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         いわきおてんとＳＵＮ企業組合 



Ⅰ.事業の目的 

 東日本大震災から 5年半以上が経過し、震災体験の風化は留まることを知らない。一

方、地震・津波という自然災害によってもたらされた被害と、原発事故が加わったこと

による人為的災害との複合災害による被害では、これまでの年月の中で大きくその様相

を変えている。宮城・岩手と比較して、福島に解決されぬまま残された課題は多い。 

 エネルギーを生み出す地域(上流)で起きた複合災害の現状を、首都圏在住でそのエネ

ルギーの消費地(下流)に暮らし、その恩恵を享受する立場にあった大学生を対象に伝え

る学びのツアーを実施することで、今尚残る課題に対する認識を深めることで震災体験

の風化を食い止め、震災の体験から生まれた新たな取り組みに触れることで次の災害に

備える社会づくりの担い手としての意識を醸成することを目指す。 

なお、本事業は、平成 28 年度いわき市まちづくり活動支援事業として採択を受けて

いる。 

 
 
 

Ⅱ．事業の概要 

① 電力・エネルギーの大量消費地である首都圏の次世代を担う大学生、大学関係者を

ターゲットにフィールドツアーを実施。いわき市内や浜通りなどの現場に案内すると

ともに、弊組合が震災後取り組む「自然エネルギー教室」を通した未来づくり事業へ

の参画機会を設ける。 

② 首都圏の大学の講義や会議に出向いて、広く事前告知を行う。 

これらの活動を通じ、地形・資源的特徴、電源立地の歴史的背景、エネルギーの尊さ、 

これからの電力やエネルギーの使い方および生活のあり方、災害時ライフラインとし

ての電力等について考える場を提供する。 

 
 
 
Ⅲ．具体的実施内容 

１． 首都圏の大学生を対象とするふくしまからエネルギー問題についてのメッセー

ジを伝える講話 

 ●講師 いわきおてんとＳＵＮ企業組合再エネ事業部 島村守彦 

●実施日 東洋大学 11月 29日 

     聖心女子大学 11月 30日 

 

  ２. 受講生および関心を持つ大学生などを対象とする福島へのスタディツアー 

●実施期日：第１回 2月 20・21日実施：聖心女子大 20名（定員確定） 

       ※ 双葉郡内視察は広野町まで。 

         交流小学校はいわき市立三和小学校 

        第２回 2 月 22・23 日実施：名古屋学院大 6 名・東洋大 6 名・恵泉



女学園大 3名・山口大 6名 

        ※ 双葉郡内視察は富岡町まで。 

          交流小学校はいわき市立好間第一小学校 

●参加費：6000円（受講料・保険料を含む 食事代は別途） 

     ※ 交通費・宿泊費に関しては主催団体からの提供による 

  ●宿泊先：常磐湯本温泉古滝屋 

●行程：  

【２月２０・２１日実施分】 

 

 

 

 

時刻 活動内容 

2 月 20 日  7:00 新宿西口工学院大学前集合・発 

10:00 

いわき中央インターにてガイド乗車 

  ガイド・コーディネーター：いわきおてんとＳＵＮ企業組合代表理事  

吉田恵美子 

 10:40 広野町内視察(二ツ沼総合公園～防災緑地～コットン畑)  

11:30 

浅見川集会所において福島県浜通り双葉郡広野町の現状についての講話  

講師：NPO 法人広野わいわいプロジェクト理事長 根本賢仁 

広野町 

福島県富岡土木事務所 

12:30 ひろのてらすにて昼食（自由食） 

13:30 
いわき市内の現状視察（久之地区津波被災エリア～ふれあいセンター～いわ

きおてんとＳＵＮ企業組合事務所) 

14:30 
いわきおてんとＳＵN 企業組合事業（再エネ事業を中心に）紹介  

  講師：いわきおてんとＳＵＮ企業組合事務局長 島村守彦 

15:30 ソーラーパネル手作り教室  

17:00 おてんとＳＵＮ事務所発  

17:30 古滝屋着・今日の振り返り・解散・夕食（自由食） 

  

2 月 21 日 8:30 古滝屋発 ガイド乗車 

10:00 
いわき市立三和小学校においてソーラーパネル手作り教室運営補助  

  講師：いわきおてんとＳＵＮ企業組合事務局長 島村守彦 

12:00 子供たちとの昼食交流 

13:00 ソーラーパネル手作り教室運営補助 

15:00 いわき発 

19:00 新宿駅西口工学院大学前着・解散 



 

【２月２２・２３日実施分】 

 

時刻 活動内容 

2 月 22 日  7:15 新宿西口工学院大学前集合・発～常磐道～いわき中央インター 

10:15 

おてんと事務所付近にてガイド乗車～常磐道～富岡インター 

  ガイド・コーディネーター：いわきおてんとＳＵＮ企業組合代表理事  

吉田恵美子 

11:15 富岡町内視察(夜の森地区～殉職パトカー記念碑～さくらモールとみおか)   

11:30 
さくらモールにて昼食（弁当食）と講話 

  講師：すみれ会会長 田中美奈子 

12:30 双葉郡内・いわき市内の現状視察(富岡町仮焼却場～広野町二ツ沼総合公



３．報告書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．実施状況 

１． 首都圏の大学生を対象とするふくしまから 

エネルギー問題についてのメッセージを伝える講話 

 
11 月 29日 13:00〜14:40 

場所 東洋大学 白山キャンパス 

講演会名 福島の復興を考える 

講演テーマ 「ふくしまから ありがとうを 世界に」 

参加学生 約 45名 

実施状況 東日本大震災による深刻な被害と、原発事故による風評被害で大きな打撃を被

った福島県いわき市の再生に向けての、いわきおてんとＳＵＮ企業組合の立ち上げ

と活動について、オーガニックコットンの活動の他、主に自然エネルギーの普及啓

発活動における子供達とのパネル作り、及びそれを活用した海外支援について講

園～防災緑地～コットン畑～久之地区津波被災エリア～ふれあいセンター～

浜風商店街～いわきおてんとＳＵＮ企業組合事務所) 

14:30 
いわきおてんとＳＵN 企業組合事業（再エネ事業を中心に）紹介  

  講師：いわきおてんとＳＵＮ企業組合事務局長 島村守彦 

15:30 ソーラーパネル手作り教室  

17:00 おてんとＳＵＮ事務所発  

17:30 古滝屋着・夕食（自由食） 

  

2 月 23 日 8:30 
昨日の振り返り・常磐湯本温泉の被災状況解説 

  講師：いわきおてんとＳＵＮ企業組合理事 里見喜生 

9:00 古滝屋発 ガイド乗車 

10:00 
いわき市立好間第一小学校においてソーラーパネル手作り教室運営補助  

  講師：いわきおてんとＳＵＮ企業組合事務局長 島村守彦 

12:00 子供たちとの昼食交流 

13:00 ソーラーパネル手作り教室運営補助 

15:00 いわき発 

19:00 新宿駅西口工学院大学前着・解散 



演。最後にツアー実施の案内を行い、参加を呼びかけた。 

 
11 月 30日 15:30〜16:40 

場所 聖心女子大学 宮代ホール 

講演会名 福島の復興を考える 

講演テーマ 「ふくしまから ありがとうを 世界に」 

参加学生 約 120名 

実施状況 東日本大震災による深刻な被害と、原発事故による風評被害で大きな打撃を被

った福島県いわき市の再生に向けての、いわきおてんとＳＵＮ企業組合の立ち上げ

と活動について、オーガニックコットンの活動の他、主に自然エネルギーの普及啓

発活動における子供達とのパネル作り、及びそれを活用した海外支援について講

演。最後にツアー実施の案内を行い、参加を呼びかけた。 

 

 

 

２． 受講生および関心を持つ大学生などを対象とする 

福島へのスタディツアー 

【２月２０・２１日実施分】 

2月 20日 

●7:00 新宿発。 

●10:00過ぎにいわき中央インター着。ガイドが乗り込み、一般道で広野町を目指す。 

車内で、いわき市内の東日本大震災当時の被災状況・いわき市に震災後残った特有な 

社会状況などについての説明を行う。 

●11:00広野町下浅見川集会所着。広野町復興企画課飯島氏・福島県富岡土木事務所 

伏見氏・NPO法人広野わいわいプロジェクト理事長根本氏より講話と質疑応答。熱心 

な姿勢での受講。学生から震災後の避難訓練の行われ方等に関して質問があり講師よ 

り丁寧な答えがなされた。 

●12:15広野町内をバスで視察。根本氏がガイドを務める。講話の中で語られたオー 

ガニックコットン畑・防災緑地・二ツ沼総合公園に加え、楢葉町モックアップセンタ 

ーの臨める地点で、廃炉に向けた作業についても解説。 

●12:30－13:30 ひろのテラスにおいて昼食。自由食とする。ひろのテラス内のフー

ド 

コートである「くっちーね」に於いて、Jビレッジ内のレストランシェフであり、サ 

ムライジャパンの遠征同行シェフである西シェフの調理による食事を楽しむ。 

●13:50久之浜ふれあい館を訪問するも休館のため、浜風商店街に変更し、久之浜町 

の被災状況について写真展示を通して学ぶ。ガイドによる解説を行う。明日講話を予 

定されている松本校長の震災当時の赴任校であることから久之浜第一小学校につい 

ても外観を眺めながら解説を加える。 

●15:00いわきおてんと SUN企業組合事務所に向かう車中において企業組合設立の経 



緯と各事業部門の事業概要についての説明を行う。 

●15:30いわきおてんと SUN企業組合事務所到着後、聖心女子大で栽培したコットン 

を綿繰り機で綿繰りする作業を体験。その後、島村より再エネ事業の概要説明を実施。 

パネルの提供先であるネパールの学校の地震被災状況についても動画を交えて解説 

を行う。 

● 16:00ソーラーパネル手作り教室の事前体験。 

大学生を 4グループに分かれてそれぞれ 1枚のミニパネルを制作。小学生が使う、半

田ごてを安全に使うための注意事項の説明と実技実施習得。 

半導体セルの扱い方説明と直列連結の仕組みの理解、17 枚のセルを半田ごてを使っ 

て直列連結を体験、パネルとして完成するために EVA フィルムとガラスシートをセ 

ルに重ね完成するまでの全ての工程を子供達に教える時の注意点、配慮点を中心に 

実際に太陽光パネルを作りながら実施。制作した 4枚のパネルを翌日の講習会にて 

見本として活用した。 

●18:00宿泊先へ移動。解散。 

 

2月 21日 

●8:30 宿泊先を出て三和小学校へ向かう。車内で地域のコミュニティの問題につい

てガイドより説明を行う。 

●9:40 小学校着。ソーラーパネル手作り教室開催の準備作業。大休憩の時間を利用

して児童との交流。体育館でドッジボール等を行う。 

●10:20参加学年である 5年生の教室内で、今回の事業の説明を島村から実施。前夜 

と同様にパネルの提供先となるネパールの学校について、動画の上映をしながら解説 

する。参加児童を 2グループに分け、ソーラーパネル手作り教室と同時並行でネパー 

ルへ届けるパネルに添えるメッセージの作成を実施。大学生がワンツーマンで指導す 

る形でそれぞれの作業を実施。 

パネル作りでは、小学生 4名に対して大学生 2名の 6名グールプ毎に別れ、先ずは自 

己紹介を行い緊張を解き、前日実施研修した講師研修に沿って、パネルを制作。全て 

の小学生が半田ごてを初めて使うために、安全確認と作業ポイントのみ島村が説明し、 

全ての工程は大学生に任せパネル作りを実施。4枚のパネルを完成させた。 

メッセージ作りでは、ネパール語の挨拶文やネパール文字の五十音表記等の参考資料 

を用意し、日本語でのメッセージだけではなく、各自が現地の子供たちにダイレクト 

に伝えられると考える手法での作成を促した。 

●12:00教室に入って、給食を児童と共に摂ることでの交流を実施。 

●13:00―14:10好間第一小学校松本校長による講話。久之浜地区の震災当時の状況 

の説明。 

●14:30出来上がったソーラーパネルの発電チェックと記念撮影。児童から新しく作 

成された効果の合唱を披露。大学生からの挨拶のあと、握手を交わしながら教室を後 

にした。 

●15:00いわき発。 



●18:30新宿着。解散。 

 

【２月２２・２３日実施分】 

2月 22日 

●7:15 新宿発。参加者の交通事情により出発時刻を 15分送らせてスタート。 

●10:00過ぎにいわき中央インター着。ガイドと現地合流となる山口大学学生が乗り 

込み、高速道で富岡インターを目指す。 

車内で、いわき市内の東日本大震災当時の被災状況・いわき市に震災後残った特有な 

社会状況などについての説明を行う。 

●11:15富岡インターを下り、夜の森着。夜の森駅周辺の期間に向けた除染作業、バ 

リケードにより分断された町並みを視察。ガイドから双葉郡内の状況について解説。 

●11:40―12:35とみおかさくらモール着。おふくろフードの弁当で昼食。昼食会場 

は、昨年 11月に今春予定されている町の帰還を見越して一部オープンした商業施設。 

デイストアとフードコートが営業中。客のほとんどが除染や復旧工事関係の作業員。 

その中で営業しているおふくろフード代表田中美奈子氏から、昼食後この地での営業 

に対する思い等の講話を頂く。 

●12:40富岡町内をバスで視察。殉職警察官を慰霊するパトカーの展示が行われてい 

る公園、旧富岡駅東側の町内のがれきなどの選別・減容化のための焼却施設等を車窓 

から見学。その後、楢葉町・広野町をバスで南下しながらフレコンバッグの置かれた 

仮置き場や防災緑地、オーガニックコットン畑等を車窓から視察。 

●13:30久之浜ふれあい館を訪問。写真展示を通して久之浜地区の被災状況を学ぶ。 

その後、浜風商店街も訪問。ガイドによる解説を行う。明日講話を予定されている松 

本校長の震災当時の赴任校であることから久之浜第一小学校についても外観を眺め 

ながら解説を加える。 

●14:00いわきおてんと SUN企業組合事務所に向かう車中において企業組合設立の経 

緯と各事業概要についての説明を行う。 

●14:30いわきおてんと SUN企業組合事務所到着後、島村より再エネ事業の概要説明 

を実施。パネルの提供先であるネパールの学校の地震被災状況についても動画を交え 

て解説を行う。 

●16:00ソーラーパネル手作り教室の事前体験。4 グループに分かれてそれぞれ 1枚 

のミニパネルを制作。大学生と 4グループ、教員 3名 1グールプの 4グループに分か 

れ、それぞれ 1枚のミニパネルを制作。小学生が使う、半田ごてを安全に使うための 

注意事項の説明と実技実施習得。 

半導体セルの扱い方説明と直列連結の仕組みの理解、17 枚のセルを半田ごてを使っ 

て直列連結を体験。パネルとして完成するために EVA フィルムとガラスシートをセ 

ルに重ね完成するまでの全ての工程を子供達に教える時の注意点、配慮点を中心に 

実際に太陽光パネルを作りながら実施。制作した 5枚のパネルを翌日の講習会にて 

見本として活用した。 

●18:00宿泊先へ移動。解散。 



 

2月 23日 

●8:30 宿泊先ロビーで里見より常磐湯本温泉の震災当時の状況や復旧に至る経緯な

ど講話を実施。皆熱心に聴講する。その後、宿泊先を出て好間第一小学校へ向かう。

車内で地域のコミュニティの問題についてガイドより説明を行う。 

●9:40 小学校着。ソーラーパネル手作り教室開催の準備作業。大休憩の時間を利用

して児童との交流。校庭でドッジボール等を行う。 

●10:20理科室に一旦参加学年である 5年生 54名が全員集まり、今回の事業の説明 

を島村から実施。前夜と同様にパネルの提供先となるネパールの学校について、動画 

の上映をしながら解説する。参加児童をクラスごとに分け、家庭科室で行われるソー 

ラーパネル手作り教室と、理科室で行われるパネルに添えるメッセージの作成を実施。 

児童の数が 54名と多いため、大学生のほとんどがソーラーパネル作りの指導に入り 

メッセージ作りには大学生 3名と引率教員が対応。 

パネル作りでは、小学生 4名に対して大学生 2名の 6名グールプ毎に別れ、先ずは自 

己紹介を行い緊張を解き、前日実施研修した講師研修に沿って、パネルを制作。全て 

の小学生が半田ごてを初めて使うために、安全確認と作業ポイントのみ島村が説明し、 

全ての工程は大学生に任せパネル作りを実施。8枚のパネルを完成させた。 

メッセージ作りでは、引率教員の中に、ネパール語に堪能な者がおり、児童の興味を 

引き出しつつ作業を指導した。 

●12:00教室が手狭なため、会議室において昼食。 

●13:00好間第一小学校松本校長による講話。久之浜地区の震災当時の状況の説明。 

●14:30出来上がったソーラーパネルを手に全員での記念撮影。委員会活動が入って 

いて児童の時間的制限があったため、通電確認は後日校長が児童に対して実施するこ 

ととした。 

●15:00いわき発。 

●18:30新宿着。解散。 

 

Ⅴ.参加者感想文集 

 
聖心女子大学 教育学科 Ｔ．Ｔ 

 今回、いわき市スタディツアーの参加動機として、いわきおてんとＳＵＮ企業組合の島

村さんの 2016 年 11 月の本学での講演会をきっかけに、東日本大震災から 6 年が経とうと

している今、私に何ができるのか、現状を自分の目で見たかったためでした。私は、東日

本大震災から 1 年ほど経った時に、被災地を家族と訪れたことがあります。家があった面

影はあるものの、津波によってすべて流されてしまっていました。瓦礫が撤去できていま

せんでした。その光景が今でも忘れられません。ですが、最近では、メディアで東日本大

震災のニュースを目にする機会はどんどん減っており、被災地のことを知る機会は減って

います。 
 実際に福島県いわき市を訪れ、視察をしたり、現地の方から直接被災地の詳しい状況を



聞くことができ、震災当時の避難指示や、広野町の復興の状況について、また現在の福島

県の復興の状況を知ることができました。震災当時も避難訓練は毎年行っていたものの、

訓練同様には動くことができなかったと聞きました。しかし、震災から学び避難訓練の見

直しが行われているそうです。次に、防災緑地についてです。次の津波に備え、東日本大

震災を受けて日本で初めてつくられています。このことは今回のスタディツアーで初めて

知りました。これは、防災機能だけでなく、地域の公園として活性化を目指しているもの

でした。防災緑地の木は地域にあった木を植えており、植樹には地元の小学生やボランテ

ィアの方々が植樹に参加していました。復興に向けて、多くの地元の方々が前を向いて協

力していることが分かりました。また、復興には相当な時間がかかることも実感しました。

私にとっては「もう」6 年経った、という気持ちでした。しかし、全体的にみると「まだ」

6 年なのだと思いました。 
 問題点も知ることができました。今までは海沿いの家からは海が見え、海を身近に感じ

ていました。しかし、防災緑地の工事が進められている今では、盛り土の高さが 10 メート

ルのため、海が見えなくなってしまったとおっしゃっていました。地元の方にとって、海

と切り離されてしまうことは悲しいことだと知りました。次に、そういった、防災緑地や

原発事故の作業に携わっている作業員の方と地元住民の方との共生についてです。広野町

を視察していても多く見受けられたのが作業員の方のための宿舎の多さでした。大きく環

境が変化した福島県にとっては、こうした作業員の方との共生を経て、初めて復興と言え

るのかもしれません。 
 島村さんをはじめ、皆さんがおっしゃっていたのは発信することの大切さです。震災は

辛いことだったけれど、被災された多くの方が前を向いて新しい福島を作り上げようとし

ています。今、私たちができることは今の被災地の取り組みや現状を多くの方たちに発信

することだと学びました。今回私が見て、感じたもの、得たものを家族や友人に知っても

らいたいと思います。とても有意義なスタディツアーでした。 
 
 

聖心女子大学 国際交流学科 Ｔ．Ｍ 
今回のスタディツアーは 2 日間という短い期間だったが、震災直後の福島、これからの

福島を知ることのできた貴重な機会となった。3.11 直後の福島の方々は、震災によって家

族や大切な人を失ったショックに加え、原発事故によって世間では様々なことが騒がれ、

あるエピソードでは、「福島ナンバーの車はお断り」と店に掲げられ、コンビニなどに入る

ことができなかったという心身的に追いやられるような事実があったことを私は初めて知

った。このように、報道では伝えられていない事実がたくさんあった。震災から約 6 年が

経とうとし、復興も大分進んできていることを確認することができたが、まだまだ課題は

残っているように感じた。その大きな課題とは「地域課題」だ。復興を進めていくために

は、沿岸部を大きな防潮堤や土盛りで固めていかなければならない。その代償として、昔

ながらの風景が消えてしまうのである。復興を進めていくためにはジレンマがあると感じ

た。今まで見ていた景色がなくなってしまったら、地元の方はどんな気持ちになるだろう

か？など、まだ残る穏やかな景色を私はバスの中で見ながら感じた。また、復興を行うた



めには作業員の力が必要である。いわき市には作業員の宿舎が多く建設されていた。これ

からは作業員と地域の人々が助け合い、共生していくことが課題である。 
 また、これからの福島について考えたことは、子どもたちの明るい未来である。今回の

スタディツアーでは、ソーラーパネルを小学生たちと一緒に制作することが目的の一つだ

った。半田ごてを使うことも初めてだったのでしっかり教えられるか不安だったが、子ど

もたちは安全に真摯に取り組んでいて、とても楽しくソーラーパネルを作ることができた。

このソーラーパネルはネパールの小学校に寄付され、一時は福島の小学生と同じような経

験をした子供たちに届けられるということで、メッセージも熱く気持ちのこもったものと

なった。いわき市の方々は皆温かく前向きで、色々な復興支援プロジェクトに携わってい

ることがわかった。いわきおてんと SUN 企業組合の吉田さんや NPO 法人広野わいわいプ

ロジェクトの方々は、オーガニックコットンを栽培して復興支援に協力している。枯葉剤

や児童労働など世界的に問題が指摘されているコットン栽培に対し、オーガニックコット

ンは安全かつ良質である。近頃では、いわき市のオーガニックコットン畑は地元の方と復

興工事の作業員の方の交流の場となっており、作業を通して仲を深めることの大切さを物

語っている。 
 私は今回のツアーでたくさんの福島の方々と関わることができた。いわき市三和小学校

の子どもたちが最後に歌ってくれた校歌はとても感動的で、子どもたちと一緒にソーラー

パネルを作ったことは一生忘れられない経験となった。持続可能性とは、知恵を忘れずに

次の世代に受け継いでいくことであると感じた。ソーラーパネルは身近なものでも作るこ

とができることを知ったので、またチャレンジし、多くの人に伝えていきたいと思う。 
 

 

聖心女子大学 史学科 Ｋ．Ｒ 

 今回、スタディーサポートに参加をした動機として昨年 11 月の本学での講演会を聞いた

ことが大きいと思います。今までボランティアをやったことが無く、学生のうちに何かや

ってみようかなと考えていた時に、この講演会を聞きました。自分達から「みんなで前に

進んでいこう」という前向きの気持ちが伝わり、とても強く印象に残っています。 

 実際に福島を訪れ、津波によって家が流されてしまった跡が残されていました。復興は

進んでいましたが、津波がどれほど恐ろしい災害であることが残されたものから伝わりま

した。地元の人が撮っていた当時の写真を見ることも出来、津波によって壊されてしまっ

た家の瓦礫や火災が生々しく写ってあり、思わず無言になってしまいました。無音で何も

かも失われてしまったような様子が頭の中で思い浮かぶぐらい鮮明に写されていました。

地元の方々の福島・地元に対しての思いが強いからこそ、着々と復興が進んでいるからで

はないかと考えます。地元の人からのお話を聞いたことによって、今まで報道番組で見て

きた福島の印象が変わりました。実際に体験した人から語られる「地震・津波・火災」な

どのことをしっかりと受け止め、学んでいく必要があると考えています。 

 小学生とのソーラーパネル作りでは、小学生の明るい笑顔がとても印象に残っています。

あまり子供と接したことがなかったので久しぶりに子供と会話をして、一緒に作業をしま

した。私の説明が上手く伝わったか分かりませんが「分かりやすかった！」と言ってくれ



た時は安心しました。一緒にやって出来た時の達成感はとても嬉しかったです。小学生達

は元気で明るくて、一生懸命毎日を過ごしているなと実感しました。彼らの行動は私に勇

気を与えてくれた気がします。 

 2 日間を通して、さまざまなことを学ぶことが出来ました。「ボランティアに参加してみ

よう」と決めて良かったと思います。福島に訪れ、学んだことは絶対に忘れず伝えていく

必要があります。また参加する機会がありましたら、是非参加してみたいと思います。2日

間ありがとうございました。 

 
 

聖心女子大学 教育学専攻  Ｓ．Ｅ 
今回、１泊２日という短い時間ながらも想像を超える学びを得たスタディツアーでした。

東日本大震災は、本当に大きな災害であるということがメディアだけの情報で伝わってき

ていましたが、実際に訪れ、生の声をきくと災害は経験した人にしか分からないものがあ

ることを痛感しました。 
今回のツアーを通して私の中のキーワードとなったが「出会い」です。私は震災後の東北

に今回初めて足を運びました。１日目にいわき市内を見学したり、広野町の方々からお話

を聞いて感じたことは、“想像よりも見た目と復興に向けた施策は進んでいる”ということ

でした。しかし、このツアーを終えて感じたことは“これから大切になるのは人が生み出

す力や協働といったことではないだろうか”ということでした。 
一部の地域を除いて、いわき周辺はもとの生活を取り戻しつつあるため、私たちのよう

に東北にいない人間からしたら、“これで安心”というような気持ちになることもあると考

えました。しかし、これから必要になってくることは表面的支援ではなく人の力だと思い

ました。そこで大切になることが“出会い”が生み出す力だと思います。今回のスタディ

ツアーでは私は何の力にもなれませんでしたが、帰路で感じたことはこの体験を多くの人

に発信することが役目の一つであるということです。今回のツアーで出会った多くの人か

ら聞いたことを発信するだけでも何か生まれると感じました。広野町でつくられている電

力が関東で使用されているや子どもたちが元気に頑張っていること、東北の方々が私たち

を快く受け入れてくれたことなどを発信して、そこで生まれる交流も大切にしたいと思い

ました。 
また、原発関係で様々な人が行き来する福島でも人々の交流が重要になると感じました。

地域が一体となり協力ことは、復興はもちろん、子どもの安全や地域全体の底上げになる

要素も持つと思いますが、いま福島で暮らす人々は以前と異なる場所での生活で孤独感を

感じたり、多様な人が行き来している状況のなかで落ち着かない部分もあるかと思います。

そのような中で、人々がより良い出会いを経験し、それが派生するように広がっていくこ

とでより良い生活にも繋がるのではないかと思いました。震災から６年ということで、目

に見える復興が少なくなるなかで、希望を見失いがちになっても、人との交流のなかで明

るい未来を見据え、共に協力できるような機会は本当に大切だと思いました。 
今回、関わっていただいたすべての人に感謝したいと思います。ありがとうございました。 
 



 
聖心女子大学 哲学科  Ｈ．Ｋ 

 一年次に持続可能な生活について基礎課程演習で学んだことを机上の学びで終わらせる

のではなく、実際にエネルギーを作ったり、震災地を訪れ実践することが今回のスタディ

ツアー参加の目的だ。ソーラーパネル作り、福島県のいわき市を中心に、東日本大震災の

複合災害による被害の状況を視察し、地元の小学生を含めた人達とのコュミニケーション

をとらせてもらう事、その後それを体験させていただいた私達が外部に積極的に発信して

行く事である。たぶん最後の発信、それが一番重要であると私は感じた。ソーラーパネル

を沢山作るだけでは、はんだごてを初めて握るような素人集団の私達は全く必要ないから

だ。 
 まず、最初に、いわきおてんと SUN 企業組合の方から自然エネルギーの持続可能性、ソ

ーラーパネルのお話を伺った。今回作成したソーラーパネルはネパールに送られる。勿論、

私達の作ったパネルはほんのこれっぽっちの爪の先にもならない様なごく一部にしか過ぎ

ない。ネパールは経済的にも恵まれてはいない、そんな国に大地震が起きた事で、選択肢

の限られたエネルギーの創出に自然エネルギーも考えてもらえたらどうかという事が今回

の企画の趣旨だと思う。 
ただ送るだけではなく、現地の人（特に女性は仕事に就くのが難しい）に、自然エネル

ギーでソーラーパネルを作る技術を日本から行かせていただく関係者が教えることで、自

分たちの手でエネルギーを作り出して持続可能な社会を作っていけたら理想的だ。現地の

人々が継続して取り組めることを教えることが本当の意味での持続的な援助になるのだ。

例えば、資金援助だけではすぐに地域の生活向上につながらないこともあり、このような

現地の人自らの手で行えるようになる援助の仕方が重要である。最先端の技術がそのまま

その地域に適するとは限らない。その後、その最先端技術が使われないまま放置された例

も多いとのことだ。社会の状況にあった持続可能な技術を提供することが大切だ。最先端

とされるものをそのまま、経済支援したい国、地域に持っていけばいいというものではな

い。ODA を通じた日本の貢献に対する世界の期待は小さくない。それだけに援助のあり方

を今一度見つめ直すことも必要だ。 
 
 

聖心女子大学 教育学科  Ｎ．Ｍ 
 2 月 20 日・21 日の一泊二日で行われた本スタディツアーでは、多くのことを考える良い

きっかけとなった。東日本大震災のことに関しては、関東にいた私ですら大きな恐怖を覚

えるほどであった上、新聞やテレビのニュース、「災害と人間」をはじめとする大学の講義

などでも東北の被害状況や復興の進み具合を知っていた。また、東北出身の友人からも当

時の話を聞いていたため、自分はそれなりの知識をもって今回のスタディツアーに参加し

たと思っていた。しかしながら、知らなかったことも多く、非常に驚いた。例えば、原発

事故の影響で、福島の人がお店に車の駐車を拒否されたり、避けられたりして、子どもだ

けでなく大人も周囲の人から風評被害を受けていたことに驚いた。また、新たに防災緑地

を作っていることも初耳だった。初日にバスの中からしか目にすることができなかったが、



その壁の高さと頑丈さは感じることができた。しかし、ガイドしてくださったいわきおて

んとＳＵＮ企業組合の吉田さんのおっしゃる通り、その壁によって海が全く見えず、景観

が損なわれてしまっていた。福島の「浜通り」といわれている場所にも関わらず、肝心の

海が見えないのは、そこに住む人々の心にも影響があるのではないかと懸念する。その点、

防災緑地は津波の被害を抑えるだけでなく、普段は地域住民の憩いの場所となり、防災と

景観の両面を兼ね備えている。恐らくこちらが初の防災緑地だということであるため、今

後どうなっていくかが楽しみである。 
 中でも印象的だったのは、好間第一小学校の松本先生のお話である。震災後、小学校の

教室を間借りし、2~3 学年が 1 クラスで学ぶ態勢をとったのは、先生方の児童に対する愛

情と熱意の賜物である。あれだけの大きな災害があった後なのだから、当然教師側の心も

体もボロボロのはずである。それでも負けずに、子どものことを考えて学校を早急に再開

させたのは素晴らしいことである。また、その後の子どもたちの心の様子を観察し、プー

ルを塗り直したり、土を他県から持ってきて栽培活動を再開したりするなど学校を立て直

す先生方の努力に感動した。「皆さんは 5 年 11 か月家に帰らないことが想像できますか？」、

「工夫すればできることはたくさんある。」という松本先生の言葉は、心打たれるお言葉で

あった。実際に児童と触れ合って、改めて教師の原動力は子どもにあるのだと改めて実感

した。 
誰にも教えず数百年後に見つかった「天保のそば」のお話のように、将来教師になるこ

とを目指す私が次世代を担う子どもたちに、記憶を風化させずに「伝える」ことが大切な

のだと気づかされた。 
 
 

聖心女子大学 教育学科  Ｔ．S 
 今回、私は初めて福島に行きました。2011 年の東日本大震災後、地震や津波、そして原

発事故による被害については新聞やテレビなどでよく目にしていましたし、「知識」として

知ってはいました。しかし、それは「理解」とはまた別のものだと感じており、６年が経

った今は震災について忘れつつある自分もいました。今回私たちが見たものはほんの一部

だけだとは思いますが、実際に足を運び、自分の目で見たことで記憶としてこれからも私

の中に残ると思います。 
 今回様々な方からお話を聞き、福島の人たちの「前を向こう、未来を考えよう」という

姿勢や心を強く感じました。地震や津波によって家族や家、長年住み続けてきた町を失っ

ただけでなく、原発事故により「福島にいる」ことすらも途方もない危険につながるかも

しれないという不安を抱えながら決断を迫られてきた日々を乗り越え、前を向くことは決

して簡単なことではなかったと思います。町の復興や放射線の線量値、またそれによる心

理的影響など問題はまだまだ山積みかもしれません。特に、子育てをしているお母さんた

ちが子どもたちの将来を心配し福島に帰ることができないというお話を聞き胸が痛みまし

た。最近では、避難先での人間関係の揉め事や子ども間でのいじめなど悲しいニュースも

よく目にします。帰りたいのに帰れない、自分たちのせいではないのに心無い攻撃を受け

なければならない。国は被災者を守れていないし、時が経っていようとなかろうと私たち



は他人の痛みに鈍感過ぎることを突きつけられた気がします。しかし、その一方で手を差

し伸べてくれる人は必ずいることも知りました。物資の支援、国を越えての支援、福島の

人々を案じる気持ちもきちんと届いていたこと、そして福島の人々がそれをしっかりと受

け止めていたことを今回のツアーで見ることができました。また、私は教育学科に所属し

ているのですが、教育を学ぶ者として、松本先生のお話を聞き「子どもたちのために」と

いう一心で様々な取り組みをされてきた先生方や大人たちの姿にとても感動しました。福

島の子どもたちは感謝の気持ちを忘れず自分も辛い状況にあるはずなのに人々の幸せを願

うことのできる心優しい子たちだと感じました。それも、先生方の子どもたちを思う気持

ちが伝わっているからだと思います。子どもたちには私たちに見せないようにしている苦

労や努力があるはずですし、被災した記憶やそれによる傷はできることなら取り除いてあ

げたいと思うものなのかもしれませんが、たくさんの痛みと周りの人々の優しさや思いや

りを知った子どもたちはきっと他人の痛みにも寄り添うことができるはずです。 
 今回のスタディツアーでは知識だけでなく、経験として多くのことを学びました。そし

て、今回学んだことを伝えていきより多くの人たちに「理解」してもらうことが私たちの

役目だと思っています。私たちも全てを見たわけではありませんし、理解が足りない部分

もまだまだたくさんあります。しかし、「理解しよう、気持ちに寄り添いたい」という姿勢

を忘れることなく持ち続けることが大切なのだと思います。福島は素敵な場所でした。必

ずまた行きたいと思います。 
 
 

聖心女子大学 教育学科  Ａ．Ｍ 
 震災当時を思い起こすと、東京にいながらも大きい揺れを感じ、停電が起こり、放射線

を気にして外出が出来なくなり、スーパーからは食べ物が消え、かなり非日常的な不安な

日々を送っていた記憶が鮮明に蘇ります。しかし、震災から早６年、被害の殆ど無かった

東京で過ごしているうちに、自分の中で大きな出来事であったはずのその記憶は薄れてし

まっていました。東京で震災に遭った自分以上に被災して辛い思いをされている人たちが

沢山居ることはもちろん知っていましたが、テレビを通して見る被災地の映像はリアリテ

ィがなく、どこか他人ごとに感じてしまっていました。けれど、今回スタディツアーに参

加し、まだまだ復興しきっていない被災地を実際に見て、「東日本大震災」は未だ終わって

いないのだなと感じました。震災が起きてから、福島では原発が原因で人が避難し、今も

なお避難を余儀なくされている方々が沢山居ます。そんな中で、福島で行われている復興

事業の数々に触れることが出来たのはとても良い経験になったと思います。私のように、

震災のことを忘れて触れずに生きている人が多く存在する中で、福島を復興しよう、元気

にしようと日々精力的に活動されている方々がいて、福島をより良くして行こうとしてい

るというのは本当に素晴らしいことだと思います。同じような震災が起こったとき、その

被害が最小限に抑えられるようにと海岸沿いに森を作る計画を進めている方々や、震災で

落ち込んだ福島を元気づけようと多くの企画を立ち上げている方々、今回のスタディツア

ーの企画をしてくださったおてんとＳＵＮ組合の方々など、人の絆やパワーを福島では強

く感じることが出来ました。 



 私がこのツアーに参加した理由は、小学校教師を目指していることもあり、実際に被災

した地域の子ども達の当時や今の様子を知りたかったからです。しかし、ツアーを通して

それ以上に沢山のことを学ぶことが出来ました。当時どんな状況だったのか、どんな活動

が起こっていたのか、東日本大震災を自分で経験した身として、今回被災地の復興の状況

を見た身として、教師になった際に子供たちにしっかり伝えて行きたいと強く思います。

たとえ遠くにいる人々でも頑張っている人々が居るのだと感じ、その人たちを想うと言う

ことは、簡単そうでなかなか出来る事ではありません。私たちの周りに足りないのは、被

災した地域の現状をしっかりと知り、被災した方々の気持ちをしっかりと受け止めること

だと思います。それが出来て初めて、被災した人々に対して何かをしようと言う気持ちが

生まれると思いました。まずは気持ちで繋がって絆を生む、と言うことが本当に重要なこ

とだと感じました。 
 ボランティアや被災地支援と言った活動に携わることがこれまでになかったので、今回

のツアーはとても良い経験になりました。今回の活動を糧にして、今後も被災地支援の活

動に積極的に参加しようと思います。 
 

 

聖心女子大学  教育学科   Ｎ．Ｍ 

   11月末に「いわきおてんと SUN 企業組合」の島村さんが本学に来て講演をして下さって

から約 3 ヶ月、このツアーに参加するぞと意気込んでおりました。とは言うもののこれと

いった明確な目標があったわけではなく、いわき市の現状視察、子どもたちとの交流にソ

ーラーパネル作りという内容に魅力を感じ、何か得られればいいなと深くは考えずの応募

でした。 

   てんぷら油で走るバスに乗って始まった今回のツアーは思っていた以上に感じるもの、

考えることが多いものでした。いわき市に入ってから見えたコンクリートでできた防波堤。

「いわきおてんと SUN 企業組合」の吉田さんが「コンクリートの壁で海が見えない」「今

までの景色はもう戻らない」と嘆く住民の方の声を教えて下さいました。住民の方の気持

ちを想像し、適切な言葉が見当たりませんが、マイナスな気分を感じていました。しかし

その後集会所で広野町復興企画課の飯島さんや、大学でも講演して頂いた島村さん、震災

時も校長をされていた松本校長のお話しでガラッと雰囲気が変わりました。いわき市、広

野町は津波で流されてしまった家屋も多く、今も津波被害で残った地区では被害の大きさ

を静かに感じさせるものがあります。また震災を経験、復興に向けて尽力されている方々

の痛みや苦労は計り知れませんが、復興に向け、コミュニティ作り、防災緑地や、子ども

たちのために授業はもちろんプールを解放するために奮闘なさった方々のことばや目、オ

ーラは目には見えませんが、光っていて、また力強く希望を感じさせるものばかりでした。

そして一番に感じたのは繋がりです。「いわきおてんと SUN 企業組合」の活動は特に人と

人との繋がりでできていました。T シャツ作りから手ぬぐい販売へシフトし大手企業 LUSH

とコラボしたりと活動が拡がったことに加え、ソーラーパネル作りではネパール等にソー

ラーパネルを贈る活動をされており、さらにこれらの活動は農家の人を力づけたりエネル

ギーの事を考える重要な機会になっています。どの活動も人の力、繋がりが生んだものと



感じました。そして人の居場所作り、コミュニティー、家や仕事場、学校(勉強)以外の娯

楽や場所の大切さを改めて感じる機会となりました。 

   3.11 の地震、津波、原発の内容はテレビをはじめ様々なところで情報が流れていました

が、津波の映像や原発事故の様子は、私にはとても耐えられずしばらく情報をシャットア

ウトしていました。初めてきちんと見た記事は東日本大地震からしばらくたったもので、

遺族代表当事 15 歳だった菅原さんのものでした。釘や木が刺さり足が折れた母を一人では

どうすることもできず「ありがとう大好きだよ」と伝え「行かないで」と言う母に別れを

告げ避難したという内容でした。3.11 のことになると、歳が近いのもありこの話を思い出

し、涙がでて仕方がありませんでした。私は震災が起こった後なにもできずただクラスの

女の子がタオルを贈ろうと言ったのに便乗してタオルを集め渡しました。また担任の先生

が持ってきたおもちゃに皆で応援のことばを書くというので「がんばろう」と書きました。

私はなにか頑張っただろうか、といつも心に引っかかっていました。しかし今は前向きな

気持ちでいっぱいです。前向きでパワフルな人たちに出会えたこと、そして私自身もパッ

ションをもって生きることにより、更によい出会いに出会えると自信をもらえました。あ

りがとうございました。 

 

 

聖心女子大学 基礎課程  Ａ．Ｍ 

 今回のスタディツアーに参加する理由は、震災地の現状をこの目でしっかりと見ておき

たかったからと、持続可能な自然エネルギーとは何か考えたいと思ったらからである。 
 まず、福島県広野町を訪れて、実際にこの目で見た感想を話したいと思う。 
 震災から 6 年、都内に住む私たちは、現地の情報を日常的に得られなくなっている為もあ

り「もう 6 年」と感じがちであると思うが、実際に行ってみると「まだ 6 年」と思った。

というのは、まだ福島原発の除染作業や復興のために全国から集まっている作業員の仮設

住宅が多いこと、まだ家が建っていない地域があること、工事の車が街中でよくみかけら

れることから、まだまだ完全に復興するには時間が要すると感じた。 
 だが、人々は次の世代に向けて、動き出していた。 
 広野町の方々のお話を聞いて、震災で学んだ事を生かして、広域な避難経路の作成や防

災緑地をつくるなど、より快適な暮らしができるような街づくりを目指して歩き始めてい

ることがわかった。また、今回お世話になったいわきおてんと SUN 企業組合の方々の話を

聞いて、震災の時にたくさんの方に支援物資やお手紙などで応援してくれて支えてくれた

から、今度は私達が支える人になろうと、様々なアプローチで行なっていることを知り、

支えられた側から支える側の人間になろう、恩返しをしようと気持ちが移行していること

に感銘を受けた。そして、その気持ちは福島の子供達も持っているということが、2 日目の

小学校でソーラーパネルを作った時にネパールにおくるメッセージの内容でわかった。 
 福島の方々は、苦しいことも辛いことも受け入れて、前向きに一生懸命生きていた。そ

して何よりも笑顔が輝いていた。私は、福島の方々の笑顔を見ることができて本当に嬉し

かった。前向きに頑張っている姿勢を見て、わたしもこれからの未来に向けてなにか小さ

なことでもできることをしたいと思った。また、持続可能なエネルギーについては、現在



福島で稼働している資源を有効活用した新しい発電方法や、今回作成したソーラーパネル

を通して、自然の力を利用して、自然と共生するためにつくられているエネルギーである

ことがわかった。また、街の中で原子力原発反対という立て板がたくさんあり、自然を利

用したエネルギーの必要性を実際に感じることができた。 
 東日本大震災のことは、絶対に忘れてはならない。私たちはこれからも、被災地の現状、

人々の様子を伝えていくべきである。私は今回のツアーで学んだことを、これからの生活

に生かしたいと思う。 
 
 

聖心女子大学 基礎課程   Ａ．Ｙ 
私は今回のスタディツアーで、初めて東日本大震災の被災地を訪れました。 
震災が起こってから、ふとした時に 3 月 11 日を思い出し、何をすれば良いのだろうかと

考えることがありました。中学生の頃、ボランティアへ行くことが一番直接的に力になれ

る。けれども私は心からボランティアがしたいわけではない。自己満足のためになってし

まうだろうし、まず自立してない人間がそんなことやりに行ってはいけない。そう考えて

いました。 
少し時間がたつと、「3.11 を忘れない」「東北を忘れない」「私たちにできることは、震災

を忘れないこと」などという言葉を耳にすることが多くなりました。確かにそのとおりだ

とも思いましたが、どこか腑におちないとも思いました。「忘れない」の意味が分からなか

ったからです。一つの出来事として東日本大震災を忘れることはない。しかし、そのよう

な意味ではない。けれども、一分一秒一瞬たりとも忘れないことは現実的に不可能で、そ

れもまた意味が違うと考えていました。今回のスタディツアーを経て、「忘れない」の意味

が少し分かったような気がします。 
それは、「共に前へ進んでいく」ということではないかと感じました。福島の方々は、力

強いという印象でした。想像したことも無いような経験をしながら、被災者という言葉の

イメージが似合わない強さを感じました。もちろん、私たちにそう見せさせて頂いていた

のかもしれません。しかし、6 年が経とうとしている今私がやるべきことは、その強さを広

げていくことだと思いました。 
私には、2011 年の被災者の方の手伝いをすることはできません。できることは、今、同

じ時間を生きている人の手伝いです。3 月 11 日を思い出すとき、悲しくて泣きたくなるこ

ともありますが、涙を流す前に、東北の皆さんは今前に進もうとしているということを考

えようと思います。東日本大震災を被害の少ないところで経験した人間こそ、当時の衝撃

や印象を覚えておくことだけに留まらず、それにとらわれないことが大切だと感じました。

そうすれば、10 年後も、20 年後も、自分にできることが見つかるのではないかと思います。

このことが、「共に前へ進んでいく」ことで、「忘れない」ということなのではないかと考

えました。 
二日間という短い時間でしたが、福島県を垣間見ることは私の中で良い経験になりまし

た。このことを生かし、日々の生活をおくっていきたいです。 
 



 
聖心女子大学  教育学科  Ｔ．Ｓ 

私は東日本大震災が起こった年に、日本に住んでいませんでした。そのため東日本大震

災を経験していません。あの 3 月 11 日私は揺れを感じることもなく普段通り学校から帰っ

てきてテレビをつけると、大きな津波に岩手のまちがのみこまれていく映像がひたすら流

れており、東北でなにが起こっているのか状況が理解できなかったのを今でも覚えていま

す。その後の募金活動や、節電、ボランティアなど東日本大震災にかかわる機会もなく６

年が経ってしまいました。このまま東日本大震災にかかわらないのは何かが違うと自分の

中で感じ今回「エネルギーの上流と下流をつなぐ(自然エネルギー教室)」のスタディツアー

に参加し被災地の１つである福島県いわき市に足を運んでみようと決意しました。 
東日本大震災から 6 年がたった今、テレビで被災地の活動が取り上げられることも少

なくなってきました。そんな中で福島県富岡土木事務所による“ひろの防災緑地”の活動

計画などをお聞きし、改めて復興に向かって進んでいることを感じることができました。

防災機能と地域復興機能、景観・環境の再生、形成機能の３つの機能を持った防災緑地を

広野町の海岸沿いに作ることで、津波などの被害から都市を守ることができるとおっしゃ

っていました。実際に現地に訪れ、高いコンクリートの壁と植栽の部分をバスの中から拝

見することができました。また植栽には里山的植栽ゾーン、広野の風景ゾーン、四季の森

ゾーンと３つのソーンに分かれておりとても興味深かったです。このようにいつ起こるか

分からない自然現象から、いかに命と都市を守ることができるかと取り組んでいる活動で

すが、海沿いに建てられた高いコンクリートの壁によって今まで自分の家から見えていた

海の景色が見えなくなってしまったり、これまで車の行き来が少なかった道路にラッシュ

ができるようになったりと変化も見え始めてしまったそうです。また復興に向けて広野町

ではたくさんの作業員の方々と共同生活ができるような環境づくりが新たな課題として挙

げられていました。このように順調に見える復興活動もたくさんの課題を抱えており、最

善の案を見つけながらより良い街づくりに励んでいるのだと感じました。 
２日目にお話をしてくださった好間第一小学校の松本光司校長先生からは震災後の学

校生活についてとても貴重なお話を伺うことができました。特に印象的だったのが松本校

長先生の「耐え忍ぶから切り開くへ」というお言葉です。できることのほうが少ない環境

で、“できない”ということに対して我慢するのではなく、ほんの小さな“できる”ことを

見つけそこから切り開くということです。普通の生活もよくできない環境にいるとどうし

てもできないことに目を向けがちで、できることを探すよりできないことを我慢してしま

います。「耐え忍ぶから切り開くへ」というお言葉は狭まった視野を広げる力があると私は

思いました。 
今回福島に足を運び、東日本大震災は忘れてはいけない出来事の１つであることを再

確認し出来事を誰かに伝えることが今の私にできる最大の役割だと心から感じました。 
 

 

聖心女子大学  教育学専攻  Ｔ．Ｋ 



3.11に関しての外面的な情報や実情を知ってはいたのですが、実際に訪れることで内面

的な福島を知ることができました。 

1日目、人の声が消えた町を変えていきたいと聞いてとても驚きました。ですが、実際に

町をバスの中から見ていると人が歩いている姿や車などがとても少ないと感じました。

3.11の震災から6年が経って、訪れる前まではもう6年と思っていましたが、実際に視察す

るとまだ6年なのだと感じました。まだまだ完璧な復興には届いていない状態でしたが、元

あった以上の輝きのある福島に戻そうとしている土木事務所の人たちや地元の人たちの目

標としている福島にいち早く到達出来るように私もこれから協力し応援していきたいと思

いました。 

2日目の三和小学校は1学年1クラスしかったのですが、子ども達は純粋でみんなとても仲

が良いように思いました。一緒に半日過ごしてもみんな優しく私たちに接してくれて忘れ

ることのできない子ども達と出会うことができたと思いました。しかし、最後に三和小学

校の子ども達は5つの学校が併合したことを聞いて、子ども達の絆や人間関係にとても感動

しました。子ども達が震災を乗り越え、心を未来に向けて開いている姿は、教師を目指し

ている私にとって、とても心に刺さりました。 

最後に、都心部に住んでいると6年の歳月で3.11がとても風化されているように感じてい

ました。しかし、今回実際に被災した方のお話を聞いて、私たちの使命は伝達することだ

とわかりました。過去の辛い経験を、勇気を出して伝えてくださったことを私たちは無駄

にせずに、次に生かすことが必要だと思いました。 

 

 

聖心女子大学 教育学科  Ａ．Ｍ 

 今回のツアー全体を通して、人は人と共生して生きているということを強く感じた。

ツアーに参加することを決めた理由は、今回のツアー名の通り、自然エネルギーについ

て学び、今学期を通して学んできた持続可能性に対する理解をさらに深めたいという思

いからであった。しかし、ツアーを終えた今、出発前に予想もしていなかった感想を抱

いている。今回のツアーを通して私がなぜ人は共生していると感じたのか、２つのこと

をあげて述べる。 

 １つ目は、復興作業の一貫として行われている、防災緑地の設置において、作業員が

苗木を植えるだけではなく、地域の人と一緒に植林を行なったという話を伺ったことだ。

この植樹活動を通して、住人たちに辛い思いをさせた町ではあるけれど、自分たちの町

を自分たちで作り、自分たちで見守っていこう、みんなで元気になろうという思いを共

有しているとも仰っていた。人は一人では生きていけないという、当たり前のこと、改

めて感じた。そんな広野町でも、共生に関しては問題を抱えていた。他県からきた原発

の作業員と広野町の住人との共生が課題であるとのことだった。数十年もかかる作業な

ので、多くの作業員が現地に滞在している。新たに作られた作業員用の宿舎に住んでい

るひともいれば、もともとホテルやレストランだったところが作業員用の宿舎になって

いて、そこにすんでいる人もいると伺った。現地の住民は様々な被害があったにもかか

わらず自分の町を愛する気持ちからそこに住み続けているのに対し、作業員は仕事のた



めに滞在する。その町に滞在する目的が異なるため困難が生まれてしまっているのでは

ないかと考えた。互いに互いを受け入れることができれば解決の糸口となるはずである

が、あれほどの衝撃的な出来事の経験の有無は妨げになってしまい、なかなか難しいと

も考えた。 

２つ目は作ったソーラーパネルはネパールの小学校に送られることが決まっていたの

で、いわきの子どもたちが、同じように震災を体験したネパールの子どもたち宛にメッ

セージを書いた時だった。ネパールの子どもたちにメッセージを書いているとき、いわ

きの子どもたちは、自分が震災の時どんな気持ちだったのかを深く考え、真剣な表情だ

った。書かれたメッセージはとても力強く、自分より何倍も大きな子どもだと感じた。

このとき、同じ体験をした仲間同士が国を超えて共生していると感じた。子どもたちは、

とにかく元気いっぱいで、数時間を共に過ごしただけであるが、とても元気をもらった。 

 私にとって今回のツアーは「共生」というワードで締めくくられていると感じる。震

災からもう 6年、まだ 6年、私の普段の生活では震災のことを耳にする機会が減ってし

まっていたが、このタイミングでいわきを訪れ、様々なお話を伺えて良かったと感じて

いる。決して忘れてはいけない出来事であると改めて感じ、世間に流されず、しっかり

と心に刻んでこれからも生きていかなければと感じた。 
 
 

聖心女子大学 人間関係学科  Ｕ．M 
私はこのツアーを通じ、福島県の現状を深く理解した。断片的な情報を耳にしていて以

前とでは考え方が 180°変わった。以前は、支援物資や炊き出しボランティアなど出来るこ

とが目に見えてあった。しかし今は、物は十分に揃っている。道路が整備されたため食料

なども調達可能だ。仮設住宅があるため最低限の生活も出来る。最低生活レベルの物は揃

っている。では何故人々は今も苦しみ、傷が癒えないのか。それは家族を失った悲しみ、

住む場所を失った悲しみ、そして震災後のいじめなどが原因である。精神的な問題は物で

は解決しない。結論が非常に抽象的になりやすいものである。例えば、放射能レベルが高

かった地域に住んでいた子が震災後いじめにあったと聞いて私達はどう思うだろうか。現

地の人間関係にまでは手を出せないと考えてしまうのではないか。物やお金で解決出来な

い問題は半ば諦めがちになる。その場合どうしたら解決が出来るのか、３つの例を挙げま

とめた。 
まず一つめは、住む場所を失った仮設住宅に住む人々についてである。彼らは何に苦痛

を感じているのか。それは常に周囲の目を気にしていなければいけないことから気持ちが

休まらないことだ。彼らに必要なのは一人になる時間である。心を落ち着かせる場所であ

る。震災以降、人々の関わり、助け合い、コミュニケーションを大切にしようとする動き

が目立つ。それらは全て復興に向けては最重要である。しかし彼らには誰とも関わらない

時間を設け気持ちを整理する時間を作るべきではないだろうか。具体例を出すならば、仮

設住宅近くなどに私語厳禁の休憩所や図書館を作ることである。薄い壁一枚の仮設住宅で

常に感じる他人の気配。それらから解放されるひと時の安らぎがあっても良いのではない

かと感じた。 



二つ目は、情報共有の方法についてである。震災直後はみなし仮設と呼ばれる住宅に住

んでいた人々にはあまり情報や支援が行き届かなかった。電波が混雑する状況下の中では

情報を集めるのは難しいが一時的にエリアごとに衛星電話を貸し出すなどして連絡をと取

れる手段を増やしてはどうだろうか。 
三つめは震災後のいじめについてである。スタディツアーを通し深く印象に残ったのは

この話であった。高濃度汚染地域から避難した子どもたちは避難先で、「福島の子だから」

や「放射能がうつる」などの言葉を浴びせられ苦しんでいるというもの。つまり、避難し

た子ども達側からすれば避難先は自分を受け入れてくれなかったという結果になる。こう

いった案件は、先日某テレビ番組にも取り上げられ非常に問題になっていた。結論を言う

と、こういった場合「逃げる」ことが正解なのかもしれない。理不尽な理由で受け入れて

もらえないのならしがみ付く必要はない。それで避難者達が苦しむ様な体制であってはい

けない。 
以上のことから、自分なりに福島の現状を理解し、もし自分が知っても流してしまいそ

うな問題点の解決策を編み出した。福島についてまだまだ知らない部分はたくさんあるが

何を聞いても抽象的な反応をせず、積極的かつ具体的に解決策を考え、復興に対し受け身

にならないようにしていきたい。 
 

 

恵泉女学園大学 大学院平和学研究科  Ｔ.Ｅ 
 東日本大震災から 6 年が経過しようとしている。当時私は仕事をしていたため、被災地

支援を考える機会がなく、大学院で社会問題について考察している今、当時と現在での変

容を視察する機会であると思い参加した。 
 1 日目にいわき市の浜通り地域に入ったあたりで、車両の種類が東京とは異なっていた。

除染土壌等運搬車、作業用車両、休耕地と思われる場所に積まれた汚染土壌を入れたフレ

キシブルコンテナバッグを見たときに緊張感を持ち、まだ何も終わっていないという事実

を突きつけられた思いだった。パトロール車両が多いという治安面については気づかなか

ったことであった。 
 帰宅許可が出ても通りひとつ隔てれば、帰宅困難地域というところに戻っていいのかと

いう不安、帰宅許可を通達した行政との感覚の差、他地域からの避難者といわき市に残っ

た住民との立場の違い、作業員として県外から来る方々との関係など、ガイドをしてくだ

さった支援者の吉田氏でも外部者として接している、などは報道ではなく現地に行かなけ

れば知ることのない事実である。 
 復興商店街の駄菓子屋で、ささやかな買い物をしたときに、別の店の女性から、「見学に

来た人が買い物をしてくれるのが支援になる」と話してくださった。 
 どのような支援をしたらよいのか、ということより、「今できること」を支援として受け

止めてくださることが、見学者としては励みになった。 
再エネルギー事業のソーラーパネル作りでは、被災した小学生がネパール地震被災者で

ある小学生に支援をするという説明であった。日本的な表現では「恩返し」になるのかも 
しれないが、循環していく支援が持続可能社会での重要な人的資源であると考える。 



 2 日目の朝の、古滝屋当主の里美氏のお話では、5 年後に変わっているもの、変わってい

ないものを定点観測により課題を見つけること、目先の利潤ではなく、有機的（organic）
なものへの種蒔きで若い世代に活躍してほしいとの内容であった。 
原発災害のなかに潜む日常の問題を忘れてしまいがちだが、被災地の日常の地域問題は、

見学者の居住する地域でも起こりうることであり、解決策を見出すことにより上流と下流

の新たな繋がりができることであろう。 
毎年来ることは難しいかもしれないが、里美氏の話された「5 年後の定点観測」ができれ

ばと思う。 
 
 

恵泉女学園大学 人間社会学部社会園芸学科 Ｍ.Ｅ 
 今回、私がこのツアーに参加した目的は、現在の福島がどのような状況なのかを知りた

いと思ったからだ。震災当時、中学 2 年生だった私は、東京の学校で地震に遭い、先生が

騒いでいたことを覚えている。その頃のニュースでは、放射能問題、原子力発電所、津波、

仮設住宅という言葉をよく聞いた。大変なことが起こっていることは分かったのだが、あ

まり深刻に捉えることができなかった。震災後 6 年目にしてようやく、当時の被害状況や

現在の様子などを知りたいと思えるようになった。 
 福島に入ると、初めて見るものが沢山あった。フレコンバック、除染土砂運搬トラック、

茶色い田んぼや畑、放射能線量計、砂利の敷かれた家々。帰還困難区域の周辺に入ったと

き、あまりにも人気がないので、少し怖かった。住居や公園、床屋…建物はあるのに、そ

こに人は住んでいなかった。庭先に咲いている梅を見て、「家に人が住んでいなくても毎年

花を咲かせるのか」と思うと、なんだか悲しくなってしまった。同じ地区でも国が決めた

区割りで家に帰る人、帰らない人、帰れない人に分けられ、そこには住民同士の複雑な感

情があることを知った。住民の意見が反映されないまま、地域がどんどん復興してしまっ

ている状況は、国が震災後の復興と原発の安全性を、世界にアピールしたいがために行っ

ているのではないかと思ってしまった。 
 住居があるところから何分かバスを走らせると、海が見えた。海は穏やかで、堤防や道

路なども普通にあったため、当時深刻な被害があったことを想像しにくかった。しかし今

回、初めて現地にきて、自分の目で見ることができ、本当に良かったと思った。それは、

東京では他人事に思えてしまったことが、少しずつだが自分のことのように思うようにな

ったから。テレビや新聞だけでは、土地の広さや現地のリアルを感じることはできない。 
 子供たちとのソーラーパネル作りでは、子供たちと一緒に笑って、とても楽しい時間を

過ごした。校長先生のお話からは、子供たちが子供らしくいられる場所をつくりたいとい

う、熱い思いが伝わってきた。子供は敏感で、大人以上に家族、友達、周りを考えている

ことを知り、すごいなと思った。短い時間だったが一緒に過ごし、キラキラした笑顔に癒

され、元気をもらい、この子たちが悲しい思いをしない未来をつくりたいと思った。 
 
 私は、このツアーに参加して、お話を聴いたどの方からも、地元への愛を感じ、生命力

を感じました。今回のツアーを機に、いわき市や震災と復興への関心を高め、この先も見



守りつつ、原発や震災について考えていきたいと思います。私も一緒に頑張ります。そし

て、ツアーにまた参加したいです。ありがとうございました。 
 

 
名古屋学院大学 Ｓ.Ｋ 

今回、福島でのスタディツアーに参加させていただいて、僕は 2 回目の参加でした。ま

ず、富岡町を回ってみて思ったことは復興がとても進んでいるということです。1 回目は昨

年の 9 月に参加させてもらったのですが、そこから半年、あんなにも雑草のせいで線路す

ら見えづらくなっていたところが、今回見たら本当にきれいになっていて同じ場所とは思

えないほどでびっくりした。他に、前は作業員の方たちはコンビニでご飯を買っていたけ

ど今はさくらフーズが昼食場所になっており、憩いの場となっていた。それを聞いたとき

本当に感動したし、自分のことにようにうれしかった。半年で着々と人が住めるように復

興が進み、風景が変わっていくっていうことを間近で感じられたのは本当にいい経験でし

た。 
また、今回はいろんな方からお話を聞かせていただきました。さくらフーズでの田中さ

んの話では、みんな前を向かって進んでいるときに自分も何かしなくちゃということで、

さくらフーズでお弁当を作り出して、朝早くからきて作って売り始められたそうです。本

当に行動されていて、これからみんなが自分の家に帰っていくことを精いっぱいサポート

されているのがとても感動した。 
宿泊した古滝屋さんで里見さんの話をきかせてもらった。まず里見さんは震災前に、他

ではあまりおこなってなかった新卒を 10 名ほど採用し、未来を見据えて経営をしようとさ

れていた。その矢先に震災が起き、里見さんにはいろんな思いがあったと思う。震災直後

は本当に生きることに精いっぱいになっていただろう。また、いろんな人の生々しい部分

とかも見てしまっていると思う。ライフラインがストップしドライバーの危険が考えられ

て物流もストップしてしまい、みんな避難していくなかで、高齢のお母さんがいるからな

どの理由で残っていく人たちもいた。そういった中で、人間関係のトラブルというのはな

かなか難しい問題だなと感じた。 
そして校長先生の話を聞いたとき、一番感じたのが子供たちの周りに与える影響の大き

さだ。大人の人たちは子供たちのためにと思って動くからどんなに大変でも頑張れるんじ

ゃないかなというのを、話を聞いて思った。ほかにも、全国のいろんな人から手紙や、梨

を送ってもらったりしていてやっぱりみんなの力も借りて復興させているんだと改めて感

じた。 
今回いろんな方からお話を聞いて、一番は人と心の問題なんだなと感じた。それは、ど

の話でも出てきて本当に難しい問題だと思った。でもおてんとＳＵＮ組合の人はこれの解

決にとりくんでおられて、人と人のコミュニケーションの場というものを作っている。そ

れって本当に大事で、いろんなものが解決に向かう一番のボランティアなんじゃないかと

思いました。ぼくはこういったことをもっと他の人たちと話し合って、みんなにもっと意

識してもらいたいと思います。そしてこれからもし地震等の災害が起こっても、しっかり

ここで学んだことを生かしたいと思います。 



 
 

     名古屋学院大学 Ｍ.Ｙ 
自分はいわき市に訪れるのは 2 回目だった。前回訪れた時は JR の線路上に線路が確認で

きないほど草木が生い茂り、立ち入り禁止区域ぎりぎりの放射線量は1.41Bqと高かったが、

今回は線路が整備され始め作業員の方々が作業している姿を見ることができ、放射線量も

0.64Bq と前回の半分以下まで濃度が薄まっていた。立ち入り禁止区域周辺はコンビニくら

いしか営業していなかったが、ショッピングモールができており、そこで働く従業員の方

はとても前向きで明るく、良いお話をたくさんしてくださった。前回訪れてから半年ほど

しか経っていないのに、復興は確実に進んでいるのだなということを改めて感じた。 
福島ではスタディツアー、オーガニックコットン、コミュニティ電力などの様々な復興

支援活動を行っている。前回はコットン畑のお手伝いを、今回はソーラーパネル作りを体

験・指導させていただいた。ソーラーパネル作りでお邪魔させていただいた好間第一小学

校では、5 年生にソーラーパネル作りを指導するということで最初は不安を感じていた。小

学生についてやんちゃなイメージがあったが、しっかりルールを守り聞き分けの良い子が

多く、無事に怪我することなく完成させることができて良かった。みんな元気な子達ばか

りで休み時間になると校庭に駆け出し、すぐにドッジボールが始まって一緒になって楽し

むことができた。そのあとは校長先生の話を聞かせていただいた。これほど大きな被害に

あった小学生が七夕の短冊に自分のことではなく、家族のことや周りの人の事を書いてい

たという話を聞いて、そのような状況でも他人のことを考えることができるなんてすばら

しい精神力を持っているなと思った。 
震災当時、小学生が自分たちで高台まで上がっただけでなく、高齢者が逃げ遅れないよ

うに周りの人にも声を掛け合いながら避難したという話を聞いたことがあった。実際に校

長先生から聞いたお話の中でも、好間第一小学校の小学生の素晴らしさを知ることができ

た。自分達の地域でもし震災が起こったとき自分自身がそこまで行動できるかと考えると

そこまでできる自信は正直ない。自分の身の回りで実際に何かが起こったときに行動でき

るような力をつけておくことが大事なのだなということに気づいた。 
宿泊させていただいた古滝屋の里見さんの話の中で、震災の最大の問題は表面上に見え

る問題ではなく、人間関係の問題だという話があり、これを解決するにはとても時間がか

かることを改めて感じた。 
いつも福島に訪れて思うことがある。ボランティア活動として自分たちは福島の皆さん

に元気を与えようと思って訪問するのに、福島の皆さんはとても元気で前向きな人ばかり

なので逆に元気をもらっているような感じがして嬉しいような何か違うような気がしてい

る。でも何度行っても福島の皆さんは歓迎してくれてよいお話をたくさんしてくださるの

でとても勉強になる。また福島に伺いたい。 
 
 

名古屋学院大学 Ｍ.Ｋ 
 先日はスタディツアーに参加させていただき、ありがとうございました。私は今までこ



ういったボランティアやツアーなどは初めてだったのですが、とても貴重な経験をするこ

とができました。 
 私は愛知県に住んでいますが、２０１１年３月１１日に地震があったとき、自分でも地

震の揺れを感じました。それからしばらくしてテレビを付けてみると、そこにはとんでも

ない惨状があったこと、それが連日にもわたって放送されていたことを記憶しています。

しかし同じ日本で起こった出来事にも関わらず、まるでどこか遠い国のことではないのか

といった、現実的に感じることができませんでしたし、その後も教科書などで震災があっ

たことを習っても、遠い昔の歴史のように感じてしまっていました。そんな考え方もこの

スタディツアーを通して、吉田さんをはじめとする様々な人の、地震のあったときのこと

や、これからどうしていかなければならないのかといった貴重なお話を聞いたり、資料館

に行って震災当時の様子の写真を拝見したり、その当時の様子を語っているものが記され

ているものを見たり、夜ノ森駅周辺やパトカーの記念碑、防災緑地など多くの場所へ視察

したことによって一蹴しました。それ以外にも好間第一小学校に赴いてソーラーパネル作

りのお手伝いをするとともに、元気な小学生たちと触れ合うというなかなかできない体験

もさせてもらうことができました。 
 二日間で多くのことを感じましたが、特に二つの意味で心にきたものが夜ノ森駅周辺の

視察のときにありました。実は私の仲間は去年の夏にも福島に訪れており、その様子を写

真で見せてもらったのですが、その中に夜ノ森駅が写っていました。しかしそこには緑の

草木が生い茂っていて、とても駅として機能を果たしているようには思えませんでした。

それが今回のツアーで訪れた時には、手入れがものすごくされており、電車は通っていな

いもののこれが復興という形なのかなと、思わず胸が熱くなってしまいました。もう一つ

はその夜ノ森駅の近くにあったバリケードです。そのバリケードの横には「この先帰還困

難区域につき通行止め」と書かれていました。その目の前に立っている自分がとても不思

議に感じました。本当に目の前なのです。しかしそのバリケードを挟んだ向こう側は目の

前にあるにもかかわらず、とてもとても遠くにあるように感じてしまったのです。まるで

震災当時から時間が止まっているようにも感じました。そう思ったときには自分の胸はと

ても痛かったのです。同じ場所なのに未来に向かっている場所と過去のまま時間が止まっ

てしまっている場所を同時に見て混乱もしましたが、それがこの場所の現状であることが

身に染みました。こういった現実を目と耳と肌で感じた自分が感じたままを忘れず、言葉

として伝えていきたいと思いました。 
 
 

名古屋学院大学 スポーツ健康学部こどもスポーツ健康学科 Ｈ.Ｙ  
東日本大震災当時、私は中学一年生でした。保護者面談の週間で学校の授業が早く終わ

り、部活の再登校までの時間を家で過ごしているときに今まで感じたことのない大きな、

そしてなんだか嫌な感じのする揺れを体感しました。部活が終わり家に帰ってテレビに映

っていたあの光景は言葉には言い表せない恐怖と衝撃だったことを今でもはっきりと覚え

ています。当時の衝撃とそれからもテレビ番組やニュースなどで取り上げる事しか知らな

い自分の中では震災に対して悲しいイメージが正直とても強かったです。 



 私がこのツアーに参加するきかっけになったのは学校のサークルで取り組んでいるコッ

トンベイブづくりです。学校で実際にコットンの栽培もおこなっています。そこで実際、

福島に訪れた先輩の話を伺ったり、コットンベイブの活動を通したりして、自分が思って

いるよりも前に進もうという前向きな気持ちを持っている人がたくさんいるんだなと感じ

ました。そして、自分もツアーに参加することができる機会があったためこんなチャンス

はない！と思って参加しました。 
 実際私が現地で一番に感じたことは、人間の強さ、力です。バリケードやパトカー、当

時のまま時間が止まった町、補償金が原因で生じてしまった心の壁、悲しい現実がなかっ

たわけではありません。 
ですが、おふくろフードの方は作業員の方に温かいご飯を作って温かい気持ちになって

もらいたい。立ち止まっていては何も変わらないから、自分から行動を起こしていこう。

とおっしゃっていました。おてんと SUN では、震災で希望を失ってしまった方々の希望に

なりたいと。好間第一小学は生徒のことを考えて素敵なアイデアとともに学校を再開させ

たり、仮設住宅で生活を送る子ども達が学校から帰ったら読もうと思っておいてきたかも

しれない本を読めるように、こっそり食べようと思ってお菓子を本棚に隠していたかもし

れない、その本棚になれるようにとても素敵な図書館を作ったりしていました。大人だけ

ではなく短冊を書いた子どもが家族のためを思っていたように、みんなが誰かを思う気持

ちが人と人をつないでいくなと感じました。そこで繋がりができるのは、もちろんみんな

が同じ気持ちだからというのもあると思いますが、常に誰かが支えてくれているとみんな

がみんな感謝の気持ちを持って行動しているからだと思いました。 
 このツアーに参加してもっと強く想うことができると思いました。コットンベイブの活

動も今まで以上に大切にできます。私まで元気をいただいてもっともっと自分の目標に向

かって頑張ろうと思いました。また、必ず、会いにいきます。 
 
 

名古屋学院大学  Ｍ.Ｔ 
私がいわき市に訪れたのは今回が 2 回目で、前回は昨年 9 月にオーガニックコットンプ

ロジェクトに参加させていただきました。今回のスタディツアーは前回とはまた違うこと

を感じ、学びました。そのなかで特に印象に残っていることが３つあります。 
1 つ目は、初日の現状視察で行った富岡町の変化です。富岡町は原発により現在も帰宅困

難地域になっている地域の 1 つで、まだ道を挟んで隣の家はバリケードがされている地域

です。私は前回も富岡町に訪れていて、前回とは違う大きな変化に気づきました。それは

さくらモールとみおかというショッピングモールの営業、浜通りの道路の整備、富岡駅の

整備がされていたことです。特に富岡駅は前回訪れた時、駅のホームなどは見えず雑草が

生い茂っていたけど、駅のホームがしっかり見えるまで整備されていて、目に見える形で

大きな変化（復興）を見ることができました。また、前回と同じ場所の線量計で放射線量

を見たところ、放射線量がかなり減少していたのが分かり、目で見ることができない放射

線量の変化も感じることができました。 
2 つ目は、古滝屋の若旦那兼、おてんと SUN 企業組合理事の里見さんのお話です。お話



の中で震災直後の状況や、現在も続く人間関係の問題、復興、再建（これからについて）

が伺うことができて、震災・原発が起こした大きな問題を改めて知ることができました。

特に、「群馬県へ逃げるとき位牌を胸ポケットに入れたのを一年後に気づいた、これは震災

直後にもう、いわき市には戻ることができないと思っていたのかもしれない」ということ

を聞いて、当時の過酷な状況や押しつぶされそうな不安があったことが分かり、私自身こ

のお話は心に大変深く残りました。 
3 つ目は、好間第一小学校の校長先生のお話です。お話では学校の再建のことや、学校が

始まってからの子供たちの不安のケアなどのお話を伺いました。「震災当時、好間小学校は

使うことができなかったので、他の小学校で授業を利用していた。しかし、夏になると保

健室に来る生徒が異例の 1 日 50 人も来るようになった。これは子供達が震災による不安や

慣れない環境の中でのストレスがとてもかかっていたから保健室に来た」ということを伺

い、当時の子供たちの不安がよく分かりました。校長先生の話の中で、これからは「耐え

忍ぶ」から「切り開く」へという言葉がありました。これは震災の不安やストレスを耐え

たので、これからは将来に向けて新しいことを切り開いていくということで、私自身校長

先生の想いがしっかりと伝わったし、応援していこうと思いました。 
この 3 つ以外にも子供たちとソーラーパネルを一緒に作るなどの大変貴重な体験をさせ

ていただきました。ツアーに参加していわき市のことを応援したいと思ったし、他の人た

ちに伝えたいと思いました。また、現在地震はいつどこで起きてもおかしくないので防災

教育の大切さを改めて感じました。 
 
 

山口大学人文学部 Ｕ.Ｍ 
 今回私がこのツアーに参加しようと思ったきっかけは、大学の演習の授業で東日本大震

災に関する本を読み、震災のことについてもっと深く知りたいと感じたからである。私は

震災当時鹿児島県に住んでおり、東北地方には一度も行ったことがなかったので、テレビ

や新聞などのニュースを見ながら遠くで大変なことが起きたのだなという印象しか持って

いなかった。しかし、今回このツアーに参加して多くの方のお話を聞き、実際に自分の目

で見ることでより身近なことに感じ、また学ぶことが非常に多く、震災に対する想いも大

きく変わった。 
 1 日目、富岡や久之浜の町の様子を見たり、お話を聞いたりして、衝撃を受けたことがた

くさんあった。富岡の町のバリケードの右と左で家に戻りたくても戻れない人、戻りたく

なくても行政からの指示で戻らなければならない人が隣り合わせになっており、そこで分

断が生まれてしまうという話は、そこに住む人の気持ちを考えると、近隣の人や行政との

気持ちと折り合いがつかないということに共感した。震災から 6 年経つ今でも決壊したま

まの堤防や傾いた家がそのままの形で残っているのを実際に自分の目で見て、また久之浜

のふれあい館では、避難所での生活を再現したものや、震災当日の状況や被災された方の

当時の気持ちを見ることができて、離れたところからニュースを見ているだけでは絶対に

感じることができない想いや、得るものがたくさんあった。 
 1 日目の吉田さん、すみれ会会長の田中さんのお話、2 日目の里見さん、松本校長先生の



お話、今回のツアーでお話してくださったすべての方のお話で共通していることは、「支援

してもらうことはもう終わりにして、これからは自分たちの力で町を元気にしていこう。

恩返しをしていこう。」という前向きな気持ちがあることだった。松本校長先生のお話のな

かにあった、「耐え忍ぶから切り開くへ 我慢じゃなく、自分でできることをやっていく。」

「遠くとも光が見えていれば歩いていける。」という言葉が特に印象に残っていて、辛い思

いや大変なことも乗り越えて元気に明るくやっていこうという前向きな思いが感じられて、

また、小学生のたくさんのありがとうの詩を聞いてとても胸が熱くなった。 
 小学生とのソーラーパネルづくりを通した交流もとても楽しく活動でき、自分で作る立

場も、教える立場も経験出来たが、ソーラーパネルを作るというのはなかなかできない貴

重な体験だったので、経験することが出来てよかった。このソーラーパネルが少しでもネ

パールの方々の役に立てれば嬉しいと思う。 
コットンのことも含め、今回のスタディツアーで学んだこと全てをわたしも多くの人に

伝えていきたいと思う。 
 
 

山口大学人文学部 Ｓ.Ｍ 
私は今回初めて福島・いわきを訪れたが、初めて見る福島の現状にたくさんの驚きを感

じた。 
まず、私が一番印象に残ったことが、富岡町についてだ。富岡町に向かうまでの高速道

路もトラックや作業用の車が数多く行きかっていて異様な光景であると思った。また、本

などで帰宅困難区域や住居制限区域、避難指示解除備区域と分けられていることは知って

いたが、実際にどのように分かれているのかを想像することはできなかった。しかし、今

回富岡町に行き、帰宅困難区域と準備区域の境界線をみて驚いた。一見すると違いは分か

らないのにバリケードによって簡単に分けられていて、本当にこれでいいのかと疑問に感

じた。山口から来た私でもこのように感じたので、富岡町の住民はより複雑な感情を抱い

ているのであろうと考える。特に、人々の格差・分断については無視できない問題であろ

う。今回、様々な人々の話を聞いていまだ福島、特にいわきにはいわき市民と原発避難者

の間で格差が意識され、分断が生まれているという現状を聞くことができた。人によって

は次第にお互いを理解することができるようになったとおっしゃる人もいたが、自分の出

身地を言うことができなかったり、積極的に交流することができない人も存在しているよ

うであった。 
一方で、プラスに感じる驚きも多くあった。例えば、電気がない、水が出ないという状

況に直面した中でも「電気がある生活は当たり前ではない、奇跡のようなことだ」と考え

ることができるのはすごいと感じた。そして、自分たちの生活のことを一から見つめなお

し、行動に移すということもなかなかできることではない。現代では、電気や水道のある

生活が当たり前であるが、それが震災によって失われてしまうことを考える機会はあまり

ない。ましてや、電気を作る苦労や仕組みについても考えることはない。与えられるモノ

ばかりに頼るのではなく、自ら学び考え、自分で判断し、できることはやるという気持ち

はどんな状況・立場にあっても抱いていかないといけないと考えた。 



また、おてんとＳＵＮ組合の方々をはじめ、すみれ会の田中さんや好間第一小学校の校

長先生や児童など出会う人がみんな温かかったということもとても印象的であった。特に、

まだ幼いころに被災したであろう児童たちも一緒に遊ぶ際には警戒せず、仲間に入れてく

れたり、たくさん話しかけてくれた。もう、いわきの人は前を向いている人がたくさんい

るのだということを知ることができた。 
確かに福島は震災・津波・原発事故と様々なことが起こり、たくさんのリスクを抱えて

いる場所というイメージが強いが、他の地域も多かれ少なかれリスクは抱えている。今回

福島に行ったことで、私の中の福島のイメージは変わり、福島で起こったことは決して他

人事ではないという思いを改めて感じることができた。 
 

 
                           山口大学人文学部  Ｔ.Ｔ 

 今回、私がこのツアーに参加しようと思ったきっかけは、約６年前に起きた東日本大震

災について、詳しいことを何も知らないまま、関心が薄れてしまっているように感じたか

らである。西日本に住んでいると、震災による自分自身の日常生活への影響がほとんどな

く、同じ日本であるが、行ったことのない遠くの出来事であるように感じていた。震災の

情報も、メディアが発信する情報の受け身の存在で、テレビで震災の映像を見ても、現実

味を持てないままでいた。しかし、この受け身のままでは、自分は震災から何年経っても、

どこか他人事のようにしか受け取ることが出来ず、真剣に向き合うことが出来ないのでは

ないかと感じた。実際に福島に行って、見て、聞くことで、受け身の自分を変えたいと感

じたため、参加することを決めた。 
 １日目の富岡町の視察で最も印象に残ったのは、帰宅困難区域と居住制限区域が道路１

本を挟んでバリケードで区切られている場所である。道路一つで分断されてしまうという

現実は、さまざまな心の分断を生じてしまっていることが分かった。帰れるけど帰りたく

ないという状況を生み出してしまったことは、原子力災害の一番の被害であると感じた。 
しかし、前向きに復興している地域を多く見ることが出来たと感じている。それは、駅

の様子や海沿いの防災緑地などである。私は以前の状況を知らなかったが、バスで隣の席

に座っていた学生さんは、前に来たときよりもすごく変わっている、と言っていた。町の

人たちもその変化を感じているという。そして、その変化は「震災の起こる前の状態に戻

す」のではなく、「未来のための新しい町をつくる」という変化であることが分かった。 
 ２日目に好間小学校の生徒たちと行った、ソーラーパネル作りでは、島村さんをはじめ、

校長先生や子どもたちから、とても大切なことを教わった。「何もかも原発のせいだ」とい

くら嘆いても、起こってしまったことはどうしようもできない。だから、原発以外の電力

発生方法を考えていこう、という考え方にとても感銘を受けた。そして、その手段の一つ

であるソーラーパネルを、同じように震災にあったネパールの子供たちに届けるという取

り組みは、国を越えた強い絆を感じた。距離というものは、本当に関係なくて、その人た

ちをおもう気持ちが強ければ、どれだけ離れていても、心はつながるし、出来ることは必

ずあるのだと感じた。また、子どもたちのメッセージ補助の際に、一人の男の子が、すご

く真剣に日本語で手紙を書いていた。配られた例文の言葉を使わずに、自分自身の言葉で



伝えようとしている姿をみて、彼の思いはきっと届くだろうと感じた。 
 このスタディツアーを終えて、何よりも大切なのは「心の復興」であると感じた。震災

当時、みんなで支え合って生きていこうと強く結束していた絆が、６年経ち、それぞれの

生活が変わっていく中で、分断や軋轢を生じてしまった。しかし、それを立ち直らせるの

も同じく人と人の絆である。私は、自分にはできることはないのではないかと感じていた

が、この福島の現状を山口の人に伝えることで、私がそうであったように、多くの人が東

日本大震災について考え直すきっかけになるのではないかと感じた。 
 
 

山口大学人文学部 Ｙ.Ｍ 
中学３年の卒業式に東日本大震災を経験した私にとって、3 月 11 日は今でもはっきりと

思い出すことができます。一方で、東日本大震災の津波被害や原子力発電などの問題は遠

い地方の出来事で、周りに流されるように私も福島から目をそらしていました。どこか他

人事としてとらえていた福島について、ツアーに参加したことで、自分の中で考えるきっ

かけが生まれました。 
福島県内では、放射能や避難者への支援金をめぐって様々な考えが存在し、住民間での

分断が生じています。汚染水漏れや汚染土処理場などのその他の問題点も多く報じられ、

放射能を不安視し避難した人や、支援金を受け取ることで非難される人もいます。今回の

ツアーで、自然災害と人的災害が合わさり、複合災害となっていることが、福島の複雑な

現状を生み出していると学びました。これらの課題・問題点について多くの報道がなされ、

識者が議論を交わしてきました。けれども、報道や議論は、被災地の住民にとって、なん

の利益ももたらさないことをツアーで実感しました。実際には、行政の策定した復興のス

トーリーからこぼれ落ちた人がたくさんいたからです。個人間であまりに多様な被災状況

は、そう簡単には解決できないはずです。 
ツアーを通して、印象に残った言葉がありました。 
「いわきおてんと SUN 企業組合」職員の島村さん、「一見、バラバラな活動もそれ自体が

目的ではない。私たちは何かみんなで一緒にできることを見つけるために事業を行ってい

る」。おふくろフードで働く田中さん、「現場で働く作業員の方に何かしたい」。お二人とも、

震災後の暮らしを前向きにとらえた発言をされています。 
自分たちに今できることをコツコツとおこなっている「いわきおてんと SUN 事業組合」

のような団体はこれからの福島を考えるうえで欠かせないと思います。行政が関与できな

い課題に積極的に取り組み、福島に共同の精神をもたらしているからです。分断面をとら

えるのではなく、共通した面、全員で取り組める面に焦点を当てた取り組みは、福島県内

の心の復興において欠かせないものであるはずです。 
これからの福島について、私が他人事としてとらえることは今後も変わりはないと思い

ます。実際に、原子力発電や津波で被害にあった人に共感することなどできるはずがない

からです。私たちの知らない辛さや被害はまだまだ山ほどあり、被災者の複雑な感情や現

在の状況を今回のツアーだけで理解できるとも思いません。「共感した」ということは簡単

ですが、そこでその問題は思考停止状態に陥ってしまいかねません。本当に大切なことは



その先を考えることのはずです。福島県の問題を、他人事としてとらえ、他人目線で自分

たちにできることを考えるべきだと思います。どのように自分と福島をつなげるかを考え、

そして実行することだと思います。 
 
 

山口大学人文学部 Ｗ.Ｓ 
 私が今回のスタディツアーに参加したのは、テレビやネットの情報だけでなく自分の目

で見ないと現状は分からないと思ったからであるが、実際に参加すると知らないことが本

当にたくさんあった。東日本大震災から 6 年が経ち、3 月 11 日にならないと山口ではなか

なか震災について目に入る機会がなかったが、いまだ震災の影響は根深く残り被災者とし

ての生活が解決されていない事実を実感することとなった。 
 最初にバスでいわき市から富岡町までを往復したが、原発による影響でとても日本の場

所だという現実を受け止めきれなかった。走る車の多くが原発廃棄物を載せており、広大

な平野にはフレコンバックが積み上げられていた。線量計もいたるところに配置されてお

り、原発や放射線を気にせずには生活できないような空間だと感じた。特に富岡町でバリ

ケードを見た時には、単に地震災害として片付けられない原発災害による分断について考

えさせられた。元いた場所に帰れることによって被害を受ける人、帰れないことによって

被害を受ける人、生活者である人間にとって基盤となる住む場所がこんなにも大切だと思

い知らされたことはない。またこの町が桜のきれいな賑わいのあるところへとなるように

願わずにはいられなかった。 
 バスツアー途中にさくらモールで活動されている田中さんのお話しを聞いたが、現地の

方の底力を感じた。田中さんは被災で大変な思いをしたのにもかかわらず、私たちの前で

はしっかり前だけを見て希望を持って活動されているようであった。自分の家に戻ること

ができず、被災者としての生活が 6 年も続くことは想像を絶するものがあると思う。しか

しこのことを感じさせず、働いてくれる人への恩返しと戻ってくる人の拠り所となるよう

にと全力を尽くす田中さんの姿にこちらが元気をもらってしまった。どんな状況であって

も感謝の気持ちを忘れない方々が被災地を支えてくれているのだと思った。 
 今回のツアーのメイン企画として小学生とのソ―ラーパネル作りがあったが、ここでも

逆に元気をもらってしまった。幼いながら被災し、原発に近い地域で学校に通うことは、

通常の事態ではない。だが、子供たちはみんな笑顔で大学生より元気に走り回っていた。

他の誰かのためにソーラーパネルを一生懸命作る姿は、脱帽するものがあった。ここでは

松本校長先生のお話しも聞くことが出来たが、まだ行方不明者が大勢いることなど悲しい

現実を知った。元気な子供たちと抱える問題のギャップが胸に突き刺さってくるようであ

った。当たり前に学校に行き教育を受けられることが、当たり前ではなく本当に幸せなこ

とであるのだと思い知らされた。 
 最後に、スタディツアーを通して自分にどんなことが出来るのだろうかと考えるように

なった。エネルギーを無自覚に享受し、震災とも縁のない人生であったことで、どこか他

人ごとに思っていたのかもしれない。また、言葉で言うのは簡単であっても、行動に移さ

なければ意味がない。まずは自分で見聞きしたことを伝えることから始めようと思う。今



回の学びを大切にし、自分事として問題を考えられるように努力していきたい。 
 

 

東洋大学国際地域学部  Ｉ.Ａ 
私は去年の 6 月福島県いわき市に訪れたことがあり、その時は時が止まっているかのよ

うだという、現状を見たままに抱いた感情が一番印象に残った。しかし今回のスタディツ

アーを通じて、目には見えない人々の心理的な部分を捉えることができた。 
 この 1 年、ゼミではボランティアをネットワークという観点から勉強してきたが、人々

の交流によって物事が前進するという点が、具体的な事例をとおして見えてきた。 
さくらモールでのお話の中では、富岡町は作業員の方々が行き来する町で、彼らのよう

に働く人がいなければ町の再生はないということをおっしゃっていた。このことから、作

業員の方の働きによって、町の機能が回復していくのだと思った。 
また、おてんと SUN 企業組合の島村さんはソーラーパネル作りという取り組みを通じて、

子供たちが仕組みを知り、自分で作れるようになることで地域の希望の光になるというこ

とを説明してくださった。このような取り組みがきっかけとなって若い世代から好循環が

生まれていくのだと感じた。 
古滝屋の里見さんは、フラ温博という取り組みをされていて、温泉旅館に泊まりながら、

地域のことを理解するためのツアーを開催していた。これは被災地の研究やボランティア

の活動をする人々が互いに意見を共有できる場所を築いたことを意味する。その点で単な

る観光業ではなく、将来につながる事業であると思った。 
好間第一小学校の松本校長先生のお話では、「耐え忍ぶ」から「切り開く」へという気持

ちをもって自分たちにできることをしようとすることで、児童たちは久ノ浜小学校に再び

通うことができた。具体的には学校行事である野菜の収穫やプール開きなどは、農家さん

や近所の方々のボランティアのおかげで実行することができた。このような様々な立場に

いるたくさんの人々によるつながりやネットワークが形成されることによって、物事が進

展していくのだと実感した。 
 そして、震災前は当たり前のこととして認識していたものの大切さに気付いたとおっし

ゃっていたのが一番印象に残った。古滝屋の里見さんは、原子力の災害が起きるまでは地

域で伝わる技術やその背景については気づかなかった。東日本大震災によって、突然当然

のように利用していた電気・水・物流が止まり、使えなくなるという経験をして、様々な

人々や物に支えられて生きていることを実感したとおっしゃっていた。それらが急に使え

なくなったという不便さはもちろん、喪失感は想像以上の出来事だろうと思った。また、

今まで当たり前に利用していた物・サービスが素晴らしいもので、これまでの日常が奇跡

のようなものだと気づくのだと思った。 
 今回のツアー全体を通して、人と人とのつながりが広がっていくことがどんなに重要か

ということに気づかされた。そのつながりは被災地内のコミュニティだけでなく、県外の

ボランティアや研究している学生など多方面から、色々なタイミングで作られていく。そ

して、そのきっかけから新たな活動が派生し、さらにネットワークが拡大していくことを

理解した。 



 
 

東洋大学国際地域学部 Ｎ．Ａ 
スタディツアーに参加した主な理由は学部のブロジェクトでコットンの商品を扱ってい

るということでした。このツアーを通していわき市の現状や震災当時の様子、ソーラーパ

ネルのことなど、さまざまなことを知ることができました。特に小学校に行ったことが私

の中で一番印象的でした。 
私は今までオリーブやコットンの商品を販売したり PR することで役にたっていると思

っていました。しかしいわき市の人たちはそんなこと望んでいないのではないかと自信が

なくなりました。今までなにも考えず「支援」という言葉を何度も使ってきたからです。「一

緒に頑張ろう」この言葉が一番ほしいと校長先生がおっしゃっているのを聞いて、自分の

考えが少し変わりました。ただ言葉だけでがんばれということは簡単ですが、まずは相手

の状況を知ることが大切であり、なにを望んでいるのか、自分はなにができるのかを考え、

ともに行動することこそ、相手のためになるのではないかと思ったからです。応援するこ

とは一方的に声をあげるだけでなく、ともにがんばることが相手の励みになるのだと知り

ました。 
ソーラーパネル製作は人生初の体験で、前日からワクワクしていました。自分で作るだ

けではなく小学生に教えなくてはならないということで必死に覚えました。こんな機会は

めったにないので経験できて本当に良かったです。完成した時の喜びや小学生の楽しそう

な顔は今でも鮮明に覚えています。実際にネパールに行き、電気がいかにないかを知って

いたのでこのソーラーパネルが役に立つことは明確でした。だからこそさらにがんばろう

と思うことができました。ネパールの人たちのもとにソーラーパネルが届き、喜ぶ姿を自

分の目で見たいなとも思いました。またはじめていわきのこどもたちと触れ合うことがで

きました。 
校長先生が紹介してくださった「ありがとうの詩」には涙があふれそうになりました。

言葉だけではない、心の底からの感謝の気持ちをものすごく感じたからです。そんな詩を

かけるほど人に感謝の気持ちを持てることはとても誇らしことだと思いました。このツア

ーに参加し小学生と遊んだり話したりした時間は自分にとってとても大切な時間になりま

した。 
 いろいろな思いを感じて帰ってきたツアーでしたが、島村さん、吉田さんをはじめ多く

の人の声を聴くことができました。コットンの商品をたくさん販売することよりも、その

人たちの思いを多くの人に届けることが私たちにできる一番のことではないかと感じまし

た。自分たちにできることはほんの些細なことかもしれませんが、自分たちにできる精一

杯のことをして、福島でがんばる人たちといっしょに自分たちもがんばっていこうと思い

ます。 
 たくさんの言葉背中を思いっきりたたかれました。私は就活が全然うまくいかなくて、

ずっとくよくよ悩んで、やる気をなくしていました。しかしそれではいつまでは状況を変

えることはできないのだと改めて思いました。自分にできることからこつこつ取り組んで

いきたいと思います。 



 とても充実した２日間でした。主催者のみなさまをはじめ、関係者のみなさま、参加者の

みなさま、貴重な時間をありがとうございました。参加することができて本当によかった

です。 
 
 

東洋大学国際地域学部  Ｍ.Ｅ 
いわきと富岡町を訪れたのは今回で 2 回目でした。いわき市から北上していく中で緑色

のカバーをかぶせた、何台ものトラックがバスを追い越していきました。そのトラックに

積まれているのは除染した際に出た土を入れた袋だと聞いて驚きました。大熊・双葉に中

間貯蔵施設ができることがようやく決まり、運搬が始まったばかりなのだそうです。つま

り、まだ処理は始まってすらいない、ということがわかりました。 
  そしてバスの窓から見えた広大な土地は、除染したため土肌がむき出しになり、フレコ

ンバッグが積まれていました。そしてさらに驚くことに、その状態の地域に帰宅許可が降

りていました。農業も思うようにできず、除染物質が大量に積み上げられた場所に、戻り

たいと思っている人はいるのだろうか――そんな疑問が真っ先に浮かんでしまいました。 
 しかし富岡町の現状はもっと複雑でした。富岡町は同じ町の中で帰宅できる家とできな

い家があります。そして、そこには「帰りたいけど帰れない人」と「帰れるけれど帰らな

い人」の気持ちの溝が生まれてしまったと言います。同じ町に住んでいた人が、放射能と

いう被害とそのために政府が立てた対策のせいで分断されてしまったのだという事実がと

ても悲しかったです。 
 そのあとに久之浜にある震災の展示を見に行きました。そこには 6 年前の 3 月にテレビ

で見た映像や写真だけでなく、被災者の証言があふれていました。津波から逃げた恐怖、

母親を助けられなかった無念、燃える海、救助を待った時間、救助活動を行った日々。そ

れぞれの人が感じた東日本大震災がそこにあり、何を見ても何を読んでも涙が出てきまし

た。 
  1 日目最後の日程は島村さんの指導のもと、ソーラーパネルの作り方を覚えるというもの

でした。2 日目に小学生に教えるために作業工程だけでなく、どうすれば小学生も安全に作

れるか、どう説明するとわかりやすいかなども考えながらソーラーパネルを作りました。 
  しかし翌日の小学校でのソーラーパネル作りは、最初は少し不安でした。小学生にしっ

かり教えられるのか、ケガをしないよう気を配れるか。また、ふざける子はいないか、反

発されたりしないかなど、様々な不安がありました。 
 教室に入ってきたときは、大学生がいるからなのか、どこか浮かれていたような印象を

受けました。ですが、ネパール地震の映像で彼らの雰囲気と表情は真剣なものになりまし

た。被害の状況や電気がないという事実を他人事には思えなかったのでしょう。ソーラー

パネルを作る手つきは一生懸命でまっすぐでした。手紙も、日本語で書いて大丈夫だよ、

と言ってもほとんどの子どもたちはネパール語の手本を見ながら必死に現地の言葉で伝え

ようと頑張っていました。その姿を見て、彼らのソーラーパネルはネパールの小学校の教

室を、彼らの気持ちはネパールの小学生の心を明るくしてくれるだろうと思い、とても嬉

しくなりました。 



 今回のツアーで、ただいわき市や富岡町を訪れるだけではわからなかったことを知るこ

とができました。お話ししていただいた人たちの思いに胸が熱くなりました。このツアー

で感じた思いを、プロジェクトを通じてもっと発信していきたいと思います。 
 
 

東洋大学国際地域学部 Ｔ.Ｍ 
「前を向き、進むことを選んだ人々の強さと明るさが見えた」スタディツアーだった。 
平成 29 年 2 月 22 日、23 日にいわきおてんと SUN 企業組合を主催団体とするスタディ

ツアーに参加しました。初日は、今回の主催団体で代表理事を務める、吉田恵美子さんの

ガイドで富岡町夜の森地区の視察から始まりました。点滅を続け色が変わらない信号とバ

リケード一枚を挟み立ち入り解除された場所と未だに立ち入る事の出来ない場所の境界が

存在し、帰りたくてもその願いが叶わない住民がいて、一方では国から帰ることが許され

ている住民は放射能による影響を心配し帰りたくない。地域住民の気持ちが二極化してい

る事実を知りました。昼食を取るために立ち寄った「さくらモールとみおか」という商業

施設のフードコートにてお弁当を販売、復興のための活動をしている田中美奈子さんに講

話をして頂きました。田中さんは、毎朝一時間半をかけていわき市から通勤し、地域住民

や作業員の方の為にお店を開き続けています。印象的だったのが「働いてくれる人がいな

ければ復興は出来ない。街の中に寄れるところがあるから人は来ようと思える。だからこ

そよりどころになれたらいい。」という言葉です。再びバスに乗り、殉職パトカー記念碑、

富岡町仮焼却場、広野町二ツ沼総合公園、防災緑地、コットン畑、久之地区津波被災エリ

ア、ふれあいセンターなどを視察し主催団体の事務所を目指しました。到着後、事務局長

の島村守彦さんによるエネルギー事業の説明とソーラーパネル手作り教室が開催されまし

た。「取り組んでいる事業は目的ではなく、壊れてしまったコミュニティを作り直すための

手段なのだ」という言葉が印象に残りました。夜は、いわき市内の古滝屋という宿泊施設

にお世話になりました。 
二日目の朝、古滝屋 16 代目であり主催団体の理事を務める里見喜生さんより震災当時の

古滝屋の経営者としての動き、どんな心情であったかをお話し頂きました。21 年前、新卒

採用が珍しいとされていた時代に大学を回り毎年 10名ずつ採用を行っていました。しかし、

福島第一原発の事故以降、その若手職員の採用があだとなり 140 名いたスタッフは営業再

開した時にはたったの 10 名となり、現在は 20 名で運営を続けています。古滝屋を後にし、

いわき市立好間第一小学校にて五年生とソーラーパネルを作る授業を行いました。午後は、

松本校長先生より、以前勤めていた小学校の学校再開までの道のりについてのお話を伺い

ました。「耐え忍ぶ」から「切り開く」へ変えていく、という言葉を使われていました。こ

れまでは、限られた生活のなかで過ごし、子供たちに我慢させていたが、そうではなく少

しずつ環境を整備しようという考え方で、無事学校の再開が出来たと話して下さいました。

以上が、スタディツアーの内容です。最後に、私が感じたのは「今回お話しして下さった

方々自身が、とても前向きに震災復興を捉えていること、待つのではなく地元住民が主体

となって行動していく姿が福島の人々の強いところなのだ」と思いました。また、支援の

方法にはいろんな形が存在することも改めて知ることができました。まずは家族や友人へ



伝える役割を果たしたいと思います。関わったすべての皆さまに感謝致します。ありがと

うございました。 
 

 
東洋大学国際地域学部  Ｓ.Ｋ 

わたしがこのスタディツアーに参加して思ったこと、それはわたしの周りにいる大事な

人にぜひこのスタディツアーに参加してほしい、この想いが 1 番でした。現実に起きてい

る福島の問題も、そこで暮らす人のあったかさも、自分の足で行かなければわからない。

実際に行って、そう痛感しました。 
 「地域とボランティア」という授業で、おてんと SUN 企業組合の島村さんのお話を聞い

て、「行きたい」と直感しました。スタディツアーの内容に興味をもったのはもちろんです

が、島村さんのもとで学びたい、授業後に強くそう思いました。また、宮城、岩手で復興

のためのボランティアやスタディツアーに参加したことのある私は、原発が起きた福島の

現状を知りたい、見たい、聞きたいという知的好奇心のまま、このスタディツアーに参加

することを決めました。 
ガイドをするおてんと SUN 企業組合の吉田さんの「いわき市は災害に無防備な街でした」

という言葉が非常に印象的でした。まさか本当にこの街に大きな災害が起きるとは、誰も

予想していなかったんだろうなと、改めて思いました。全く知識のないわたしたちにも理

解しやすいように、一つ一つ丁寧に説明していただいたことに本当に感謝しています。「モ

ニタリング」や「フレコンバック」という単語は聞いたことがありませんでした。わたし

はこれらの単語をずっと忘れることがないでしょう。 
 バスに乗って被災した地域を回り、夜ノ森地区を訪れました。ここは「桜のトンネル」

が有名な街だということですが、そう説明されても周りに人はいません。冬なので、もち

ろん桜も咲いていません。そして、一枚のバリケードを境に、「帰りたくても帰れない人」、

「帰りたくないのに帰らされる人」に分断されている場所だと知りました。意思とは裏腹

に分断された人々の存在さえ知らなかったわたしには、その方々の悲しみを想像すること

もできません。しかし、目に見えない傷は、深くいつまでも残るものだと痛感しました。 
 さくらモールでは、お弁当を食べました。懐かしい味のするお弁当は、本当に美味しか

ったです。食後、そのお弁当をつくった田中さんのお話を伺いました。72 才の田中さんで

すが、毎朝いわき市から 1 時間半かけて車で通っているそうです。 
「みなさんに来ていただいて、すっごく嬉しいです。復興のために頑張って働く人に、あ

ったかいものを食べてもらって、あったかい心でいてほしい。一時帰宅する人にとって、

さくらモールが寄るところになれば。そしていつかそれが、拠りどころになればと思って

ます。」  
非常に明るくパワフルな田中さんのお話を聞いてる中で、何度か泣きそうになりました。

「じっとしててはダメだ。黙ってたら何も動かない。自分たちで立ち上がる。一歩ずつ再

生へ。頂いたものを少しずつ、返していきたい。」 
震災でバラバラになった心を、何とかして繋げたいという想いを胸に、日々お弁当作り

をする田中さんの笑顔は輝いていました。立ち上がる勇気の大切さを学びました。 



お話の場所の脇に飾ってあった写真を見て、わたしは驚きました。それは満開時の「桜

のトンネル」の写真でした。その夜、母に電話したところ、わたしが幼い頃、一度この場

所を訪れたことを知りました。両親が出会った土地である福島には幼い頃よく来ていて、

親戚一同で桜を見ながらピクニックをしたことがあったのです。その頃は、15 年後にこの

ような形で、この場所に降り立つなんて予想だにしていなかった。満開の桜の写真を思い

出して、またいつか、桜と人の笑顔が咲く にぎわいの街に戻りますようにと願いました。 
 
その後、少し移動をして殉職した警察官の慰霊碑を訪れました。原形をとどめていない

パトカーの前にたくさんのお花が手向けられていました。そこで全員で黙とうをしました。

「使命感と勇気を胸に、多くの住民を守るため職務を全うした 2 人」と書いてありました。

お二方の警察官としての覚悟を想像し、もう一度手を合わせ、その場所を後にしました。 
 バスから見た防災緑地では、子どもたちが街を守りたいという想いから津波に強い木を

調べ、一本一本に想いを込めて植えたことを聞きました。 
「自分たちが植えた木で、この街を守りたい」という、街の未来に対する素敵な想いに胸

が打たれました。 
 防災センターでは、「失ったものは物だけじゃない。それぞれが築きあげてきた思いもな

んだ。大切なものは何か。大切にしなければならないとのはなんなのか。いつも心を癒し、

自慢だった海が突如恐ろしい怪物と化した」という言葉を見て、改めて考えさせられまし

た。 
 

1 日目の最後に、おてんと SUN 企業組合の事務所でソーラーパネルの作り方を伝授して

いただきました。「ふくしまからのありがとうを、子供たちと世界へ」を伝える希望へのチ

ャレンジとして、ネパールの小学校に送るパネルです。次の日、小学 5 年生にわたしたち

が責任を持って教えるために、一つ一つ集中して取り組みました。 
たくさんの失敗を重ねて、おてんと SUN の今があるという島村さんのお話を聞いて、な

ぜ福島に前を向いている人が多いのか、わかりました。 
「地域に希望の灯をともすのは、自然エネルギーでありたい。学びと経験を子供たちと一

緒に世界へ届ける」 
この考えが本当に素敵だなと思いました。コットンもソーラーパネルも、目的ではなく

手段でない。本当の目的は壊れたコミュニティを直すことだと聞いて、ものすごく明るく、

前向きなプロジェクトだと感じました。 
その一方で福島の厳しい現実として、高齢者の自殺が絶えないという話も耳にしました。

家に帰りたくても帰ることができない人たちは、「希望」を失ったから死んでしまう。希望

は、人それぞれ違うとは思いますが、もしかしたら、誰かがその人の希望になれる。そん

なことがもし可能だとしたら、誰かの心に灯をともす生き方をしてみたいと思います。 
宿泊した古瀧屋では、若旦那の里見さんが、心をかき回す悲劇の始まりと称した震災当

日 3.11 からの 6 年間を話してくださいました。 
「日常は奇跡的なもので溢れている。衣食住に向き合った丁寧な暮らしが 1 番美しい暮

らし方なのではないか。みんなは有機の種だから実になって花を咲かせてほしい」 



お話を聞いて、震災当時から今まで、ひとりひとりに違ったストーリーがあることを改

めて思いました。 
 
最後に好間小学校へと向かいました。ソーラーパネルを作る前に、小学一年生と遊ぶ時

間が少しありますとの説明を受けた時、最初は子供たちと仲良くなれるかなあと少し不安

でした。最終的には、どろんこになりながらジャングルジムに登りながら、「きいちゃーー

ん」と名前を呼んでもらえることにものすごく幸せを感じました。子どもは純粋に子ども

らしくいられる時間が本当に大切で、かけがえない時間だなと改めて思いました。 
いよいよソーラーパネル作りが始まりました。さっき遊んだ子より少し大人の小学 5 年

生と一緒にソーラーパネルを作りました。最初は緊張してこわばっていた顔が、だんだん

と笑顔になってくのが、とても嬉しかったです。1 人ひとりがネパールに想いを込めて書い

たメッセージも、個性が出ていてとても可愛かったです。戸惑いながらも大学生同士助け

合いながら、なんとか授業を終えました。 
 その後、松本校長に「東日本大震災から学んだこと－未来を担う子どもたちのために－」

というお話をしていただきました。家の前にある小学校に通えず、2 時間半かけて別の小学

校に通っている生徒のことを思い、日本で 1 番復興のスピードが速かった小学校として有

名になった久之浜第一小学校。その背景にはこどもたちのことを本気で想い、どうにかし

たいと真剣だった先生方の無償の愛を感じました。 
「遠くとも光が見えていれば歩いていける。僕たちが光になる。」という言葉は、とっても

胸に響きました。そして、避難訓練で 5 年生が自然と 2 年生の手を引いていた、震災の時

に優しくしてもらった経験がそうさせたんだろうと校長先生がおっしゃった時、とてもあ

たたかいきもちになりました。 
知りたい！何かしたい！そう想って福島に来たはずが、得たもの頂いたものが多すぎて

衝撃の 2 日間でした。心があったかい福島の魅力をもっともっと、周りに伝えていきたい

と思います。もうすでに 1 人の友人に話をしたのですが、涙を流しながら話を聞いてくれ

て、その時こうやって誰かを想う、こんな生き方が広がったら素敵だなと思いました。 
子島先生をはじめ、島村さん、吉田さん、田中さん、里見さん、松本校長先生、こども

たち、スタディツアーに共に参加した大学生の皆様、本当にありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ⅵ.事業写真 

事前告知を含む講演 
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いわきおてんと SUN 企業組合  

事務所 〒970-1152 福島県いわき市好間町中好間字川原子作 17-1  

TEL 0246-80-0662 

FAX 0246-85-5978    



http://www.iwaki-otentosun.jp/ 

iwaki.otentosun@gmail.com 
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