動法人ユースビジョンインターン生／本プロジェクト本部スタッフ）

14：10 個人プレゼンテーション
「GINGA-NET に参加して変化したこと、私のこれから」

《プレゼンター》発表順
　松波澪さん（京都文教大学 2年生　第 7期参加）
　高蔵大樹さん（龍谷大学 5年生　第 3･4 期参加）
　川路葉月さん（立命館大学 2年生　第 5期参加）
　牧口直人さん（立命館大学 3年生　第 6期参加）
　小原裕也（岩手県立大学学生ボランティアセンタースタッフ、1年生　第 4･5･7･8 期参加）
　小林祐美子（岩手県立大学学生ボランティアセンタースタッフ、1年生　第 3･7 期参加）

14：50 ワークショップ（交流プログラム）

16：35 クロージング

17：00 まとめ 　小田島淳さん（有限会社富士モーターサービス）・山本克彦・赤澤清孝より、
　　　　参加者のみなさまへメッセージ
記念撮影

17：30 閉会



★ ★ ★
20

［第 1部］活動報告会「いわてGINGA-NET プロジェクトが社会にもたらしたもの」

　朝 8時半。運営スタッフ、ボランティア、岩手
県立大生など 41 名が会場に集合。みんなが少し
緊張している中、いわて GINGA-NET プロジェクト
（以下、GINGA-NET）報告会の長い一日が始まりま
した。スタッフ同士顔合わせをし、すぐに担当部署
に別れて会場設営。会場設営が終われば、慌ただし
くリハーサルを開始し、音響のタイミング、照明の
明るさなど、細かな部分まで綿密に確認しました。
　10時開場。ぞくぞくとロビーに人が集まり始め、
「久しぶり」と再会を喜ぶ声があちこちから聞こえ
ました。会場は GINGA-NET 参加学生、大学関係
者、また寄付者でほぼ満席に。来場者数は総勢 187
名（内スタッフ 41 名）。
　10 時 30 分開会。開会挨拶は、GINGA-NET 構成
団体の㈵さくらネットの河田のどかよりご挨拶。
「学生たちは何を見て、何を考え、どう行動につな
げたのか、このプロジェクトの成果を共有するとと
もに、次につながるきっかけにしてほしい」と報告
会への思いをお話しました。
　続いて来賓挨拶は、公益財団法人京都地域創造基
金の戸田幸典様よりいただきました。「京都地域創
造基金は、NPOや NGOの活動を支えるために、寄
付を募る、生み出す活動をしている。今回の震災で
は、5,500 万円以上の寄付が集まった。これはそれ
ぞれの寄付者から『助けになりたい』という意思を
持ったもの。それを寄付者に代わって伝えたい。今
回の活動で気づいてしまったことを、多くの人に伝
えていってほしい。また、自分の地域にある課題に
もぜひ目を向けて今度の活動につなげてほしい」と
お言葉をいただきました。
　10 時 50 分よりメインプログラムのパネルディス
カッション開始。
　初めに GINGA-NET 事務局長赤澤よりプロジェク
ト概要や発足背景、活動内容を説明。続いて実行委
員長山本よりプロジェクトの設立までの経緯をお話
しました。「2004 年の新潟県中越地震の支援活動に
携わった。風鈴を渡しながら、ニーズを拾うという
ことをし、つながりがあるということの重要さを実
感。災害のあるなしに関わらず、普段から地域の

中でつながりをつくること
で、それが災害時にも活か
されるのだと感じ、自身が
勤める岩手県立大学に学生
ボランティアセンターを設
立した。その後は、災害時
の取り組みを想定した研修
を全国で実施し、学生たち
は、知らない土地で、地域
との関係性を築き、受け入

れる立場に立って活動を創るという経験が、そう
いった中で培われたと思う。そして発生した3.11。
こういった背景があったからこそ、今回学生が主体
的に活動を実施していくことができたと感じてい
る。」と話しました。

　その後、当プロジェクトに団体参加する立場の、
京都文教大学職員の根本さんより、参加するにあ
たって実際に直面した課題や、学内での調整の難し
さ、また学生やその保護者などの反応についてお話
いただきました。
　参加学生を代表して、木村さんには、個人で参加
した動機や参加してみての感想をお伺いし、木村さ
んは「住民の方にとってはずっと続いている 1週
間なのに、自分たちはその 1週間だけで考えてし
まうところがあった。現地に行ったとき、住民の方
にどう声をかけたら良いのか戸惑いもあったが、活
動をしていくうちに自然体で良いのだと感じた。」
と率直な思いを伝えました。
　また岩手県立大学学生ボランティアセンタース
タッフの松本からは、今回のプロジェクトがもたら
したもの、また GINGA-NET の今後についてお話し
し、「GINGA-NET のネットワークを活かして、全国
の学生たちで防災のネットワークを作るようにして
いきたい。次世代の支援者になるための活動を続け
ていけたらと思う」と今後の展望を話しました。
　終盤に差し掛かり、最後に木村さんは「自分が
色々活動をする中で、なぜ行動できないかという
と、その物事のことをよく知らないからだと思う、
それは被災地も一緒。伝えるということが何より大
事、またその思いを形にしていこうと思う」と来場
者に向けて熱いメッセージを送りました。
　閉会挨拶は岩手県立大学学生ボランティアセン
タースタッフ、浅石裕司より。「今回の活動は本当
にたくさんの方のお陰で活動をすることができた。
活動を裏で支えてくださった寄付者や、ご支援いた
だいた方々に改めてお礼を言いたい。ここで終わり
というわけではなく、自分たちの物語はこれからも
続いていくと思う」と会場へ伝え、第 1部は終了
しました。
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［第 2部］参加者再会プログラム「私が感じたGINGA-NET」

　第 2 部は、セミクローズド形式で、GINGA-NET
参加学生を対象とし、再会・交流をテーマにプログ
ラムを行いました。第 2部の出席者は 159 名（内
スタッフ 40 名）。
　まずはあの活動の日々を思い出してもらうため
に、GINGA-NET の軌跡をまとめたオープニング映
像からスタート。あのときの気持ち、感じたことを
思い出して涙ぐむ人も。BGM以外には物音ひとつ
立たないほど、みんなが集中して映像を見入ってい
ました。
　映像が終わったあとは、第 2部から参加した人
のために、㈵ユースビジョンインターン生、本部ス
タッフとして現地に約 25 日間滞在した横関つかさ
より簡単にプロジェクトの活動報告。
　続いて「GINGA-NET に参加して変化したこと、
私のこれから」と題し、参加学生から 4人の方と
岩手県立大生の 2人に、GINGA-NET 参加前後の自
分の気持ちの変化や、帰ってから実際に自分が行動
していること、参加学生に伝えたいことなどをお話
いただきました。
　そしていざグループワーク開始。それぞれのグ
ループに別れるため全員が移動。初めのグループ
ワークは参加期を超えて活動地別に 4～ 7 人で 1
グループになり、GINGA-NET の思い出や GINGA-
NET から帰ってきて感じたこと、そして自分はこれ
からどうしていきたいと考えているか、などをテー
マに話し合いました。その後はグループを学年別、
ランダムと 2回シャッフルし、より多くの学生と
話す機会が持てるように工夫しました。ちなみに
ワークにはお茶っこサロンにちなんで「お茶」と岩
手銘菓の「かもめの玉子」をご用意しました。

　2時間にわたるグループワークが終わると、全員
でクロージングへ。グループワークで話した内容や
感じたことを指名した 5人の方に発表していただ
きました。突然指名されたにも関わらず、しっかり
自分の思いを全員に伝えていただきました。

　最後は、現地移動や関西・東海・中国地方からの
バス移動でお世話になった、㈲富士モーターサービ
スの小田島様よりメッセージをいただきました。
「3.11 を、いわて GINGA-NET プロジェクトを、活
動した各地域を忘れないでほしい。東北に来てくだ
さってありがとうございました。」
　また事務局長の赤澤からは「今回のプロジェクト
は学生にボランティアの機会を提供したいという思
いで作った。私自身、皆さんと同じ大学生の時に、
阪神・淡路大震災を経験し、その経験が今回の取り
組みに繋がっている。当時は自分も学生でボラン
ティアをしている人は少なかった。ボランティアセ
ンターなどもあまりない時代。ボランティアが身近
でない中、社会に関心がなさそうな人も支援活動に
参加したり、豊かな人間関係につながったとの声が
多かった。そうしたことを一過性のものにするので
はなく、日ごろの地域社会づくりにつなげたい、学
生の参加機会を増やしたい、との思いで作ったの
が、『きょうと学生ボランティアセンター（現ユー
スビジョン）』。自分自身も阪神・淡路大震災の時に
出来なかった悔しい思いが今の原動力になってい
る。みなさん、色んな思いを原動力にして、次の取
り組みに繋げていってほしい。」と学生へメッセー
ジ。
　実行委員長の山本からは「プロジェクトを実施す
るにあたっては、懸念の声も聞かれたが、参加学生
が思いをもって集まったからできたことと思ってい
る。実際みんなが行った現場でも、学生が来てくれ
たことを感謝しているという声をよく聞く。最近嬉
しいことは、twitter などを見ると GINGA 何期生と
書かれていること。みんなが GINGA の仲間である
という思いをもってくれて、GINGA-NET はつながっ
ているということを感じている。今後もみんなの力
を借りながら、色んな活動を展開していきたい。」
とのメッセージを伝え、報告会は終了となりまし
た。

最後に全員で集合写真
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■参加者アンケート結果■

【第 1部】
来場者数：146 名　アンケート回答者数：123 名

① この報告会（第 1部）に何を期待して参加され
ましたか？（複数回答可）

　①報告会への期待

②その期待は100点満点中何点満たされましたか？
 平均点：83.55 点

●平均点以下の理由
・ 活動は、子供たちの笑顔が見れて充実したという反
面、これは自己満足だったのではないだろうと思っ
たのが理由です。

・ もう少し詳しく聞きたかった。概要はわかった。
●平均点以上の理由
・被災地の方の声が聞きたかった。
・ GINGA-NET が被災地にどのように効果をもたらしプ
ラスになったのかを知ることができた。

・ 学生がボランティアする意思が見えました。
・ 色んな期の、場所の、参加者に出会い、思いを話す
ことができ同時に今自分が参加したことに満足して
いることに気がついた。

③ 第 1部で印象に残ったことは？

・ 木村さんとキャップの twitter の言葉が一番心に残っ
た。1000年に一度のタイミングで1000人を超える人
が集まったのは奇跡だと思う。
・ もっとお茶っこサロンでの様子（どのような変化が
あったのか）を聞きたかった。
・ GINGA-NETに行く前行った直後に感じた「何かしたい」
という気持ちがまた出てきた。
・ 岩手県立大学学生ボランティアセンターの土台から、
しっかりしたものを築きあげる過程には、強い学生の
思いがあると気づきました。
・ 熱い気持ちを持った学生の意思と、その気持ちを現地
に届けようと熱意を持って行動した運営人の方が合わ
さってこのプロジェクトが成り立っているということ。

④あなたのご所属を教えてください。

性別 所属

学年別

参加期

都道府県別
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【第 2部】
来場者数：119 名　アンケート回答者数：115 名

① この報告会（第 2部）に何を期待して参加され
ましたか？（複数回答可）

　①報告会への期待

② 「グループワーク」においてその期待は 100 点満
点中何点満たされましたか？ 平均点：88.05 点

●平均点以下の理由
・ 意外と思ったよりみんなと仲良く喋れたのですが雑
談の比率が少し高かった気がします。聞きたいこと
が十分に聞けなかった
・ 思いはあの場所にいた人たちみんな同じ。新しい自
分の課題がみつかった。
・ 時間が短かった。色んな参加者の話を聞けたのはよ
かった。ワークで、自分自身と向き合えたのも良かっ
たです。
●平均点以上の理由
・ 2 回も班替えがあり初めて話す人が多くて嬉しかっ
たです。時間がもう少しとれれば…と思いました。
・ 他の地域、大学の人たちと交流でき、ボランティア
の経験を共有できた。ボランティアから戻ってきて
そういう機会がほとんどなかったため、これからど
うしたいのか、人に話すことで自分の中で少し整理
ができたように思う。

③ 報告会全体についてのご意見、ご感想をお願いし
ます。
・ これから何をしていくべきか、被災地に向けての活
動を両立して動いていくことが大切だと思った。
・ つながりを継続させて頂く大切な報告会になったと
思います。これからも岩手や他の地域に関心を持つ
こと、忘れないことを自然に思えるようになってき
たと思う。

④あなたのご所属を教えてください。

性別 所属

学年別

参加期

都道府県別
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プロジェクト年表
3 月 11 日 ◆東日本大震災発生

　　　岩手県立大生による災害ボランティアセンター運営支援
4月 　　　全国の 13 大学の学生による被災地支援活動

5月

6月 11 日 ◆震災から 3カ月
○説明会@大阪（龍谷大学大阪梅田キャンパス　参加者 60 名）

12 日 　　　　@東京（明治学院大学　参加者 25 名）
18 日 　　　　@愛知（日本福祉大学　参加者 25 名）
19 日 　　　　@静岡（静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」　参加者 7名）
26 日 　　　　@岡山（岡山県ボランティア・NPO活動支援センター「ゆうあいセンター」

　　　　　　　　 参加者 29名）
7月 1日 ○参加者申し込み開始（個人・団体）

6日 ○説明会@兵庫（神戸親和女子大学三宮サテライトキャンパス　参加者 13 名）
11 日 ◆震災から 4カ月
30 日 ◇ 1期本部スタッフ五葉地区公民館入り・拠点整備

1 期31 日
8 月 1日

3日

2 期
72 名

5 日 ◎ NHK「おばんですいわて」取材
○参加者個人申し込み定員につき終了

7日 ◇スポーツドリンク 200 箱到着
◎日本テレビ「スッキリ！！」取材

8日 ◇体育館設置用パーティション到着・作成
9日
10 日

3 期
65 名

11 日 ◆震災から 5カ月
◎日本テレビ「スッキリ！！」放送

13 日
14 日 ◇体育館内に無線 LANが開通
15 日 ★釜石市の全活動先でかき氷実施
16 日 ◎ NHK「おばんですいわて」放送
17 日 ◇文部科学省　公民館視察

4 期
192 名

◇大型扇風機設置

21 日 ◎「月刊福祉」取材

23 日 　

記号の説明
◆震災の時間軸
◇五葉の設備関係
★イベント等
◎メディア関係
○申し込み受付関係

7月中は 20℃以下だった住田
町も一気に 30℃近くに上昇。
体育館では虫が大量発生するな
ど想定外の事態が発生。

震災から 5ヶ月目の 8月 11 日
14：46、大槌町と釜石市の現
地視察をした帰りに、バスの中
から参加者全員で黙祷を捧げま
した。

4期から 200 名体制に伴い、銀
マット、男女別出入り口、ごみ
の分別を徹底するエコステー
ションの導入と、公民館近くの
集会センターの利用を開始。



★ ★ ★
25

24 日

5 期
162 名

26 日 ◇トヨタ財団　公民館視察

30 日
31 日

6 期
201 名

9 月 2 日 ◇朝食に野菜ジュース追加！
3日 ★夕食に釜石のお母さん方から豚汁の差し入れ

6日
7日

7 期
190 名

10 日 ★四国大学の学生による
　阿波踊り披露

11 日 ◆震災から 6カ月

13 日
14 日

8 期
198 名

15 日 ★夕食に救援物資の余りのスープ登場
16 日 ◇体育館前に仮設トイレ 5基設置

◇ソニーマーケティング　公民館視察
17 日 ★夕食に釜石のお母さん方からつみれ汁の

　差し入れ

20 日
21 日 ◇現地撤収作業

9 期
24 日 　9期本部スタッフ公民館撤退

10 月
11 月 11 日 ◆震災から 8カ月

13 日 ★いわてGINGA-NET プロジェクト報告会
～いわてでみたこと・みつけたこと
　1086 人の学生が動いた 60 日間～

台風 12号襲来 台風の影響で活動時間の短縮や取りやめなども
発生。チーム編成の変更など臨機応変な対応続
出。体調不良者も多い期でした。

5期からスタッフ用の白ビブス
が登場！本部では連続滞在して
いる岩手県立大生たちの長期の
お弁当生活による野菜不足解消
のために「県大生ベジタブル化
計画」を実施。

四国大学のみなさんによる活動
先での焼き芋（鳴門金時使用！）
が大人気！！公民館では阿波踊
りの披露もあり、参加学生も大
興奮の様子でした。本部事務局
は最少人数の 3人で大健闘。

GINGA-NET 集大成の第 8期、解散式では参加
学生全員からメッセージと合唱のサプライズプ
レゼントが！これには県大生も感動して号泣。
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朝日新聞アンケートに協力
　

2012 年 1 月 14 日付の朝日新聞朝刊特集ページに「東日本大震

災大学生ボランティア意識調査アンケート」の結果が掲載されま

した。このアンケートは、大規模災害時のボランティアのあり方

を探るため、東日本大震災で実際に活動した学生を対象に、学

生がボランティア活動を決意するまでの経緯から活動を通じて感じたことなどの意識の変遷を調査。GINGA-

NET の参加学生も多く協力しており、一部の結果をご紹介いたします。

 アンケート結果 
 ※このアンケート結果は朝日新聞にご協力いただき、GINGA-NET で編集して掲載しています。

回 答 数：445 人
平均年齢：20.93 歳

　 男性　173 人　　 女性　272 人

■活動を通じて最も良かったことは何ですか？ ■活動を通じて最も辛かったこと困ったことは何ですか？
新しい出会いや経験ができた 206 人 46.3% 辛かったことや困ったことはなかった 131 人 29.4%

自分自身の勉強になった 93 人 20.9% 何をしたらよいのかわからなかった 107 人 24.0%

被災者の生活の援助に役立てた 37 人 8.3% その他 98 人 22.0%

自分でも人の役にことがわかった 35 人 7.9% 疲労が激しかった 34 人 7.6%

被災者と仲良くなれた 20 人 4.5% よいと思ってしたことが、理解されなかった 25 人 5.6%

地元の人が親切にしてくれた 19 人 4.3% ボランティア同士の人間関係がうまくいかなかった 15 人 3.4%

ボランティア同士支え合うことができた 14 人 3.1% 被災者との人間関係がうまくいかなかった 13 人 2.9%

自分の活躍の場を持てた 7人 1.6% 活動の方針で対立した 12 人 2.7%

嬉しかったことも良かったこともなかった 3人 0.7% 自分の活動が被災者に認められなかった 10 人 2.2％

回数 活動
日数

主な
活動内容

満足感 はい
96％かなり

得られた
47％

だいたい
得られた
40％

全く得られ
なかった
1％

1日
3％

2～3
日
9％

4～6
日
57％

1週間
18％

2週間
まで
9％

1カ月
まで
2％

1カ月
以上
2％

食糧配布などの
生活援助
2.2％

話し相手
や遊び相手
（保育、足湯
など）
76.9％

ガレキ撤去
や荷物
運び
10.6％

避難所
調査
2.0％

炊き出し
1.8％

その他
6.5％

1回
77％

2回
13％

3回
4％

4回
2％

5回
以上
4％

いいえ
4％

あまり得ら
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■災害ボランティアの経験に基づき、どうすればもっと災害ボランティアが浸透すると思うか？
 （アンケート自由記述欄より）

・ 現地にボランティアに行った人たちが周りの友人などに被災地の現状・ニーズなど、感じたことを伝えて興味を持つ
機会を与えることが必要になってくると思う。 （大阪府・男性）

・ ボランティアは難しいことではないということを広めること。 （埼玉県・女性）

・ ボランティアは自発的にすることであり、自分から情報収集に動かなければいけないが、災害ボランティアに関する
情報が少なかったと感じた。どこを見ればよいのか、どこに聞けばよいのかが全く分からなかった。自治体だけでな
く、もっと気軽にボランティアの情報を知ることのできる環境が整えば良いと思った。また、東北は日本の中でも北
にあるため、遠方の人にとっては、意欲はあってもなかなか実行することは難しいと思う。ボランティアバスといっ
た交通手段の支援、経済的支援があれば、より気軽に、意欲的に参加する人が増えるのではないかと思う。
 （京都府・女性）

・ 現地のニーズを公表し、どんな活動をしてほしいのか明確に出してみる。以前までは現地についてから活動内容がわ
かるなど不安が多かったのではないかと感じる。 （愛知県・男性）

関西大学学園祭より寄付 
2011 年度関西大学の学園祭で行われたチャリティー企画

『Laugh&Peace ～関大から伝える若さの笑撃～』
『お笑い王決定戦 2011』において集まった寄付金をGINGA-NET にご寄付いただきました。

この場を借りて改めて厚く御礼申し上げます。

　

企画実施日：2011 年 11 月 6日（日）11：00 ～ 13：00
場　　　所：関西大学　千里山キャンパス　第 2学舎 4号館 BIG ホール 100
寄　付　金：￥23,307
詳　　　細： 「日本×若者」をテーマに、東日本大震災で被害を受けた日本を、未来を担う若者 =自分たちが

立ち上がり、新たなことへ挑戦する気持ちや夢を叶えようとする前向きな気持ちを持ってもらう

ことを目的に、トーナメント形式のお笑いコンテストを実施。その企画に賛同した来場者に募金

を呼びかけ、全額いわてGINGA-NET プロジェクトへ送金。

←お笑いトーナメントの様子
↓当日用に作られた募金箱





関係者から見たGINGA-NET

参加学生からの声

岩手県立大生からの声

本部スタッフからの声

協力者からの声

参加大学関係者からの声

大学・団体報告一覧

第 2章
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山本　　諒
［大 学 名］同志社大学
［学　　年］4 年
［参 加 期］第 2期、第 6期

（スタッフ）
［活動地名］ 釜石市
　　　　　（道クリ、鵜住居）

① 人とのつながりを感じました。被災地の状況はニュースなどから伝わってきまし
たが、関西の生活はあまり変わらず、自分とは遠い場所という気持ちがどこかに
ありました。しかし、実際に訪れて、地域の方々や岩手県立大のみなさんなど、
たくさんの人たちと出会うことで、東北地方が自分とのつながりがある場所に変
わりました。関西に帰ってきてからも、岩手県のことを思うことがよくあり、関
西でも東北地方の支援を続けていきたいと思うようになりました。夏に GINGA-
NET に参加したことで、人の温かさやつながり、そして長期的な支援の大切さを
感じました。

② 行動することの大切さを学びました。震災発生時、被災地の方々のために何かし
たいという思いが強くありました。しかし、就職活動もあり、行動に移せません
でした。GINGA-NET で岩手県を訪れたのは震災から約半年後でした。それでも行
動に出たことで、人の役に立てたことや感じたことはたくさんありました。その
とき、行動に移すことが大切だと気づきました。被災地支援のみならず普段の生
活でも、まずは行動に移し、自分から何かを発信するようになりました。

③ 人の思いを聴き、人のために行動に移せる人間になりたいです。ボランティア活
動を通して、相手の求めるニーズを知ることが大切だと学びました。それは、何
事においても大切だと思います。相手の求めることに気づき、社会に役立つため
に自分から行動をしていきたいです。

橘田　詩織
［大 学 名］中央大学
［学　　年］3 年
［参 加 期］第 4期
［活動地名］釜石市（小白浜）

① 震災から 5ヶ月が経ち、やっと現実のことだと受け入れられたような気がしまし
た。連日テレビで震災のショッキングな映像をみて、直後は気分が落ち込んだり
しましたが、その一方でどこか遠くのことのように感じてもいたことに気付かさ
れました。
　 活動を通して、「話を聞く」ということの大切さに気付きました。仮設住宅に住ん
でらっしゃる方々はたくさん話をしたがっているようでした。自分に何ができる
か悩むよりも、今目の前にあることに全力を尽くそうと思うことができた一週間
でした。

② 「自分のやりたいことをやろう」と思えるようになりました。GINGA-NET には全国
から様々なバックグラウンドを持った学生たちが参加しています。彼らと出会い、
話をする中で、自分たちの人生に正解などなく、みんながそれぞれ自分のやりた
いことをしていくべきだと感じることができました。それまでなにかその実現の
ためにも、今まで以上にアクティブに少しでも興味があることには飛び込んでい
こうと思うようになりました。

③ 「やりたいことをやる」というスタンスはこれから先ずっと忘れずにいたいです。
何か大きな課題が見えたときは目の前にあることから自分ができる精一杯のこと
を、少しずつやって行きたいと思います。
　 そしてもちろん継続的にボランティア活動などを続けていきたいと思っていま
す。現地にいるときだけでなく、例えば自分の大学に働きかけるなどして自分の
日常の中にもボランティアが浸透していけばいいなと思ってますし、その実現の
ために頑張りたいです。

参加学生からの声
①GINGA-NET に参加してどうでしたか？
②GINGA-NET に参加して、自分の中で変化したことはありますか？
③今後あなたはどうしていきたいですか？
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前田　真美
［大 学 名］関西外国語大学
［学　　年］2 年
［参 加 期］第 5期
［活動地名］陸前高田市
　　　　　 （高田高校第一グラ

ウンド）
　

① 本当に参加して良かったなと思います。被災地の現状を生で見て、被災者の方と
実際に触れ合って感じることはたくさんありました。そして、何かしたいという
同じ思いを持った全国の学生と活動を共にして、絆を感じることができました。
全く、知らない人との共同生活。大学も学年もみんなバラバラですが、何かした
いという思いはみんなの共通です。私ひとりでは何もできなかったのですが、み
んなが集まると大きなこともできるんだなとすごく感じました。

② 私たち、大学生に出来るボランティアというのは限られています。自衛隊みたい
にがれき処理はできないし、有名人のように、大金を寄付することもできません。
私たちが、唯一できること、仮設住宅で暮らすお年寄りの方とお話ししたり、子
供たちと元気に遊んだり、被災した方の隣に何気なくいるということだと思いま
す。最初は自分の無力さに悲しくなりました。しかし私たちができる、この唯一
のことが被災者の心に響く一番のボランティアなんだと実感することができまし
た。

③ 岩手の良いところをたくさんの人に伝えていきたいです。今回のボランティアで
初めて陸前高田に行きましたが、とても居心地がよかったです。仮設住宅で知り
合ったおじさんに震災の前の写真を見せてもらう機会があり、そのおじさんが「今
は、陸高には何も残っていないが、この街をはなれるつもりはない。」とおっしゃっ
ていました。何も残っていなくても、すべて失ってしまっても、なぜか居心地が
よくて、人が温かい陸前高田という街をいろんな人に知ってもらいたいなと思っ
ています。

中村　美穂
［大 学 名］日本福祉大学
［学　　年］3 年
［参 加 期］第 6期
［活動地名］ 大船渡市
　　　　　（長洞・蛸ノ浦）

① 他大学の学生と協同する活動に不安を感じていましたが、他大学の学生と関わる
事によって、私が気付かなかった視点に気付かせてもらうことが多々あったので
とても有意義な活動をすることができたと思います。
　 私自身 2回目の被災地での活動でした。ただ今回のように自分たちで活動の内容
を考えて、お茶っこサロンを開くというのは初めてなので戸惑いもありましたが、
仮設住宅に住まわれている方たちとの交流を通して多くのことを学ぶことができ
ました。お一人で暮らしているおばあちゃんにコーヒーをご馳走になったことは
いい思い出となっています。

② 地域とのつながりに関して関心を持つことができました。仮設住宅でのコミュニ
ティ形成の 1つのツールとしてお茶っこサロンをやらせて頂いて、実際に私が暮
らす街では地域のコミュニティが形成されているのだろうかと考えさせられまし
た。
　 そして、他大学の学生と協同した中で人とのつながりの大切さを学びました。人
と人をつなげることを私自身もやってみたいなと思うようになりました。

③ 今回の活動だけで終わるのではなく、今後も継続的に岩手や東北に関わっていき
たいと思います。そして、一緒に活動した仲間との繋がりも大切にしていきたい
です。また、GINGA-NET で経験したことを、私が暮らす街でのコミュニティ形成
や防災力を高めていくことに活用できるように活動していきたいとも思っていま
す。
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湯田　　彩
［大 学 名］神戸市外国語大学
［学　　年］2 年
［参 加 期］第 7期
［活動地名］釜石市 
　　　　　 （小川市民体育館・

旧釜石第一中学校・
栗林）

①  GINGA-NET に参加したきっかけは、「自分に少しでもできることがあれば」とい
うものでした。そしてボランティアの終わった直後は、正直、落ち込んでいまし
た。理由は、自分がしたことに果たして意味があったのか、わからなかったから。
また、テレビで見るだけではわからなかった震災による被害の大きさや、被災者
の方々の苦しみを目の当たりにし、自分の無力さを改めて思い知らされたからで
す。でも、この経験から学んだ多くのことは自分の中で意味の大きいものばかり
で、本当に参加してよかったと思っています。

② ボランティアというものに対する認識が少し変わりました。以前の私にとっての
「ボランティア」とは、「誰かに何かを無償でしてあげること」でした。でもそれ
ではボランティアという行為の意味が自己満足的になってしまうということに気
づきました。今は、「相手のニーズをくみ取り、力になること」が本当のボラン
ティアだと思っています。募金を集めるとか、仕事を手伝うとか、成果が目に見
えることだけがボランティアじゃなくて、傷ついた人を精神的に支えるというこ
ともボランティアとしてのかたちのひとつなんだと思います。

③  GINGA-NET での活動を通して、1人で頑張ることもできるけれど、多くの人数で
頑張った方がずっと面白くて、楽しくて、あたたかいということがわかりました。
私も含めて、人の力は本当に小さいけれど、協力しあったり助けあったりするこ
とで、無限大になるのかもしれないなぁと感じました。だから、人との関わりを
これまで以上に大切にして、深めていこう、広めていこうと思います。そして、
自分にとって多くの人がそうであるように、私も多くの人にとって元気のもとで
あったり、心の支えになりたいです。

睦田　博巳
［大 学 名］山口県立大学
［学　　年］3 年
［参 加 期］第 8期
［活動地名］釜石市（栗林）

①  GINGA-NET を通して出会った、最高の出会いを私は決して忘れません。私たち学
生は、学校、学部、学科問わず、紛れもなく、生身の人間として 1つになり、互
いの熱い想いを共有し、時にはぶつかり合いながら、5日間という時を共に過ご
したことにより、深い絆が生まれたと感じています。また、地域の方々の温かさ
や笑顔に出会い、苦しみや悲しみを抱えながらも、今を力強く生きている姿に感
銘を受け、私自身、もっともっと力になりたいと強く思いました。

② 活動に参加する前まで、「何か力になりたい」という想いがあったものの、「学生
という立場の自分に一体何ができるのだろうか？」という無力感を抱いていまし
た。しかし、活動を通して、地域の方々一人ひとりの想いに寄り添うなかで、共
に笑い、共に涙し、互いに想いを共感することができたと感じています。私たち
学生の力は『微力』かもしれませんが、『無力』ではないということを実感するこ
とができた瞬間でした。

③ 実際に岩手県に足を運び、見て、聴いて、感じたことをこれからも周囲に伝えて
いく役割があると感じています。今回の未曾有の大震災が起きたという事実を、
決して忘れてはならないし、この事実が無駄にならないよう今後に活かしていか
なければなりません。これからも、自分たちに何かできることはないか？という
考えを持ち続け、繋がりを大切にしていきながら、支援の可能性を広げていくと
共に、仲間たちと切磋琢磨し合いながら、防災意識というものを高めていきたい
と考えています。
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参加学生の活動前後での変化

 参加前（申し込み時の参加動機より一部抜粋） 

・ 震災当日から何か被災地の力になれることをしたいという気持ちがあり、しかし自分一人では何から始めれ
ばいいのかすらわからずボランティアの参加をためらっていたので、学生ボランティアのための GINGA-
NET にひかれたため。

・ 震災後に、募金などをしていても、果たしてその義援金が「いつ」「どこで」「誰に」「どんなことに」使われて
いるのか、あまりにも不透明すぎて、役に立っているかどうか実感がなかった。だから、夏休みという長期休暇
を利用し、実際に現地に行って活動をしてみたい。すべての人に何もかもはできなくとも、誰かに何かは
できると思う。

 活動期間中（参加者の Twitter より一部抜粋） 

・ こっちで感じたこと悩んだことは小さなことでもいいから記録しておこう。キロクとキオク。オモイをカタ
チに。学びも多いが悩みも多い。でもまず自分がこの環境にいれることに感謝。

・ 本日から引き継ぎノートをよりよいものにしていくべく、議事録の作成と音声の記録を行った。私たちにとっ
ては 4日間であっても、住民の方々にとっては 1年であり、2年である。点と点を繋げて線にしていく。そ
の作業は、ボランティアを自己満足で終わらせないために必要不可欠なことだろう。

・ 岩手に来てからというもの、考えて、考えて、考えている。「被災者のために」とはなんなのか？自分たち
でできることは何か？明日は活動最終日だが、最後まで考え抜きたい。「被災地の方々のコミュニティ形成」
といった綺麗な答えに、安易に逃げたくない。とことん突き詰めてやる。

・ たった 4泊だけど、体育館で約 200 人の学生と共同生活して、1人でゆっくりしたいとか思ってる自分がい
て、仮設住宅にはいるまでずっと共同生活をしていた方々なんてどんなにストレスフルな生活だったんだろ
うって思う。

 参加後（参加者の Twitter より一部抜粋） 

・ 夏に岩手に行ってから、どうも、テレビから岩手とか大槌ってワードが出たらかじりつくように見ちゃう！いい
ニュースなら一緒に喜ぶし、寂しいニュースなら、ああ…（T-T）ってなる。宮城県とか、福島も気になるけど、
やっぱり岩手が気になる。

・ なんだろうこの気持ち。時間が経つに連れて気持ちが薄れていくと思ってたのに逆だ。次はどうしよう？何
が出来るんだろう？ってずっと考えてる。何かしたい。また岩手に行きたいな。

・ 岩手ボランティア。思いを伝えるって本当に難しい。行ってない人に、何を伝えよう？だって、だって、行か
なきゃわかんない。全ての人に行ってほしい。震災の現状を見るだけでいい。テレビじゃなくて、自分の目
で。そしてできれば、あの岩手の方々の暖かさに触れてほしい。…私にできることはなんだろう。

・ 自分にとって GINGA-NET は始まりに過ぎない。GINGA-NET にタダ乗りするだけでなく、次の GINGA-NET
を創る下地を築いていかなければならない。そうして全国区に輪が広まれば、危機意識、危機管理、危機後の受
け入れ体制の強化にもつながるはず。　
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岩手県立大生からの声
現地プログラムの開発、活動先マッチング、バスリーダー、学生サポートなど現地活動の運営を行った岩手県

立大生。そんな彼らがGINGA-NET を通じて感じたことをお聞きしました。

八重樫綾子（やっこ）4年
［参加期・活動地名］第 2～ 9期　本部スタッフ
GINGA-NET が私たちに与えてくれたものの一つは、様々なリアルとの出会いだったのではないか
と感じています。自分の無力さを感じ、ひとの温かさを感じ、ことばの持つプラスとマイナスの
力を感じ、人の強さや弱さを感じ…。そのひとつひとつに自分自身が目の前にしたリアルがあっ
たのだと思います。
このプロジェクトから始まり、大きな波長が全国に広がっていることをすでに実感しています。
これからまたみんなの力を貸してください。

松本　唯美（ゆーみん）　4年
［参加期・活動地名］第 2～ 6期　本部スタッフ
不安も期待も苦労もたくさんある中で、実際に活動しに来てくれた皆の様子を見て、岩手をもっ
と知ってほしい、あそこに行きたい！と思ってもらえるような岩手にしたい…と考えるようにな
りました。ボランティアでも、観光でも、I ターンでも！また皆が岩手に訪れてくれる日を楽しみ
に、岩手でできること、岩手だからできることを頑張っていきます。参加してくれた皆、プロジェ
クトを一緒に考えて、一緒に作ってくれてありがとう。

小林祐美子（みっこやん）1年
［参加期・活動地名］第 3期　栗林／第 7期　長谷堂
私にとっての GINGA-NET とは、「人との出会い」に尽きます。震災復興に向けて歩み出している
時期に活動出来たことで得たものは多かったと思います。全国の学生の皆さんとよりよい活動に
するために一緒に話し合えたことが強く印象に残っていて、自分を変えるきっかけになったこと
は間違いありません。これから復興に向けて時間はかかるでしょうが、思いを共有しながら復興
に携わっていきたいです。これからもよろしくお願いします！

小原　裕也（おばっちゃん）1年
［参加期・活動地名］第 4期　旧釜石商業高校／第 5期　栗林／第 7期　日向 E／第 8期　松倉
全く語り足りませんが 1つだけ話したいと思います。岩手に来て感じたことを伝えてほしいとい
う話がありました。ですが、伝えて終わりでは意味がありません。いかに次の世代に伝えるか、
経験を生かして自分の身の回りでも出来ることがたくさんあると思います。どんどん想いを形に
していきましょう。これからもつながっていきたいです。よろしくお願いします！

小梁川翔太（こにゃ）3年
［参加期・活動地名］第 4期　松倉／第 5期　高田高校第 2グラウンド
私は、4期と 5期に参加しましたが、同じ活動場所で一緒に活動したメンバーをはじめ、全国各
地から集まった学生のみなさんの、GINGA-NET に対する思いや活動に対する積極的な姿勢を感じ
取ることができました。そして、私自身、そのような姿勢から多くのパワーをもらいました。全
国のみなさんとこのような活動を通して、同じ時間を共有できたことをうれしく思っています。
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川尻　智史（キャベツ）2年
［参加期・活動地名］第 4期　新日鐵松倉サッカー場／第 5期　大船渡
出会いの絶えない 2週間だった。全国の仲間との出会い、現地の職員、住民の方々との出会い、
これらは確実に私自身の視野を広め、様々な認識をもたらしてくれた。「なにかをしたい」、そん
なアツい気持ちで岩手を訪れてくれた全国の学生の思いをすべて消化できたという自信はない
が、それでもメンバーのみんなにきっかけを与え、活動へとつなげることができたことを誇りに
思う。「出会いに感謝」、まさにこの言葉に尽きる 2週間の活動だった。ありがとうございました。

昆野　淑美（やぎ）3年
［参加期・活動地名］第 4期　大畑西／第 6期　大船渡
出会った地域の方々や集まって一緒に活動した学生さん、協力して下さった方々みんなの想いを
全身で感じた期間でした。行くところによって接する人も、環境も、一緒に活動する人も違った
けれど『人ってあたたかいなぁ…』って感じたことを忘れないように、出会いを大切に、これか
らも色々な活動をしていきたいです。最後に…リーダーさん達が頼りになる人で本当に良かった
です！メッセージめっっちゃ嬉しかったです！

鈴木佐知子（さっちゃん）2年
［参加期・活動地名］第 4期　小白浜、竹駒／第 7期　高田高校第 2グラウンド
GINGA-NET では、「復興風鈴プロジェクトりんりん隊」を中心に活動を行ってきた。準備段階の
ときは、“被災地の方々に喜んでもらえるか”という不安があったが、実際には多くの人の喜ぶ顔
を見ることができた。様々な人たちの想いが繋がる瞬間を「風鈴」を通して感じることができた
ように思う。この繋がりを今回限りで終わらせるのではなく、今後も大事にしていければと感じ
ている。

菅野　文博（ふみ）3年
［参加期・活動地名］第 4期　高田高校第 2グラウンド、竹駒小学校／第 8期　日向 E
サロン活動を通して、地元の人が口にする震災当時の話に親身になって耳を傾けていたり、子ど
もたちと笑顔で遊んでいる参加者を見ていると、やはり学生の力には大きなものがあるというこ
とを感じた。
今回の活動が地元の人たちにとってどれだけの支援になったかは分からないが、こういった活動
を継続していくことで、今回のサロンのような場所が、心安らげる存在になればいいなと思う。

早川　　陽（あっきー）3年
［参加期・活動地名］第 4期　大船渡／第 8期　釜石市平田多目的グラウンド
今回の活動は住民同士のつながる機会でもあり、参加学生同士がつながる機会だったと思います。
日本全国に仲間がいることをとても心強く思います。GINGA-NET はボランティアのひとつの形で
す。参加を通しての感情や変化に向き合い、まずは自分の地域で新たなアクションを起こしてほ
しいと思います。
そして、また岩手に来たいと思っている学生が、再び岩手で活動ができるように体制作りを進め
ていきたいと思います。

菊池　春香（みけ）3年
［参加期・活動地名］第 4期　日向 A
私の行った日向 Aでは、4期から活動を始めた場所だったので、最初は人間関係をつくることも
大変で、住民の方々もなかなかサロンにきてくれなかったということもあったんですが、回を重
ねるごとに訪れてくれる住民の方々が増えていって、住民の方々にとっての不安や苦労を語り合
う場を提供できるまでにすることができたのではないかと思います。
サロンとして使える空間が限られており、行える活動も限られてはいましたが、私たちは私たち
なりに住民の方々のために活動できたのではないかと思います。
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菊池　幸乃（ゆっきー）3年
［参加期・活動地名］第 4期　大槌町
GINGA-NET で活動するのに当たって、自分にできることはあるのかと最初は不安を感じていまし
た。しかし一緒に活動してみると、学生のみんなととても楽しく活動することができ、もっと参
加できないことを後悔するくらいでした。学生からアイディアがどんどん浮かんでくるのを見て
聞いて、それがどんどん形になっていくのを見るのはすごく楽しかったです。GINGA-NET を通し
てできたつながりは今でも大切にしています！

土屋　　茜（あかぴー）3年
［参加期・活動地名］第 4期　日向 E
このGINGA-NET では、まず学生スタッフとして成長したと感じる。学生を受け入れた側として、
責任感が強くなり行動力も増したと思う。参加した学生から「学生スタッフは本当にすごい」と
何度も言われたが、この活動を通して自分自身が一番成長できたと思う。
またお茶っこサロンは、チームのみんなと考え悩みながら進めていった。様々な問題があったが、
知恵やアイディアで乗り超えていった。地元の人と多く関わることもでき、現地に行かなくては
できない貴重な経験ができたと感じる。

田口　隆啓（田口くん）1年
［参加期・活動地名］第 4期　日向D
GINGA-NET に参加して僕が最も感じた事は参加者の皆さんから情熱を感じられて、全体的に良い
雰囲気だったことです。僕自身も一緒に活動をしていて楽しかったし、お茶っこサロンでも来て
くれた方から『学生と話していて楽しい』とのお言葉を頂きました。また、同じ班で活動した人
達にとっても色々と考えさせられる場となったようで、『また機会があれば来たいし、何か出来る
事はないだろうか？』とおっしゃっていました。今後も学生にも出来ること、むしろ学生にしか
出来ないことがあると思うのでそういった機会を積極的に作っていけたらと思いました。

浅石　裕司（あーさー）大学院 2年
［参加期・活動地名］第 5～ 9期　全地域飛び回り
皆さんは「支援」とは何だと思いますか？　答えは難しく、かつ無数にあると思います。私の答
えの 1つは、「寄り添うこと」です。「あなたの何か」が「私の何か」になることであり、それは
悲しみや苦しみを共有することかも知れないし、喜びや努力、大事にしている何かを分かち合う
ことかも知れません。
GINGA-NET での活動は、被災された方はもちろん、私にとっての「支援」になりました。みんな
ありがとう。

梅門　　創（社長）1年
［参加期・活動地名］第 5期　大畑西／第 6・7期　大畑南
今までボランティア活動などをしたことがありませんでした。
そんな中、GINGA-NET に参加して改めて思ったのは、「ボランティア」の難しさでした。
スタッフとして、ボランティアする人を支える難しさと、ボランティアとして、被災者の方々を
支える難しさ。その両方を知り、経験し、得たものを活かしていく事がこれからの大切な私の仕
事の 1つだと思います。

猪俣　広大（いのっち）1年
［参加期・活動地名］第 5期　旧釜石商業高校南側／第 7期　平田グラウンド／第 8期　栗林
皆さんこんにちは！県大の猪俣です。3期活動しましたが、全国のみなさんと一緒に活動できてよ
かったと思っています。
しかし、今でも常に皆さんへの感謝の気持ちは途切れることはありません。本当にありがとうご
ざいます！
前に進み続けるこれからの岩手を皆さんそれぞれの場所から見届けてもらえたらと思います。そ
れでは！ 
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田中　菜々（ななちゃん）4年
［参加期・活動地名］第 5期　大槌
GINGA-NET の活動は打ち合わせや準備で早朝から深夜までの活動だったが、一人ひとりのコメン
トを見たり、明日伝える事を自分で考えたりする事が寝る間も惜しむ程楽しかった。自分が感じ
た事を話したいという想いと、この活動は各参加学生が主役であるため過度な介入はしない、と
いう葛藤があり、マネジメント側の楽しさや難しさを学んだ。たった一週間という期間だが、最
高の仲間に出逢えたこの夏は一生の宝物になった。

大川可奈恵（かなっぺ）3年
［参加期・活動地名］第 6期　長洞／第 8期　吉里吉里中学校
GINGA-NET を参画できて、全国の学生に発信できて、一緒に活動することができて、どれだけ幸
せなんだろうと感じた。自分達が活動して、少しでも多く人に笑顔・元気を分けることができた
のかなと思った。これからも、この繋がりをなくさずにずーっと活動していきたい。
参加していただいた学生さんにも、実際に見たこと・聞いたこと・感じたことを広めてほしい。
そこから、自分の地域で何ができるのかを考えてもらえたらなと思う。
私もたくさんのことを学ぶことができました！！本当にありがとうございます！！

西島　聡子（にっしー）　1年
［参加期・活動地名］第 6期　旧釜石商業高校北側
自分にも何かできることはないだろうか。そんな想いを持って、私は一歩を踏み出した。頭の中
で考えているだけではなく、実際の行動に移すことには勇気がいる。しかし少しでも迷ったのな
ら、不安があってもやってみようと思えた。それぞれの想いを持って全国から集まった仲間と過
ごした時間は、私自身に大きな変化をもたらしてくれたと思う。出会った人や感じたことを大切
にして、これからに繋げていこう。ありがとうございました。

高橋　沙織（さおりん）1年
［参加期・活動地名］第 8期　大松
一番頼りないスタッフでしたが、同じチームの皆さんやたくさんの人のおかげで無事に楽しく活
動することができました。遠くから集まったたくさんの人が「オモイをカタチに」できてよかっ
たです。最終日に泣いてお別れするくらい、こんな短期間で沿岸の方やチームのみんなと仲良く
なれてとても濃くていい経験だったと思います。これからもこの絆を大事にしていけたら嬉しい
です。
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本部スタッフからの声
現地の事務局では第 1～ 9期を通して 20 人の本部スタッフが裏側からプロジェクトを支えていました。

あまり表に出ることのなかった本部スタッフのGINGA-NET に参加した感想をお聞きしました。

　
横関つかさ（よっこん）
［参加期］第 1～ 4・8・9期　　［現地での主な役割］事務局、活動巡回など
活動中の笑顔、チームの話し合い中のアツいトーク、ふりかえりシートを書いている時の静かで
真剣な空気、お別れ前の泣き顔…。日々、みんなのたくさんの表情を見つめていて学生の持つ可
能性を心から実感しました。みんなに出会えて本当に良かったです！これからはそれぞれが地域
の活動などに転換していくかと思いますが、いつかまた、「GINGA-NET に参加してたやんな！？」
と言って一緒に活動できる日が来るといいですね。

河田のどか（河ちゃん）
［参加期］第 1～ 6期　　［現地での主な役割］現地での全体の運営・食事手配等
人と人とが出会い、つながり合い、支え合うことで生み出される、大きな力。岩手の現状と向き
合い、悩んだり迷ったりしながら前進する学生の姿。それらに無限の可能性を感じた。このプロ
ジェクトは 1つのきっかけにすぎない。これからが、本当の始まり。学生の力を信じ、応援して
いきたい。一緒に歩んでいきたい。GINGA-NET を支えてくださった全ての方に感謝します。

山本　愛子（愛子さま）
［参加期］第 2・5期　　［現地での主な役割］事務局整備
最初は何もなかったところに一日一日それぞれの思いがどんどん形に。参加学生、岩手県立大生、
本部スタッフ、協力者、またGINGA-NET 全体が日々成長していくことに圧倒されつつ、私自身多
くのことを学ばせていただきました。微々たる力ながら被災地支援に携われたことをうれしく思
います。ありがとうございました。

大澤　秀光（ひでりん）　
［参加期］第 3・7期　　［現地での主な役割］カメラ・買い出し・お弁当の配達・事務局管理
この足で岩手の土地に立ちこの目でみたことで震災の爪あとの大きさ、そしてそこで生活をする
方々が確かにいることを実感させられました。また全国の大学生達が毎日体育館で熱心に翌日の
サロン活動へどう工夫するか考える姿を見て、少しでも岩手の人々の力になりたいという想いの
強さを感じました。

西 　　　誠（おとうさん）
［参加期］第 3・7期　　［現地での主な役割］無線 LAN配線、車での送迎、全体フォロー
発災以降、多くの学生から「被災者の力になりたい」という声を耳にしていたところ、その思い
を被災地に繋げるGINGA-NET のことを聞き、私も何かできることがあればという思いで参加させ
ていただきました。学生同士協力しながら困難な状況を乗り越えることで、被災者の方々への大
きな力を生み出すことができたのだと思います。皆さんと一緒に活動できた事にとても感謝して
います。ありがとうございました。
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山田有希子（ヤマダサン）
［参加期］第 3･4 期　　［現地での主な役割］ エコステーション設置、体調不良者・落し物カード・

朝パンシステム構築
GINGA-NET では、学生たちや若者たちのチカラを目の当たりにした日々でした。毎日接していた
岩手県立大の学生たちが、日を追うごとにより頼もしくなっていく姿から感じるものがあり今も
心に残っています。そして、あーだこーだと話をしながら環境を整えていき、メンバー間のコミュ
ニケーションがスムーズになっていき、少しずつチームになっていったプロセスから学ぶことが
たくさんありました。

原　芙佑子（ママ）
［参加期］第 3期　　［現地での主な役割］資料作り、住田町の方と交流、ムードメーカー
本部スタッフとして現場で痛感したことは、地域の方々や寄付者といった応援してくれる人たち
の存在です。学生の参加費が他のプロジェクトと比べて割安だったのは、寄付金などの支援金や
助成金、宿泊拠点の提供があったから。現場で活動する学生たち、さまざまなカタチで支えてく
れる人たち、両者がいて被災地支援が成り立つことを実感しました。 

芝原　浩美（しばはらさん）
［参加期］第 3・4期　　［現地での主な役割］全体のシステム作り
一番の驚きは、過酷な状況の被災地に飛び込もうとする学生たちがこんなにも多くいるのか、と
いうことでした。東日本大震災では多くの人・ものを失いましたが、それ以上に多くの何かが生
まれました。「若い力」はその一つです。「若い力」が持つ計り知れないパワーを感じることがで
きたこのプロジェクトに関わったすべての人に感謝です。

滋野　正道（げっち）
［参加期］第 3期　　［現地での主な役割］バスリーダー
学生の皆さんがそれぞれに被災された方々と真剣に向き合っていた事がとても印象的でした。笑っ
たり…悩んだり…泣いたり…どの場面においても学生さんの姿は輝いていました。そして目の奥
には「真剣さ」がありました。GINGA-NET のように多くの学生が、現地に目を向け、共に支え合
いながら前に向かっていく事が大切であると感じました。

古川　藍子（あいこ）
［参加期］第 3期　　［現地での主な役割］バスリーダー
GINGA-NET 第 3 期のスタッフとして、参加させていただきありがとうございました。さまざまな
参加者の活動に対する思いや姿勢をみて、自分の考え方を見直すことができ、貴重な学びとなり
ました。これからも学生の思い、現地の人々の思いをつなげていけるGINGA-NET を応援していま
す！

丸山　大地（まるだい）
［参加期］第 3期　　［現地での主な役割］バスリーダー
ほんの数日でしたが、ボランティア参加者が、現地で動く前にどのような準備をすべきか、どの
ような手続きをとり、どういう指揮系統下に入るか。（担当場所によってのチーム制も含めて）こ
のような仕組みを構築・分担・指示することの難しさを学んだと思います。私自身が初めて現地
に入ったこともありますが、震災ボランティアのスタッフも経験したことで、ボランティアを行
う側、コーディネートする側の両者の難しさを知りました。
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岩本　陽子（よーしゃん）
［参加期］第 4・8期　　［現地での主な役割］エコステーション設置、消灯確認
私は 4期のときは自身に余裕がなく、参加してくれた学生のみなさんとあまり交流ができず残念
でした。8期では自身のお茶っこサロンに参加することができ、消灯もし、本部でも地域のおば
ちゃんたちと交流がもて嬉しかったです。GINGA-NET に関わらせてもらい、様々な出会い、震災
を向き合いはじめたこと、みなさんに感謝です。

髙橋あゆみ（あんしー）
［参加期］第 4期　　［現地での主な役割］エコステーション構築、電話対応、岩手県立大生フォロー
4 期は初めて 200 人受入れの期でもあり、岩手県立大スタッフが一番多かった期でもあるかと思
います。プロジェクトの中でそのような転換期に携われたこと、また、現地で出会ったひとや、
そこで抱いた感情を今後も大切にしたいと思います。日々もやもやを抱えながら活動に行くみな
さんに、たくさんのエネルギーをもらいました。「よかった経験」ではなく、次に繋がる経験とし
て大切にしていきたいです。

竹久　輝顕（がっちゃん）
［参加期］第 4期　　［現地での主な役割］車での送迎、本部スタッフ食事管理
「1086 人もの学生が日々悩み、試行錯誤しながら活動したのと同時に、その裏側でサポートして
きた岩手県立大生・本部スタッフほか、1100 人以上の力によって、GINGA-NET は成し得た」そう
感じています。現場では顔を合わせるごとに、それぞれ悩みつつも、なんとかしようとする姿勢
が見えて、そこから一人ひとりの力が強く感じられました。この体験からの気づきをともに今後
につなげていければと思います。

尾崎　善嶺（ジョン）
［参加期］第 5期　　［現地での主な役割］本部スタッフフォロー、段取り
今回、GINGA-NET に参加した中で、私の印象に最も強く残っているのは、それぞれの思いと現実
の間で葛藤する大学生の姿である。活動の意味に向き合い、「結局、何をすれば現地のためになる
のか分からない」と苦悩しながらも行動しようとする彼らの姿勢は、社会に対して真剣に向き合
おうとしているようにも見え、自身を重ねて省みる機会となった。

森川　有紀（もりぞーさん）
［参加期］第 5期　　［現地での主な役割］全体フォロー、岩手県立大生ベジタブル化計画
3.11 震災で自分の中の市民性が目覚めたと感じています。今までは「仕事」と「市民性」を統合
していない、しようとしていなかったと気づきました。GINGA-NET に関われて初めて、自分の仕
事の意義を感じることができました。熱い想いを持つ多くの大学生に出会い、一緒に活動できた
ことは、私にとって大切な経験です。ありがとうございました。

勝村　尚代（かっちゃん）
［参加期］第 6・7期　　［現地での主な役割］寮母さん、全体フォロー
3.11 以降、被災地に対して何かしたい思いから、GINGA-NET 活動に参加した学生や本部スタッフ
は、誰もがこの活動を通して迷いや葛藤の中の様々な壁に立ち向かい、懸命に考えて、相談して、
新たな道を見つけていく姿はドキドキすることもあり、とても頼もしくもあり、みんなが「今を
一生懸命に生きている」姿がそこにありました。学ぶ事が多い、貴重な機会でした。
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河合　将生（ますおさん）
［参加期］第 6・8期　　［現地での主な役割］バスリーダー、全体フォロー
「マスオさん」です。私が参加した期間の殆どが雨（台風も）でしたが、学生の皆さんの熱気や思
い、そして岩手県立大生の皆さんの活動に触れ、学生の持つパワーと可能性に圧倒されました。
報告ですが、国際協力のお祭り「ワン・ワールド・フェスティバル」のボランティア説明会で
GINGA-NET に参加した何人かの学生と再会！出会いや活動がつながっていくことが素敵ですね。

竹田　明子（タケティ）
［参加期］第 6期　　［現地での主な役割］現地本部後方支援
このプロジェクトの最大のポイントは岩手県立大のボランティアセンターの学生達が、全期にわ
たって参加学生をリードし運営していた点。参加学生たちは県大生に触発されることで「自分自
身にできること」を真剣に考え、悩み、主体的に取り組んでいた。若者がおもいっきり悩み、仲
間とともに課題と向き合うこの活動は、ワークキャンプ型現地活動ボランティアの一例をつくっ
たことと思います。

青木　理紗（りさねぇ）
［参加期］第 7期　　［現地での主な役割］全体フォロー
私自身ずっと現地に行き何かしたいと思っていたときに、仕事としてGINGA-NET 派遣が決定し、
嬉しかったことを覚えています（同時に不安もありましたが）。実際のサロン活動はあまり見るこ
とができませんでしたが、ボランティアの皆さんの帰ってきたときの表情や振り返りの様子を見
ていて、悩み考えながら活動をしているんだろうなと感じることができました。話すうえで、刺
激をもらったこともたくさんありました。またゆっくり、お話できる機会を楽しみにしています！
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協力者からの声
GINGA-NET は、現地の方々のご協力なしでは実施することはできませんでした。

ご協力頂いた一部の方から、GINGA-NET と参加した学生に向けてお言葉を頂きました。

①  GINGA-NET の学生が全国から岩手県に入りボランティア活動をしていることを地元側（受け入れる側）
としてどう感じておられましたか？

②GINGA-NET の学生に向けてのメッセージ

㈲富士モーターサービス　小田島　淳さん（京都発着のバス、活動期間中のバスの運行）
①  GINGA-NET に全国から参加された学生の皆様、すべての関係者の皆様に出会うことが
できたことに感謝しています。特にバス運行に際してご協力をいただき、事故なく終了
できました。本当にありがとうございます。

② 皆さんの合言葉「オモイをカタチに」したプロジェクトは、被災された方々、自分た
ち、携わる方々、全員に「オモイ」を感じさせて再び「カタチ」にしていく、終わりと
答えのない生涯のプロジェクトだと思います。素敵な仲間たちとつながり、伝え、輪が
大きく拡がり、ますます皆さんが活躍なさることを心より祈念しております。

釜石市鵜住居仮設団地田郷 C・D仮設自治会長　藤原 　泰治さん（お茶っこサロン活動先）
① 出会いがあり、そこから協力し合えることが嬉しいです。一番印象に残っているのは、
敬老の日に談話室で行ったイベントでした。学生が自ら企画実施しました。また、次に
来るグループに活動を伝えて広げていった点が素晴らしかったです。

② ぜひ全国の学生が、ボランティア活動に参加していただき、現地の人とコミュニケー
ションを取っていただければいいなと思っています。

高萩商店様　（全活動期間中の朝食の手配、配達）
① 全国から若い人たちが来て沿岸部の支援に関わってくれたことに、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。震災を受けて沿岸部の支援に行きたいと思っても、様子がわからず、年齢も
重ねているので、なかなか行くことができませんでした。自分にとって親しい人がいた
見慣れた風景が変わってしまったことを、受け入れることも難しくて。そんな中で、こ
うして支援に向かってくれる人がいることはとても有難いです。

② 「被災地を支援したい」という自分の気持ちをもとに、こうして自分たちで自発的に活
動していることは、とても素晴らしいことです。社会に出て立派な人になると思いま
す。なってほしいという希望ではなく、自発的に動けるのだから絶対になるだろうとい
う期待を持っています。応援しています。
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住田町教育委員会　佐々木さん（五葉地区公民館、住田町との調整）
① とても有難く、感謝しています。正直言って、この震災がなければ岩手に来ることがな
かった学生さんもいるんじゃないかなと思っています。だから、不思議なご縁だなぁと
感謝しています。全国からの大学生たちが地域の子どもたちとも遊んでくれるなど、交
流があって嬉しかったですね。子どもたちにとっても良い経験や刺激になりました。

② 夏のプロジェクトを契機につながりができて、クリスマスや年末年始に再び来てくれた
りして、とても嬉しく思っています。これからも岩手に来てほしいですね。単発的に来
るだけでなく、就職や結婚などで根付いてもらえたらとても嬉しいです！

五葉地区公民館管理人　紺野さん（公民館の管理、清掃）
① 遠くから岩手の支援に来てくれて、ご苦労様です。住田町でも婦人部が沿岸部の炊き出
し等に行っていますが、自分としては満足に手伝えていないと思っています。その中で
遠くから学生たちが来てくれたことに感謝しています。えらいですね。ただ、地域の人
たちと学生の生活リズムは違うので、たまに夜 11 時過ぎに声が聞こえて、ビックリし
て起きてしまうことがありました。学生のみんなにとっても、コンビニもない地域の生
活は慣れなかったんじゃないかなと思います。

② 遠くから来てくれて感謝しています。ボランティアをやりながらも、学業もおろそかに
せずに過ごしてほしいですね。そして五葉公民館や体育館を利用するときは、ぜひ大事
にキレイに使ってほしいと思います。

五葉温泉　しゃくなげの湯っこ様（活動期間中の学生の入浴施設）
① 五葉温泉では、震災後 3月 18 日から営業を再開し、被災した方々の入浴に努力してま
いりました。行政（大船渡市）からの要請もあり、被災者の受け入れが 6月まで続きま
した。訪れるお客様は、自衛隊・工事関係（ライフライン、仮設住宅等）・ボランティ
アの方々と徐々に変化してきました。遠方からの支援の方がたくさん訪れることに、
本当に驚きました。宿泊施設の多くが被災しているなか、支援の方を受け入れる体制も
整っていないにもかかわらず、たくさんの方に復旧に携わっていただいたことに対しま
して、被災地の一員として感謝を申し上げます。
　 支援の方にお風呂を提供することで、みなさんのお役に立てたとすれば幸いに思いま
す。みなさんに五葉温泉をご利用いただけたからこそ、みなさんの活動を知るところと
なりました。五葉温泉を通じて、みなさんとお会いする機会があったことに感謝を申し
上げます。

② たくさんの学生さんが、訪れるだけでも遠い当地域に、足を運んでいただき、手を差し
伸べていただいたことは、被災者の励みになっていると信じています。みなさんの活動
に感謝しています。ありがとうございました。
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参加大学関係者からの声
大学単位で参加いただいた大学担当者のみなさまに、プロジェクト終了後アンケートに回答いただきました。

お忙しい中、ご回答いただきましたみなさまに感謝申し上げます。

回答率 72.7％（22 大学中 16大学回答）

■ 本プロジェクトに参加しての満足度と理由

　すべての大学から、「非常に満足」「満足」の回答
が得られた。その理由としてアンケートからの声を
紹介する。
　まずは、「いわて GINGA-NET プロジェクト」設
計面についての評価である。
　「現地での受け入れ先・活動メニューの選定」に
ついては、「地域のニーズにできるだけ沿ったかた
ちのボランティア活動ができる配慮があったこと」
「内容が、コミュニティ形成であり、瓦礫撤去など
は躊躇する女子学生も安心して参加出来た」。災害
ボランティア活動が初めての学生にも関わりやす
いものだった。また、「受け入れ先選定において、
岩手県立大学とNPOが連携することで信頼感があ
り、関係者への説明が円滑に出来たこと。」との声
もある。
　「活動以外のプログラムパッケージ」について
は、「企画段階から振り返り等まで、しっかりとプ
ログラムされており、安心して参加できること」
「構成的にプログラムが組まれていて、学生が地域
のニーズにこたえながら、自分自身の成長に気付く
しかけがなされていると思ったから」現地での活動
で終わるだけではなく、気づきや感想をふりかえ
り、学びにつなげることを重視した点を評価いただ
いている。また、被災地への負担の面から「各大学
でバスを出すより、現地に負担をかけない」点を指
摘いただいた大学もあった。
　次に、参加した学生や成長の面からの評価につい

ては、「学生が被災地支援に関わることで学生自身
が成長した」「参加者にとって、被災地を具体的な
イメージ（地名・人物）で自分の問題として感じら
れたから」と大きな効果があったことがわかる。
　さらに、継続した活動のモチベーションにもつ
ながっているようだ。「全員ではないですが参加学
生が自主的に震災に関して活動をより行っている」
「学生の次回以降のボランティア参加の意欲が高
かった」。
　そして、一大学で活動するのではなく他の大学と
の合同実施という点についても「ボランティアの経
験のみならず、大学間交流の機会でもあった」「瓦
礫撤去活動などとちがって、被災者の方々とふれあ
う中で得られたもの（感情・想いなど）を全国の学
生と（私たち引率者も）共有し、話し合うきっかけ
となったから」大学を超えた活動スタイルもよい効
果があったようだ。
　最後に、「現地での生活面サポート」について
は、「現地に岩手県立大学の学生、ユースビジョン
やさくらネットのスタッフが常駐し、緊急時の対応
も整っており安心して派遣できた。食事、銭湯、熱
中症対策など、対応が整っており安心できた」と、
震災ボランティア活動を効果的に進める際に欠かせ
ない生活面のサポート体制に対して安心の声をいた
だけた。
　また、「体育館の暮らしが、究極の避難所体験と
なったから」と、わずか数日間であるが避難所生活
を体験したことも、今後の被災地をふりかえる際の
貴重な、リアルな体験として残っているようだ。

■ 本プロジェクトへの参加にあたり、困難
だったこと

　構想からわずか 2ヶ月で実現化した本プロジェ
クトだからこそ様々な面で難しさがあった。
　特に、大学単位の参加で困難だったこととしては
「学内調整」と「費用の確保」であったと多くの大
学から声が聞かれた。
　まず、「学内調整」については、前例がないプロ

参加しての満足度

非常に満足
（期待以上）
37％

満足
63％

非常に不満
0％
不満
0％
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ジェクトという中で、学内関係者の理解を得る、説
得するかという面で奔走いただいた担当者が多い。
　一方、「説明会の時点から学生部職員（課長）に
出席していただいたため、学内調整を円滑に進める
ことができた」という声もあった。
　加えて、学内調整の面で「今回の東日本大震災の
支援にあたりどのようにアプローチしていったらよ
いのか分からず、いろいろな取り組みがあるなか
で、GINGA-NET の取り組みに決めるまでの情報収
集」「学内で反対意見は出なかったものの、単一団
体と連携することを疑問視する声はあった」という
意見もあり、今後の検討課題としたい。
　次に「費用の確保」については、各大学でそれぞ
れの捻出・調達を行ったことがわかる。
　調達方法については、大学本部の予算化のほか、
大学教職員からの支援カンパ、父母会・保護者会、
同窓会の組織等からの援助、自治体の震災関連事業
との連携など、アンケートからは様々な方法を駆使
された様子が伝わってきた。
　さらに、大学単位の参加では、引率時の安全確
保・緊急連絡体制の構築のため「引率者 1名の参
加」をお願いしたが、「仕事の調整と参加後の休み
の取得（引率教員）」での難しさがあったという声
もいただいた。

■ 本プロジェクトの企画内容や、運営につ
いての改善点

　まずは、「参加申込や、現地へ学生を送り出す過
程での改善点」について。
　参加申し込みについては、「参加申し込みの時点
で、すでに希望する枠が埋まっていた。改善すると
したら、できるだけリアルタイムに参加予定人数を
把握できたら良かったと思う」「当方の参加者集約
のタイミングが遅れてしまったことで、希望者の一
部が参加できなかったからである。」とリアルタイ
ム性についての改善点をいただいた。今回は実行委
員会の想定をはるかに上回る参加申込みが短期間に
発生し、受付担当の事務処理が追いついていなかっ
たことは事実であり、今後の課題である。また、申
込み手続きの簡素化についても指摘があった。
　次に、「現地での学生活動プログラムや、引率者
対応についての改善点」については、特に「引率
者」についての指摘や提案が多くあがった。
「引率者にも役割を与えておいたほうがよいのでは
ないかと思います（プログラムが「学生の主体的な
ボランティア活動」であることを理解できていない

引率者が学生の活動に勝手に口をはさんだりしてい
たから）。」
「引率者の中には指示をしたり、現地に要求する方
もおられたと伺っています。引率側への事前研修と
いうか、打ち合わせも必要だったかもしれないと思
います。」
「多くの活動を知りたかったし、また一緒活動をお
こないながら、被災された地元の人々との交流の機
会をもちたかった。そのためにも、引率者は、視察
が自由にできるマイカー移動が必要。」
　上記についてはご指摘の通りである。プロジェク
ト実行委員会としても「引率者」の役割や対応方
法、事前案内については十分に検討できなかったと
反省しており、今後の検討課題としたい。しかし、
そんな中でも、一部の引率者の先生方が自主的に引
率者向けのマニュアル「引率教職員の心得～学生の
ために心がけること～」を作成いただいたことは、
実行委員会構成団体一同、非常に励まされたことを
ここに記しておきたい。

■ 今回のような、大学横断型（連携型）の
取り組みを実施する場合、どうすればもっ
と参加しやすいか、あるいは、よりよい成
果を生み出せるかについてのアイデア

・ 今回の震災支援のように目的がはっきりしている
と参加しやすい。
・ 今回のプロジェクトで公立大学協会の果たした役
割は大きかったと思う。NPO、ボランティア団体、
社協等、学外の団体との連携が必要と思われる。
・ 大規模災害に対応するこのようなプロジェクトに
ついては、常日頃のネットワークの構築が重要で
あるということを再認識させられました。
・ 最大のネックは、参加者たちの交通手段確保だっ
た。それらに対応できるような都道府県単位・ブ
ロックごとのネットワークが課題だったと思う
が、関西ブロックが良い手本だと感じる。
・ 全体運営が進むようスーパーバイザーの確保
・ 宿泊所・活動拠点・活動プログラム開発の運営で
きる学生コーディネーターの養成と確保
・ 学生だけの活動ではボランティア学生本人が
PTSD になってしまう恐れがある。（実際に本学で
は参加学生に約 1ヶ月後に PTSD テストを行った
ところ、フォローを要する結果が数名おり、フォ
ローしている。）
・ 活動報告を丹念に作って、全国の大学や専門学校
に送付すること。
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大学・団体報告一覧
ご参加いただいた大学・団体の多くが報告書・ホームぺージ・ブログ等で活動の報告を実施。各大学・団体が

行った報告を可能な限り集めましたので、ご紹介いたします。

【独自運行バスの大学・団体】

【独自手段または個人参加学生の大学による報告】

※「大学・団体報告一覧」に掲載されている全ての画像は、各大学・団体に承諾を得て掲載しております。これらの画像を無断で複製、送信、出版等の著作権を侵害する一切の行為は禁止いたします。

愛知県立大学
2011 年 11 月発行

三重県立看護大学
ホームページ

2011 年 8月 30 日掲載

島根県立大学
ホームページ

2011 年 11 月 30 日掲載

大学コンソーシアム八王子
ホームページ

2011 年 9月 2日掲載

立命館大学
2011 年 11 月 18 日掲載

川崎医療福祉大学 日本福祉大学
ボランティアセンター

ホームページ
2011 年 9月 28 日掲載

大学広報誌「愛ありて」
医福大ニュース107号
2011年11月21日発行

関西大学校友会
機関誌 関大 565 号
2011 年 9月 15 日発行

関西大学広報委員会
関西大学通信 404 号
 2011 年 9 月 15 日発行

災害ボランティア 2011
夏期活動報告書

2011 年 9月 15 日発行

災害ボランティアセンター
ブログ

2011 年 9月 6日掲載

明治学院大学ボランティアセンター
ホームページ
2011 年 8月掲載

名古屋商科大学
ホームページ

 2011 年 8 月 25 日掲載

AICHI for 3.11
ホームページ

大阪経済大学
学長ブログ『野風草だより』
　2011 年 8月 11 日掲載

北星学園大学
広報誌 HOKUSEI@COM vol.13
2012 年 1 月発行

しが NPOセンター　
ブログ

2011 年 8月 31 日掲載

青森県立保健大学
広報誌活彩！保健だより vol.25
2011 年 12 月 26 日発行

京都文教大学
活動報告書～つながってく支援の力～
2012 年 2 月 16 日発行

四国大学　
学生ボランティア情報誌 vol.20, 21
2011 年 9 月発行　2012 年 1月発行

滋賀県社会福祉協議会
＊しがNPOセンター運行のボランティア応援バ
スに協力　ボランティア情報チャンネル No.189
2011 年 10 月発行
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いわてGINGA-NETプロジェクトの
役割と今後の展開
山本　克彦（キャップ）

　いわて GINGA-NET プロジェクト（以下、銀河）

は被災した地域やそこで生きる人たちに対し、どの

ような役割を果たしてきたのでしょうか。学生ボラ

ンティアが果たす役割は災害が起きた時からの時間

の経過によって変わっていくものだと思います。ま

ずはそのことを整理してみます。

　災害発生時から時系列で学生ボランティアが行動

するフェーズを整理すると次のようになります。

　① 救急救命期（災害発生から概ね 3日間）

　② 緊急援助期①（災害発生から数日後、災害 VC

や避難所整備運営等の時期）

　③ 緊急援助期②（応急仮設住宅への転居や、自宅

の片づけ等の時期）

　④ 生活支援・住宅再建期（応急仮設住宅等、あら

たなコミュニティ形成の時期）

　⑤ 復興期（地域全体が復興に向かう時期）

　たとえば救急救命期は、公的機関による人命救

助、また被害地域や被害状況を把握する時期である

ため、学生ボランティアが直接支援をすることはほ

とんどありません。被災した地域の外からの支援を

考えると緊急援助期も同様でしょう。しかし今回、

銀河で学んでいただいたように、被災地側の立場に

なると、この時期にもさまざまな活動が必要となり

ます。

　今回の銀河は主に④生活支援・住宅再建期につい

て、応急仮設住宅等にあらたなコミュニティ形成支

援を行ったということになります。もちろん当時の

ニーズにはいわゆる瓦礫撤去や個別の家屋の清掃等

もありました。しかし銀河では、被災した地域のみ

なさんの「新しい生活」を支援することに焦点を

絞っていました。その理由の 1つは「銀河の参加

者募集時点では、まだまだ現地での安全面が心配さ

れ、もしもの時の責任を考える大学が学生のボラン

ティア活動に制限をかけていたこと」にあります。

これを解決するには、安全であることがわかりやす

い活動としなければなりません。また時期的に避難

所から応急仮設住宅への転居が始まる時期であり、

かつての災害支援の経験から、夏こそコミュニティ

形成支援（具体的にはお茶っこサロン）のタイミン

グと考えていました。さらには 1週間というター

ムで移動を除く 4～ 5 日間の活動を考えると、特

定の地域に連続して関わるにはお茶っこサロンや子

どもの居場所支援がよいと考えたこともあります。

　こうして企画された銀河にはどのような役割が

あったのでしょう。あきらかな役割は、もともとの

居住地域から抽選等で転居することとなった「新た

な地域」での “ご近所づきあいづくり”のお手伝い

です。お茶やお菓子を準備し、どうぞ気軽にお越し

ください…という「場」をつくることでした。

　楽しく語りながら、お茶を飲み、お菓子を食べ

る。何気ない空間がいかに大切なのかを知ることが

出来たと思います。ふだんの地域でも引っ越しで新

しい住民が入ることはありますが、一気に 50 とか

100 の世帯が引っ越してきて出会うというのはこう

した状況でしかありません。隣人の様子や新しい地

域の空気になじむまでは、たくさんの不安や緊張が

あるはずです。私たちは「楽しい空間」をつくり、
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地域の方々が出会う環境を整えていたのだといえま

す。

　ところがそのシンプルな活動には多くの意味づけ

をすることができます。たとえば、お茶を飲んで語

り合う住民の様子を観ながら、今後の自治会組織化

につながるその地域のリーダーを見つけたり、会話

の中から家族構成やご家族が抱える不安や経済状態

や、日常にたまっている不安を聴き取ることもでき

ます。集まってくる年齢構成に子どもが多ければ、

その地域には子どもが多いという特徴もわかりま

す。住民同士の人間関係や、どこにどんな方が住

み、どんな気持ちでいらっしゃるか…そうしたこと

がどんどん見え始めます。これはとても精度の高い

アセスメントといえます。なぜなら学生という “や

わらかな存在”が、オトナの専門職が調査に行くの

とは違うホンネを引き出すからです。また、とても

わかりやすい効果として、地域に元気で笑顔いっぱ

いの若者がウロウロしてくれていると地域が明るく

なるという声も聞きました。特に夏の銀河のよう

に、2か月もの間、学生が毎日通ってきてくれると

いうことは、被災地が見捨てられることなく、いつ

も気にかけてもらえる状況にあり、何かあっても助

け合える仲間がいるという安心感にもつながってい

ました。

　しかしながら学生ボランティアは授業期間の始ま

りとともに一気に減少します。それでも数か月の時

間をあけて、また学生の姿を見かける…というのが

冬銀河でした。夏、冬、春と長めの休み以外は地元

の学生ボランティアが少しずつ活動を継続してきま

した。僕から見て、夏と冬銀河の大きな違いは応急

仮設住宅のみなさんが復興の歩みとともに自立され

ている姿でした。前にも述べましたが、夏には内容

も備品もあらゆるものをそろえて実施したイベント

が、冬には地域の方が学生と役割を分担し、学生で

はできない部分にさまざまな力を貸してくださいま

した。協働型のイベントとなっていたと思います。

　地域と向き合うボランティア活動は、継続するこ

とがすべてではありません。活動そのものが何らか

の課題（ニーズ）によるものであるなら、活動の継

続 =課題が解決していないことを意味します。ボ

ランティア活動を必要とされないことがある意味

のゴールです。そこに向かって、銀河は “いい加減”

を忘れてはなりません。適当という意味の “いい加

減”ではなく、地域やそこで生きる人たちの状況を

見極めた “いいさじ加減”の活動を展開するのが良

いのだと思います。冬銀河、春銀河と続く活動がい

くつもの夏、いくつもの冬、いくつもの春…とつな

がっていいと思います。ただしそれは、同じことを

するのではなく、地域と人に対し、きちんと向き

合って、必要なタイミングで必要な活動をしていく

という継続なのです。その活動はもしかすると、具

体的なことから、だんだんと曖昧になるかもしれま

せん。何もせず、そばにいることかもしれません。

支援というよりは、お世話になり、「ありがとう！」

と伝えることばかりになるかもしれません。でも、

僕はそれでいいのだと思います。

　そしてもう一つ、今後の銀河の大切な役割は、参

加したすべての仲間が、自分たちの地域で「銀河の

眼」を持って地域を見直し、災害に備えることなの

です。災害に備えるということは、地域のみんな

が、幸せに日々を過ごすことにほかなりません。
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いわてGINGA-NET の今後
八重樫綾子（岩手県立大学学生ボランティアセンター　学生スタッフ／NPO法人いわてGINGA-NET 代表）

　いわてGINGA-NET プロジェクトの実施以降、全

国の学生たちとの非常に大きなネットワークを得る

ことができた一方、県内の学生たちが今後どう動い

ていけるかということが一つの課題でした。

　他大学との連携をテーマに、岩手県内において研

修会やイベントの開催を通じ、大学の垣根を越えて

の支援活動の連携や協働の仕掛け作りに臨んでいま

す。以下で、その取り組みについて紹介させていた

だきます。

○岩手の学生たちのコミュニティづくり
　岩手の学生のコミュニティを活性させることをね

らいとして、「いわて学生コミュニティカフェ」を

企画・開催しました。これまで大学を越えて学生同

士が交流したり、互いの活動を知り合う機会に乏し

く、活動の広がりや展開に課題を抱えていました。

カフェには 4大学から 30名が参加、互いの活動を

紹介したり活動に対する思いや今後の展開を自由に

話し合いました。それぞれの取り組みへ互いに刺激

を受け、お互いの認知を広げるとともに今後の連携

の可能性も現れました。

　今後もこうした企画を定期的に行い、学生たちの

活動の広がりと展開の可能性を拡大していきます。

定期的にミーティングを行ったり、情報の交換や発

信を行うことができる学生コミュニティの拠点を構

えることが、現在の展望です。

○ 岩手県内 5大学の連携による被災地支援
活動

　岩手県内の 5大学で構成される「いわて高等教

育コンソーシアム」との連携のもと、合宿研修を企

画・運営しました。被災地支援をテーマにこれまで

の学生たちの動きや活動を振り返り、今後の支援に

ついて学生たち自身にできることについて、ワーク

ショップ形式で様々な意見交換や提案など行いまし

た。研修には 5大学から 150 名を超える学生が参

加、それまで被災地支援に関わるきっかけをつかめ

なかった学生たちも多く、今後の取り組みへの思い

を新たにする機会にもなりました。

　その後、週末を中心にボランティアバスを運行し

地元支援団体などとの協力のもと活動をコーディ

ネート、各回 50～ 70名ほどの学生ボランティアが

支援活動を行っています。

　地元大学から通うことができる強みを生かして継

続的な活動を行っていけるよう、コーディネートと

マッチングの機能を模索中です。

○ 長期休業を利用した滞在型プロジェクト
の継続実施

　2011 年の年末から 2012 年の年始にかけ、「冬銀

河」プロジェクトを実施。夏に比べ規模は縮小し、

50名体制で釜石市の応急仮設団地 11箇所でコミュ

ニティ支援を行いました。自治会のイベントサポー

トや子どもたちの遊び支援、学習支援などを通じ、

地域ごとの自治の進行の様子や、ニーズの変化を感

じ取りました。

　こうした状況把握を定期的に行うことで、地域と

の関わり方や距離感など、支援の段階を見極めるこ

とが必要と考えています。地域の方との直接的な関

わりを持つ活動において必ず大切にしているのが、

地元の支援者との情報共有をしっかりと行うことで

す。

　今後さらに地域ごと個別のニー

ズが現れてくることを考え、見直

しと調整を重ねてプロジェクトを

組み立てていきます。

　2012年 3月には「春銀河2012」

プロジェクトを実施しました。
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支援者・寄付者の紹介
GINGA-NET の運営にあたり、たくさんの方から寄付や物資提供などご支援をいただきました。

皆様方のご支援、本当にありがとうございます。

■企画支援
・岩手県立大学
・公立大学協会

■助成・協賛
・ソニーマーケティング株式会社様
・パナソニック株式会社様
・ファイルメーカー株式会社様
・日本財団学生ボランティアセンター（Gakuvo）様
・公益財団法人京都地域創造基金様
　　［災害ボランティア支援基金］
・社会福祉法人中央共同募金会様
　　［赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート基金」
　　助成事業］
・パールマーケティングソリューションズ株式会社様
・大谷産業株式会社様
・株式会社紀州本庄うめよし様
・キーコーヒー株式会社様
・マテル・インターナショナル株式会社様
・新ひだか町社会福祉協議会様
・日本財団法人日本ユニセフ協会様

■協力
・有限会社富士モーターサービス様
・株式会社トヨタレンタリース栃木様
・財団法人京都市ユースサービス協会様
・特定非営利活動法人地域環境デザイン研究所 ecotone 様

■後援
・文部科学省

■プロジェクト実施協力
・釜石市災害支援ボランティアセンター様
・大槌町社協復興支援ボランティアセンター様
・陸前高田市災害ボランティアセンター様
・大船渡市社協復興支援ボランティアセンター様
・シルバー人材センター様
・食事手配ならびに配達くださった各お弁当屋のみなさま
・住田町教育委員会様
・住田町の住民のみなさま

活動先への送迎バス
（有限会社富士モーターサービス様より）

お茶っこサロンでの提供用　梅干し
（株式会社紀州本庄うめよし様より）

お茶っこサロンで使用した子供用の文具等
　（日本財団法人日本ユニセフ様より）

体育館のスペースを男女別に分けるための
パーティション

　（大谷産業株式会社様より）　



★ ★ ★
53

メディア掲載（一部抜粋）
【新聞】※掲載日順
・中日新聞朝刊　2011 年 6月 27 日付
　 「夏休み 学生の力貸して
　～ボランティア受け皿づくり奔走～」

・岩手日報朝刊　2011 年 7月 27 日付
　 「全国から奉仕学生集結へ
　～県立大が受け入れ計画　8、9月に 1300 人～」

・岩手日報朝刊　2011 年 8月 5日付
　 「学生被災地に続々
　～夏休みは岩手でボランティア～」

・毎日新聞朝刊　2011 年 8月 6日付
　 「気軽に学生ボランティア
　～県立大生がプロジェクト活動場所や
　　滞在先準備～」

・岩手日報朝刊　2011 年 8月 20 日付
　 「笑顔呼ぶ　学生の熱意」

【Web News】
・盛岡タイムスWeb News　2011 年 8 月 8日付

【テレビ放送】※放送日順
・日本テレビ「スッキリ！！」　2011 年 8月 11 日
　 「東日本大震災から 5カ月　被災地の今」

・NHK「おばんですいわて」　2011 年 8月 16 日
　 「仮設入居者の孤立防げ
　　大規模学生ボランティア」

【発刊物】※発刊日順
・ソトコト　2011 年 11 月号　ソトボラ新聞
　 「大学生が心のサポート　被災地で傾聴ボラン
ティア」

・月刊福祉　2011 年 11 月号　グラフ 21
　 「全国の学生による “復興の風”を岩手に！」
　 　シリーズ　人と人をつなぐ実践
　 　「被災地でつながりを築きたい
　　　いわてGINGA-NET プロジェクト」

2011 年 11 月 13 日に開催した報告会に関する記事
【新聞】※掲載日順
・読売新聞朝刊　2011 年 11 月 15 日付
　 「震災復興　京の支援継続を」

・毎日新聞朝刊　2011 年 11 月 22 日付
　 「活動の実情、課題報告」

ソトコト　2011 年 11 月号　「ソトボラ新聞」

月刊福祉　2011 年 11 月号　グラフ 21
「全国の学生による “復興の風”を岩手に！」
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掲載記事一覧

※ 「メディア掲載」、および「掲載記事一覧」に掲載されている全ての記事、写真は、各新聞社、出版社の承諾を得て掲載しております。これらの記事、写真の無断での複製、送信、出版、頒布、
翻訳、翻案等著作権を侵害する一切の行為を禁止します。

毎日新聞朝刊　2011 年 11 月 22 日付

岩手日報朝刊　2011 年 7月 27 日付 岩手日報朝刊　2011 年 8月 5日付中日新聞朝刊　2011 年 6月 27 日付

毎日新聞朝刊　2011 年 8月 6日付 岩手日報朝刊　2011 年 8月 20 日付

読売新聞朝刊　2011 年 11 月 15 日付
盛岡タイムスWeb News
2011 年 8 月 8日付
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実施体制図
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まとめにかえて
いわてGINGA-NET プロジェクトをふりかえる

岩手県立大学学生ボランティアセンター　～これからの大規模自然災害に備えて～
いわてGINGA-NET プロジェクト（以下、GINGA-NET）は、本当にたくさんの “大切なコト”を残してくれました。おそ
らく参加した個々の心の中に、それはずっと残るはずです。僕自身は今後起こる大災害に対し「しくみ」としてこの
GINGA-NET を語り継がねばと思っています。それは「大規模自然災害時における学生ボランティアの組織化とその運
営支援」だと考えます。災害が起きれば、必ず全国のボランティアが駆けつけてくれます。そこには “学生”といういろ
んな意味で力を持つ人材が多く存在します。どんな条件が揃えば、その力を被災した地域やそこで生きる人たちに活か
せるのか…それをカタチとして示したのがいわてGINGA-NET プロジェクトだと思います。
もちろん自然災害の種類や起こった地域によって、ニーズも活動も異なります。しかし、これをモデル化して、そのし
くみを伝えていくことが、僕たちの使命だと思うのです。阪神・淡路大震災の時、多くの若者がボランティアとして活
躍しました。整ったしくみなんてなくても、溢れるほどのボランティアがいたほうが良いという考えもあります。で
も、しっかりとしたしくみがあり、効率的にボランティアが活動することも重要です。発災後の被災地側の大学等のあ
り方、外部支援者としての多くの学生の受け入れの準備。拠点や交通手段や、スタッフ体制や、滞在期間の食事、お風
呂、寝具の手配。現地での移動手段やチームビルディング、活動の振り返りなどを含む PDCA のサイクル。さらにはそ
のために日常、何をしておくのがいいのか。平時の地域とどう関わるか。とにかくそうしたものを試行錯誤の中で知る
ことが出来ました。
災害復興支援はまだ続きます。応急仮設住宅からの転居、その時期までの生活支援やまちづくりのお手伝い…それら
を継続しながら、「語り継ぐこと」をしていこうと思います。GINGA-NET で出会った学生のみなさんが社会へ出てから
も、いつどこにいても、仲間であることを支えに、自分にできることをしていきたいと考えています。

山本　克彦（キャップ）

特定非営利活動法人さくらネット
いわてGINGA-NET プロジェクトは、たくさんの “本気”と出会う “場”であったと思います。
“場”を創り、つないだのは、東日本大震災がきっかけで、岩手という地に足を運んだ全国の学生たち。このプロジェク
トを通じて、仲間たちの変化、そして自分の変化を誰よりも実感していたように感じました。被災された方々との出会
いから知った、被災地の本音。初めて出会い活動を共にする中で見えてきた仲間の本音。岩手の現実を目の当たりに
し、想い考える中で見えてきた自分の本音。学生たちは、本音と向き合い、悩んだり迷ったりぶつかり合ったりしなが
ら、変わっていきました。
自分たちにできることは何か、次にやってくる “仲間”につなげられることは何か、本気で考える “場”を持ち帰った学
生たちもいるようです。プロジェクト終了後も、継続的な支援とは何か、自分の地域で災害が起こったらどうなるのか
と、話し合い、動き出している仲間の様子は、IT などを通じて全国各地に飛び交っています。
｢今まで、こんなに真剣に話しを聴いてもらったことはなかったし、こんなに真剣に答えてくれる人もいなかった。み
んなが本気だったから、自分も本気になれた。｣ という学生の言葉が印象に残っています。学生たちは新たな力を発揮
した、というよりも、自分自身が持つ本来の力や、可能性を互いに引きだし合い、高め合うことで大きな力を生み出し
たのでしょう。たった 1週間、つながり続けて約 2ケ月、復興の歩みとともに、“場”は生まれ続け、まだまだ変わって
いく、と期待しています。
学生たちが本気で取り組む姿は、｢また来て欲しい｣ という被災者の “本音”の想いと声になって届いています。大人の
応援団として、何ができるのか、一緒に考えていく機会を頂いていること、心から感謝しています。

河田のどか
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岩手県社会福祉協議会
岩手県立大学学生ボランティアセンターが中心となり活動した「いわて GINGA-NET プロジェクト」は、参加した学生
たちにとって、長期休暇期間、被災地で支援活動を体験する代えがたい活動になったものと思われます。岩手県社協で
は、今回宿泊拠点から現地まで移動する貸切バスの費用の一部を助成しました。岩手県社協として特に効果があったと
思う項目を以下に列記させていただきます。
◎学生による自己完結型の拠点運営
　 宿泊の拠点となった五葉地区公民館では、学生による自主運営を基本に、食事や宿泊等含め、自己完結型の滞在をし
ていただきました。学生による運営体制があったことで、現地に負担を掛けずに「志」のみ被災地に提供することが
可能となったことは、自立型の活動の手本であったと思います。
◎サロンでの活動
　 仮設住宅集会所等でのサロン活動も現地にとって、とても有効な活動でした。ちょうど仮設住宅へ移り住んだ被災者
が、それぞれご自分のことを考えるゆとりが出始め、先行きに不安を覚えていた時期に、学生の皆さんと交流するこ
とで気持ちが前向きになり、若い皆さんとの会話で、心のリフレッシュになったとの声が寄せられました。
◎子どもたちへの学習支援活動
　 震災後、被災した沿岸地域の子どもたちは、被災の経験による不安や悲しみを抱えていたり、通っていた学校が避難
所になり授業の再開が遅れたりしていた直後の夏休みに、学生の本分を活かし、子どもたちに寄り添った学習支援活
動を提供されたことによって、子どもたちの学習意欲を呼び戻すきっかけにとなり、被災地の子どもたちにとって
も、忘れられない思い出になりました。
今後も、活動に参加した学生の皆さんの、被災者に向き合う真摯な心と全国との強いネットワーク、温かい想いを、岩
手、そしてそれぞれの地域で活かしていただけることを願っています。

田口　美樹

特定非営利活動法人ユースビジョン
当団体の設立の契機は、17 年前の阪神・淡路大震災でした。阪神・淡路大震災の時は、学生ボランティア等の若い力
が活躍し、その後、多くの若者NPOや大学内のボランティアセンターが設立されました。当団体もその一つであり、
阪神・淡路大震災で高まった学生のボランティア活動のムーブメントを一過性のものにするのではなく、共に支え合う
社会をつくるための仕組みとして定着させたいとの思いで誕生しました。
そして、今回の東日本大震災。被害の甚大さは想像を超えるものでした。関西から遠く離れた地から被災地を応援する
ことはできないか、学生の力を被災地支援の力に結びつけることはできないかとの思いから「いわて GINGA-NET プロ
ジェクト（以下、GINGA-NET）」構想は生まれました。その構想が現実になり、1000 人を超える学生が岩手県に集合で
きた要因にはいくつかの重要なポイントがありますが、岩手県立大学学生ボランティアセンター、さくらネット、岩手
県社会福祉協議会というそれぞれの強みや特徴を持つ 4者の協働体制と役割分担もその要因の一つといえます。
未曽有の大規模災害、私たちも前例や経験のないことばかりでした。文字通り「試行錯誤」な毎日。日々、刻々と変わ
る状況の変化、目の前に起こる新しい課題と向き合いながらの取り組みであり、参加者である大学生ボランティア、大
学の教員や職員のみなさま、被災地地域のみなさま、地元災害ボランティアセンターのみなさまにご迷惑をおかけした
点も多々有りました。しかし、今振り返ると、単なる参加者という立場を超えて、本プロジェクトの担い手としてそれ
ぞれが関わってくださっていました。そして、一期、一期を経ることにプロジェクトは確実に進化し、プロジェクトに
関わる人すべてが成長していったように感じています。
東日本大震災を契機に、GINGA-NET をはじめ多くの若者のムーブメントが生まれました。これらのムーブメントを応
援し、これからの社会を変える大きな力に育てていくことは当団体の大切な使命と考えています。復興への道のりはこ
れからもこれから続きます。GINGA-NET の成果と課題をふまえ、これからも私たちは何らかの形で被災地に関わって
参ります。今回、関わってくださった学生のみなさん、大学関係者のみなさんも次の機会に被災地の地でご一緒できる
ことを期待しています。

赤澤　清孝
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編集後記
本誌作成にあたり、関西の参加学生の中から報告書作成メンバーを募集し、3人の方に作成のご協力をいただ

きました。作成に携わり何を感じたのかを編集後記として書いていただきました。

前田　真美（参加期：第 5期、関西外国語大学 2年生）
私がこの報告書作成チームに参加しようと思った理由は、この GINGA-NET というプロジェクト
をたくさんの人に知ってもらいたかったからです。私が報告書を作成していて分かったことは、
たくさんの人がこれからも何かしら復興支援をしていきたいと思っているということでした。
GINGA-NET の継続、それぞれの大学でボランティアセンターの設立、GINGA-NET に参加した学生
が中心となって日本全国から動き出そうとしています。GINGA-NET というのは、私たちのスター
ト地点だったのだと思います。私たち大学生を受け入れてくださった、岩手県住田町のみなさん、
私たちの活動をスムーズに行えるようにサポートしてくださった、ユースビジョンのスタッフの
方々本当にありがとうございました。

岡本 正巳（参加期：第 5期、立命館大学 3年生）
東日本大震災から約半年後に、岩手県でボランティア活動に参加させていただきました。実際に
被災地に赴き、被害の状況を目の当たりにし、仮設住宅に住む方々と触れ合うことで、本当の被
災地の状況を知ることができました。また、ボランティア活動をする中で、その有効性や必要性
を体感しました。
震災が大きな爪痕を残したことや、学生ボランティアが被災地復興のために尽力したことを、風
化させずに伝えていくことがボランティアに参加した自分にできるのではないかと思い、編集に
携わらせて頂きました。学生ボランティアをサポートするスタッフのみなさんと編集をする中で、
ボランティアに参加した自分自身がスタッフや多くの企業にサポートしていただいていたことを
知り、ボランティアを「していた」のではなく、「させていただいていた」ことに気付きました。
本誌を読んで、被災地のために小さなことでも何か行動に移す方が一人でも増えることを願いま
す。

竹脇　友子（参加期：第 8期、立命館大学 4年生）
何か私にもできることができたら…という思いで、8期の活動に参加させていただきました。子供
と接するのが大好きなので、現地ではお茶っこサロンを通して子供の遊び相手になっていました。
そこで強く感じたことは、私の方が子供達から元気をもらっているということです。それぞれが、
様々な心の傷を負いながらも、乗り越えようとしている姿に自分の方が励まされてしまいました。
今回、私が報告書作りに携わろうと思った一番の理由は、岩手のみなさん、GINGA-NET のみなさ
ん、それを支えて下さった多くの方々に感謝の気持ちを伝えるためです。報告書を作成してみて、
改めてGINGA-NET が成長していった過程、そしてGINGA-NET が本当にたくさんの方々の協力に
よって成り立っているのということに気付かされました。どうもありがとうございました。まだま
だ復興への道は長いです。私自身、今後も自分に出来ることを探して実行に移していきたいです。

本当に多くの方に関わっていただきいわてGINGA-NETプロジェクトは実現しました。
本当にありがとうございました。

参加学生 1,086 人
引率者 66 人
実行委員 5人
岩手県立大学スタッフ 21 人
本部スタッフ 20 人

総　勢 1,198 人




