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序「体験型教育プログラムによる地域連携」プロジェクト
―社会貢献分野 2014 年度活動紹介―

王 亜 新・小 林 正 夫
東洋大学社会学部

はじめに
この報告書は、2014 年度社会文化システム学科の選択科目「社会文化体験演習」社会貢献分
野に所属する学生の、1 年間の活動報告である。この科目は、2011 年度から東洋大学社会学部
が展開している研究・教育活動改革支援プロジェクト「体験型教育プロジェクトによる地域連
携の推進」の活動の成果を、社会文化システム学科の教育課程表上に位置付けて、2013 年度か
ら開講されている。カリキュラム上、学生には選択科目として 2 年次以降の 2 年間の履修を提
示しており、開設 2 年目の 2014 年度は、履修 1 年目として初めて登録する 2 年生に、2013 年
度に科目の第 1 期生として登録した 3 年生が加わって、初めて 2 学年で運用された。
「社会文化体験演習」は、現場体験を重視する学科教育の柱として、社会文化システム学科
の教育理念を実現する 3 つの分野が現在は設定されており、「社会貢献分野」はその中の一つ
である。この分野は、プロジェクト創設以前（2009 年）から社会文化システム学科主催の活動
として実施されている「SPIRIT：外国にルーツを持つ子どもたちの学習支援プロジェクト」を
源流としている。これは、多文化共生社会実現に向けて、グローバル化の中で増えつつある小
中学校の現場における外国にルーツを持つ子どもたちへの教育支援として、学生ができる活動
として週一回、大学構内で日本語を教え、日本の社会・文化になじむ手助けをしている活動で
ある。
「SPIRIT」は、継続的な社会貢献活動として他学部の学生参加も受けつつ組織を確立し、
社会学部予算の補助を受けつつプロジェクトを展開しており、詳細な活動報告書が毎年、刊行
されている。
「社会文化体験演習」の社会貢献分野では、2013 年度に、
「SPIRIT」との連携も模索しつつ、
定常的な授業としては、参加学生が方向性を模索した結果、
「震災支援」から「福島の子どもた
ちを支援する分野」を新たに活動分野として開拓した。本報告の第１～３部は、2014 年度に展
開したその具体的な活動「バナナ募金：福島の子どもたちを支援するプロジェクト」
（以下、
「バ
ナナ募金」と略記する）に関わるものである。また、第４部は、社会貢献分野に在籍しつつ、
「SPIRIT」の学習支援を主要な社会貢献活動として選択した学生による、学科の現場体験活動
の一環としての活動報告となっている。
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I

活動の目的

社会貢献分野は、
「社会文化体験演習」のなかで、社会貢献活動の実践を通して学科教育の一
端を社会に還元していくとともに、プロジェクト型の貢献活動を自ら企画・構成して実施する
過程を通して、学生が主体的に（アクティブ・ラーニングとして）学びを深める教育効果を狙
ったコースである。具体的には、活動現場に関わる様々な社会的主体が持つ多様な価値・意思
を尊重し、社会的なネットワークと学術的な手法・知識を動員して、課題解決を図ること、そ
の実践を通して学生が社会性・多文化性と自己効力感（成功体験などを通して得る、自分が外
の世界への働きかけ・課題に対する対応において、自分自身がそれをできるという自信）を育
むことを目的としている。

Ⅱ 今年度の活動内容
１ 「社会文化体験演習」担当教員と履修者・活動分野
社会文化システム学科教員のうち、本分野に所属する専任教員は 4 名であり、うち 1 名は国
内特別研究期間中につき常時の参加はできなかったが、他分野所属の助教 1 名の支援を得て、
全部で教員５名の体制で指導にあたった。
授業の履修学生は、2013 年度に初めて開講した時に履修した 2 年生 5 名が、2014 年度に 3
年生として継続して履修・参加し、上級生として、授業における諸活動、
「バナナ募金」プロジ
ェクト活動の展開やその振り返りの過程において、重要な役割を果たした。また、2014 年度に
新たに 2 年生 11 名が参加した。その内訳は、実践活動として SPIRIT 活動に参加する学生が 2
名、
「バナナ募金活動」に参加する学生が 9 名である。
「バナナ募金」については、2・3 年生合
計で 14 名となり、昨年度より大幅な履修者数増となった。

履修者は下記の通りとなる。
バナナ募金プロジェクト参加者
3 年生（5 名、学籍番号順）
：
和智日出人、増田健人（春学期のみ）、長谷川怜美、大木映里奈、牛丸優一
2 年生（9 名、学籍番号順）
千島滉平、萩原隆也、大谷洸成、鈴木研亮、笠木健汰、山崎寛未、齋藤信太朗、
太田明里、輿石梨穂
SPIRIT 活動
2 年生（2 名、学籍番号順）
王彦尹、宇田川健太

2

2014 年度

２

社会文化体験演習活動報告書

第 2 分冊（社会貢献分野）

「バナナ募金プロジェクト」

社会貢献分野の授業時間帯における活動は、2013 年度の活動内容を踏まえ、今年度も「バナ
ナ募金：福島の子どもたちを支援するプロジェクト」を中心に行われた。2013 年度は、夏期休
暇中に被災地を訪れてその状況を調査し、10 月にフェアトレードならびにバナナ・プロジェク
トに関する催事に参加し、11 月に福島を訪問するなどの活動を行い、2014 年度は何らかの活
動を通じて募金を集め、福島の子どもたちのためになる活動に貢献していこうという方針を定
めた。とはいえ、2013 年度は、フィールドワークや複数のキーパーソンと目される方々の講演
や質疑を含む各種の情報収集・整理と文献等の学習を行うところが中心で、具体的に社会貢献
活動を実践するところに至らなかった。したがって、社会貢献「活動」としての展開は、本年
度がその実質的なスタートであった。
今年度、教室においては、上級生が主導的に活動組織を編成するとともに、活動目的を実現
させるためにみんなでアイディアを出しあい、多角的・積極的に活動を展開したこと、換言す
ると、教員の直接的な指導が減少し、学生自身がチームで活動する流れになったことが、2013
度と比べての違いであろう。
その結果として、ささやかではあるが一定の成果を生み出したが、
アクティブ・ラーニングとしては、主体的に学生自身が活動に取り組んだ結果として、形にな
った成果以上に、自身がこの活動を通じて学習し成長したこと、それを実感できたことが、最
も大きな成果と考えられる。以下に、具体的な活動について、時系列的にまとめていく。また、
学生が得たものについては、学生による報告を参照されたい。

３

「SPIRIT」活動

いっぽう、従前から社会貢献分野の活動の中心である「SPIRIT」は、他学部・他学科の構成
員が増え、学習支援として自律的な活動が展開されており、
「社会文化体験演習」の授業とは独
立した形で継続されているが、
「社会文化体験演習」の趣旨に沿う活動として、本年度、本科目
の履修者のうち 2 年生 2 名は、主要な活動先に「SPIRIT」を選択して通年、その活動に参加
し、
「SPIRIT」の運営を担当している社会貢献分野所属教員によるアドバイス・指導を受けて
いる。その活動報告について、本報告書第４部に掲載した。外国にルーツを持つ子どもたちの
学習支援活動を通じて貴重な体験をし、報告書作成の過程で。学科／学部教育が持つ視座への
理解が深まったと考えられる。
なお、2013 年度より社会貢献分野を履修している今年度 3 年生のうち 1 名も、授業の活動
分野としては「バナナ募金」
を選んで昨年度依頼その活動に積極的にかかわる一方で、
「SPIRIT」
の活動にも、その主要メンバーの一員として加わっていることを付記しておく。

3

王・小林：序「体験型教育プログラムによる地域連携」プロジェクト

Ⅲ

今年度の授業内容

以下に、2014 年度の授業内容を、
（１）春学期、
（２）秋学期、および、
「社会文化体験演習」
の授業外の場で実施された関連する活動である（３）公開講演会・シンポジウム、に分けて報
告する。

１
4月

春学期
活動方針決定

2013 年度の体験演習に参加した 3 年生 5 名が過去 1 年間の活動を紹介し、その後、今年度
から新たに加わった 2 年生と共同で、2014 年度の活動方針を協議した。その中で、特定非営
利活動法人 APLA（以下「APLA」と略記する）のフェアトレード活動の一環であるバナナ販
売を手伝う形で、何らかの活動を行って募金を集め、福島被災地の保育園や幼稚園の子どもた
ちにバナナを届ける「バナナ募金」を今年度の活動の中心に置く方針を決定した。
そこで、APLA の活動について理解を深めるために、4 月 20 日に開催された市民交流イベン
ト「アースデイ」における同法人の出店ブースを 3 年生（和智日出人、長谷川怜美、大木映里
奈、牛丸優一）が見学し手伝いを行った。その報告と感想を 4 月 24 日の演習時間にみんなに
話し、これからの活動内容の方向性・社会的意義などについて協議した。

5月

具体的な前期活動計画決定

数回の授業時間を利用して募金活動について知恵を出しあい、自分たちの力で実現可能な活
動形態について、繰り返し協議した。その結果、履修者自身で組織し、他の学生団体の支援の
もとで、多くの大学生および周辺の住民を集めてチャリティイベントを開催し募金を集めると
いう計画が決定された。プロジェクト内容は以下のとおりである。
① チャリティイベント
暫定開催日：７月５日（土）15 時から

場所東洋大学８号館 8B11 教室

② イベント協力者（案）
ダンス（Honey）、手話サークル（つみき）、アカペラサークル（Hum）、手品サークル、
大道芸サークル
③イベント対象者
東洋大生、他大生、教員、大学周辺の親子等々
これを実現させるために、イベント部、広報部などの役割分担・組織を決め、それぞれの責
任者を選出して活動を開始した。また、それと並行してもう一つのイベント「バナナ料理教室」
を開催することも決定され、担当する「料理部」メンバーが選出された。
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イベント準備・学習会

チャリティイベントの準備を中心に活動を行った。具体的には、イベントのプログラム等の
調整、ポスターの作成、チラシの配布などの準備活動を行った。
また、6 月 26 日に、学生が始め、他大学との連携によって大きく組織化した社会貢献グルー
プである「STUDY FOR TWO」の石橋孝太郎代表による講演会が行われた。
「STUDY FOR TWO」の活動内容は、大学で使い終わった教科書を集め、他の学生に販売
してその収益を奨学金としてラオスに送る、というものである。石橋氏は、その活動内容を紹
介しながら、
「ボランティア活動を行うためには、人びとの関心と共感を呼ぶことが成功の鍵で
あり、その活動を成功させるために具体的に何をすればよいか」を熱心に語りかけていただい
た。学生にとって、同世代によるプロジェクトの実現例と、その運営に関わる体験談を生の声
で聴けたことは非常に有意義で、これからの参考になる講演であった。

7月

チャリティイベント開催

7 月 5 日（土）に、
「チャリティイベント」を開催した。15：00～16：30 の間に、社会文化
システム学科「社会文化体験演習」主催イベント『バナナでチャリティー―東北の子どもたち
に笑顔を』が開催された。主催側 12 名、出演者 32 名、来場者約 30 名。募金額 10,378 円とい
う成果となっている。
この活動は、福島被災地の子どもたちにバナナを届ける「バナナ募金」の活動を宣伝・推進
することを目的としているが、学生たちはイベントの企画・準備および開催などを通じ、ひと
つの行事を実現するまでのさまざまなプロセスを、それぞれに責任を担って実施にこぎつける
中で、多くのことを学習できた。これが、イベントを通じて得た最大の成果である。
なお、チャリティイベントと平行して、8 月開催予定の「料理教室」の準備、秋学期開催の
「白山祭」や、夏休み中のプロジェクト活動・合宿（参集的には 8 月の「集中勉強会」になっ
た）に関わる議論、秋学期に予定する「福島訪問」についても、授業の時間などを使って協議
した。

8月

集中勉強会・料理教室開催

8 月 5 日（火）
・6 日（水）10：30～19：30 まで白山キャンパス 5401 教室で、春学期の活
動を踏まえた集中勉強会を行った。これは、当初合宿を考え、結果的に補講期間を利用した長
時間の勉強会に至ったもので、通常の 90 分という授業時間枠の中で十分に議論ができない部
分について、時間をかけて行うもので、その一環として、8 月 6 日の午後には、APLA を訪問
し、APLA の立場からの「バナナ募金」活動の意義・背景説明などを伺うとともに、チャリテ
ィイベントで集まった募金（10,378 円）を届けた。

5

王・小林：序「体験型教育プログラムによる地域連携」プロジェクト

8 月 7 日（木）13：30～17：00、文京区役所区民施設アカデミー茗台 7F でバナナ募金の一
環としての「料理教室」が開催された。事前に料理教室開催のために、メニューを考案しチラ
シを作成するなどの準備活動が行われたが、準備期間および広報活動の不足で結果的には来客
を集める点では成功できなかった。逆説的な学びではあるが、ボランティア活動を遂行するた
めには、十分に周到な準備が必要な上に、多くの人の共感を得るための広報活動が如何に大事
かということが分かってきた。

春学期の授業は、バナナ募金するプロジェクトの一環として「チャリティイベント」と「バ
ナナ教室」を中心に行われたが、その活動の中で、自分の善意や掛け声だけでは人を動かすこ
とできないこと、ものごとを成功させるためには、綿密に計画を立ててチームで緊密に連絡を
取り合って行動することが大事だ、ということを学生たちは痛感した。それが学生にとっての
教訓であり、また大きな収穫であったと考えられる。
夏休みには、学生に文献講読（福島民報社編集局（2013）『福島と原発――誘致から大震災
への 50 年』、早稲田大学出版部）を課した。福島のことを理解し活動を人びとにより近いもの
にするには、基本的な文献をしっかり読みこむことが大事だということを知ってもらうのが、
その目的である。その成果も本報告書（第２部）に収録している。

２ 秋学期
10 月

文献講読および感想／大学祭への参加準備

秋学期は、夏休み中に行った文献講読の結果共有として、各自の感想・分析の結果について
意見交換を行った。
また、秋学期のプロジェクトの活動として夏休み前の集中勉強会の場で検討していた学外催
事への参加が、結果的に申し込み多数の結果通らなかったことを受けて、活動計画の再検討を
行った。代案となった東洋大学の大学祭である白山祭への参加も、当初申し込みの「調理＋展
示」の希望が抽選で通らず、最終的には、白山祭で今までの活動内容を展示するとともに、物
品販売を行い、その収益金の一部を APLA に渡すことが決定された。
それにあわせて、イベント部、物販部、広報部に分け、各部の責任者を選出して下記の活動
を行うこととし、準備に取りかかった。
イベント部：バナナの木を作り、来場客に、福島の子どもたちに向けてメッセージカードを
書いてもらい、会場に紙で作る“バナナの木”に短冊状に貼る。そのメッセージ
カードは、後日、福島を訪問する際に、現地に届ける。
広

報

部：チラシ・ポスターを作成し、
「バナナ募金」プロジェクトの宣伝をかねて福島被
災地の子どもたちへの関心を呼び起こし、当日になるべく多くの来客を呼ぶよ
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う工夫する。
物

11 月

販 部：APLA で扱っている商品を数点選んで出品し、収益金をあげるよう工夫する。

大学祭参加／福島訪問

11 月 1 日（土）～2 日（日）の「白山祭」期間中に、白山キャンパス 6103 教室で「笑顔の
木プロジェクト」出展と物販を行った。この活動は、これまでの「バナナ募金」の活動内容を
展示し、より多くの人に知ってもらい、また後日の福島訪問時に持参する、福島の子どもたち
へのメッセージを集めるのが主な目的で、同時に APLA が取り扱っている物品販売への支援と
いう目的もある。
この活動はおおむね成功し、期間中に来室したお客さんに福島への関心を呼び起こし、福島
の子どもたちへのメッセージを 80 人分も集めることができた。また、仕入れた商品もほぼ完
売し、所期の目標を達成できた。
学生は、この活動を通じて、自分の活動が多くの人に知ってもらえただけでなく、来客との
話し合いで、多くの人が福島に大きな関心を持っていることを肌で感じることができた。また
多くの人から集めた暖かいメッセージにも感動した。そして、その気持ちを福島の子どもたち
に伝えることを福島訪問の目的の一つとすることができた。

大学祭終了後の 11 月 29 日（土）～30 日（日）の 2 日間、昨年度に引き続いて、APLA の
ご協力をいただいて、東洋大学学生の福島訪問が実施された。昨年度は APLA 主催の福島ツア
ーに本コースから学生が参加する形であったが、今年度は、本コースの学生向けに APLA の方
で日程等を調整していただいて、別記報告に詳細があるように、
「わかば保育園」
・二本松市の
有機農業家大内さんなどへの訪問が実現した。本来の活動に多忙ななか、コース設定から現地
での説明に至るまでご支援をいただいたこと、謹んで感謝申し上げる次第である。
福島訪問 2 年生メンバーが中心で、参加者は初めての震災後の福島への訪問であった。学生
たちは、実際に足を運んで初めて多くのことを知りえるという現場に立つことの大事さを実感
した。福島に行くまで、マスメディアなどの報道で被災地について多少の知識を持っているつ
もりであったが、現地に足を踏み入れてはじめて、原発と地元の人びとの生活の関係、地元の
人たちの事故への思い、風評被害問題の深刻さなどが迫ってきたという。二日間の短い日程で
はあったが、報道などでは窺えない情報、言葉を得たことは、とても大きな収穫となった。

12 月

「社会文化体験演習シンポジウム」に参加

12 月 6 日 13：30～16：45 に、白山キャンパスで「社会文化体験演習」3 分野によるシンポ
ジウムが開催された。
「社会貢献分野」からは、昨年度から APLA に協力してバナナ募金を始
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めた経緯を報告し、この 2 年間の活動を通して自分たち学生がどのように成長できたのかを中
心に、報告を行った。そこでは、とくに発展途上国フィリピンのバナナを福島の子どもたちへ
届けることは、一つのボランティア活動を通じて二つのプラス効果をもたらすことができる、
など活動の社会的な意義を強調し、また、福島を訪問することで被災地の人びと、特に子ども
たちの状況など、ふつうの大学生生活から知り得ない貴重な情報を得て大きな収穫だったとい
うことなど、さまざまな活動を通して学生が得たものについて、来年度 2 年生に進学しこの科
目の履修者として参加する可能性がある、社会文化システム学科１年生が多数を占める聴衆に
語りかけた。

1月

報告書作成

年度予算の執行の関係で、1 月以降は毎年、プロジェクトの活動は「休止期」に入るが、1
月は、今年度の活動報告をまとめて、
「社会文化体験演習」の分野別報告書（本書）を作成する
時期である。そこで、3 年生を中心に活動報告や学習活動の記録などを編集して、原稿として
提出した。

以上が、「社会文化体験演習」社会貢献分野の年間の活動記録である。

３ 公開講演会・シンポジウム
上記の、カリキュラム上、2・3 年次履修の社会文化システム学科授業科目「社会文化体験演
習」に関わる活動関連で、他の機会・授業科目で実施した教育活動として、同学科 1 年生の演
習科目（必修）である「社会文化システム論基礎演習」の全コース合同授業として実施した「社
会文化体験演習（社会貢献分野）

公開講演会」と、土曜日の午後に時間と会場を設定して実

施（前記「社会文化システム論基礎演習」の履修者を聴講誘導）した「社会文化体験演習シン
ポジウム」（12 月 6 日（土）実施）がある。
このうち、後者については、社会文化体験演習の履修者が活動報告・パネリストとして参加
しており、前項（２）秋学期の授業活動

12 月分で報告済みであり、ここでは、7 月に実施さ

れた公開講演会について、報告する。

「社会文化体験演習（社会貢献分野）公開講演会」
・演題

『福島における子育てをめぐる環境

・講演者
・実施日程

～大学生・外部からの支援の可能性～』

永野美代子氏（NPO 法人「子育て環境を考える虹の会」代表）
2014 年 7 月 11 日（金）

14:40～16:10

社会文化システム学科 1 年次必修科目「社会文化システム論基礎演習」
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全コースの合同授業として実施
・場所
・出席者

東洋大学白山校舎

5208 教室

社会文化システム学科 1 年生

130 名、

授業登録外学生

5 名、教員 7 名

2013 年 12 月 19 日（昨年度）に、社会貢献分野の授業内講演会として実施した「福島の子
ども支援実践者による活動経験に関する講演」について、その内容が非常に現場性が高くかつ
感動的であったため、次年度の本科目の履修対象者になる 1 年生全員に対して、現場での対処
と外部との連携、社会貢献実践者の悩みと喜びなどを伝えるために企画した。福島における子
育てをめぐる状況について、非常に具体的な報告がなされた。講演内容に加えて、学科外から
参加した聴講者との質疑応答を通して、さらに課題が明らかになるなど、有意義な時間であっ
た。
また、本分野の継続性という観点では、昨年のご講演で示していただいた 2013 年までの状
況と、それから半年余りの経過した 2014 年初夏の状況を比較のなかで、現場で求められるも
のの変化を感じとることができた。今年度の本分野の活動は、昨年に引き続き、結果的になか
なか福島の現場に立てなかったが、それを補う具体的なお話を展開していただき、有効であっ
た。

Ⅳ
１

授業の実施体制

教員の構成と外部講師の活用

本分野の担当教員は、昨年度に引き続いて、分野所属の専任教員 4 名に加えて、箕曲在弘助
教が、フェアトレード活動をはじめ社会貢献型活動の経験を活かして、昨年度に引き続き、学
生指導に関与してきた。
このうち、今年度、「バナナ募金」プロジェクトの連携先として、また秋の福島訪問に際し
て多大な協力をいただいた APLA とのネットワークは、箕曲助教の仲介によって実現したもの
である。クラウド上のファイル共有やシステマティックなチーム運営法など、活動経験者の視
点から助言をいただき、アクティブ・ラーニングという点で、より有効な指導となっていた。
また、柴田教授は「SPIRIT」分野において、その対外的な窓口として今年度は社会的認知度
向上に注力する一方で、本分野所属学生のうち「SPIRIT」を活動先に選んだ 2 名について、
その参加状況と活動評価・振り返りに尽力いただいた。

いっぽう、活動の現場性を確保するためには、外部の、実際に活動に関わっている方々との
ネットワークが欠かせない。今年度は、既述の経緯で関係を結ぶことができた APLA の野川さ
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ん・大久保さんをはじめ関係のみなさまには、プロジェクトの提携先として、福島訪問の企画
立案者として、あるいは NPO 活動の実践の場面を体験する場のご提供を通して、多大なご支
援をいただいた、また、福島の提携先に人びとや APLA のプロジェクトで関わっている海外の
人びとの、福島問題やそれにまつわる思いについて体験的なお話を伺うことができて、学生た
ちの理解がより立体的なものになった。
また、学生にとって同世代の実践者として、6 月に「STUDY FOR TWO」の石橋代表に、
社会貢献を推進する思いと、それを組織化しプロジェクトとして育み継続させていくための動
きについて、講演をいただいた。また、7 月には、1 年生の多人数授業の場で、被災後、時を
重ねるにつれて変わってきたこれまでの福島県・中通り地域の子育て現場の実情について、
「子
育て環境を考える虹の会」の永野代表に講演していただいた。さらに、11 月の福島訪問では、
農業や保育などさまざまな立場の現場の声を、
多くの方々に直接伺って質疑をする経験を得た。
こうした、現場の声、当事者の思いを知ることによって、学生は、社会学的な視点を社会の課
題・現場を見る時に活かす可能性、社会貢献という理念に対してまず一歩を踏み出す意志がも
つ重要性、そして新聞記事や本の記述のうらに確かに存在する現場の空気・人びとの感情など
を、それぞれの感性で受け止めた。理論と現実をつなぐ活動の先輩から、それぞれに学んだ。
教室において「社会貢献」を学ぶさい、現場性の確保において、こうした外部講師・協力者の
方々の存在は貴重であり、昨年度から今年度にかけて蓄積したそのネットワークを、今後とも
プロジェクトに活用していきたい。

２ 学生間の学び
「社会文化体験演習」
今年度は開講 2 年目で、履修学年が 2・3 年次の複数になった。これは、
という科目が演習型でアクティブな学びの活性化・学生間の学び合いが成長につながることを
想定しての構成である。そのうち、社会貢献分野は、学生が主体的に社会貢献に関与すること
が最終目標であるので、教員の関与・指導が大きすぎると、学生自身のアクティブな関与を妨
げてしまうきらいがある。本学の学生は全般的にまじめながらやや消極的という側面もあり、
昨年度は学生 5 名に対して教員が 4～5 名と、教員過多のきらいがあり、指導体制において留
意が必要であった。この点、今年度は学生が増加し、また、3 年生が数は 2 年生より少ないな
がら、活動を牽引する自覚を持って授業運営に参与したため、昨年に比べて、教員が主導する
部分は確実に少なくなった。そして、学生に活動進行の主導権を委ねることで、たとえば、各
自の感性や関心をもとに現場体験や外部講師の方々から学び得た知見・発見を、相互に意見交
換して相対化しあるいは一般化する学び合いのプロセスが得られた。
他方で、学生間の学びは、チーム構成によっても左右される。たとえば上級生の指導力が大
きいと下級生がやや依存的になって主体性の獲得に時間を要すなど、指導する側の教員は、教
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員・学生間の関係とともに、学生間の構成とチーム学習の機能・効果のバランスについても、
留意していきたい。

Ⅴ

評価と課題・来年度の方向性

今年度の活動を総括すると、この後に続く学生の自己評価にもあるように、「バナナ募金」
を通して実際に実現できた「社会貢献」については、募金額や集客に失敗したプロジェクトな
ど、小さな貢献にとどまった。しかしながら、失敗を推奨するわけではないが、そのなかで何
らかのものを学んだ履修者は少なくない。また、前項で述べた通り、主体的・アクティブな学
びで時間をかけて少しずつ修得したものを財産と考える履修者も多い。たとえば、プロジェク
ト準備における段取りや自己満足ではない事前広報の重要性、企画のアピール法、あるいは、
大学祭や福島における異世代・異「文化」の手探りの交流を通して学生でもこういう動きなら
ある程度できる、という自信など。また、教員の評価としては、3 年生のリーダーシップ能力
とさまざまな運営上の工夫は、本人のみならずチームとしてかかわった履修者全体に大なり小
なりの良い刺激になったと考えられる。
ただ、こうしたアクティブ・ラーニングを通した学びは、学生の立場からは負担が大きく、
教員の立場からすれば時間が必要である。その象徴が、春学期末（8 月）の集中勉強会である。
10 数回の授業を経たうえでなお、APLA での現場「出張」を含め２日間、朝から夕方までとい
う時間をさらにかけて、ようやく、チームとしての方向性の基礎固めが終わった。すなわち、
この種の授業については、正課科目とはいえ、90 分×15 回の時間内で 2 単位が得られる、とい
う計算は成り立たない。学生側からすれば、それだけの覚悟が履修に必要、ただし、活動後に
得られるものがそれを上回るほど魅力的であればよし、という科目なのである。
こうした科目に対する学生の評価は、2 年生であれば翌年の授業への積極参加度に示される
であろうが、教員としては、その前に学生の活動後の、努力と見返りのバランスに対する評価
と、改善に向けた授業運営への意見聴取をしておきたい。毎年のことながら、年度末の授業は
報告書作成に追われてしまうが、それを見越して、来年度末（あるいは開講後ある程度の時間
を経た段階）に向けて、アクティブ・ラーニングとしての評価を学生に問うための仕組みづく
りを、2015 年度に向けた課題として挙げておきたい。
なお、教員側からすれば、履修者募集の段階において（ある程度の履修者数がないと、学生
個々の負担が重くなることを考えると）
、学生側にある程度の覚悟を待たせる工夫は、履修後の
モチベーション確保の方策とともに、担当教員にとって悩ましい問題である。この点について
は、担当教員間で協議の結果、2015 年度は「バナナ募金」の活動時間について、「時間割上の
90 分では終わらず、5 限目終了後の時間も連続して活動する」形で学生向けに告知することに
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なった。学びの理想形としては、2014 年度同様に、履修 2 年目の新 3 年生の主導性に期待し
たい。

プロジェクト内容の具体的な展開についての今年度の反省は、「フィールド（福島）に出か
けるのが遅く、未経験者である新 2 年生にとって、モチベーションの確保に難があった」とい
う点が最大の要改善点であろう。この点については、学生は休暇中で動けない春の休み中に教
員がある程度段取りをつけ、4 月の履修者募集時に、前期できるだけ早い段階でのフィールド
経験の告知をする形が、学生の主体性重視という建前以上に重要と判断し、2015 年度に試行し
たいと考えている。
また、2013 年度比で、学生が主体的にプロジェクトを運営するという点では、2014 年度は、
大学祭参加などで活動のメニューが多彩になり参加度が高まった。この点は維持したい半面、
2013 年度にテーマ模索の段階で行った社会的な環境や様々な価値観などに関わる情報収集（新
聞記事の収集・評価など）が若干手薄になったことは、修正の余地があろう。この点について
は、前述の実質的な活動時間の延長の中で、強化していくべきポイントの一つと考える。また、
学生らしさということで教員側からある程度の期待があった SNS や IT を活用した活動の PR
などの面は、実質的にうまく機能できなかった。この分野は、技能がある担い手がいるとだい
ぶ勝手が違うとは思われるが、
「バナナ募金」に限らず、社会貢献活動において重要な分野であ
るだけに、2015 年度に向けて、引き続き重視していきたい。

社会貢献は、
「授業だから」という姿勢で行うものではなく、また、履修する 2 年間で付き
合いを終えるべきものでもない。今後の価値観が多様化し人間関係が重視される社会の中で、
地縁・血縁といった伝統的な社会関係や、学校・企業のような結果（目的）重視の機能的関係
に加えて、ゆとりの時間にそれぞれの価値観・技術などをシェアして結び付く社会関係の構築
者になれる、なりたいと考える卒業生を輩出する為に、学生や多くの外部協力者とともに、社
会貢献分野の方向性について引き続き考えていきたい。
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問題意識の形成・バナナ募金の説明
和 智 日 出 人
社会文化システム学科 3 年

Ⅰ

問題意識の形成と展開

私たちが 1 年間を通して行ってきた活動の中心には「バナナ募金」がある。これは、NPO
法人の APLA さんと協力し、福島の保育園や幼稚園へバナナを届けるというものだ。このプロ
ジェクトの詳細は後述するとして、まずは私たちがどのように問題意識を形成していったかを
報告したい。
話は昨年度の前期までさかのぼる。この当時、私たちの活動には明確なテーマが定まってお
らず、
各方面の社会貢献に携わる方に講演してもらったり岩手県の被災地支援に参加したりと、
自分たちのテーマを模索している状況だった。そんな時、提案として挙がったのがバナナ募金
だった。この際、APLA さんの評議員を務める本学の箕曲在弘助教に仲介していただいた。
さて、活動の候補としてバナナ募金が挙がったのはよいものの、どのような問題意識を持っ
てこの活動に取り組めばよいのか、ということが昨年度の後期から本年度の前期までの課題だ
った。そこで、APLA の事務局長を務める吉澤真満子さんをはじめ、東日本大震災の 2 週間後
から福島で親子支援を続けている永野美代子さん、武蔵大学で子育てに関する研究をされてい
る武田信子先生といった方々に講演を依頼し、これからの活動への理解を深めていった（講演
会の詳細は昨年度の報告書を参照のこと）。こうして、現場に立つ方や専門的な知識を持つ方か
らお話を伺いながら、問題意識の明確化に取り組んだ。もちろん、メンバーそれぞれが自分な
りの問題意識を考えていくようにしたため、ここでは全体での共通の問題意識を挙げていくこ
とにする。
まずバナナ募金への参加の動機として挙げられるのは、昨年度の夏に岩手県で復興支援に微
力ながら携わったことで、東日本大震災の復興支援に関心が高まっていたということだ。この
時、すでに震災発生から 2 年半が経っていたが、現地の方から「震災から時間が経った今だか
らこそ来てくれるのがうれしい」という話を伺った。こうしたことからも、まだまだ支援を必
要としている地域はあるのだと改めて感じた。
復興に向けて今も活動を続けている地域は多くあるが、その中でも福島県の抱える原発問題
は私たちの生活に直結する問題であると感じていた。放射能による食品汚染は風評被害を含め
て解決したとは決して言い難いし、事故を起こした原発施設の処理などはまだまだ先が見えな
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い。ここで、食品の安全性確保という点に着目すると、このことに最も気を使っているのは福
島に暮らす小さな子どもやその親御さんであることは想像に難くない。
これは後の話になるが、
実際に 2014 年の 11 月に福島県福島市の保育園を訪れた際にも、
「今は土地に残留する放射線
による外部被ばくよりも食品の線量を特に気にする親御さんが多い」というお話を伺った。
これらの問題意識の他に、メンバー個人の関心と一致する点が多かったのもバナナ募金参加
の要因の一つと言える。現在の 3 年生メンバーはこの授業が始まった当初、各個人で別々のテ
ーマについて関心があった。それは、子どもに関するもの、環境問題に関するもの、農業に関
するものに大別でき、バナナ募金はそのどの分野にも関係するものであった。こうしたことか
ら、私たちは APLA さんと共同でバナナ募金の活動を始めることにしたのである。

岩手県への復興支援
参加により、東日本大
震災への関心高まる

被災地の復興はまだま
だこれからであると実感

被災地の中でも福島での問題
（原発事故）は私たちの生活
に直接かかわる問題である

バナナ募金へ

食べ物の汚染で最も気
を使っているのは福島の
小さな子どもやその親御
さんたち

原発事故による問題で重要な
問題の一つは食べ物の安全
性の確保

図 1 問題意識の形成過程

Ⅱ

バナナ募金の概要

１ プロジェクトの概要
ここからは、私たちが活動の中心としているバナナ募金の概要について説明する。バナナ募
金とは、NPO 法人 APLA が 2011 年 11 月より行っている支援活動であり、具体的にはフィリ
ピンから輸入した安全なバナナを放射線量の高い地域に残らざるを得ない福島の子どもたちに
提供するというものだ。このプロジェクトの根幹には、
「福島の子どもたちに少しでも安全なお
やつを提供したい」という APLA さんの想いがある。このプロジェクトは APLA さんとつな
がりのある、フィリピンをはじめとした東南アジア諸国の方々からの支援を得て開始されたも
ので、現在も福島県内にある 4 か所の保育園・幼稚園に、各施設当たり毎月 1 回の頻度でバナ
ナを届けている。現在は個人や企業からの寄付金を充てて実施されており、募金の目安として
は 1000 円で約 13 人分の子どものおやつになるとのことだ。しかし、
震災から 3 年が経った今、
なかなか寄付が集まらないというのも事実だ。そこで、私たち学生が加わることで活動をより
広範囲に展開し、活動の周知や資金集めをすることになった。

15

2014 年の活動報告

図 2 バナナ募金の関係図

２ バナナを届けることの意義
先述のように、何らかの事情によって放射線量の低い地域へ移れない子どもたちに安心なお
やつを届けるというのが最大の目的だ。なかには、バナナを届けたところで本当に相手の役に
立っているのかという疑問を抱く人もいるかもしれない。実を言うと、私も当初はこの疑問を
少なからず抱いていた。しかし、福島の支援先の保育園・幼稚園を訪問した今なら自信を持っ
てこのプロジェクトは必要であると言える。なぜなら、現地の保育士の方や保護者の方からそ
の必要性を教えられたからだ。
ある保育士の方のお話では、事故が起きた年は子どものおやつに困る保護者の方がたくさん
いらっしゃったそうだ。当時、県内産の作物を中心に扱っていた青果店の中には、子どもに安
心して与えられる果物を買うことが難しい店も少なくなかったそうだ。そうした状況の中、フ
ィリピン産の安全なバナナを届けてもらうことは大変うれしいことだったと保育士の方は振り
返る。当初は 1 年間の期限を定めて行われていたこの活動であったが、福島の子どもを取り巻
く環境の改善が進まないことから、現在までも継続して行われている。ただし、間違ってはい
けないのは、このプロジェクトは福島の子どもたちを無理にその場所にとどめようとしている
のではないということだ。これは理由があって線量の高い地域にとどまらなければならない子
どもたちに向けた支援であって、避難の環境が整えばそれをサポートする形に変えていく方針
である。これは、APLA さんの公式な見解だ。
ここで、本プロジェクトによって届けられるバナナについての説明をしておきたい。このバ

16

2014 年度

社会文化体験演習活動報告書

第 2 分冊（社会貢献分野）

ナナは、かねてから APLA さんと交流のあるフィ
リピンのバナナ農家さんが無農薬で作ったものを、
防腐剤・防カビ剤を使用せずに輸入したものだ。
普通、バナナのような虫が付きやすい作物は薬剤
を使用しないと輸送中に傷んでしまうリスクが非
常に大きいのだが、試行錯誤を繰り返すことでそ
の技術を確立していった。輸入までの工程の詳細
は ATJ（Alter Trade Japan）のホームページに
記載されているためここでは省略するが、集荷さ
れたバナナを丁寧に水とスポンジを使って洗浄す
るなど、薬剤を使った輸入よりもはるかに手間の
かかる作業である。なお、このバナナはバランゴ
ンバナナという品種であるが、日本での流通量は
少ない。さらに、生産国であるフィリピンでも
他の品種のバナナが多く消費されるため、バラ

写真 1 バランゴンバナナの花
出典）
「大地の母」

ンゴンバナナの消費は少ない。このことにより、

http://daichinohaha.sakura.ne.jp/topbac

バランゴンバナナを日本に多く輸出しても地元

k-no.html［2015 年 1 月 29 日閲覧］

経済への負担が少ないという利点が挙げられる。

３ 私たちの役割
私たちは、APLA さんと協力して、バナナ募金の周知や実際に資金集めをする役割を担って
いる。そのために、この 1 年間を通してイベントを行ったり大学祭に出店したりしてきた。そ
れだけでなく、自分たちの理解を深め、現地の方とのつながりを深めることを目指し、実際に
福島の保育園や幼稚園などを訪問し、ただバナナを送るだけにとどまらない活動の実現に向け
て活動を続けた。

４ 学生が参加することの意義
私たち学生がこうした活動に協力することの利点はいくつかあると思うが、まず挙げられる
のはフットワークの軽さだろう。例えば、企業や NPO 団体がこうした活動をする場合、綿密
な計画を立て、様々な手続きを経たうえで実施されるが、私たち学生の場合は煩わしい手続き
が少ない分、企画立案から実施までを迅速に行えると言える。さらに、企業の場合はその活動
によって利益を得る必要があるが、学生が行う場合はその必要がなく、この点についても制約
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が少なくて済む。
次に挙げられるのは教員による専門的な知識の提供だ。この授業は社会文化システム学科が
開講しているものであり、同学科に所属する教員の方が授業を担当している。こうした社会貢
献活動について専門的な知識や経験を持つ教員の方から助言を受けられることは、私たち学生
の大きな利点であるということができるだろう。実際に外部に情報を伝えるときに注意するべ
き点や、外部の方と協力する際に気を付けなければならない点など、私たちの活動に必要な情
報を提供してくださった。こうしたサポートがなければイベントを実施することさえ難しかっ
ただろう。
もう一つ言えるのが、学生が活動することによって協力者の理解を得やすいということだ。
例えば、企業が被災地支援のためにチャリティー活動をすると呼びかけても、協力を要請され
た人は「企業側にはどんなメリットがあるのだろう」と考えるだろう。しかし、大学生が大学
の授業の一環で行うといった場合どうだろう。主催者が大学生である場合、自分たちが受ける
利益を追求する必要がないのであるから、協力者が疑ってかかる場合は少ないのではないか。
もちろん、大学生であれば無条件で信頼できるというわけではないが、少なくとも企業と相対
的に見た場合、協力者の信頼は得やすいのではないかと思う。こうしたことからも、学生がこ
のような活動に携わる意義はあると言える。実際、私たち学生は驚くような規模の人脈がある
わけでもなく、活動の元手となる資本が潤沢にあるわけでもない。したがって、こうした自分
たちの持つ利点を活かしながら、誠実に呼びかけていくべきなのではないかと思う。
また、私たち自身の学習の意味でもこうしたプロジェクトに参加させていただくことは、非
常に有意義であると感じる。
実際、この授業を通して外部の方と接触する機会が非常に増えた。
普段は大学内で似たような境遇の同期生と接する事が多い大学生にとって、NPO 法人で活動
されている方や各方面で社会貢献活動をされている方々、福島県に住む方との接触や関係の構
築といったことは、良い意味での刺激になったのではないかと思う。今すぐに何か大きな変革
をもたらすのは難しくとも、こうした経験が自分自身の役に立つ日がいずれ来るだろうと私は
考える。こうした意味で、学生による復興支援活動は、決して一方的なものではない。それは
つまり、バナナを送るための資金集めをすることで、学外の関係者との関係の構築やイベント
などの企画をするためのノウハウの習得、外部へ向けた周知の方法といったことを、私たちが
学ぶことができるのだ。もちろん、それらは一朝一夕に習得できるものでなく、まだまだ未熟
であるが、こうした経験が私たち学生の成長の一助となったことは言うまでもないだろう。
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石橋孝太郎さんの講演
牛 丸 優 一
社会文化システム学科 3 年

● 講演者：石橋孝太郎さん（STUDY FOR TWO 代表）
● 日時：2014 年 6 月 29 日
● 実施場所：東洋大学白山キャンパス 6410 教室

Ⅰ 概要
私たちはこの活動を今年度から本格的に開始した。そのため、組織運営の仕方、広報の仕方、
組織としてどのように動いていくかなどの知識がなかった。これらを学ぶために、同じ大学生
として、自ら団体を立ち上げ組織のトップとして活躍している STUDY FOR TWO の石橋孝太
郎さんをお招きし、講演を行っていただき学ばせていただくことにした。

Ⅱ 石橋孝太郎さんの講演の内容
STUDY FOR TWO は、大学生から使い終わった教科書を寄付してもらい、その教科書を安
価で大学生に販売し、そこで得た収益を発展途上国の子どもたちの教育支援にあてることを目
的に活動している団体である。
石橋さんは、大学 1 年生の冬、海外に行ってみたいと思っていたタイミングで、たまたま流
れて来た大学からのメーリングリストを見て、ラオスに行き、環境問題やごみ問題、手洗いの
方法を、現地の子どもたちに教えてあげるボランティア企画に興味が湧き参加した。そこで、
学校に行くお金がない子どもたちと出会い、勉強したいのに勉強ができない、あるいは勉強を
したいという現地の声を聞いた。
その後、
日本に帰りなぜ安い教科書はないのかと疑問に持ち、
皆にもっと安い教科書を届けながら、ボランティアで感じた学習機会の不均衡を解決できない
かという考えに辿り着いた。そうした思いから STUDY FOR TWO を設立した。
STUDY FOR TWO 設立経緯のお話を聞いた後、
「人を巻き込んでいく技術」について話し
ていただいた。必要なことは 3 つあるという。1 つ目は「共感を呼ぶ」ことである。共感を呼
ぶためにはまず自分の想いを声に出さなければならない。そして、問題の解決策はシンプルに
しなければいけない。いつでもパッと説明できるようにしないと意味がないし、相手も覚えて
いられない。そして、人前に積極的に出なければならないという。2 つ目は「自分でもできる！」
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と思ってもらうことである。一見すると自分とは関係ない、かけ離れたものでも、見方を変え
て身近であると感じてもらうことが重要であるとのことだ。そして、それにより「自分が特別
ではない」と思わせることが必要だという。3 つ目は「自分ごと」である。あなたの自由にし
ていいですよ、と相手に任せることにより、責任感が自然と生まれていくそうだ。しかし、そ
の際に最低限のことは決めていかないと企画は崩壊してしまうので注意も必要である。
そして、
「自分ごと」の意識を高めるために、競争意識、プライドを煽っていくことも必要である。そ
のためには、想いを共有し、結果を数字として表すことが効果的であるそうだ。
石橋さんのお話を聞いた後、ワークショップ形式で私たちができることは何かを早速考えて
みた。その際、
「できること」を、「今すぐにできること」と「長い時間を使ってできること」
の 2 つに分けて考えた。まず「すぐにできること」は、大きな声でチラシを配る、自分から話
す場所に出ていく、相手に伝えるため積極的に前へ出ていく、SNS（twitter）を使った広報活
動（しかし人の顔が見えないので頼りすぎてもいけない）、具体的な数字を出し、明確な目標を
立てる、身近な人の共感を得られるように活動を説明し人を呼ぶ、30 秒でできる説明を作りメ
ンバー全員が説明できるようにする、最低限のルールを決めてから仕事を割り振るなどであっ
た。次に、
「長い時間を使ってできること」は、人を集めるうえで「自分でもできる」、
「特別な
ことではない」と思わせる、活動内容が本当に需要のある内容なのか調査を行う、私たちが活
動の対象とする相手のニーズに合わせてその都度内容を変えていく、企業へのアプローチを行
い協力してもらう、物々交換（私たちが APLA と協力して贈るバナナと福島県産の果物や野菜
など）を行っていく、であった。
この講演において、私たちは、特に「人を巻き込んでいく技術」について非常に学ぶことが
多かった。今まではどうしても内輪の活動となっていたので、石橋さんが仰った 3 つの点は驚
かされることばかりであった。講演が終わった後、各自でできることを出し合うと、上記のよ
うにたくさん出てきた。つまり、私たちにはまだまだやらなければならないことが山ほどある
ということである。このことに驚愕したと同時に、まだまだスタートラインにすら立っていな
いのだと痛感させられた。
年度が終わろうとしている現在、この一年の活動を振り返ると、この石橋さんの話は何だっ
たのかと思う部分が多々ある。確かに石橋さんの話に大いに共感し、メンバー全員の士気が高
まったのは事実である。しかし、それだけで終わってしまい、講演の後に考えた自分たちが「で
きること」は、考えただけでほぼ実行に移さなかった。この原因は、決めたことをつねに見返
すことができる状態にしていなかったことにある。また、活動に対してまだ実感が湧いていな
い 2 年生を引っ張っていくため、3 年生が積極的に意思決定をしていなかったことも要因であ
ろう。これは次年度への引き継ぎとして残すと同時に、石橋さんから教えていただいたことを
無駄にしないためにも、個人がより意識を高められる現場作りをしていかなければならない。
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チャリティイベント｢バナナでチャリティー―東北に笑顔を―｣
笠 木 健 太・大 谷 洸 成
社会文化システム学科 2 年

● 日時：

2014 年 7 月 5 日

● 場所：

東洋大学白山キャンパス 8 号館 8B11

● 主催者：社会文化システム学科

社会文化体験演習

● 参加団体：HONEY，Pastime，つみき,

（社会貢献分野）

履修者一同

アナウンス研究会

Ⅰ イベントの概要
私たちは 2014 年度から APLA さんが行っている福島の子どもたちにフィリピンのバランゴ
ンという品種のバナナを届けるための資金を集める募金活動に加わり、実際に私たち自身での
募金活動及びバナナ募金の宣伝･推進を行うことにした。その具体的な内容を決めるため、「社
会文化体験演習」の授業にて話し合いを行い、その中で、チャリティイベントを開催すること
になった。このイベントで、バナナ募金の活動を推進することとともに、福島の子どもたちの
現状を知ってもらうこと、また私たちの活動を理解していただくことを目標とした。

Ⅱ 活動内容
まず本演習を受講しているメンバーをチャリティイベントの企画、運営を担当するイベント
部、広報のための広報部、次のイベントである料理教室をメインで行う料理部の 3 つに分けた
（以降、班と表記）。観客動員目標は、100 人に設定した。バナナ募金についての説明は大谷、
料理教室の告知については料理班が担当し、パワーポイントを作成した。ここからは、今回の
チャリティイベント開催にあたり、イベント活動のメインとなった広報班、イベント班の 2 つ
の班のチャリティイベント当日までの具体的な活動について説明する。

１ 広報班
広報班の主な仕事内容は、チャリティイベントのポスター及びチラシの作成、twitter などに
よるイベントの告知などである。ここからは、イベント当日までの具体的な活動についてまと
めていく。
6 月 5 日、
「社会文化体験演習」授業内にて、チャリティイベントのポスター及びチラシの具
体的な内容について話し合った。ポスターやチラシのデザインだけでなく何を中心として作成
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し、いかに多くの人びとに興味を持たせることができるかについて考えた。また、ポスターを
掲示させて頂ける場所についても話し合った。候補として東洋大学白山キャンパス近辺のスー
パーや幼稚園などが挙がった。
6 月 12 日、チャリティイベントのポスター及びチラシの草稿が完成し、授業内にて修正点に
ついて話し合った。修正点として挙げられたのは、日時や場所の記載の仕方、写真を多く使う
デザインにすることであった。また、Twitter によるイベントの情報の告知活動についても話
し合われ、実際に告知を行うことになった。
6 月 20 日、チャリティイベントのポスター掲示の許可を文京区にある｢京北幼稚園｣、｢小石
川白山協会・付属愛星幼稚園｣の 2 つの幼稚園と｢文京区役所｣に電話にて確認を行った。｢京北
幼稚園｣、｢小石川白山協会・付属愛星幼稚園｣からはポスター掲示の許可を頂いた。｢文京区役
所｣からは、掲示する場所がすでに埋まっているという理由で掲示の許可は、残念ながら頂けな
かった。
6 月 23 日、チャリティーイベントポスター掲示の許可を頂いた｢京北幼稚園｣、｢小石川白山
協会・付属愛星幼稚園｣に、ポスターを持ち伺った。幼稚園の教員の方と相談し、ポスターを指
定の場所に掲示させて頂いた。

２ イベント班
主な仕事内容は参加していただくサークルの勧誘と交渉、イベント当日に使用する音響の準
備及び管理、タイムテーブルの作成、企画書と報告書の作成の大きく分けると 4 つである。こ
こからは広報班と同様に、イベント当日までの具体的な活動をまとめていく。
。続いて、5 月 15 日、参加し
5 月 8 日、イベント班を結成した（和智、笠木、千島、萩原）
ていただくサークルの仮決定の報告（ダンスサークル HONEY さん、手話サークルつみきさん、
アカペラサークル Hum さん、大道芸サークル Pastime さん、手品サークルさん）。また、進
行役を自分たちで務めるのではなく、アナウンス研究会の方にお願いすることにし、交渉を始
めた。
5 月 22 日、イベント当日のタイムテーブルについて話し合った。翌週 5 月 29 日、仮の企画
書を授業内で提出し、メンバーに報告した。続いて、6 月 5 日、イベントを開催する場所を 8B11
教室とし、14 時 30 分から借りることで決定した。準備時間を 30 分もうけ、イベントは 15 時
から行うことにした。当日はマイクを 3 本用意し、司会はアナウンス研究会に依頼した。また
仮のタイムテーブルを作成した。参加していただくサークルの 2 団体、手話サークルと大道芸
サークル Pastime の出演が決定した。
6 月 12 日、ダンスサークル HONEY に参加していただくことになった。アカペラサークル
Hum は音響の都合から参加できないことになり、もう１団体を早急に決める必要性が出た。

22

2014 年度

社会文化体験演習活動報告書

第 2 分冊（社会貢献分野）

6 月 6 日、企画書提出。翌週 6 月 19 日、参加していただく団体を 4 団体から 3 団体に変更
した。これによりタイムテーブルの変更を行った。また、リハーサルの日程を 6 月 25 日の 5
限後に同教室で行うことを決定した。続いて 7 月 3 日、当日ステージ前 2 列は観客を入れない
ようにすることや、参加していただく方の着替えはトイレでしてもらうこと、チラシを入り口
で配るなど細かい部分の最終確認を行った。その後、7 月 15 日、報告書を提出した。

３

チャリティイベント当日

2014 年 7 月 5 日 15 時
に｢バナナでチャリティ
ー～東北に笑顔を～｣を
開催した。この時間にお
けるイベント参加者は、
チャリティイベントに協
力してくれたサークルの
方々及び教員数名であっ
た。イベント当日は、3
つのサークルの発表が行

写真 2 参加していただいたサークルの皆様

われ、発表の間の時間に
バナナ募金及び私たちの活動の説明が行われる流れとなった。
初めに、大道芸サークル｢Pastime｣が登壇した。最初の演目であり、会場全体が少し固い雰
囲気であったが、この発表により会場を盛り上げていただいた。続いて、今回のチャリティイ
ベントの主要なテーマとなるバナナ募金の説明が行われた。大谷が発表者となり、パワーポイ
ントを用いて説明した。
バナナ募金の説明が終わり、続いて手話サークル｢つみき｣が登壇した。
この時点で、会場には学生が少しずつ集まってきた。2 つ目の演目が終わり、次は私たちがバ
ナナ募金活動から今後の活動への展望について説明した。この説明の中で、夏季休暇中に行う
予定であった料理教室について、大木と輿石が説明した。最後に 3 つ目の演目であるダンスサ
ークル｢HONEY｣による発表が行われ、17 時過ぎにイベントは閉会した。当日の来場者数は、
本学の学生や一般の方々など 30 名程であった。一方、イベント開催中、会場の出入口にて募
金活動を行った。時間毎に交代で募金箱をもち、多くの方々が協力してくれた。

Ⅲ 感想
今回、チャリティイベントを開催するにあたり、正直成功するか不安の気持ちが大きかった。
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実際にチャリティイベントを開催し、当日は大きな
問題もなく、今回のイベントの目的であったバナナ
募金の宣伝･推進を行うことができ、無事に成功させ
ることができた。さらに、この活動を通し、得たこ
とがたくさんあった。
イベントの準備段階では、それぞれ活動を進める
のが遅く、イベントが間近になり焦って活動してし
まった。初めての活動ということもあったが、準備
段階での全員の連携が上手く取れていなかったのだ。
そもそも各自で行う活動、班で行う活動の中で各々
がやるべきことを早い段階で把握していなかったこ

写真 3 募金の様子

とが準備段階での遅れにつながったと考えられる。
この経験から週に一度集まるだけでなく、授業外でも集まり話し合うことや、SNS を利用し全
員が情報を共有することが大切だと気付いた。
また、集客数をより上げるための広報の大切さを学んだ。チャリティイベント当日には本学
の学生や一般の方など 30 名程が来場して下さった。今回のチャリティイベントは大学の教室
を借り開催した。また本学のサークルの方々に協力していただき、多くの人が来やすいイベン
トの形を作り上げたつもりであった。大学内で開催したことやサークルの演目が行われるなど
という面を考慮すると、もっと来場者数を増やすことができたのではないかと考える。このこ
とから広報の重要性を学んだ。いかに多くの人に興味を持っていただけるか、また楽しそうだ
と思わせるような広報の活動をしていかなければならないと感じた。同時に、このように思っ
ていただくためには、自分たち自身が自信を持ち、自分たち自身が楽しいと思えるようなイベ
ントを作り上げることが大切だと学んだ。
準備段階やイベント当日を通して一番感じたことは、私たち自身の勉強不足である。バナナ
募金を推進させ、宣伝することはできたが、この活動を行う意義をはっきり認識していなかっ
た面があった。福島の子どもたちの現状を伝えるということについても、実際私たち自身がど
れくらい現状を認識できているかは怪しく、まだまだ他者に十分に伝えるほど理解できていな
かったのではないかと感じた。
とはいえ、この｢バナナでチャリティー~東北に笑顔を~｣と題したチャリティイベントを私た
ち自身で考え、準備から当日についても自分たちで作り上げた達成感は、大学生活の中でしか
経験できないことだと感じた。もちろん、反省点も多くあったが、そこから得たことも多くあ
った。
いずれにせよ、
このチャリティイベントで経験したことを今後の活動にも生かすことが、
何よりも大切なことである。
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APLA との関わり
輿 石 梨 穂
社会文化システム学科 2 年

Ⅰ

APLA について

私たちが行っているバナナ募金の活動を主に行っているのが、NPO 法人 APLA という団体
である。APLA とは、
「Alternative People’s Linkage in Asia」の頭文字を取ったもので、
「人
びとが創るもうひとつのアジア」という意味である。APLA は、日本を含むアジア各地で「農
を軸にした地域自立」をめざす人びとどうしが出会い、経験を分かちあい、協働する場をつく
り出すことを目的に、2008 年に特定非営利活動法人として発足した団体である。
21 世紀に入りグローバル化が進み、都市と農村の格差が生まれ、食糧危機など弱い立場の人
びとの生活を脅かす事態が地球上のさまざまな地域で起こっている。そのなかで国家や多国籍
企業など大資本に身をゆだねず、世界各地で様々な経験を蓄積し、もうひとつの道（オルタナ
ティブ）に挑戦してきた人びとの経験を、学び、知恵を出しあい、もうひとつの未来を切りひ
らいていくことを APLA はめざしている。
APLA の前身は、フィリピン中部にある「砂糖の島」
・ネグロス島で起こった飢餓救援のた
めに 1986 年 2 月に設立された NGO である日本ネグロス・キャンペーン委員会（JCNC）であ
り、その支援経験が現在 APLA に引き継がれている。
他にも民衆交易に関わる生産者と消費者の連帯の媒介、民衆交易商品（バナナ・コーヒー豆・
エビ・砂糖）のネット販売、自然災害・人為災害に対する緊急災害も行っている1。

Ⅱ

「アースデイマーケット」への参加

● 日時：2014 年 6 月 29 日（日）
● 実施場所：代々木公園
● 参加者：

3 年 大木映里奈、長谷川怜美、和智日出人
2年

1

NPO 法人 APLA

笠木健汰、輿石梨穂、齋藤信太郎、鈴木研亮、萩原隆也

http://www.apla.jp/（2015 年 1 月 7 日閲覧）
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１ 「アースデイマーケット」への参加目的とイベントの概要
今回、私たちが「アースデイマーケット」に参加した目的は、このイベントに出店している
APLA のブースにおいて商品販売の手伝いをするためと、バナナ募金の活動を始めたばかりの
2 年生と APLA の顔合わせを行うためである。
この「アースデイマーケット」とは、東京を中心として継続的に開催されているファーマー
ズマーケットで、NPO 法人アースデイマネー・アソシエーションと NPO 法人トージバが運営
している。「アースデイマーケット」のコンセプトは全部で 5 つある。

①

生産者と消費者の「つながり」の場

②

地産地消、旬の食材、環境共生型農業

③

環境や社会貢献を実践するための人口

④

アースデイマネー2が行き交う場所

⑤

農家市場から「農家の元」へ

この 5 つをもとに、
「食と農のつながり」をテーマにしたライフスタイル発信の場として、
関東の農家やフェアトレードの商品を扱う団体など毎回多くの団体が出店している。また、著
名人による食に関するトークショーなども行われている3。

２

APLA のブースでの手伝い

APLA のブースでは APLA が取り扱っ
ている商品が多く並べられていた（写真
2）。バランゴンバナナのバラ売りや、マ
スコバド糖、コーヒー豆、フルーツグラ
ノーラ、カカオクッキー、有機紅茶、塩
などさまざまな商品を販売しており、そ
の販売の手伝いをさせていただいた（写
真 1）
。和智・大谷・笠木・齋藤・鈴木・
萩原と、長谷川・大木・輿石の 2 つのグ
ループに分かれ、
交替制で店頭に立った。

2

写真 4

APLA のブースでの販売の様子

「アースデイマーケット」内で使用可能な「r（アール）
」と呼ばれる通貨。会場での資源回
収への協力、会場運営のへの協力で入手することができる。
3 アースデイマーケット
http://www.earthdaymarket.com/（2015 年 1 月 7 日閲覧）
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このブースで APLA 事務局所属の大久保
ふみさんにお会いした。バナナ募金の活動を
始めたばかりの 2 年生は初めての顔合わせと
なった。大久保さんに商品の説明を簡単に行
っていただき、
「有機栽培のバナナはいかがで
すか」
「甘くておいしいバナナどうですか」な
ど、商品の特徴を挙げながら声を出してお客
さんの呼び込みを行った。商品を買っていた
だいたお客さんには APLA の説明のチラシ
を配った。バランゴンバナナの安全性をアピ
ールしたためか、赤ちゃんのおやつとしてバ
ナナを購入する親御さんや、若い世代から注
目を集めているフルーツグラノーラを購入す
る女性などが見受けられた。呼び込みの結果、
午後にはバランゴンバナナを全て売り切るこ
写真 5 店頭の商品の様子

とが出来た。

Ⅲ

APLA 訪問

● 日時：2014 年 8 月 6 日（水）
● 実施場所：東京都新宿区にある APLA 事務所
● 参加者：

3 年 大木映里奈、長谷川怜美、和智日出人
2年

１

笠木健汰、輿石梨穂、鈴木研亮、千島滉平、萩原隆也

吉澤真満子さんの講演

バナナ募金について知識を深めるため、バナナ募金の活動を行っている APLA の事務所を訪
問し、私たちの今までの活動の報告と今後の活動予定を伝えたあと、APLA 事務局の吉澤さん
にバナナ募金に関する講演を行っていただいた。以下、講演の内容について記していきたいと
思う。
バナナ募金で取り扱っているバランゴンバナナの生産地は、フィリピンのネグロス島という
人口約 370 万人の島である。フィリピンはかつてスペインに植民地支配されていて、その時代
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の名残から、ネグロス島にはサトウキビの巨大プランテーションがある。そのことからネグロ
ス島は「砂糖の島」とも呼ばれている。プランテーションをもつ大地主（砂糖貴族）と、土地
を持たない賃金農園労働者の間には大きな格差が生じている。数値にして、島の人口のたった
約 3 パーセントの地主が、ネグロス島の約 7 割の土地を所有しているのである。これは「構造
的暴力」と言える。またその農園で労働者たちは過酷な労働を強いられ、生活は困窮を極めて
いた。
そんな状況のなか 1985 年、砂糖の価格が下落したことによって農園労働者たちの仕事がな
くなり、食糧も底を尽きて飢餓が発生した。彼らを支援しようとさまざまな緊急支援活動が行
われたものの、どれも一過性のもので長期的な支援にはつながらなかった。飢餓の発生から半
年が経つと、ネグロス島の砂糖労働者たちからは「魚ではなく、魚を取る網が必要だ！」とい
う趣旨の声が上がった。これは、一時的な支援ではなく長期的な支援を求めるものであった。
彼らを助けるには、緊急支援ではなく自立支援が必要なのである。そこで 1986 年、NGO「日
本ネグロス・キャンペーン委員会（JCNC）
」が発足した。
JCNC は、再び飢餓に見舞われることのないよう、砂糖労働者から自立した農民になるため
「株式会社オルタ－・トレード・ジャパン（ATJ）
」は、自立のため
の支援を行った。一方で、
の経済づくりとなる民衆交易を行った。日本で産直に取り組む生活協同組合とも協力し、消費
者が直接生産者から買う、人と人との交易を実現させ、活動は広がっていった。
バランゴンバナナは 1990 年 1 月から本格的に出荷が開始された。このバナナは甘みが強い
ことから、フィリピンで栽培されているバナナの種類の中でも特に日本人好みの味であるそう
だ。バランゴンバナナは、生産・集荷・箱詰め・輸送のすべての段階で薬による処置を行わな
いことが大きな特徴である。無農薬のバナナの販売は、当時、日本初だったという。
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の
際、アジアのさまざまな国々から支援
を受けたことをきっかけに、アジアの
貧困層への支援と東北への支援を両方
行おうと同年 10 月から始まったのが
バナナ募金の活動である。APLA では
福島県内の幼稚園・保育園にバナナを
送るだけでなく、送り先の保育園でバ
ナナに関するワークショップの開催や、
バナナの生産者による福島訪問なども
行っている。送り先の幼稚園・保育園

図 3 バナナ送り先の幼稚園・保育園の子どもたちが

からは、バナナを食べた園児たちから

書いた絵

28

（出典：APLA 提供）

2014 年度

社会文化体験演習活動報告書

第 2 分冊（社会貢献分野）

の絵が毎年送られてくるという（図 3）
。

２ 募金の引き渡し
吉澤さんのお話を聞いたあと、私た
ちが 6 月に行ったチャリティイベント
で集まった募金、総額 10,378 円を、
APLA に引き渡した。この金額は、福
島の子どもたち約 130 人分のおやつと
なり、自分たちの活動が支援に生かさ
れていくことを実感した。

写真 6 募金引き渡しの様子

Ⅳ 感想
アースデイマーケットでの販売を通して感じたことは、アースデイマーケットには有機栽培
に関心を持つ人が集まること、そして有機栽培に関心を持つ人は年齢層が幅広いということだ。
また、APLA の他にも APLA と似ている活動をしている団体がたくさんあるということも知っ
た。有機栽培の需要が高いことも分かり、APLA の行っている活動は非常に重要で、持続して
いくべきものだと実感した。商品の売り込みの仕方についても勉強になった。
そして、吉澤さんの講演を聞いて、私たちが生まれる前にネグロス島で大きな飢餓が発生し
ていたことに驚いた。また、一口に支援と言っても、ネグロス島飢餓のときのように一時的な
支援ばかりではよくない状況もあり、これから支援がなくとも自立して元通り生活していける
ような、将来を見据えた長期的な支援が必要とされることもあるということを知り、さまざま
な支援の形を学ぶことが出来た。そして私たちの行っているバナナ募金の活動の重要性を改め
て認識し、APLA と協力してバナナ募金を広げていきたいと強く思った。
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バナナ料理教室
太 田 明 里・山 崎 寛 未
社会文化システム学科 2 年

● 日時：2014 年 8 月 7 日（木）

13 時 30 分～17 時 00 分

● 実施場所：文京区役所 区民施設アカデミー茗台 7F
● 参加者：和智日出人
萩原隆也 齋藤信太郎

牛丸優一
鈴木研亮

Ⅰ

長谷川怜美
輿石梨穂

大木映里奈

千島滉平

笠木健汰

山崎寛未

活動の概要

2014 年 8 月、私たちは、バナナ料理教室を開催し、その収益の一部をバナナ募金にあてる
ことにした。去年から始まっているバナナ募金活動だが、今年はより具体的な活動に取り組ん
でいくことになり、何を通じて活動を展開していくか、話し合いが行われた。世の中でも、至
る所で募金箱を持ち、路上で街行く人に声をかけている人はいるが、私たちは自分たちにしか
できない「募金する側も、してもらう側も一緒に楽しんでできる場」を提供できないか考えた。
各自が、様々な学生ボランティア団体の活動を調べ、それをもとに自分たちは何をしていきた
いか考えていくなかで、
「料理教室を開催する」ことに決定した。参加対象者は、幼稚園生や小
学生の子どもを持つ親子で、
「親子で一緒に、楽しく、料理を作りながら、募金にも協力しても
らう」ことを目標に、取り組みを開始した。料理教室の参加費で集まったお金が募金となり、
そのお金をバランゴンバナナに換え、福島の子どもたちに届けたいという思いをそれぞれが持
っていた。料理教室に向けて、全く基盤もない状況の中、宣伝や人集めを担当する広報部と、
料理決めや予算案の作成、場所の決定などを担当する料理部の 2 つの部署に分かれて進めてい
った。以下は、各部署の活動内容、当日の様子や今回のイベントの振り返りを述べていく。

Ⅱ
１

広報部

□

メンバー：牛丸優一

齋藤信太郎

各部署の活動内容

鈴木研亮

大谷洸成

太田明里

①twitter でのイベント告知
私たち広報部は、8 月 7 日に料理教室が開催されることとその内容をつぶやいた。
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内容は以下の通りだ。

8 月 7 日木曜日、13:00～17:00、東京都文京区のアカデミー茗台７階にて、バナナを使用し
た料理教室を開催します！フィリピンのお菓子である「トゥロン」と「グリーンスムーシー」
を作ります。フィリピンのお菓子食べてみたい！と思った方是非一緒に作ってみませんか？

この文書を当日までに繰り返しツイートしてツイッターをやっているメンバーにリツイートし
てもらう予定だった。しかし、実際に twitter で広報活動は殆ど行われず、仕事が滞りがちで
あった。また、フォロワー数を増やすための工夫などは特に行わず、つぶやくだけといったも
のであった。

②チラシ作り
バナナでチャリティーのイベント（7 月 4 日）の際に必要な、バナナ募金の説明のチラシと、
料理教室の内容をお知らせするためのチラシを同時並行で作成していった。6 月 19 日の授業時
にチラシの完成品を提出した。実際にチャリティイベントでチラシは配ったが、料理の内容な
ど決まっていない事項が多かったので、あくまで料理教室が開催されるということと、料理教
室開催の日時を伝えるものであった。
7 月 4 日のチャリティイベントが終わった直後の週に動き始めた。料理教室の開催日は 8 月
7 日なので当日までは約一ヶ月しか残されていない。それまでに広報部では当日の告知・客集
めをしなければならない。話し合いで現段階のチラシを見直し、チラシはイベント時のもので
は情報が不十分なので更に情報を載せるのと同時に、十分に魅力を感じさせるもの、インパク
トのあるものを作る必要があるということになった。作成を急いで、チラシを早めに撒いて客
を集めなければならない。
7 月 17 日の授業時に、チラシを見直して全員で意見を出し合い、内容の改善点について話し
合った。
「バナナでチャリティー」のイベント開催時は不明瞭だった点が多かったが、それらを
補って作成した。具体的には実際に作る料理名、開催場所の地図、事前申し込みの締め切り日
だ。
しかしＢＭＳのミーティングの議題が料理教室の他に、白山祭（白山祭での催し物の場所・
内容などを白山祭実行委員に報告・提出しなければならない期限が早めに設けられているため、
それらを決めるための話し合いに時間を割く必要があった）、後期の活動内容など多く、料理教
室開催のイベントの詳細を話し合う時間がなかなか設けられず、詳細が決まるまでに時間がか
かってしまった。その後にチラシを実際に作成するのに思ったよりも時間がかかってしまった
ので、チラシの完成が予定よりも遅れてしまった。広報部としては、前回のチャリティーの反
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省を受けて、イベントの広報活動は遅くても二ヶ月前からは始めたいとしていた。もちろん広
報も、チラシを作成するだけでなくそれを使っての客集めをする必要があったので、遅くても
二ヶ月前から動く必要があった。だが、チャリティイベントが終わってすぐになかなか思うよ
うに動けず、結局はチラシを作ることで精一杯になってしまった。

２ 料理部
□

メンバー：長谷川怜美

大木映里奈

輿石梨穂

山崎寛未

私たちの担当は、主に料理教室で扱うメニューと開催場所、予算を考えることであった。
5 月 22 日、各自が料理教室で作りたいレシピを持ち寄り、話し合いが始まった。幼稚園生か
ら小学生の子どもを持つ親子を対象の中心と考えていたので、揚げ物、時間のかかるものなど
は避け、包丁や火は極力使わないレシピを考えた。各自で試作した結果、バナナマフィンとバ
ナナオムレットを採用することとなった。5 月下旬から開催場所や材料費、参加人数、参加費
についての話し合いも行われた。6 月に入り、7 月 5 日のチャリティイベントで発表するとき
の、パワーポイントの製作も始まった。また、料理教室で使用する施設の下見も、6 月 19 日、
6 月 23 日に行った。7 月上旬には、日時、場所、参加費を確定した。しかし、料理教室で作る
お菓子にインパクトが必要だという意見が出て、一からメニュー決めに取り掛かった。時間の
ない中、連絡を取り合い、意見を出し合った。最終的に、日本では珍しい、フィリピンのお菓
子「トゥロン」と、野菜が苦手な子でも飲みやすい、小松菜を使った「グリーンスムージー」
を作ることにした。
しかし、申し込み方法も具体的に決まっておらず、
7 月上旬から事前申し込み制にするか、締め切りはい
つまでか、事前に申し込んでくれた人には割引したり
するか、などの意見が出た。話し合いの結果、7 月 31
日までに申し込んでくれた方は 50 円引きにし、より
多くのお客さんが参加しやすい工夫をした。当日参加
も可能だったが、チャリティイベントが終わった後だ
ったため、告知する手段が限られてしまい、どこまで
伝わっていたのかは疑問だ。8 月 1 日に料理教室の予
行練習が行われ、初めてメンバー全員で試作してみた。
「トゥロン」に砂糖を多く使っていたため、甘すぎで
あったり、
「バナナスムージー」を作る過程で、フード
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プロセッサーしかなかったため、そこに牛乳を入れてミックスしたところ、液体がこぼれたり
し、多くの改善点が出てきた。予行練習が終了した後、反省会の場を持ち、一人一人が意見を
出していった。その中で、教室の前の黒板に、料理の流れが書かれた模造紙を貼った方が良い、
という意見が出てきたため、当日、お客さんにどのように説明しながら進めていくか、考え直
すこととなった。料理教室の本番に向けて最終調整を行った。この時点で、参加希望者は 0 人
であった。

Ⅲ

当日の流れ

［スケジュール］
持ち物：三角巾、エプロン
12:00

材料の買い出し

13:00

メンバーは現地集合

13:30

料理開始
トゥロンとグリーンスムージーの作成

15:30

試食

16:00

片付け

16:40

完全解散

料理教室費用（リハーサル+本番）
8/1

施設使用費 2,100、材料費 3,251、小計 5,351 円

8/7

施設使用費 2,700、材料費 2,863、小計 5,563 円、 合計 10,914 円

料理部は早めに集まり、会場準備と買い出しの二手に分かれて作業した。買い出しは食材、
布巾を買いに行った。会場は、食器を洗い並べ、黒板に全体の流れを記入したりした。13:00
にはメンバー全員が集まり、準備を始めた。13:30 に料理教室が開始されたが、お客さんは集
まらず、内部だけで行われることとなった。予行練習をしていたこともあり、前回の失敗を活
かし、料理の手順もスムーズに進み、味も改善され、時間内に終了することができた。しかし、
お客さんがいない料理教室となってしまったのは、1 番の反省点である。

Ⅳ

学んだこと・反省

１ 広報部
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「バナナでチャリティー」のイベントでの反省点から、イベント開催の二ヶ月前には動く必
要があるなど自覚したにも関わらず、早めに動くことができなかったことが最大の反省点とし
て挙げられる。チャリティイベントの一ヶ月後に料理教室というスケジュールであったため、
二ヶ月前の時点で目先のチャリティイベントに意識が向いてしまい、なかなか料理教室の広報
に手がつけられなかった。
次に挙げられる反省点としては、各部署との連携がなかったことである。チラシの作成が遅
れてしまった点は、料理教室の概要が未確定であった部分が大きいものの、チラシの配布日時
は明確にしていた。にもかかわらず、遅れてしまったのである。この点は料理部としっかり連
携し、
「○日にチラシを完成させて、×日には配りたいので、△日には料理教室の概要を確定させ
て欲しい」といったやり取りが行われていれば防げていたはずである。チラシ作成が遅れてし
まった点は、私たち広報部が伝達を怠ったことが原因である。
また、各個人の意識の違いも挙げられる。広報では、チャリティイベント、料理教室と内部
で役割分担をしていた。
そのため、それぞれが受け持った仕事に目が行きがちになってしまい、
他の広報に関しては殆ど関与していない状況であった。これは、広報部各個人が自分の任され
た仕事だけではなく、全体を見て協力しなくてはならないという意識がなかったためである。
その他、チラシを作成しただけで満足してしまった部分もある。これにより、チラシを用い
た広報活動、チラシ以外を活用した周知などが行えなかった。これは先述の意識とも関連する
が、恐らく自分の仕事は終わったので後はいいや、という考えが意識していない心の奥底にあ
ったからであろう。その例が Twitter である。これも基本的には決まった人間しか活用しない、
つぶやいて満足する、という部分が多く見られた。大事なのはチラシを作ることやつぶやくこ
とではなく、お客さんを集めることであるということを第一に考えて行動するべきであった。
また、SNS やチラシに頼るばかりではく、自らの行動でお客さんの人数ゼロという事態は避け
られたのではないか。たとえば、友人を呼んで、その友人に知り合いをつれてきてもらうなど、
もっと簡単に集客できる方法は他にもたくさんあった。また、そもそも客層のターゲットが親
子だったので、それを考えると、こういった簡単な方法とは別に、もっと地域の人びとにアプ
ローチをしていく必要もあったであろう。今回の料理教室では、広報活動が後手に回ったこと
や各個人の責任の感じ方が浮き彫りになった。

２ 料理部
部としての動き出しは良かったが、料理教室で作るお菓子にインパクトがないという、大き
なミスをしてしまった。自分たち自身が、お客さんの立場に立って考えれば、どのようなもの
を提供したら良いか、どう工夫したらお客さんは引きつけられるだろうか、と考えながらたく
さんのアイディアが出せたはずである。しかし、料理教室というイメージに囚われてしまい、
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先生方から指摘をいただく前までは気づかなかった。その結果、再度メニュー決めから始め、
本番２週間前ぐらいに、必要な材料まで把握できたという状態であった。また、申し込み方法
もしっかりと考えられないまま、チャリティイベントで告知することとなり、あいまいになっ
てしまった。チャリティイベントで配布したチラシには、参加希望の方はメールを送ってもら
うように、メールアドレスは載せておいたが、一件もメールは来なかった。チラシを配ったと
きに、割引券をつけて渡すなどの工夫も必要だっただろう。締切日も決めないまま、伝える内
容だけ伝えて終わってしまった。その点においても、前準備がしっかりとできていなかったこ
とが反省点として挙げられる。

３ 全体を振り返って
今回、料理教室での経験を通して、広報の不十分さが一番の原因だったと考えられる。広報
の取り掛かりが遅かったということもできるが、
部の連携もなかなか取れなかった。
料理部で、
メニューの変更や申し込み方法など、細かいところまで決まっていなかったこともあり、直前
までチラシに記入する内容がはっきりと決まらなかったことも原因と考えられる。部ごとにい
つまでに何が必要なのかを把握し、
他の部署に聞いたり、
頼んだりしながら活動していたなら、
もっと効率よく作業も進んだのではないかと思われる。
次に、部署内でも自分の仕事はするけれど、他は誰かがやってくれるだろうという雰囲気が
つくられていて、本番が近づくぎりぎりになるまで危機感を持って取り組むことができなかっ
た。結果的に、宣伝する期間が短くなってしまい、お客さんにアピールできず、他に宣伝する
方法も考えられないまま本番を迎えることとなった。
さらに、行動を起こす時期が遅くなり、本番が近づくにつれ、慌ててやることになってしま
ったことも多く、計画的な作業が必要だったと強く反省した。今回の料理教室の失敗から多く
のことを反省させられたが、それと同時に大きな気づきもあった。広報という重要な仕事はそ
れぞれの部署の協力がないと難しかった。また、部署同士が話し合っていきながら計画を立て
ていくためには、それぞれの部署がもっと早く仕事に取り掛からなければならなかった。
「バナ
ナでチャリティー」の時も動き始めたのが遅かったことが反省点としてあげられていたが、今
回の料理教室でその問題が露わになった。
しかし、全体を通して見るならばぎりぎりにはなってしまったが、チラシの完成度も高く、
料理教室で作るメニューも工夫をし、お客さんを引きつけるアイディアも出された。つまり、
綿密に計画しながら余裕を持ってやっていくならば、より成功した料理教室になっていたので
はないかと思われる。ここでの反省を生かし、次回のイベントのときは早め早めに動き始め、
部署同士もより連絡を取っていくことが不可欠とされた。
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白山祭
斎 藤 信 太 朗・千 島 洸 平
社会文化システム学科 2 年

長 谷 川 怜 美
社会文化システム学科 3 年

● 日時：2014 年 11 月 1 日、2 日の 2 日間
● 実施場所：東洋大学白山キャンパス 6103 教室
● 所属者：
（広報部）大谷洸成、齋藤信太朗、鈴木研亮、太田明里、牛丸優一
（イベント部）千島晃平、笠木健太、萩原隆也、和智日出人
（物販部）山崎寛未、輿石梨穂、大木映里奈、長谷川怜美

Ⅰ

内容

１ 「白山祭」への参加目的とイベントの内容
今年度から、私たちは東日本大震災で被災した福島の子どもを支援するために、フィリピン
産のバランゴンバナナを子どもたちに届けるための資金を集める「バナナ募金」の活動に参加
することとなった。BMS として活動を開始し、チャリティイベントと料理教室を開催してき
たなかで、多くの反省点が見えてきた。その反省点をもとに、私たちが在学している東洋大学
の学園祭「白山祭」に参加し、これまでの活動内容の展示、後日訪問する福島の幼稚園、保育
園に届けるメッセージを集める「笑顔の木プロジェクト」、APLA さんが取り扱っている通販
商品を販売することにした。白山祭に参加するにあたり、広報部、イベント部、料理部に分か
れ、準備を行った。

２ 広報部の活動
広報部の白山祭での主な活動は、わたしたち BMS の活動を知ってもらうための広報活動で
あった。私たちは今年度から本格的にバナナ募金の活動を始めたので、大学内外での認知度が
非常に低かった。そこで、白山祭という多くの方々が訪れるイベントを利用して、認知度の向
上に努めた。はじめに広報部の重要な仕事として、ポスターとチラシを作成した。ポスターや
チラシからご来場された方々の目を引き、私たちの活動に少しでも興味を持ってもらうという
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目的があった。また、チラシを多くの方々に配ることで同様の効果が得られると考えた。実際、
当日はポスターを見てご来場された方も見受けられた。多くの方々に知って、興味を持っても
らうためにはどのようなレイアウトや色使い、文章にすればよいのかを広報部内で話し合い、
ポスターとチラシに反映させることができた。それが集客につながったのではないかと思う。

３

イベント部の活動

白山祭では、主にイベント部はバナナの木の作
成に力を入れた。バナナの木というのは、ダンボ
ールや模造紙を使ってバナナの木に見立てたもの
を作り、そこに実際に自分らの活動記録や学んだ
ことを書いた模造紙を見たり、自分らの説明を聞
いてくれたお客さんが感じたことや福島の子ども
たちにメッセージを書いてもらったりして、それ
をバナナの木に張っていくというものであった。
実際の作成には金属製の服掛けを骨組みにしてそ
こにダンボールを巻いていき、最後に模造紙を巻
いて作った。葉っぱの部分もダンボールと模造紙

写真 8 バナナの木

で本物のバナナの木のような細長い葉っぱを作り、
木につなげることにした。
一日目の最初は、木があるだけでメッセージも
無く、そもそも教室に来てくれる人もいなかった
が、集客をして福島の子どもたちのメッセージを
書いてほしいと伝えたり、輪投げで遊ぶついでに
でもいいからと高校生くらいの学生から小さい子
連れの家族にまで声をかけたりして集客した。二
日間で約 80 枚のメッセージを小さい子どもから
大人まで幅広い人たちから書いてもらうことがで
きた。そのメッセージを集めた後は、メッセージ
を読みやすくするため、写真なども張ってアルバ
ムのようなものを作り、後日福島を訪問した際に、

写真 9 バナナの木プロジェクトの様子

いつもバナナを送っている幼稚園・保育所に直接
届けた。
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４ 物販部
各部署でそれぞれの役割を担うなか、私が所属する部署ではバナナ募金の活動を行っている
APLA さんが取り扱っている通販商品を販売することになった。私たち物販部は、物品販売を
通して利益を追求するのではなく、あくまでも BMS、そして APLA という団体の広報を後押
しすることを目標として、当日まで準備に取り掛かった。
白山祭当日までに行った準備内容は、大きく分けると二つある。第一に、販売する商品の決
定とその商品を使った料理のレシピを考えることである。APLA との交渉は主に 3 年生が担当
した。また、物販する商品の決定は、物販部全員で行った。商品は BMS の活動に関連するも
の、つまり福島に関連するものを取り入れることにした。APLA が取り扱う福島支援に関連す
る商品のなかから、私たちが選んだのは「まるごとジュース」という商品だ。この商品は、福
島県の JA みちのく安達と二本松有機農業研究会が生産している。使用されているにんじんは、
農薬、化学肥料を使用しない有機栽培で育てられている。APLA では、福島の農業が継続でき
るように、放射線量の測定と明示を条件に、国産商品を販売している。放射線物質（セシウム）
に対して世界的に最も厳しい基準値を定めているドイツ放射線防護令を参考にし、乳児・子ど
も・青少年に適応されている 4Bq/kg を採用し、その基準を満たすもののみを販売している4。
また、まるごとジュースの他に、
「マスコバド糖かりんとう」と「マスコバド糖黒飴」の販売す
ることに決めた。これらの商品は、フィリピンのネグロス島の農地で有機栽培により育てられ
たサトウキビを使用している。したがって、私たちはまるごとジュース、マスコバド糖かりん
とう、マスコバド糖黒飴の 3 品を販売することにした。
準備内容の 2 つ目であるレシピについては、主に 2 年生が担当した。レシピは、今回物品販
売で取り扱う商品それぞれにつけてお渡しすることになった。また、それに加えて、バナナ募
金で福島に届けられるバランゴンバナナを使用したレシピも紹介することにした。
したがって、
4 種類のレシピを作成した。ただし、既存のレシピを載せるのではなく、ひと手間加えた、オ
リジナルのレシピを紹介した。レシピの内容は、バランゴンバナナを使用した「バナナスムー
ジー」
、まるごとジュースを使用した「炊き込みご飯」、マスコバド糖かりんとうを使用した「か
りんとうアイスクッキーサンド」
、そしてマスコバド糖黒飴を使用した「黒糖蒸しパン」
である。
当日は、展示を見てもらったあとに物品販売のブースに来ていただけるような順路にした。
最初は、物品販売ブースを見るお客様が少なかったが、直接どのような商品なのかを説明する
と、聞いてくださり、購入してくださる方もいた。一方で、商品を購入してくださった方へ商
品に応じたレシピをお渡しすることを徹底することができなかった。

4

http://www.aplashop.jp/shop/item_detail?category_id=320542&item_id=783603 [2014 年
12 月 26 日閲覧]
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活動から感じたこと

１ 広報部
白山祭を振り返ってみて、多くの方々に知ってもらうという点で、SNS をうまく利用できな
かったことが反省としてあげられる。現代において Twitter や Facebook などの SNS は幅広い
年齢層の人が利用しているため、広報には最適であったと思う。しかし、うまく活用できなか
ったために私たちの期待以上の集客はできなかった。また、ご来場された方の年齢層も偏って
しまったように思われる。SNS の活用については、白山祭だけでなく他のイベントの際にも反
省していた点なので反省を生かせていなかった。今後は SNS を活用し、私たちの認知度の向
上に努めていきたいと思う。

２ イベント部
このイベントを通して感じたことは、普段ニュースなどで福島原発のことや東日本大震災で
苦しい思いをしている福島県を応援しようという気持ちを持っている人は多いことが分かった。
しかし実際にボランティアに参加したり、何かしらの支援をしたりしている人は少ない。今回
のように来てくれた人が誰でも簡単に福島の子どもたちを応援できる機会があると知ると、意
外と自分らの活動をしている教室に足を運びメッセージを書いてくれる人が多かったというこ
とに驚いた。
この出来事から、福島のことに関心がなく支援をする気にもならないわけではなく、何か力
になりたいと思っているが行動に移す機会がなかったり、行動するにしても実際に訪問してボ
ランティアをするには都合が合わなかったりするが、誰でも簡単に応援のメッセージが届けら
れるチャンスがあると人は行動してくれるということが分かった。

３ 物販部
準備の段階と当日の運営から学んだのは、自ら動かないことには何も始まらないということ
である。APLA さんとの交渉もそうだが、白山祭へ実際に来ていただいたお客様に対し、展示
を見てもらうだけでなく、自分たちがどんな商品を紹介しているのかをメンバーが口に出して
説明する方が、説得力が生まれ、聞いている人の興味を引き出せるのだ。ただ物品を置くだけ
だと、素通りする人が多かった。試行錯誤を繰り返したが、積極的に声をかけるということで
随分変化が現れたのだ。声をかけるという行為は、人によっては抵抗を感じてしまうかもしれ
ない。しかし、一歩踏み出すことによって、その人と繋がりを築くことができるのである。
来場者のなかで、自身が広島原爆の被爆者 2 世だと教えてくださった男性がいた。彼の放射能
の対する意見は、福島の親子支援をしている私たちにとって、とても大切なものとなった。情
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報を発信するだけでなく、受信した情報をどう活かすかも活動をする上で重要になってくるで
あろう。

４

全体を通して

全体を通して、白山祭は「繋がり」ということの大切さを実感できたことが一番の収穫だっ
た。広報では、白山祭前日までにどのように BMS の活動を認知してもらうか、当日いらした
来場者にどのように足を運んでいただけるかを Twitter やチラシ、ポスターを通して考え、実
行した。
「笑顔の木プロジェクト」では、福島ツアーで訪問先の幼稚園に届けるメッセージを来
場されたお客様に書いていただいたが、どのお客様も福島だけでなく、東日本大震災の被災地
となった東北に対して、
何か支援をしたいという気持ちがあることが文字になって表れていた。
BMS の展示を通して、東北への支援を考えるきっかけになったら、これ以上の嬉しいことは
ないだろう。物販では、商品を説明することでお客様との距離が縮まり、お話を聞くことがで
きた。繋がりというのは、待っているだけでは作ることができない、私たち自身で作り上げて
いくものであることが実感できたのだ。
白山祭で得たこともある一方で、反省点もある。白山祭後日、授業で反省点を挙げていくこ
ととなった。大きく分けると 2 つ挙げられた。一つ目は準備不足である。これはチャリティイ
ベント、料理教室でも挙げられていた点だ。以前の反省を活かし、スケジュールの管理をする
ことを徹底したが、私たちが考えている以上に時間がなく、当日まで準備に追われることにな
ってしまった。もちろん、各々の用事があることは承知しているが、BMS の活動を行う時間
が少なく、授業外で集まって活動をすることが少なかったことが、準備ができなかった原因だ
と考えた。次は広報の活動がうまくできなかった点だ。以前開催したチャリティイベントに参
加してくださったサークルや BMS と同様な活動をしている団体に事前に声をかけておくなど、
学内での繋がりを作っておくことができなかった。
白山祭で他の部署との連携の取り方や、どのように準備をしていくかなどの流れを掴むこと
ができた。今後、何かのイベントを開催する際には、この経験や反省を活かし、よりよい活動
ができるだろう。
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福島訪問
萩 原 隆 也・太 田 明 里
社会文化システム学科 2 年

● 日時：2014 年 11 月 29 日～11 月 30 日の一泊二日
● 実施場所：福島県福島市、二本松市
● 参加者：
（3 年）和智 日出人

（2 年）千島 滉平、笠木 健汰、斎藤 信太浪、

大谷 洸成、鈴木 研亮、萩原 隆也、輿石 梨穂、山崎 寛未、太田 明里

Ⅰ

訪問概要

私たちは 2014 年度から NPO 法人 APLA が行っている、フィリピンの無農薬で栽培されてい
るバランゴンバナナを福島の子どもたちに届けるという「バナナ募金」を支援するために活動
を行っている。そこで、この活動の主なテーマとなる福島と福島の子どもたちついて 1 年間ボ
ランティア活動を通し、また外部の方からお話しを聞くなどしてきた。これらのことを行うに
あたって福島の問題について文献をもとに学んでいくと同時に、福島の現状はどうなっている
のだろうかなどの疑問点も抱いてきた。今年からバナナ募金に加わった 2 年生のメンバーはま
だ福島に訪れたことがなく知識が乏しい所があり実際に福島を訪れ自分たちの目で見て、現地
の人のお話を直接聞く必要があった。そんな私たちにはこの福島訪問は絶好の機会であり、未
だ福島に訪れたことのない 3 年生と 2 年生全員が APLA の大久保さんと共に参加した。

Ⅱ

活動内容

１ 1 日目（11 月 29 日）
私たちがまず初めに訪れたのは福島市内に位置し、実際に APLA がバナナを届けている
「わかば保育園」であった。この日はたまたま園長先生が不在だったため、副園長先生にお話
を伺った。一番初めに訪れた場所ということもあり、また実際に原発の被害にあっている人た
ちにもお会いするのが初めてで、私たちは緊張していた。だが、そのような私たちをとても暖
かく迎えてくれたのが、
この副園長先生であった。
副園長先生は以下のお話をしてくださった。
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―副園長先生のお話―
未だ福島は除染作業が続いており、わ
かば保育園も他県の人が来て除染作業を
してもらっている。その成果もありモニ
タリングポストの値は下がっているよう
だ。しかし、震災前のような普通の生活
に完全に戻ることはまだできておらず、
何とか戻そうと努力している。モニタリ
ングポストは色々なところに設置されて
いるが、海辺のほうや山の中などはまだ
線量が高く、園児たちの外遊びは園ごと
によって規制されているところもあるよ
うだ。震災直後は前と同じように外で遊
べるわけもなく、室内遊びに限られてい
た。そのため室内で遊べるものを増やす

写真 10 室内の遊具

対策をした。震災から 1 年間は外で思
い切り遊ぶことのできないストレスか
らか、園児同士でのケンカや、廊下を
走るなどの問題が起こっていた。
まだこのときは余震も続いていて、
危機感から余震が来るたびに子どもた
ちは隠れるといった癖がついた。これ
もストレスの原因であったと副園長先
生はおしゃっていた。怖くて眠ること
ができない子どももいたということを
聞き、
相当過酷だったのだろうと感じた。

写真 11 室内の遊び場

しかし、1 年経ったころから地震の記憶は薄まっていき、震災から約 3 年半の月日が経ちやっ
と外へ散歩に連れていけるようになった。震災前のように長時間散歩をするというわけにはい
かず、最初は 15 分単位から行った。保護者の方も子どもたちが外で遊んでないのは知ってい
るため、土日になると線量の低い遠いところに連れていき遊ばせるため、月曜に保育園来ると
ぐったりしていた。
だが、外で遊べないことよりも一番不安なのが、食材に関することだそうだ。食材に関する
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不安は保護者のほうが強く、保育園にあ
る蛇口の水を飲ませないように家から水
筒を持参させるなどと、とても気をくば
っていた。使う食材は必ずモニタリング
検査を行い、写真のように献立表と共に
放射線物質量の測定結果を出すなどの対
策をとっていた。特に山にある栗、キウ
イ、柿は放射線量が高く、たけのこやき
のこはセシウムを吸ってしまう。さらに
魚は日本海側のものを使ってほしいなど
保護者からの要望が出るなど、かなり厳
しい状況にあったという。そこで主任以
上の役職の人は専門家のところへ研修に

写真 12

献立表

行きどう対策を練ればいいか考えた。
3 年半たった今でもここまで大変な思いをしているとは思わなかったため非常に驚いた。最
後に副園長先生は、私たちは忘れられるのが一番怖い、しかしこうやって支援する側とされる
側とはでは会う機会がないのであって、お話するとやはり忘れられてないと感じうれしいとお
っしゃっていた。わずかな力にしかなれず自分に自信がなかった私だが、逆に励まされる一言
だった。
その後私たちは福島市内を出て、二本松市に住んでいる有機農業家の大内 信一さんのお宅へ
と向かった。大内さんは 16 代続く有機栽培の農家である。今は息子の大内督さんと一緒に農
業を営んでいる。

―大内信一さんのお話―
元々、大内さんはいろいろな作物を作っていたのだが、震災後に作物の出荷は 6 割も減少し
てしまった。米や豆ほうれん草は放射線量が高く出荷ができなくなってしまった。山の近くに
畑があるため、土がどうしてもセシウムを吸ってしまうので出荷を断念するしかなかったそう
だ。農家として 6 割の減少は大打撃だったそうで、当時はかなり頭を悩ませていた。しかし、
チェルノブイリ原発事故で救援を行っていた河田昌東さんが震災後駆けつけてくれ、専門的知
識を与てくれた。河田さんはトマト、ニンジン、キュウリ、ナスはセシウムを吸わないため栽
培が可能ということを教えてくれたため、大内さんはこの 4 種の野菜の栽培を開始した。私た
ちは白山祭の物販で、にんじんジュースを販売したのだが、そのにんじんジュースは大内さん
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が作っているものである。震災直後は風
評被害もあり売れなかったが、河田さん
のアドバイスにより危機を脱したという。
風評被害に関してはよくテレビや新聞
などで聞いていたり、読んだりしていた
が実際の被害にあった方から直接お話し
を伺うと、とてもショッキングであり、
今後気を付けていかなくてはならないと
改めて感じた。ほかに油の自給やコット
ン栽培もおこなっている大内さんは、原

写真 13 大内さんの畑

発に対して、
「止まったらきっと癒される、
しかし再稼働してしまったのでエネルギーの自給にも今後取り組んでいきたい」と言っていた。
その後私たちは、二本松市内で有機栽培したリンゴからワインを作るワイナリーへ向かい工
場を見学させていただいた。夕食も兼ね、交流会もした。

２

2 日目（11 月 30 日）

宿泊でお世話になった山崎さんご夫婦が、起床後に朝食をごちそうしてくれ、その後に東日
本大震災についてお話をしてくれた。
最初に、
震災後の果樹園の経営のことについて尋ねると、
消費者は震災当初は 6 割減ったが、
現在は 5 割程度戻ってきている状況だという。やはり現在でも風評による影響は受けているよ
うだが、震災から 3 年経った今、経営は回復しつつある状況であった。福島の野菜は、一部を
除いて、基本的に震災後間もないころから放射性物質の数値は危ないとされる基準を下回って
いた。作物は、きちんと栄養があれば、
基本的にセシウムは吸わないらしい。ホ
ウレンソウ、大豆、きのこ、米、豆は水
をたくさん吸う作物のため、しばらく放
射性物質の基準値を満たせなかったのだ
が、震災後一ヶ月後の 4 月にはネギだけ
は出荷した。そしてその更にその一ヶ月
後の 5 月には、先ほど記述した一部の野
菜以外は安全な結果が出たので出荷した
のだが、全く売れなかったらしい。やは
り今後解決したい問題の中のひとつにあ
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る、福島の野菜の安全の認知をもっと広めて風評による影響をなくす、ということは大きいの
だろう。
また、印象的であったのは震災が起こった当初の話である。こちらのご夫婦の自宅は山に囲
まれており、近くには道の駅がある。奥さんは震災の起こった翌日から、道の駅において自宅
で採れたお米を使って、炊き出しを行ったという。震災後、着の身着のまま家を飛び出し、避
難している人びとは当然食べものなども持ち合わせていない。道の駅からこちらの夫婦の自宅
の前まで、炊き出しのおにぎりを求めて長蛇の行列ができた。最初はボランティアとして、無
償でおにぎりを渡していたのだが、ある時から 1 個 100 円にしたという。不思議に思ったので
理由を聞くと、無料だといくつかほしくても、遠慮をしてしまって人数分しか皆がもらってい
かないからなのだそうだ。購入するのであれば、皆食べたいだけ好きな分買っていって食べる
ことができるから、ということらしい。
お話の後、りんごの果樹園で農業体験をさせてもらった。りんごの収穫体験をさせてもらっ
たのだが、採ったりんごを全て持ち帰るようにと言ってくれたので、全員大量のりんごをビニ
ール袋に詰めてもらって持ち帰ることとなった。
その後昼食を取り、こひつじ幼稚園を訪問した。園長さんをはじめとして、その日訪れてい
た園児、園児の保護者の方、関係者の方々が暖かく迎えてくれた。昼食後であったのだが、う
どんを用意してくれていて、そこでまた会食することになった。歓迎の印として、園長先生が
りんごとタオルをひとりひとりに配ってくださった。また、園児によるギターと歌による演奏
も行ってくれた。私たちも、白山祭の時に集めた福島の子どもたちへのメッセージと写真の貼
ってある手作りのアルバムをお渡しした。その後、私たちメンバーの一人一人の紹介をして、
園長先生を含めた数名の方からたくさんお話を聞くことができた。
主に福島の震災の話をしてくれたのは園長先生だった。一日目に訪れた保育園で話の中心と
なったのは放射能のことであったので、こちらの幼稚園でもそのお話をよく聞くことができた。
子どもが放射能の影響を受ける確率は大人の 5～10 倍だというので、こちらの幼稚園でも放射
能のことはとても気を使っているようであった。散歩などをさせて子どもたちを動かせてあげ
たいが、やはり放射能の影響が心配なので、散歩の時間などに制限をかけたり遠くの県外へ遠
足に行ったりするなど工夫をした。一方、飲み水を心配する保護者の声が大きかったので、飲
料水は購入したものを自宅から水筒で持ってきている園児もいた。現在でも幼稚園の水道水を
使わず、水筒を持ってきている園児がいるという。
また、こちらでも震災当初のお話を聞かせてもらった。震災当初、園長先生と何人かの園児
はハワイへ避難したらしい。キリスト教の幼稚園で、園長先生は熱心なクリスチャンのため、
ハワイに知り合いの方がいらっしゃったらしく、2 週間ほど滞在していたのだという。その時、
ハワイの教会で現地の人びとが福島のために祈りを捧げていてくれたことが印象的だと語って
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いらっしゃっていた。その後、幼稚園の
庭の土、屋根などを、ジェルを使って除
染したのだという。このジェル除染とい
うのは当時の日本にはまだあまり普及し
ていなかったらしく、アメリカ人の知り
合いの方に頼んでやってもらったらしい。
一方、震災後、こひつじ幼稚園の園児
たちは震災当時の首相であった菅総理に
手紙を書いて送ったという。それに対し
て、福島の子どもたちを気遣う言葉と、
必ず原発の再稼働を防ぎたいとの旨の返

写真 15 こひつじ幼稚園にて

事が返ってきた。そのため、園長先生は
原発再稼働に対しては悲しい気持ちがあると話してくれた。震災から時が経ってニュースや選
挙で福島のことが話題にならなくなり、辛い気持ちになるという。さらに、私たちの活動やバ
ナナ募金の活動に関してもお話をしてくれた。園長先生は震災が終わって数年立つが、まだ福
島の傷は癒えていない、
募金をしてくれたり、こうして福島に足を運んでくれたりすることで、
福島が忘れられていないのだと感じることができると語ってくださり、私たちが募金してバナ
ナを送り続けていることが、とても励ましになるのだという。それを聞いて、APLA の大久保
さんは「細々とだけれど、これからも続けていこうと思います」と返答していた。菅

Ⅲ

感想

１ 1 日目（11 月 29 日）
今回の訪問で初めて福島を訪れたのだが、やはり実際に足を運ぶのと運ばないとではかなり
大きな差があるのだと感じた。福島の子どもたちが何も気にせず外で遊べない現状は知ってい
たが、一年間全く遊べなかったとは知らなかった。さらにその時の子どもたちの状況も全く分
からなかったので、話を聞きさみしい気持ちになると同時にこれからどんなことが起きても心
が折れないようなたくましい子に育ってほしいというような応援する気持ちにもなった。農家
の話では、実際にセシウムが検出され、それを改善しようとしているのに、風評被害が出てし
まうことなど、農家にとってこれほど悲しいことはないと感じた。これらは実際に直接話を聞
かないとわからないし出てこない感情だ。この経験は非常に大切なものであり、とてもこれか
らの活動に意味のあるものだと私は考える。
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2 日目（11 月 30 日）

福島へ訪問し、いろいろな人から震災当時、復興、現在の話を聞く中で一番印象に残ってい
るのが「福島を忘れないで」という声だ。震災からもう三年経つが、福島の人びとの日常はま
だ完全に戻ってきたというわけではない。ニュースでは福島の話を見なくなり、選挙時の公約
でも、福島のことを中心に語る人は少なくなった。避難区域が指定され今も家に帰れない人び
とがいるのに、原発も再稼働が決まった。そういった雰囲気を福島の人びとは敏感に感じ取っ
ている。私は正直、今回の訪問でここまで手厚く歓迎されて、お礼をたくさん言われるとは思
っていなかった。
そこまで現地の人びとにありがたく思われているとは思えていなかったのだ。
今まで見えない誰かのために募金活動を続けていたが、こうして訪問したあとには意識も大き
く変わった。
また、現地の人たちから聞く当時の状況、心境などはニュースやテレビの特集で見るのとは
面と向かっているだけに感じる重みが違い、ショッキングな内容に感じた。また、福島の人び
との郷土愛を感じたのがとても印象に残った。皆口々に、福島を出て行きたくない、福島が好
きだとおっしゃった。愛する故郷が放射能の影響を受け、県外へ出て行く人も増えて、どれだ
け辛かっただろうと思う。これからも自分の出来ることを探して、福島のことは忘れないと固
く決心した。現地の人びとは福島を第二の故郷と思って欲しい、是非また来て欲しいと語って
くれた。本当に暖かく素敵な人たちに恵まれて、素晴らしい経験ができたと思っている。今回
の訪問が来年の活動に続けられることを願う。
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社会文化体験演習シンポジウム
鈴 木 研 亮
社会文化システム学科 2 年

● 日時：2014 年 12 月 6 日

13 時 30～16 時 45 分

● 実施場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館

I

概要

本シンポジウムでは、社会文化システム学科の 1 年生や学外の方々を招き、「社会文化体験
演習」の社会貢献分野、キャリア分野、国際理解分野の代表学生が、今まで行ってきた活動や
実績を、発表すると同時に、同志社女子大学の藤原孝章教授にスタディツアーの意義に関する
講演をしていただいた。そして発表した各分野の学生たちと藤原教授にディスカッションをし
てもらい、外部の方々や 1 年生からの質疑応答を行った。

Ⅱ

内容

１ 藤原孝章教授による講演
初めに同志社女子大学の藤原孝章教授に、「アクティブ・ラーニングとしてのスタディツア
ー」と題する講演を行ってもらった。まず藤原教授は、国際理解教育から見た海外研修・スタ
ディツアー研究の枠組みとして 4 つのアプローチを紹介してくれた。それはスタディツアー論、
学び論、相互交流論、授業づくり論である。1 つ目は、国際理解教育において育成すべき地球
市民的資質のために、
どのような視点が必要とされるのかを考察するというスタディツアー論。
2 つ目は「行ってよかった」
「出会いや体験があった」
「自分が変わった」という高揚感の主観
性や旅行商品のキャッチコピーの中身を対象化し、学習変容論からとらえた学び論。3 つ目は、
通常の報告書が参加者の体験学習の成果のみを記述するのに対し、観光学や開発教育が指摘し
ているように、ゲストとホストの二分論に終わらない、両者の相互作用、交流の観点から分析
した相互交流論。そして最後の 4 つ目は、海外研修・スタディツアーを教材開発や授業作りに
生かそうとする学校教育の立ち位置について考察する授業づくり論である。
これら 4 つのアプローチは、私たちが「社会文化体験演習」を受講している学生たちにもつ
ながるとこはあるのではないかと感じた。主に 2 つ目の学び論は、福島へ行った私にも実感で
きるものであった。現地での見学と交流活動を通して、今までの学校教育、いわゆる机の上で
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の学びとは違ったものを学ぶことが出来た。それはまた机の上での勉強と関連付けることが大
事なことであるのだとも感じた。なぜなら、どちらか一つだけの学びでは足りないからだ。主
に机の上での学びは正しい知識をつけるためにある。だが、ただインプットするだけでは、な
んのための学びかわからないし、
また現場で行動をした後に新たな学びが生まれるのだと思う。
藤原教授は、現地での学びの大切さを改めて考えさせてくれた。現地に行くことで初めて感
じることができるものがあるから、やはり現地での学びをもっと積極的にしていきたい。

２

学生発表

学生発表では、まず初めに国際理解分野が発表した。国際理解分野では、
「古着を通してグロ
ーバル化を学ぶ」という活動を行っていた。古着とは私たちの生活の中ですごく身近なもので
ある。そんな身近なものが、どうやって世界とつながっているのかを発表してくれた。例えば、
ある服は安い賃金で雇われている人たちによって中国で製造され、日本で売買され、その服が
今度は古着となり、日本やマレーシアで選別され、古着として売られるのだと言う。私たちが
普段身に着けている身近な服が、こんなにも海外とつながっているのだと知り、この流通のあ
り方はすごく興味深いと感じた。またもう一つ興味深かったのは、国際理解分野の人たちはマ
レーシアでの調査によって、メディアや本から事前に得ていたイメージが瓦解したということ
だ。
「出稼ぎ労働者（インドネシア人）＝子どもの教育費を稼ぐのが目的」と感じていたが、実
際に現地で聞いてみると友人をつくりながら、家族のために働いていたという。出稼ぎ労働者
のように、苦労しているようなイメージがあるのだと思う。しかし実際、そこでの生活をして
いる人たちが何を感じ生きているのかは、メディアや本からは知ることができず、現地に行っ
て初めて感じることができるのだ。
次に、私たち社会貢献分野である BMS が発表した。社会貢献分野の発表者は、もともと大
谷君と牛丸さんだったのだが、牛丸さ
んが体調を崩して来れなくなってしま
ったため、急きょ和智さんが牛丸さん
の代理に入ってもらい何とか無事発表
をすることができた。社会貢献分野は
まず今までの活動内容を報告していっ
た。
私たち社会貢献分野は、
昨年 APLA
さんに協力して、バナナ募金を主体と
した活動を始めるところまで行きつい
た。3 つの分野の中で、社会貢献分野
の特徴として目立ったのは、このバナ

写真 16 学生発表の様子
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ナ募金であろう。農薬を使わずに育てたフィリピンのバランゴンバナナを APLA の関連団体が
買い付け、
そのフェアトレードの無農薬バランゴンバナナを福島の子どもたちに届けるのだが、
そのバランゴンバナナを購入するお金を集めるためにバナナ募金を行っている。フィリピンと
福島という一見、関係のないような場所の人たちが結びつき、その関係が福島の子どもたちに
笑顔を与えている。その架け橋としてバナナ募金はあり、それを支援しているのが社会貢献分
野である。
主にバナナ募金の活動を行ってきたわけだが、やはり 2 度の福島訪問は、私たちの分野にと
ってとても有意義なものであった。私は 2 度目の訪問に参加したのだが、すごく印象的だった
のは福島の人たちの笑顔である。東日本大震災があり、原発事故があり、たくさんの人がつら
く悲しい思いをしている暗いイメージがあった。しかし、私たちが訪問した場所はどこも、笑
顔の人が多かったのだ。訪問したある農家の人は、
「笑顔でいなければ、誰も寄ってこない」と
いう。この言葉はすごく印象的だった。このことは発表者の和智さんも言っていて、私と同様
とても印象的なものであったそうだ。どんなにつらいことがあっても、笑顔でいる。本当に福
島の人たちは、強いと感じた。またもう一人の発表者の大谷君は、実際に現地で福島の農作物
は放射線量が低くなってきたことを知って、だいたいの作物が食べられるようになってきたの
に、なぜ売れないのかということが印象に残っていたという。現状、まだ震災前の 5 割程度し
かお客さんが戻ってきていないそうだ。このように福島ではまだまだ風評被害が強いのだとい
う。事実を知っている私たちはもっと周りにこの事実を伝えていかないといけないと感じた。
そして最後に発表を行ったのはキャリア分野だ。キャリア分野はラオスコーヒーの製品化と
販売を通した生産者地域の支援事業を行ってきたが、すごく計画的で実践的だと発表を通して
感じた。まず 2013 年にラオスに行き、ラオスのコーヒー農家やフェアトレードの現状を知っ
た。そして 2014 年にラオスコーヒーの製品化に向けて新プロジェクトが始動していき、一番
初めに事業計画書を書いた。事業計画書は、自分たちがどんな目的で何をしていくかを明確に
決めるためすごく重要である。この計画性が私たち社会貢献分野に足りなかったところだと改
めて感じさせられた。
私たち社会貢献分野は、いろいろなことに挑戦をしていったとは思うが、
計画性がなく、成功したといえるものは少ないと思う。何か行動を起こすとき、やはり基礎を
支えるのは、計画である。当たり前のことだからこそ、そこが欠けるとたいてい上手くことは
進まないのだと痛感した。計画性があったキャリア分野は、無事、製品を完成させ、大学構内
で製品のお披露目イベントや移動販売車での構外カフェまでも行い、私の中に大きな印象を残
した。

３

パネルディスカッション

今まで発表してきた学生たちが、同志社大学の藤原孝章教授や学外からいらした先生方との
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パネルディスカッションを行った。パネルディスカッションの中で「現地へ行って、初めて感
じたことは何ですか」という質問があった。そこでの大谷君の答えが、
「福島の農作物が、国が
定めた放射性物質の基準値よりも低いのに、まだ売れず 3 年間経った今でもやっと震災前の売
り上げの 5 割に戻ったということに驚いた」ということだが、自分も同じように感じていた。
風評被害というものは本当に恐ろしいとも感じた。安全なものを売っているのになぜ売れな
いのか。福島で食べたリンゴはあんなにおいしかったのになぜ売れないのか。確かに、福島の
食べ物と聞くと少し不安になる部分はある。しかし、実際には出荷する前に放射性物質の量を
測っていて安全なものだけを売っている。たくさんの情報が流れ、正しい情報が何なのかわか
らなくなってしまっている今の世の中では、私たちはもっと正しい情報がどれか見分けられる
ようにする力をつける必要があるだろう。
またテレビなどで最近あまり福島の話題を聞かなくなってきた。テレビなど大きなメディア
がもっと福島の作物は安全であるなど正しい情報を流していかないといけないのではないかと
思う。私も現地に行って、農家の人に聞いて初めて今の福島のことを知った。3 年経った今、
復興もまだで、原発の問題も解決していないのだから、メディアや国が福島のことをもっと取
り上げていかなければ、福島が忘れられてしまうと思う。

Ⅲ シンポジウムを終えての感想
今回のシンポジウムを終えて、私は沢山のことを学んだ。また、「社会文化体験演習」の私
たちとは異なる分野の人たちの活動報告を聞いて、自分たちには何が足りなかったのかなど、
反省の部分がたくさん出てきた。反省点では、ほかの分野に比べ計画性がなかったということ
だ。何を目的に、どんな風に活動を行っていくのか、もっと具体的に決めていく必要があった
と強く感じた。
また学びの点で重要だったのは、藤原孝章教授の講演や「社会文化体験演習」のどの分野に
も共通する、現地での活動の大切さであったと思う。私が普段いるような場所では決して感じ
ることができないものを、現地では感じさせてくれるのだ。そこにはきっと真実があるのだと
思う。福島に行かなければ、上でも述べたように「笑顔でいなければ、誰も寄ってこない」と
いうことを、訪問した農家の人が思っているなどわかるはずもなかった。そしてそれは私の心
の中で福島を忘れてはいけない、あの笑顔を絶やしたくないと感じさせてくれた。現地へ行っ
て初めて学べること、それをこれからも大切にしていかなければならない。
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永野美代子さんの講演
大 木 映 里 奈
社会文化システム学科 3 年

● 講演者：永野美代子さん（NPO 法人

子育て環境を考える虹の会

● タイトル：福島における子育てをめぐる環境

代表）

～大学生・外部からの支援の可能性～

● 日時：2014 年 7 月 11 日
● 場所：東洋大学（白山キャンパス）5208 教室

Ⅰ 講演内容
１ 「たんぽぽサロン」の始まり
永野さんは福島県白河市在住の保育士として東日本大震災後、福島県に住む親子の支援をさ
れてきた。福島県の子どもたちは放射能の影響から外で遊ぶことができず、母親たちもさまざ
まな悩みやストレスを抱えている。永野さんはそんな親子が安心できる居場所を作り、少しで
も笑顔になってもらいたいという強い願いで、震災直後の 2011 年 5 月に福島県白河市に「た
んぽぽサロン」を開設された。たんぽぽサロンでは白河市やその近隣市町村に住む親子に交流
の場を提供し、核家族化や少子化により家に籠りがちになり子育てで孤立したり、精神的に追
い込まれやすかったりする環境にある親への予防的役割を担い、
地域の中で支え合える子育て、
お互いが成長できる居場所づくりを目
指している。
たんぽぽサロンの開設当初は放射線
量も高く、自主避難する親子も数多く
いる中で家庭や仕事の関係で避難でき
ずに日々悩み苦しむ親子もいた。その
不安な気持ちを同じような思いを抱え
ている人びとと話すことで自分が１人
ではないということを感じて欲しいと
いう想いを込めてたんぽぽサロンが始
まった。
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２ 「たんぽぽサロン」の再スタート
たんぽぽサロンは 2014 年現在で開設 3 年目を迎え、今まで使用していた施設では活動がで
きなくなり、2014 年 3 月末に現在の白河市内の活動拠点に移動し活動を再開した。永野さん
が新しい活動拠点を見つける際の条件としたのは、放射線量がなるべく低く子どもたちが安心
して遊ぶことのできる場所、母親や乳幼児も休むことのできる場所であり、１カ月かけて探し
出した場所が現在の活動拠点である。これから使用する施設をより活動しやすく、子どもたち
を安心して遊ばせることができるように永野さんとサロンに来るお母さん方で協力して畳を替
えたり、壁にペンキを塗ったりするなどのリフォームを行った。

３ 自然との触れ合い
東日本大震災、東京電力福島第一原発事故の影響で、外で遊べず、自然と触れあうことがで
きずにいる子どもたちのための「しぜんとあそぼう」というイベントが白河市の中央体育館で
開催された。落ち葉で満たされたプール、松ぼっくりやどんぐりを使った工作の場が設けてあ
り、子どもたちは歓声を上げ大はしゃぎであったそうだ。その時使われた落ち葉などは永野さ
んの呼びかけに賛同した方たちによって全国各地から寄せられたものであり、それらはそのま
ま送られたのではなく、衛生面を考慮して乾燥させてあった。また、ボランティアとして参加
した長崎県の佐世保市の高校生と子どもたちが楽しそうに触れ合う様子が『福島民友新聞』に
掲載された。
イベントに参加した方の感想として、いつもは外出しても土も葉っぱも石も触ってはいけな
いと子どもに言わなければならず、それを言っている自分自身が悲しく感じられてしまうが、
このイベントでは何も言わずに子どもの欲求のままに思いっきり遊ばせてあげられたことが親
にとっても子どもにとっても良い経験となったと思うという喜びの声が寄せられていた。

４

親子ふれあい遊びと親ピア・ミーティング

長期化する避難生活や低線量被曝等の影響で幼い子どもがいる家庭の親たちほどストレスが
大きく、心のケアを必要としている。子どもの心のケアにとっても保護者の安定を保つ必要が
あり、コミュニティにおけるサポート体制が必要不可欠である。それらに対する支援方法の一
つとして臨床心理士、保育士、助産師、栄養士、子育て支援員などそれぞれの専門家たちが協
働して行っているのが、親子ふれあい遊びと親ピア・ミーティングである。
親子遊びでは親子が共に遊ぶことで子どもが楽しそうに笑い、そんな子どもの笑顔を見て親
が笑顔になり、また親の笑顔を見て子どもが笑顔になるといった笑顔の相互作用が生じ、心安
らかにしている。そのような親子が触れ合って遊ぶことによる心のケアが、親子遊びの目的で
ある。保育士はその目的のために、参加者の様子を見てその時々で参加者にあった親子のふれ
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あいあそびを組み立てている。親子あそびの主な例としては歌を歌うこと、手遊び、ひざのせ
あそび、おんぶで歩くあそびなど、心のケアにつながるよう親子の肌が触れあうような遊びが
多い。
親子あそび、親ミーティングの終了後には、スタッフのみでミーティングを行っている。参
加者にとって今回の遊びは適切で効果的であったか、親ミーティングではどんなことが語られ
参加者の反応はどうであったか、見ていて心配になる親や子どもがいたか、いた場合はどんな
配慮をすべきかなど地域の保健師らに処置を願い支援に持続性をもたせている。

Ⅱ

まとめ

私たちは福島県で活動をしている永野さんの講演を聞き現在の福島県の子どもたち、子育て
環境について知り、今後私たちが福島県の子どもたちのために、
親子のために何ができるのか、
また私たち学生にできることは何なのかということを改めて考えたいと思い講演会に参加した。
今年度に入ってからはまだ福島県に行くことができていなかったため、ずっと福島県で活動を
続けている永野さんの講演は現在の福島県の親子の現状を知るとても良い機会であった。福島
県の子どもたちは同年代の子どもと比べて土、川・湖などの水、太陽といった自然との触れ合
いがまだまだ足りておらず、永野さんたちが行っているような屋内でできる安全な自然との触
れ合いの場の需要の高さを感じた。
また親ミーティングでは、参加者は自分が１人で抱えていた不安を話し、同じような思いを
抱いている人の話、同じような思いを抱いていた人からのアドバイスを聞くことで不安で一杯
だった気持ちが少し安心に変わり、心に余裕が持てるようになることで親子関係にも良い影響
を与えているようだ。親子ふれあい遊びでも親が笑顔になることで子どもも笑顔になれるとい
う親の心の安定が第一に必要であることがわかった。
目に見えないものから子どもたちを守らなければならない、子どもたちがしたいようにさせ
たいけどさせてあげられないことが多い、今後福島県がどうなっていくのかという見通しが立
たないといった私たちには想像もできないほどのたくさんの不安を福島県の方たちはいつも抱
いているのだろう。そうであるからこそ、お金を寄付するといった支援よりもまずは永野さん
が行っているような支援、話を聞くこと、話し合えるコミュニティの場を設けること、安心し
て遊べる場所を設けることが必要なのかもしれない。
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第２部は、夏季休暇前に出された以下の課題に対する、メンバーの回答である。

課題：
『福島と原発――誘致から大震災への 50 年』
（福島民報社編集局編著、早稲田大学出版部、
2013 年）を読み、気になった箇所をまとめ、それに対する自身の意見を論述せよ。

社会文化システム学科 3 年

Ⅰ

和 智 日 出 人

文献購読により新しく得た知見

この本を読んで考えを新たにしたことがある。それが、東京電力が加害者で、福島県が一方
的な被害者であるという考え方だ。
それまでの私の中ではこうした考えが基盤となっていたが、
必ずしもそうとは言えない事情もあるということを始めて理解した。さらに、原発問題を私た
ちが考えるときに必要な前提も学べたと考える。ここでは、それらについて報告する。
福島と原発の問題を考える上で、東京電力（以下、東電）と福島県、地元住民の関係性を理
解しておく必要がある。まず東電と県についてだが、近くに家がなく海岸沿いの広い敷地に原
発を建てたい東電と、県の財政が厳しい中でどうにか原発を誘致して税収や地域振興に役立て
たいという県の思惑が見て取れる。実際に、核燃料税などをめぐって県と東電が長い間協議を
続けていたことも本文中に示されている。次に、東電と地元住民との関係だが、原発に対する
地元住民の理解を得たい東電と、多額の寄付を受ける地元住民という構図が見て取れる。この
ことが影響し、地元地域は東電に依存する体質が形成されてしまったと述べられている。県と
地元住民の間でも協議が行われ、原発を誘致するかしないか、福島第二原発を建設するかしな
いかなど、様々なことについて話し合われた。なお、建設前の意見としては、原発が建つこと
によって得られる利益を重視し、建設を推進する声が優勢だったようである。
こうした関係性を踏まえた上で、私なりの見解を示したい。長い協議の末、東電は県に対し
て多額の納税を約束し、原発の建設に至ったわけだが、こうしたこと自体に私は少し疑問を抱
く。つまり、事故が起きるかもしれないというリスクを税金という形で買っているように思え
るのだ。核燃料税の協議といい、
「リスクが高いから高い金を払え」という姿勢自体に疑問を覚
える。それならば、安全のための技術開発に金をまわすようにしたほうがよいのではないかと
思う。例えば、安全にかかわる技術開発において、有用な技術が得られた場合、技術開発費の
うちの一部を税金から控除するといったやり方はどうだろう。こうすれば、安全技術は高まる
のではないか。
一方、東電と地元住民の関係を見てみると、ここにも改善すべき問題があると思う。それは、
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本文でもたびたび述べられている、東電に対する依存の問題だ。確かに、原発の立地によって
雇用が生まれ、地域経済の振興につながることは当然だと思うし、それを批判するつもりもな
いが、東電への依存が激しすぎると、今回のような事故が起きたときに自分たちで再興するこ
とが難しくなると考える。東電を批判するだけでなく、地元地域とのこれまでの関係を見つめ
なおさない限り、再び地域を発展させるのは難しいのではないか。

Ⅱ

私たちがこの問題を考えるにあたって

もうひとつ、私が改めて気づかされたのは、国と東電、あるいは県と東電が抱える問題と、
地域住民が抱える問題の中にはズレが生じているものがあるということだ。もちろん、それぞ
れの立場から発言しているため、違いがあって当然なのだが、大事なのはこうした問題を私た
ちが考えるとき、この違いを理解したうえで考えなければならないということだ。どちらか一
方の立場からだけ問題を考えていたのでは、解決にはたどり着かない。この折り合いをどうつ
けるかにまで考えを及ばせないとならないということを改めて感じた。
原発問題に限らないが、こうした問題を考えるときに私たちが心得なければならない基礎を
改めて学ぶことができた。

社会文化システム学科 3 年

長 谷 川 怜 美

この本を読んで私が重要だと考えたテーマは、「安全神話への過信」、「東京電力と自治体と
の連携」、
「今後の原発問題について」の三つである。
一つ目の「安全神話への過信」について述べる。このテーマは各部でも触れられているが、
特に印象的だったのが、原発のシビアアクシデント（過酷事故）に対する原子力防災訓練に関
して記述されている部分である。
十年ほど前までは過酷事故が起こるという発想がなかったが、
平成 11 年 9 月に茨城県東海村の JCO 東海事業所の臨界事故が発生したことから、原子力防災
訓練が 2 年に一回の頻度から毎年行われるようになった。平成 22 年 11 月に通算 20 回目の原
子力防災訓練が実施されたが、それまでに過酷事故を想定した内容が組み込まれなかったので
ある。このことを踏まえて私は、今回の福島第一原発事故は、
「原発は絶対に安全である」とい
う安全神話を長年過信していた結果が招いた人災であると言えると考えた。訓練を実施する際
に、過酷事故という言葉はないという発言があったと記載もされており、いかに安全神話が浸
透していたかが伺える。訓練とは、万が一に備えて実施するものであり、また万が一の事態に
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陥った際にどのように行動すべきかを考えるものである。安全神話をもとに訓練を実施してい
たのはおかしいのではないだろうか。今回の事故を受けて、今後、万が一原子力防災訓練とし
て最悪の事態に備えた訓練を実施するのなら、是非行い、参加できなかった人たちにもわかり
やすいような行動を考えて欲しいものである。
次に二つ目の「東京電力と自治体との連携」についてだが、これには良い点と悪い点がある。
まず、良い点だが、福島第一原発 1 号機の建設が開始した昭和 40 年代初頭から、大熊町は固
定資産税や国からの交付金などの「原発マネー」によって財政を潤してきた。また、建設する
にあたって、地元の人を雇い、仕事口の一つとしても役割を持っていた。大熊町の発展は福島
第一原発と共にあるといっても過言ではないだろう。一方、悪い点は、東京電力によるトラブ
ル隠しなど、福島第一原発に関する情報が原発の付近にある自治体へ届くスピードがあきらか
に遅いことである。昭和 48 年の放射性廃液の漏出事故、平成 14 年のトラブル隠しの公表、そ
して今回の福島第一原発事故で避難するための情報提供の遅さ。いくらその企業が地元に利益
をもたらしてくれたとしても、地域住民の安全を確保して初めて、企業と地域との間に確かな
信頼関係を築けるのではないだろうか。こう見ると、福島第一原発の付近に住んでいた人びと
は東京電力のことをあまり信用していなかったのではないだろうか。東京電力は被災者の支援
を行うのはもちろんのこと、今後このようなことが起こらないようにより一層自治体と連携を
とっていく必要がある。
最後に三つ目の「今後の原発問題」を述べていく。原発問題に対して、現在、自治体も独自
の対策をとろうとしていたり、原発訴訟に関わる裁判員関係者は原発に関する情報を勉強会と
いう形で蓄えようとしているところである。私はこの傾向は良いことであると考えた。本を読
んでいる限りだと、原発問題については安全神話がつきまとい、自治体が国に原発に関する提
案をしても見送りになったり、いろいろとよい返事が初めからもらえなかったりしていたが、
福島第一原発事故を機に変わってきているのがわかった。また、原発訴訟に関しても、裁判関
係者の意識に変化がみられる。現在、政府は日本の原発の再稼働をめざし、また世界に輸出し
ようと計画している。東日本大震災の復興が未だ続いているなか、政府には福島第一原発事故
の原因と問題解決に向けた前向きな姿勢を見せてもらいたい。
今回文献を読んで私が印象深かったことは、地域住民がどんな場面のときに、どんなことを
考え、
どんな行動をしたのかが詳細に記されていたことである。
原発を推進する立場の人の話、
原発事故が発生し避難する人の話など、この文献を読む前、私も東日本大震災に関するいくつ
かの文献を読んだが、登場人物がここまで鮮明に記してあるのはなかったかと思う。現在、震
災が風化しつつある。過去、現在の情報はもはや自力で入手しなければ見る機会がなくなって
しまった。この文献だけでなく、他の文献に積極的に目を通していきたいと私は考えた。
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社会文化システム学科 3 年

Ⅰ
１

大 木 映 里 奈

学んだこと、考えたこと

「原発による恩恵」

原発が建築されることになると、農業の合間に建築現場で働くことができ、日当も都会に出
稼ぎに行くのと同じくらいもらえるようになり、出稼ぎを余儀なくされていた住民の暮らしぶ
りは、豊かなものになった5。
福島第一原発事故があったことで、原発誘致自体が間違いで当時多くの住民が原発建設に反
対したのだろうと考えていた。だが、上記した部分にも書かれている通り原発は住民に多くの
恩恵を与えたことも変わることのない事実であり、原発自体よりも原発事故に対する事前の備
えや対策、安全面の軽視が問題であったのではないかと考える。

２ 「想定を超えた浸水」
原発の津波対策はさまざまなシミュレーションを行いながら、予測よりも高い津波が押し寄
せても水が敷地内に侵入しないように防波堤をはじめ、ハード面を整えていた。しかし、東日
本大震災の津波は想定の 2 倍を超える大規模で震災対策が不十分であった6。
過去のデータなどを比較・検討し、安全性は十分に確保したと思われていたが、その比較対
象にした過去のデータからでは想定できない大規模な津波が起きてしまった。そのために大き
な津波被害が出てしまった。つまり参考にするデータが少なかったために、十分な安全対策が
取れなかったとも言えるだろう。これから先、今回よりももっと大きな津波が来る可能性もあ
る。しかし、どこまで対策をしておけば安全だというものがあるはずもなく、どんなに対策を
しても不安は残るため、
建物の立地的問題よりも先に速やかな避難誘導に向けての対策を改善、
強化するべきではないだろうか。

３ 「裁判官サポート」
原発訴訟での裁判官をサポートする体制が不十分であった。専門的な知識を有する鑑定人を
設けるにしても、数多くいる専門家の中から適切な鑑定人を選定することも難しい7。
まず裁判官だからといって全ての事項に精通しているわけではないという、考えてみたら当
然のことに気づかされた。私はそれまで裁判は住民側と東京電力発電側というような当事者た

5
6
7

『福島と原発』p145~p146 参照
同書 p388~p399 参照
同書 p432~p438 参照
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ちの問題であり、最終的にどのような判決が下されたのかという結果しか見ておらず、判決を
下す側である裁判官の問題については全く考えたことがなかった。しかし、実際には裁判官の
原発についての専門知識の不足、裁判官としての難しい立場、裁判官のサポート体制の手薄さ
など多くの問題が生じていた。裁判官のサポート体制が整っていたらもっと住民の想いに適っ
た判決を下すことができたであろう裁判が多々あったのではないかと思う。裁判官のサポート
体制が整っていないことはもっと深刻な問題として扱われるべきではないだろうか。

Ⅱ まとめ
この文献は福島と原発について住民、東京電力側、裁判官、政府などさまざまな立場からの当
時の行動、考えを学ぶことのできるものであった。また、当時の東京電力側、裁判官、政府の
方の話を直接聞きに行くということは困難なことであると思うためこの文献を通してそれらの
人たちの考えを知ることができ、とてもためになった。

社会文化システム学科 3 年

牛 丸 優 一

ここでは、
福島民報社編集局『福島と原発―誘致から大震災への五十年』
（早稲田大学出版部、
2013）を読んで、私が特に気になったキーワードを 3 つ挙げていく。

津波
津波は日本の過去を振り返ってみると過去にも発生しており、それを参考データとして用い
て地震や津波などを予測していた。しかし、資料不足、実際に目の当たりにしていないなどの
要因があるため、威力が分からないでいた。そのため、
「揺れ」に対して安全を優先し、津波な
どの地震随伴事象は後回しに考えていた。東電の社内事故調査委員会の報告書には、
「福島の地
は、地形も平坦であり、津波が地形で増幅されるようなこともなく、近場で大きな地震がない
ことから、付随する津波の高さも大きくはならないと考えていた」。これに対し、政府の事故調
査•検証委員会は最終報告で「原発プラントに致命的な打撃を与える恐れのある大津波に対す
る緊迫感と想像力が欠けていたと言わざるを得ない」と指摘した。
確かに過去の事例に関する資料が不足していたとはいえ、記録は少なからず残っていたのだ
から調査は原発建設案が出たときなどに早めにできたのではないだろうか。また、調査ができ
ないにしても津波により原発の機能不全が発生し、事故につながるというのは容易に想像でき
る。敷地、堤防を超えるという最悪の事態を想定して対策をしていなかったため、今回のよう
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な被害が出てしまったのではと考える。これは国、東電、そして我々国民の認識不足が招いた
結果である。このことを教訓として、常に最悪の事態を想定しながら立ち回る必要がある。自
然は我々の想像を遥かに上回る力で牙を剥くということを肝に銘じて今後の対策を考え、実行
してほしいものである。

安全神話
原発は「安全」という触れ込みで建設され、東日本大震災まで認識されていた。震災当時、
原発付近に逃げ込む人もいたそうだ。しかし、現実は、モニタリングポストが被害を受ける、
原発事故による放射線量が増大する、オフサイトセンターには放射能の影響を遮断する発想が
なかったため設備がないなど、いくつもの問題が発生し、安全神話は崩れ去った。しかし、こ
れに警鐘を鳴らしていた者もいる。事故から 4 ヶ月前の平成 22 年 11 月、大熊町のオフサイト
センターを中心に行われた県原子力防災訓練に対する第三者機関による訓練の評価結果や参加
した各機関•住民がアンケートなどに答えた内容から、
「オフサイトセンター自体が被爆する可
能性がある」
、「自治体を超えた避難（広域避難）についての検討が必要である」というものが
あった。しかし、これは活かされなかった。
我々は安全神話というものにまず疑問を抱くべきであったのではないだろうか。海岸に建設
しているのであるから、津波被害を被ることは明白である。また、我々の知識、技術を持って
しても自然には太刀打ちできない。地震だけでなくとも、台風などの自然被害を例に見ても、
完璧に被害をなくせたという例は少ない。そのような状況で、事故が発生する可能性が十分に
ある、想像できる原発を「安全」と言い切ってしまうことに我々は危機感を抱くべきであった。
そして、安全と認識してしまったがために、万が一の事態を想定して対策をとっていなかった
ので迅速に対応できなかったのではと感じざるを得ない。政府や東電が危機感さえ覚えていれ
ば補強、避難マップの見直し、想定外の事態に対応するための行動などいくつも対策がとれ、
被害を最小限に抑えられたのではないだろうか。

共生
大熊町は原発の建設、運転によって固定資産税などの莫大な「恵み」が町にもたらされた。
町の一般会計当初予算の歳入額は、合併直後と福島第一原発稼働当初とを比べると 24 倍も膨
れ上がった。住民の 6 割ほどが東電の関係企業で働いていた。少ない働き口や出稼ぎから脱却
したいという思いもあり、原発ができたことに住民は歓喜した。しかし、事故が発生し、避難
を余儀なくされ、恩恵が牙を剥き出した。それでも住民は「原発がなければ、町の発展もなか
った」、
「原発には世話になった。恨みなんてない」と原発の全てを否定する気にはなれていな
い。
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原発のもたらした恩恵はかなり大きい。経済発展も進み、働き口も確保でき、住民も豊かに
生活できるようになった。また、行政も巨額の予算をもらい潤っていた。しかし、大熊町の人
びとは原発に頼りすぎてしまっている。原発事故が発生し、働けなくなる可能性、ゆくゆくは
廃炉になる可能性も出てくることは念頭になかったのだろう。これも、先述の安全神話が関係
しているだろう。安全なのだから事故は発生せず、稼働する限り働き口はあり、町も豊かにな
ると信じていたはずだ。しかし、実際はそうならなかった。今後、町は原発と共生し続けるか、
それとも脱原発かをを巡る問題で更なる論争が繰り広げられるであろう。どちらを選択するに
せよ、原発に頼りすぎないためにも、原発以外の働き口を提供し、今までとは違う形で県や市
町村を発展させていくことを考えていかなければならない。そのためにもまず、政府は一刻も
早く除染を進め、町に人が安心して戻ってこられるようにしなければならないだろう。外国に
原発を売り込む、資金をばらまく暇があったら、もっと国内に目を向け、現実を真摯と受け止
めるべきである。

社会文化システム学科 2 年

１

千 島 滉 平

40 年の「安心」を過信

地震が起きてから、原発の問題を市民に知らせ、安全な場所に避難させ、政府は福島第一原
発の「原子力緊急事態宣言」を出したが、この時点で町は国や県から具体的な行動は求められ
ず、危機感をまだあまり抱いていなかった。
だんだん被害が拡大していくにつれて、避難指示の範囲が広がっていき、過去の訓練で想定
していなかった町外避難が始まった。
自分はこの文章を読んで、町の人は訓練には参加していたが 40 年の間に原発は安全である
と勝手に思ってしまい、安心を過信しすぎていて、原発の危険さ、危機的状況に陥ったときの
対処などを甘くみていたのが今回の事態での混乱につながってしまったのではないかと思った。

２

原発立地のメリットと事故後の怒り

立地のメリットとして、原発の広大な敷地や大型設備は、固定資産税などの膨大な「恵み」
をもたらした。石油危機の影響を受け、国は原子力などの発電所建設を進めるために、電源三
法交付金制度を設けて立地地域への交付金を手厚くした。東電も直接町に寄付を続けた。
これらを元手に、町は野球場や体育館などの公共施設をはじめ、小さな集落や田畑を通る生
活道路を次々と敷設設備した。
「原発のある大熊町にしかできない」と大反響をあびるほどであ
った。
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だが、東日本大震災と原発事故の後、大熊町の被災者は、大熊町に一時帰宅したが、久々の
我が家のはずなのに落ち着かず、4 時間の制限を待たず、1 時間ほどで離れてしまった。
ここで感じたことは、40 年間を 1 日でひっくり返され、東電への怒りはあるが、町も町人も
原発から収入を得たり、原発があることで注目をあびていたのは事実であり心の置き場がない
町人たちは、誰にも怒りをぶつけられないまま、ただ自分の家や生活を壊されてしまい、はが
ゆい気持ちでいっぱいだと思った。

３ 浸水面積が予想を超える
県は平成 17 年の堅地域防災計画を修正して、太平洋沿岸の市や町における津波発生時の避
難経路や避難場所を示すハザードマップを作った。また、明治三陸タイプ地震とその他の地震
の発生位置や規模と合わせてコンピューターで解析して、地震のケースごとに津波で浸水する
範囲、津波がさかのぼる高さ、建物や人的被害を割り出した。だが、東日本大震災に伴う地震
は、被害想定が最大だった明治三陸タイプ地震の 5 倍を越えていた。
まさに想定外の規模の大きさで、たくさんの被害を受けたので、この先これ以上に大きな津
波は来るのかはわからないし、仮にくると想定してデータを作成するとき、どの程度の規模ま
で想定するかが、問題になってくると思う。また、避難場所の設置などもより遠くの地域まで
増やしたほうがよい。今回の地震で想定を超える規模の震災が来ることを知った。だから避難
場所の設置なども大切であるが、もしも自分が被災者になり助けが来るのに時間がかかってし
まう状況になってしまったときに、
いかに冷静に対処できるかを改めて考えるべきだと思った。

社会文化システム学科２年

萩 原 隆 也

夏季課題として私たちは、
「福島と原発」という本を読んだ。この本には３月１１日に起き
た東日本大震災の原発事故までの過程が細部まで記されている。原発の事後だけではなく、
なぜ起きたかまで記されていて非常に考えされるものがあった。その中でも私が重要だと感
じたものを述べていきたいと思う。
初めに私が問題点だと感じたのは、災害時に人びとが生きていくための衣食住、また家族や
連絡を取りたい人との連絡手段がなかったことである。
これらはいわば、
ライフラインと言う。
このライフラインの確保が東日本大震災のような大きな災害への対策で、カギを握っていると
言っても過言ではない。実際に東日本大震災では、通信機能の電波が弱くなったことで電話や
メールでの連絡が取れなくなってしまった。県民が生存確認をすることができなかったのも当
たり前だが、非難の指示やこれからの対策が迅速に求められるのに対しして、県の職員や福島
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第一原発の専門委員との間での連絡も取ることができなかった。震災直後の原発の状況も伝え
ることができず、非難の指示などが遅れてしまった。また原発事故での対策をするためオフサ
イトセンターで活動していたスタッフは、震災が起きた現場での食料と水の備蓄がわずかしか
なく、昼ごはんはなしの朝晩と２回とも毎食レトルトカレーを食べるという非常に過酷な状況
にあったという。震災発生から電話がなかなか繋がらず、現地対策本部の人たちも連絡を取れ
ずにいて極限状態にある現場は誰もが焦りと苛立ちが隠せなかったそうだ。被害にあった人た
ちも家族や友達への安否確認ができず不安でいっぱいであっただろう。特に思うのが別々の避
難所にいた場合など、どこにだれが避難しているのかわからないため、家族同士の合流が非常
に難しくさらに不安を駆り立てただろう。このような時どのような状態でも連絡を取り合える
ツールや機器があればどんなに楽だっただろうか。
また私がこの本を読み一番興味持ったのがこの除染の問題だ。原発事故後、放射能が撒き散
り除染が不可欠になった。日本原子力研究開発機構の研究員は福島県内の汚れている場所をす
べて除染することはできないといった。原発事故のシンポジウムで除染をテーマにした発表が
相次いだが、同時に多くの課題が指摘された。放射能をすぐにでも取り除かなければならない
状況で原発事故から 1 年余りの期間では効果的な技術を確立できなかった実情を説明した。確
かに時間に余裕もなければ除染自体もリスクが高い。極めて厳しい状況にあったのがすごく伝
わった。3 年半が経った福島ではいまだ放射能の問題が根強くある。子どもたちが外で遊べな
い、きのこやたけのこなど山で採ってきたものを食べようと思ってもこれらはセシウムを吸っ
てしまうため食べられない。など原発事故の及ぼす私生活への影響はまだまだ終わらないのだ
と感じた。
事故が起きた原因は東日本大震災だけではないことがこの本を読み分かった。福島県と東
京電力の信頼関係は崩れきっていた。福島県に立地する東電は原発の点検記録に改ざんや不正
の疑いがありひび割れなどトラブル 29 件も見つけながらも放置を行っていた。これまで東京
電力は福島県に対しデータ改ざんや安全への問いかけの部分で事故の予兆をつかんでいたにも
かかわらずそれを見逃してしまい、事故が起きてしまうなど信頼するに値のない行為が本を読
んでいて感じることが多々あった。事故が起きてしまうと命にかかわる問題が出てくる原子力
発電所を建てるには、やはり信頼関係は絶対必要だと思う。ましてや県民が安全に暮らせる保
証がないのはありえず、最優先は県民の信頼でもあると思う。少なからず福島県民の中でも、
原発を建てるとき不安を抱いている人はいたのではないだろうか。しかし日本の原子力は他の
国の原子力に比べ、原発に比重を置いていることもあり必要な存在なっている。県の土地を借
りて建てるには原発の安心感とリスクをかけている分、国の県に対しての保証も必要だ。だが
やはり、一番妥当なのは原発よりもより安全かつ生産性のある原子力ができるか、もしくは他
のエネルギーを開発するのが日本とって一番いいのではないか。
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社会文化システム学科 2 年

大 谷 洸 成

夏季課題として｢福島と原発｣を購読し、福島における放射能の影響や福島第一原発事故当時
の様子などが詳細に記述されていた。その中で私が印象に残った部分やこの文献を読み考えた
ことをまとめていきたい。
私が、この文献を読み、印象に残った部分とそこから考えたことが大きく分けて 3 つある。
まず 1 つ目が震災に対しての備えの重要性についてである。福島県大熊町元町長遠藤正は、
「双
葉郡民 7 万人が万が一の場合、最低 3 か月ぐらい生活し得る地下街を建設する」という考えを
持っていたと記述されていた。結果的にこの構想は実現されなかった。しかし、万が一を考え、
備えをする重要さを今回の震災と原発事故で学んだ。国も県も私たち個人も他人事ではなく、
何かが起きた場合に備えをしておくべきと考えた。
2 つ目が原子力に対しての国と県の安全政策についてである。｢原発事故の処理や収束作業の
進め方は法令などに基づき、国と東電がすべての責任を負う。県や立地町に法的な権限はない｣
と書かれていた。また、県生活環境部環境保全課の企画調整班から「県の立場が弱すぎる。協
定を見直すべきだ」という声が上がった。県の立場が弱いため、何らかの事故が発生しても国
と東電がすべての責任を負うため、事故の情報を変えたり遅れさせたりする問題もあったこと
を初めて知った。これから県の立場を強くし、原発の管理など県にも任せることが必要だと考
えた。一番近くに住む住民のことを国や県は考えなければならないと感じた。
3 つ目は今後の震災に対しての対策についてである。平成 23 年 2 月 16 日、国の地震調査研
究推進本部から県の災害対策課に「千年ほど前に巨大な地震と津波が起きていた今後の地震活
動の長期評価の対象に、この地震を加えるに当たって、福島県に説明したい」と電話があった。
しかし、県の会合の直前で「都合でいけなくなった。後日改めて説明に出向く」という連絡が
あった。誰も切迫感を抱くことはなかった。また、書籍には、巨大地震の調査結果や研究結果
を国や県が分析し、それぞれの防災計画に反映させるには、少なくとも 2 年以上の期間を要す
ると記載されていた。このことから、いかに早く研究を進め、防災計画をたて、準備をするの
かの重要性を感じた。自然災害はいつどこで来るのか分からない。その為に国や県が上手く連
携をとり、東日本大震災の経験を将来に生かさなければならないと感じた。
以上私の中で印象的であった 3 つの部分についてまとめてきたが、この文献を読む中で｢地
元住民と県、または国と県の関係｣というものについて多く記述されているに気づいた。それぞ
れの関係性は、どの状況においてもそれぞれが欠けてはならないものである。震災が起き、原
発事故が発生し、その時初めて国、県、地元住民の間での関係に問題があったことに気づいた
のではないかと考えた。震災復興のため、また原発の将来について考えるとき改めて国、県、
地元住民それぞれの関係性を見直すことが必要である。またこの文献を読み、何よりも私自身
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の原発や福島の現状などについての知識の少なさを感じた。文献を読んでいく中で初めて知る
ことが多くあった。私自身福島の現状や原発事故についてニュースや新聞などを読み知ってい
るという考えがあった。しかし文献を読み、その中には、ニュースや新聞などに記述されてい
る内容とは少し違うことも書かれており、いかに自分が福島について理解していると勘違いし
ているのかを改めて痛感させられた。活動を行う上で何より知識をつけていくということが重
要であることを文献購読で感じることができた。

社会文化システム学科 2 年

鈴 木 研 亮

『福島と原発』
（福島民報社編集局 2013 年 早稲田大学出版部刊）を読んで、自分自身がこ
の本から学んだこと、考えたことの中で、重要だと思うテーマ・ポイントを 3 つ決め、自身の
考えを述べることにする。

１ 原発の対策は
今回の津波に対して想定外だったとする東電などは、無責任だと思う。そもそも地震大国で
ある日本では、地震によって起きる災害はたくさんある。その中で、最も被害が出る災害の一
つに津波がある。過去に起きた津波の災害からも、それは誰しもがわかることだと思う。にも
かかわらず、なぜしっかりとした対策をしなかったのか。そこには原発への安全神話の影響が
ある。本当ならもっといろいろな対策は取れたはずだが、原発は安全であるというおごりが、
被害を悪化させたのだろう。ただ、たかが人間のおごりで、こんなにも大きな人災になってし
まうものなのか。そこには原発からの利益が人の目をごまかしたのではないかと思う。原発は
たくさんの電力を都心へ送り、原発から得る税金で地元は潤う。誰もがその莫大な恩恵にばか
り目が行っていたのではないかと思えた。

２ 安全神話
「安全神話」、私たちはこの言葉にそそのかされ続けていたのだろうか。私は東日本大震災
が起きる前に原発のことを知り、原子力をもとに発電すると聞いて、最初に連想したのは原爆
である。
原爆は多くの人を殺し、
死ななくても放射能によって苦しめられ続けてきた人がいる。
私はなぜ被爆国である日本が原子力に向かっていったのかがわからない。何十万という人を殺
した原爆、その残酷さを知っている国のはずだ。ただこう言っている私自身、原子力発電の恩
恵を受けてきているので、原子力の危険性を訴えはするが、原子力発電によって自分は恵まれ
ているということを否定はできない。しかしそのような私でも言えることは、原発への事故対
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策がもっとできなかったのかということだ。被爆国であるのに「安全神話」というものに私た
ちはなぜ立ち向かえなかったのか。もっと原発を疑うべきだったのだ。海外ではチェルノブイ
リでの事故もあった。十分なほど私たちには原発を疑う材料があったはずだと思う。

３ 原発をなくして、私たちは
私は脱原発の考えを持っているし、それを訴え続けたいとも思う。しかし原発から脱却した
とき、代わりになる安定して得られる電力があるのかと問われると、返す言葉があまり見つか
らない。自然エネルギーはどうなのかとも思うが、どれほどの電力が得られるかがいまいちわ
からない（これは自分自身で学ばなければいけないことなのだとは思うが…）また原発から脱
却したとき、原発によって潤っていた地元の人たちはどうするのか、原発がなくなることによ
って困る人たちもいるのだと改めて知った。もっとも、今の私ではどうすればいいのかわから
ないことだらけだ。しかし、原発に恩恵を受けていた私たちが何もしないで脱原発とだけ訴え
るのも無責任だ。だからこそ考えることをやめず、自分にない知識を増やし、現地に行って、
何かを見つけたいと思う。
今回文献を読んでみてとても印象的だったのは、やはり「安全神話」のことである。「安全
神話」はなぜこんなにも人びとを信じさせられたのか。この「安全神話」がなければもっと被
害を少なくできたかもしれないし、原発事故でさえなくせたかもしれない。しかしここで「安
全神話」を信じ込ませた側だけが悪いと決めつけるのは危険であると思う。やはりチェルノブ
イリなど大きな事故があったのだから、もっと原発を疑っていく必要があったのではないだろ
うかと感じた。私たちは、決して考えることをやめてはいけない。原発が再稼働に向かってし
まっている今、何もしなかったら、またいつか原発は安全なのだと思い込み、同じことを繰り
返してしまうかもしれない。もっと考えていかなければ私たちの安全はやってこないのだ。

社会文化システム学科 2 年

笠 木 健 汰

夏休みの課題として出た『福島と原発』という本を読んで、原発について考え方が変わった。
これまで私は、原発はないほうがいいが、ないと電気の供給量が足りなくなってしまうから仕
方がないものだと考えていた。つまり、第三者の立場で特に原発についての知識や関心もあま
りない状態で見ていた。しかし、この本を読むことで原発再稼働は絶対よくないと思うように
なった。
確かに、原発はほかの発電方法に比べて、低コストで多くの電気を供給することができる。
さらに原発が建設されるに当たり建築現場での仕事が増える。そのことで多くの住民の生活を
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助け、さらに地元住民は多額の寄付を受ける「原発マネー」がうまれ、多くの恩恵があった。
したがって、建設前は原発建設に賛成の声が多かったという。しかし、ここに大きな落とし穴
があった。原発を建てたい東電と、原発を立て税収を増やしたい福島県側は安全面やリスクに
ついての説明を十分に行ってなかった。本文でもたびたび述べられているように、原発は安全
だという「安全神話」が出ることからも、このような過酷事故を誰もが想定していなかったこ
とがうかがえる。
これは私自身が第三者であるから言えることであるかもしれないが、住民側も東電を信用し
きり、安全神話を信じ最悪の対策をほとんど行っていなかったことは問題であるとも思う。確
かに、津波の事故を想定して事故が起こらないように対策するべきであったとは思うが、いま
さらそこを責めても仕方がないことなのかもしれない。しかし、東電や福島県側は協力して、
災害時のライフラインだけは確保しておくべきであった。事故が起きた際のライフラインの確
保は、できることであったのではないかと思う。実際事故の際に、状況が専門委員にはもちろ
ん、
福島県民にもほとんど届かなかったと記されている。
このようなことが起こらないように、
今稼働している原発はしっかりとしたライフラインを確保すると同時に、過酷事故を想定した
訓練を年に１回以上行うなど回数を増やし、最悪の状態でも最低限のことはできるようにする
べきだ。
また、絶対にやらなくてはならないことが、地元住民に素早く起きている現状を伝えること
である。本文にも記してあったように、地元住民に対しての情報を伝えることが遅すぎたこと
が、さらなる被害を招いたといっても過言ではないだろう。東電は原発を稼働するに当たり、
地元住民や自治体ともっと連携を取っていく必要がある。
しかし、私はそもそももう原発を動かすべきではないと考える。

本で読む限り、原発訴訟

に関する裁判に関係者が勉強会を開き、自治体も独自の対策を取ろうとしている。日本政府も
原発事故を機に原発に対して反対するという意見も聞けるようになってきた。しかし、現在日
本は原発再稼働に踏み込み、さらには海外にその知識を売り込もうとしている。これは絶対に
あってはならないことだ。なぜなら、絶対安全ということは 100％ありえないことであり、使
用済み核燃料を処理する手段や、保存する場所すら決まっていないからだ。さらには福島第一
原発の問題がまだほとんど改善されていない状況である。
これから私たちにできることは、テレビのニュースで被災地を見てかわいそうだと思うこと
だけではなく、もっと積極的に「被災者の声」を聴くべきだ。さらにマスコミは、この声を大
きく取り上げていくべきである。
そうすることで、
皆がきちんとした原発に対する知識を持ち、
原発なしで暮らせる社会ができればよい。
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社会文化システム学科 2 年

山 崎 寛 未

「脱原発」の県土づくりに向けた動きを進めていたが、簡単には上手くいかない。東電によ
ると、最近は年間で 80 億円前後の法人事業税を福島県に収めている。原発建設の話が出たこ
ろは、原発反対を声に出す人も多くいたが、原発により得られた、働き口や税収入のおかげで
立地地域は豊かになり、次第に反対運動もなくなっていった。
元町職員は「発電所のトラブルがあるたびに、さまざまな寄付が繰り返され、町もそれに頼
っていた」と明かしたとある（p.242）
。この寄付には、税金や交付金だけでなく、時には、公
共施設の整備品やピアノなどの高級な備品のときもあった。なぜ、そこまでしなければならな
かったのだろうか。原発に協力してくれたお礼ならば、
税金や交付金だけでも大きな額である。
その上さらに援助しているとなると、原発の危険性を、お金で曖昧にしていたのではないかと
見える。しかし、それを当たり前のように受け取っていた県や町もどうなのだろうか。トラブ
ルがあるたびに寄付が繰り返された、とあるが、そこでトラブルの原因を追究したり、見直し
たりせず、寄付に頼っていたということは問題である。寄付によって、両者がトラブルの原因
の究明を曖昧にしていたのではないかと思えてくる。
また、東日本大震災が発生し、予期していなかったトラブルが相次いだ。オフサイトセンタ
ーでは、非常用電源の復旧が遅れ、電話の不通、放射線量のデータの受信ができず、情報が足
りない状況で、センターとしての機能を果たせていなかった。また、県原子力防災訓練で過酷
事故に対応する訓練の要望がありながらも実施していないこと、県や町は国や東電から「原発
は危なくない」と聞かされていて信じるしかなかったこと、過去に巨大な地震と津波が起きて
いたという事実がありながらも津波への対策を怠っていたことなど、最悪の状況になる可能性
があると示すものがありながら、対策を講ずるという行動にはうつさなかった。すなわち、国
や東電は、
「原発は安全だ」と信じ、万が一のことを真剣に考えなかったことが問題点としてあ
げられる。確かに、国や東電がもっと危機感を持ち、震災が起こる前に取り組んでいたとした
ら、ここまで大きな被害にならなかったかもしれない。しかし、それだけが問題なのだろうか。
原発の一連の流れは国に権限があり、県や町が入り込むには限界があった。県や町は、国に何
度も原発の安全性と問い続けたが、大きな変化は見られなかった。そこで、県が独自の監視を
行ったが、県だけでは限界があった。原発と共に暮らしているのは国ではなく、町に住む人び
とである。その人たちの意見を聞かず、国だけで決めるのでは、原発の危険性に対する知識や
事故が起こったときの判断に不足が生じてくるだろう。例えば、データ上では十分に避難が可
能だとされていても、
地元の人たちは高齢者が多く、避難するのに時間がかかってしまったり、
付き添いの人が必要だったり、細道が多いため道が混雑してしまうことなど、地元の人たちの
視点から見ないと分からないこともあるはずだ。
国が持っている権力を県、
町に分散しながら、
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共に原発と地元の人たちが共存できる方法を模索していくことに取り組む必要があったように
思う。
他にも、昭和 50 年 1 月に起こした「福島原発訴訟」は、
「国の手続き、判断に不合理な点は
ない」として、棄却された。以降、何度か訴訟を起こすが、政府の安全審査を追認する形とな
った。また、安斎育郎氏が政府の原子力政策に対する批判を公の場で繰り返すようになってか
ら、
「反国家的」とみなされるようになったようだが、政府、県、町が推進する原発誘致に対抗
するにはそれなりの勇気が必要だった。
しかし、政府の政策に口を出すことで邪魔者扱いされてしまう社会になってしまっては、た
とえ正しいことを発言したとしても、聞き入れてもらえないということになってしまう。今回
の裁判の判断も、その結果と言える。少人数の意見が受け入れられる場を支えるのは法ではな
いかと思う。日本ではまだまだ多数派の意見が優勢となるが、少数派も法的に発言できる場が
守られているなら、多数派の意見の圧力に負けることなくし言うことができるだろう。
そして、
その法を司るところが裁判所であり、両者の意見をきちんと踏まえた上で結論を出さなくては
いけない。しかし、今回の裁判では、安心安全キャンペーンが裁判官にも浸透していたのでは
ないかと考えられた。市民の意見を反映するためにも、司法だけは目の前の事実に基づき、公
平な判断をしてほしい。

社会文化システム学科 2 年

１

齋 藤 信 太 朗

安全委員会は「機能不全」

原子力安全委員会は震災発生後約 1 時間で外部の専門家による助言組織の設置を決め、助言組
織のメンバーに召集をかけた。だが計画通りには進まなかった。安全委員 5 人のうち２人と事
務局長が委員会を長時間不在にしたことで委員会が機能不全に陥った。さらには、調査委員会
に入る情報は極端に少なく、首相官邸が主導した事故対応は委員に連絡が届く前にテレビで報
道され、後追いの情報しか入ってこなかった。
（p250）
被災地が混乱に陥っている中、国の原子力安全委員もうまく機能せず、外部の専門家からも
助言がもらえなければ復活のめども立つはずがなく、対策が十分にとれないのは当然である。
安全委員の中でも、それほど、危機感がなかったのではないかと思われるくらいだ。また、調
査委員会が設置されているにもかかわらず、メディアからの情報しか入ってこないというのも
問題であると思う。
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建設へ知事が動く

福島県知事の佐藤雄平は「水力の次は原子力だ。なんとしてでも原発を双葉町に誘致し豊か
にしたい」と話していた。
（p167）
確かに原発によって町は豊かになり、住民の生活に恩恵を与えたが、それよりももっと安全
面に配慮するべきであったと感じた。1986 年に起こった、チェルノブイリ原発のような前例も
あったので、住民の安全に配慮できたのではないかと疑問が残る。

３ 効果的な除染に限界
放射線測定の取り組みを発表した研究者は除染に対し住民と妥協点を見出すことを提案した。
「どんなリスクがあるのかを理解してもらいそのリスクであれば住みたいと判断できるような
進め方をしていかなければ復興は実現しない。
」と話した。
（p280）。
確かに妥協点を見出せる部分もあると思うが、もし自分の住む町であったら妥協はしたくな
いし、そもそもできない。事故が起きてしまったことは変えようのない事実であり、受け入れ
ることしかできないが、その後の対応についてはいくらでも変えられる。国は、震災後の現地
に対する配慮が足らなかったのではないか。

今回文献を読んで、
「今」の福島だけではなく、
「過去」の福島も知ることができた。どのよ
うな経緯で原発が福島に来て、また住民にはそれに伴いどのような説明がされてきたのかを知
ったことでさらに、福島を支援していきたいという思いが強くなった。現在の福島ではいまだ
に放射線量を気にしながらの生活が続いている。地元産のおいしい食べ物もいまだに食べられ
ない状況が続いている。私たちがいまできることはほんのわずかでしかないが、その支援を続
けていくとこが大事なのだと思う。

社会文化システム学科 2 年

輿 石 梨 穂

『福島と原発』では、2011 年 3 月 11 日に福島第一原発で起こったことや放射能汚染に関す
る事実が、細部まで記されている。そこから考えたいくつかの問題点について詳しく述べてい
こうと思う。
まず初めに、災害時のライフラインの確保についてである。東日本大震災が起こったときに、
電話やメールなどの通信機能が弱くなったことで、福島第一原発の状況が専門委員の元はもち
ろん福島県民にもほとんど届かず、指示や避難が遅れてしまった。また、原発事故の対策を最
前線で行ったオフサイトセンターで働いていた作業員や避難した住民に十分な食事が行き渡ら
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なかったということも分かった。災害時に重要なことは、正確な情報を迅速に多くの人びとに
伝達することなのではないだろうか。東日本大震災のような大きな災害が今後起きる可能性は
充分に考えられる。情報伝達が迅速に行えるよう防災無線を多く設置すること、そして、長期
的な避難生活をもしのげる量の非常食を備蓄すること、そして避難所を確保していくことなど
も重要であると考える。
次に、最悪の事態を想定していなかったという問題についてだ。東日本大震災は未曾有の非
常に大きな災害であったため、起こったことすべてが想定外だった。原発の設計も、東日本大
震災のような大きな津波は想定外で、住民の避難指示に関しても町外への避難など、大規模な
ものは想定されていなかった。このような原発事故がもう二度と起こらないとは言い切れない
ため、原発は安全なものだという「原発安全神話」を信じ切らず、より深刻な事態が起こった
時の災害対策を改めて考えていくべきである。そのためには、住民も参加する大規模な防災訓
練なども行うべきである。また第 10 部で、原発でトラブルが相次いでいたにも関わらず、そ
れを重要視していなかったと記されていることから分かるように、常に原発は危ないものだと
いうことを念頭に置き、最悪の事態を想定していくべきなのではないだろうか。
3 つ目は、福島の復興についてである。本書の第 9 部で、日本原子力研究開発機構の専門家
が除染作業の限界について述べていた。除染作業は完璧に終わることはなく、福島は依然とし
て一定の放射線量が出続けているのだという。しかしそのことを受けて、
「福島はもう住めない
場所だ」と考えるのではなく、日本国民全体が福島の現状を知って理解していくこと、そして
年々減少傾向にある復興支援・ボランティア活動を継続的に行っていくことが大切であると考
える。
そして最後に、日本が原発と今後どう向き合っていくかということについてである。福島第一
原子力発電所の事故を受け、世間の原発に対する見方は大きく変わった。安全性の低い原発は
なくしていくべきではないだろうか。原発の被害は、想定外の莫大なものであるということは
今回の事故で日本中が理解したはずだ。しかし現在の国の方向性は、原発をすべて廃炉にする
というものとは程遠く、再稼働を決定した原発もある。今後は、原発に頼らない、安全性の高
い発電方法を模索していくべきである。
この『福島と原発』では、今まで私たちが知ることのなかった福島の現状、そして福島第一
原発について多く触れられている。私たちは正確な事実や知識を知り、理解し、原発に向き合
い今後の福島の復興や原発について考えていくことが求められている。
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不言実行による統率の限界
和 智 日 出 人
社会文化システム学科 3 年

本授業において、BMS の代表としての私は、メンバーをまとめ、円滑に活動を展開できる
ようにすることを自身の課題としていた。担当教員の方からの助言も得ながら、どのように組
織化・運営すれば最も効率的に活動できるかを考えて試行錯誤を繰り返した。活動の中で私が
意識した点は、必要以上に口出ししないことであった。これは、私の性格のためもあるが、そ
うした方がそれぞれの役割に責任を持てると思ったからだ。しかし、これには問題点があるこ
とも分かった。以下に報告する失敗や反省の背景には少なからずこうした要因があり、図らず
も代表者としての私の行動力不足を露呈する形となってしまった。こうした反省を踏まえた上
で、1 年間の活動を通して得られたものについて振り返りたい。
今年からバナナ募金のプロジェクトを開始したばかりで、まだ経験の浅い私たちは、活動を
していく上で思いもよらない出来事や考え方に触れることが多かった。例えば、白山祭での出
展の際、私たちの展示に足を運んでくれた方が福島や原発問題への関心が高いことに驚いた。
もちろん、関心があるから展示に来場されたという意見もあるだろうが、書いてもらったメッ
セージの中には、ずっと応援していますというような内容のものも多く見られた。一方、福島
でお話を伺った際、
「福島のことを忘れないでほしい」という意見が多かった。こうしたそれぞ
れの意思を伝達することも、私たちの大事な役目であると感じた。そのために広報班を設けた
のだが、発信内容のチェック体制や 2，3 年生の間での情報交換が不十分であったため、上手
く機能することができなかった。内容のチェック漏れはシステムの問題だが、メンバー間での
連絡不足は役割に対する個人の意識が低い表れであり、根本的な問題であると感じた。組織レ
ベルでの体制の強化と同時に、個人レベルでの意識の変革が必要であると感じた問題であった。
個人の意識を高めるためには、実際に福島を訪れ、自分の目や耳でその現状を確かめるのが
最も効率的であると思う。今回は時期が遅くなってしまったことが悔やまれるが、それでも福
島訪問で新しく発見したことは多かった。例えば、保育園を訪問した際、
「今は周囲の土地にた
まった放射線よりも、食品汚染による内部被ばくを気にする親御さんが多い」という話を聞け
た。昨年、別のメンバーが訪問した時よりも、外で遊べる範囲や時間は増えているそうだ。ま
た、もう一つ印象的だったのが、二本松市で有機農業をされている大内さんのお話だ。交流会
の際、福島でお会いした方はよく笑っていらっしゃる方が多いという話題になった。それを聞
いた大内さんは、
「つらい顔をしていても誰も助けてくれないが、笑っていれば自然と人も集ま
るし応援してくれる人もいる。だから笑うんだ」とおっしゃった。これは、原発問題に限らず
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私たちに新しい価値観を与えてくれた。
福島でお会いした方々は、地元住民間での連携が非常に緊密であると感じた。一方、BMS
では、組織としてのメンバー間のつながりが希薄であると感じた。しかし、11 月の白山祭の頃
には前期とは違う雰囲気が感じられた。まだまだではあったが、一人ひとりが仕事に責任感を
持ち、連携をとろうとしているようであった。前期の活動や APLA さんとのやり取りを通して、
社会貢献活動を行うことへの責任を感じ始めていたのではないかと思う。
責任感という点で、私が最も影響を受けたのは APLA 事務局の大久保さんだ。大久保さんは
私たち BMS の活動をサポートしてくれた方であるが、この方との関係の構築は私の BMS に
対する意識の持ち方に大きく影響を与えた。それは、チームのまとめ役としての自覚を持つよ
うになったということだ。それまで自分は、便宜上の代表者という意識が強かったが、大久保
さんとやり取りをしているうちに、BMS の代表者としての責任感を強く持つようになった。
その分、自分の不甲斐なさを感じることも多くなったが、以前よりもメンバーの態度や行動に
関心を持つようになった。効率的な組織運営のための基礎となる考え方を学んだと思うが、観
察から行動へ発展させられなかった点は残念に思うし、今後の自身の課題にもなると思う。
円滑かつ活発な組織運営のためには内部の結束力を高めなければならず、そのためには共通
の目標を明確にしたり、親睦を深めたりする必要があると思うが、そのいずれも中途半端なま
まになってしまったことが一番の心残りだ。まず、問題意識を明確にする作業が十分でなかっ
たことが挙げられる。このことが、各個人や全体での目標の設定がおろそかになってしまう事
態を引き起こしたと考えられる。これは私の悪い癖なのだが、物事を考えるときにまず方法論
から考えようとしてしまうことが多い。これではただ「作業をこなす」だけになってしまい、
その根底にあるべき問題意識まで掘り下げて考える機会を逸してしまう恐れがある。そこで、
まずは「なぜそうするのか」、
「そうすることでどうなるのか」といったことを意識して考える
努力をすべきだと感じた。そうすることで、問題に対する関心を高め、さらに効率的な方法を
考える上での重要な手掛かりとなるからだ。これは、この活動を通して改めて認識させられた
ことであり、これからの自分に課された課題の一つであると思う。
これまで述べてきたように、BMS 内では私は全体のまとめ役として貢献してきたつもりだ。
しかし、実際にはうまく機能しなかった面も多く、自分の未熟さを感じた。元来、自分は他人
にとやかく言ったり言われたりするのが好きではないため、正確な指示が出来なかったという
面も大きい。不言実行という考え方に即して行動し、周りの人には言葉よりも行動で示すとい
う、それまでの自分のやり方では対応しきれない場面もあるということを知る機会となった。
特に、まだ結束力の低い集団では、積極的に指示を出して牽引する必要があると感じた。
これまで、はっきりと感じることがなかった自分の未熟な点を突き付けられ、これからの私
の行動を問われている 1 年間だったように思う。
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足りなかった実行力
長 谷 川 怜 美
社会文化システム学科 3 年

今年度から「社会文化体験演習（社会貢献分野）」の授業は、BMS として活動を開始した。
BMS の活動をしていくなかで、
私が掲げた学習課題は、
「福島の子どもたちの生活環境の把握」
である。BMS が結成される前、昨年の冬に福島ツアーで保育園の先生や幼稚園を運営してい
るお寺を訪れ、子どもたちがどのような生活をしているのかを聞いてきた。どの方も運動不足
を嘆いていたのを覚えている。私はアルバイトの関係で小学生の子どもたちに触れる機会が多
いが、その子どもたちは外へ元気よく遊びに行き、手を土で汚したまま、やってくることもあ
る。この光景を見ていると、福島にいる子どもたちは同様の遊びができないのかと考え、悲し
くなった。そこで、私は「福島の子どもたちの生活環境の把握」という学習課題を設定し、活
動をすることにした。
BMS が結成された後も、福島の子どもたちの健康状態や不登校の生徒数の増減など、震災
によって生じた影響を新聞やニュースを通して見てきたが、やはり実際に目で見て昨年との比
較をしたいと考えていた。しかし、BMS が福島訪問をする日程が合わず、実現をすることが
できなかった。実際に福島訪問をした人の話を聞く限りだと、昨年よりかは少し改善したよう
だが、外で自由に遊べるかと問われるとまだ先の話のようだ。残念ながら、直接現地で見て私
の学習課題を確認することができなかったが、今後も情報を集めることは決して無駄ではない
だろう。視野を広げ、福島の子どもの状態を探っていきたい。
私は活動を通して、話し合いの際に必要性を感じたものに対し、資料を実際に作り、メンバ
ーに提示することが好きであることがわかった。BMS としての活動を開始し、春学期のスケ
ジュールを決定しようという方向になったときに、私はどの部署がどの日にどんな予定で動く
のかを一覧で見られたら全体の動きを把握しやすくなるのではないかと考えた。そして実際に
春学期の日程と部署ごとに区切った表を作り、メンバーに渡した。資料を作っている時は、こ
れがあったら便利だろうと思い作成していた。しかし、いざメンバーに提示するときに、もし
かしてこれは自己満足なのではないかと考えたが、メンバーがありがとうと言葉をくれ、実際
にその資料を使用してくれたのを見て、嬉しくなったのと同時に、私はこのような資料作りが
好きなのかもしれないと思った。現時点で、何が不足しているかを見て、そのことを提案する
ことは、私のなかではとても勇気のいることであったが、結果として提示してよかったと感じ
ている。
BMS の活動のなかで、私が大切だと考えたのは、人との繋がりを大切にすることと知識欲
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は常に持ち続けてなければならないということである。STUDY

FOR

TWO の石橋さんや

APLA の吉澤さんなど、BMS を通して様々な活動をしている方と出会ったが、どの方も人と
の繋がりを大切にしており、また、出会った人から何かを得ていくことも大切にしていた。人
との繋がりに関して、私が特に印象に残っているのは、白山祭で来場してくださった男性の発
言であった。彼は、広島県出身で被曝 2 世であることを教えてくれた後に、
「私のように 50、
60 の歳になると、もう先が長くないから、セシウムが基準以下の食品を口にすることにためら
いはないが、赤ちゃんや小学生のような子どもに与え続けると、蓄積されて、追々身体に何か
しらの影響が出るのではないだろうか。若い親子連れにこの商品を勧めるのはどうなのだろう
か」という意見をしてくださった。その方の意見を聞いて、新しい視点に出会い、また、配慮
が足らず、知識不足が目に見えてしまったことに気付いた。検査に通ったのならば、その食品
は食べても大丈夫だという考えを私自身が抱いており、彼の意見は私の安易な考えを鋭く指摘
したものであった。作物によっては、セシウムが移行しないものもあるという知識はあった。
上手く答えられなかったのが気にかかり、調べてみると、実際に「まるごとジュース」を製造
するにあたって行われた放射線測定値では 1 回目の製造で 1Bq/kg 検出され、2 回目の製造は
検出されなかったという。ここまでの知識を持っていれば、貴重な意見をしてくださった方と
の話がもっと充実したものになっていたのかもしれない。知識の大切さを改めて実感できた出
来事であった。BMS の活動だけではない、これから私が関わっていく出来事に常に関心を持
たなければいけないのだと痛感した。
社会貢献分野の授業を 2 年間学んできたが、振り返ってみると今年度は自身が想像していた
よりも動けていなかったのではないかという反省に至った。3 年生となり、私は 2 年生に指示
を出し、まとめていかなくてはいけないという立場となった。私にとってこのことは大きなプ
レッシャーになっていたのだと思う。私が所属している部署が計画通りに進んでいるか、他の
部署に頼みごとをしてもいいのか、私が出した提案は適切だったのだろうか、はたして私はき
ちんと役割をこなしているのだろうか。毎回の授業の後で、私は悩んでは反省をする、を繰り
返していた。この授業で、意見を発言し周囲に伝え、議題の発展に貢献する、という発言力と
影響力が私自身の課題として浮き上がってきた。学校の授業で意見を求められた時だけではな
く社会人として様々な立場の人びととある議題について向きあうとき、私は状況を整理しなが
ら意見が言えるようになりたいと考えた。この授業で発見した課題に取り組むことは、私の成
長に大きく影響するだろう。この課題に真剣に向き合っていこうと思う。

77

個人の成長の記録

主体性を持って取り組むことの大切さ
大 木 映 里 奈
社会文化システム学科 3 年

今年度の「社会文化体験演習」では昨年の東日本大震災、福島、岩手などについての知識習
得のための学習とは大きく変わり、自分たちでイベントを考え、計画を立て、広報をするとい
うものでいろいろと考えながら失敗しながら学んできた 1 年間であった。そのような 1 年間で
の私個人の成長、学んだこと、反省点などについて述べていこうと思う。
私たち BMS が行っているバナナ募金は普通の募金とは違い、イベントを開催し、参加して
もらう人に楽しんでもらった対価として募金してもらうというものであった。そのようなファ
ンドレイジングという形をとっているのだから、私たちが企画するイベントの対象者となる人
に楽しそうと思ってもらえるような、自分たちもやっていて楽しいと思えるような活動にした
いと考えていた。しかし実際に今年度は全部で 3 回のイベントを行ったが、やってみると自分
の考えの甘さ、計画の甘さなどいろいろと思い知らされた。イベントを開催する上でも、広報
をする上でももっとその知識を得てから行うべきであったのではないかと今になって後悔して
いる。
バナナ募金プロジェクトを行っている私たちにとっては当然ながら募金を集めることが大
切であり、そのための手段であるファンドレイジングとして私たちが企画するイベントの成功
は不可欠であった。そしてイベントの成功には参加してくれる人の存在がとても大切であり、
その参加者の確保には広報活動が大きく影響していた。私たちが行った料理教室ではスケジュ
ールの組み方、計画の甘さに主な問題があり、広報に遅れが出てしまい参加者の確保につなげ
ることができなかった。その失敗を受けて私は計画的に活動をするということを意識して次の
イベントである白山祭に向けては、いつまでに連絡を取り、いつまでに物販の商品を決定し、
発送してもらえばよいのかなどを考え、広報にも間に合うように準備をした。計画を早めに設
定できたという点ではそれまでのイベントでの失敗が活かせたのではないかと思う。
外部講師として来て頂いた STUDY FOR TWO の石橋孝太郎さんの講演で組織を拡大させる
ための人集めの方法として、自分たちの想いを伝え共感してもらうこと、自分でもできると思
ってもらうことと仰っていたことが非常に印象に残っている。ボランティア活動を行う上で人
数が多ければその分できることも増えてくるし、活動もしやすくなる。もっと活動の幅を広げ
るためにも、企画時にたくさんの案を得るためにも私たちの活動にはもっと共に活動する人を
集める必要があるだろう。そのための人集めの時に自分たちの組織のこと、これまでの活動だ
けを伝えただけでは聞いた側も「そうなんだ」で終わってしまう。私たちはなぜバナナ募金と
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いうプロジェクトを行っているのか、そしてそこにある想いとは何かを考え直す必要があるの
かもしれない。もしくはそれらの想いをもっと上手く伝えられるようにする必要があるのかも
しれないと感じた。
APLA さんとはアースデイマーケットなど APLA さんが出店したりしている時には物販のお
手伝いをさせてもらったり、私たちの大学の白山祭では物販として使用する商品に APLA さん
の商品を使わせてもらうなどさまざまな協力をしていただいた。また、今年度私自身は参加す
ることができなかったのだが昨年度も福島ツアーに私たちも参加させていただき、自分たちの
活動の意味というようなものを改めて感じることができた。白山祭でもどの商品が売りやすい
のかなど聞くことができたおかげで、物販の商品も早めに候補を絞ることができ、その他の準
備に取り掛かることができたのでイベントの成功とまではいかなかったかもしれないが今まで
の失敗は活かせた結果になったのではないだろうか。
上記したように、私たちの活動では募金をするためのファンドレイジングとしてのイベント
の成功が不可欠である。だがイベントの成功には辿り着くことができなかった。理由は何度も
述べているように、さまざまなことに対しての考えの甘さにあっただろう。新たに何かを始め
るなら、それに対して知識を得ておかなければならなかった。
「社会文化体験演習」の授業は今
年で 2 年目であったため、少し知識は付けたつもりでいたが全く足りていなかった。今年度は
知識を得るための調べ学習の場を設けられなくとも自ら学習すべきであったのに、それを怠っ
てしまったことも私個人の大きな反省点の一つである。また、同じようにファンドレイジング
で募金活動をしている学生団体の代表である STUDY FOR TWO の石橋さんの講演を聞いた時
に、イベントを企画するときには自分たちが楽しいと思い、自信を持って宣伝できるようなも
のでなければならないことに気づかされた。よい広報活動につなげるためにも、自分自身の活
動意欲を高めるためにもやはりイベント企画が重要なポイントとなってくる。
企画の段階では、
自分がその活動を今後何か月か、または一年やっていくことになるものであるということを意
識してしっかりと考えるべきであった。案を出すときになって急いで考えたところでいい案は
浮かんでこず、ありきたりな案を出してしまうことも多かったかもしれない。BMS の活動を
通じて BMS の活動に限ったことではなく、わたしはもっと主体性をもって物事に取り組む必
要があると感じた。これから就職活動を経て社会人となる私は、足りない知識は事前に学習す
るということを習慣づけ、主体性をもって自分が今どう考えて、どうしたいのかを常に意識し
て物事に取り組んでいきたい。
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浮き彫りとなった指導力不足
牛 丸 優 一
社会文化システム学科 3 年

私は BMS の活動を行っていく際に、福島の放射能による被害の現状、福島において子ども
たちの置かれている状況について、この活動内や東洋大学内だけでなく外部の人たちにも知っ
てもらおうという目標を立てていた。この目標を達成するために、チャリティイベントや白山
祭においてチラシを配ったり、通りかかる子どもや大人によってアプローチの仕方を変えたり
しながら積極的に声かけを行ったりしてきた。このように声をかけていくと、少しずつ人も入
っていった。白山祭でのお客さんの中には、活動に興味関心を抱いて質問をしてくださった方
もいた。中でも印象的だったのは、
「この活動をなぜ行っているのか」、
「この活動の意味とは何
なのか」といった活動の根幹となる質問内容だ。このような質問はくるだろうと予想していた
ので、2 年次から行ってきた活動と私たちの問題意識に当てはまる、福島の子どもたちや親御
さんを少しでも安心させたい、という旨を説明した。自分の口で説明すると、自分が活動に参
加している意味、問題意識を改めて実感し、活動参加に対する根幹を見直すことにもなった。
そのような私だが、活動に貢献できたことというと情報関連であろう。幸い私は機械に強い
方なので、福島の現状や福島の子どもたちの様子などが書かれている新聞記事を集めたり、HP
の作成に着手したりした。しかし、自分が調べた情報が共有できたかというと、Dropbox に上
げても特に見られなかったり、HP は活動が中途半端で具体性が見えないということから中断
になったりと宙ぶらりんな結果となってしまった。これは私の人を纏め上げる能力の欠如によ
る部分が大きい。この部分は大いに改善しないと重要な情報を伝え損ねて失敗へと繋がる可能
性がある。今後の課題として大きく残った。
その他の課題として感じたものは、広報活動である。私は基本的に全体を通して広報班のメ
ンバーとして活動していた。チャリティイベント告知用のビラ作成、SNS を利用しての告知、
東洋大学近くの店や幼稚園などでチラシを置いてもらえないかのアポ取りなどを行った。しか
し、どれも期限が間に合わない、直前になってようやく形となる、SNS に至っては全く機能し
ないなど散々な結果となった。なぜそのようになってしまったのか。恐らく、指示を出しただ
けで、細かく途中経過を把握していなかったことが原因だと思われる。また、SNS に関しては、
私の管理がなっていない部分もあり、
誤った情報を流してしまい、
東日本大震災の被災地の方々
を不愉快にさせるばかりか、風評被害に繋がることも起きてしまった。これは、2 年生の被災
地、福島に関する知識量を十分に把握していなかったからである。また、石橋さんのお話の中
にもあった「自分ごと」がなされていなかったため引き起こされたものである。この点に関し
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ては、事前に福島、放射能に関する知識を伝えるだけでなく情報発信に伴う責任などを教えて
いれば回避できたことである。この失敗は次に活かすためにも、まずは説明を十分に行い、情
報発信の基準を設け、すぐに下級生に仕事を投げないことが重要になってくる。その後、仕事
を割り振るにしても全てを任せるのではなく始めは一部のみ、もしくは共に作業をして慣れさ
せることでミスを事前に防げるのではと思う。
課題点が数々と出てくる私だが、自分自身の新たな発見とも言える部分もあった。それは、
まだ微々たるものだが、人にアプローチする力なのではないかと思う。このことを感じた点は
先述した白山祭での呼び込みである。白山祭では、私たちの展示場所はかなり奥まった場所で
あり、条件としては悪かった。このような状況の中で、どのようにすればお客さんを呼び込め
るのか。ただ単に声をかけるだけでは誰も見向きはしない。したがって、自身が一番訴えたい
ことを強調して呼び込む（福島の現状はどうなっているのか）、輪投げや APLA さんの協力の
下、販売させていただいた商品を利用し、本題にまで持っていく、などの声かけをしていった
結果、何も工夫をこらさないよりも客足は少し増えた。特に子ども連れの親子には輪投げと景
品について、ご年配の方には現在の福島について話すとブースまで足を運んでくださった。こ
の経験から、アピールするにも相手の年齢や一緒にいる人によりアプローチの仕方を変えてい
かなければ、何も知らない人は興味を示してくれないと感じた。このアプローチの変え方とい
うのは、人の呼び込みだけでなく人とのコミュニケーション、下級生の導き方にも役に立つこ
とがあるだろう。
相手のことを把握して投げるボールを選択すればより円滑に物事を進められ、
関係もより良好のものとなり、成果が十分にあげられるものとなるだろう。
数々の課題の中で、私自身が最も解決しなければならないと感じているものは、人を纏める
部分、指導力である。この部分ができていなければ、先述した私の成長点は十分に活かされな
い。将来、人や会社に自分の企画をプレゼンする、自分の主張を述べる際に、いかに魅力的な
アプローチをしても、本人に指導力がなければ誰も聞きもせず、ついてきてはくれない。その
ためにも、まずは団体のメンバーがそこにいる意味を見出せるようにしなくてはならない。具
体的には、明確な目標を提示してから仕事を割り振る。仕事を割り振った後は放ったらかしに
せず、進捗状況の確認を行い、個人が抱えている疑問などを解決していく、といったことが必
要であろう。しかし、すぐに実行に移し、変わる、ということは難しい。したがって、まずは
身近なところから、私の場合は SPIRIT の活動を通して、短期的な小さな目標を掲げつつ指導
力を高めていけたらと考える。課題達成には長期間かかるが、一歩でも現時点より成長してい
くという意思を忘れず日々を過ごしていきたい。
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思っていることを行動に移す難しさ
千 島 滉 平
社会文化システム学科 2 年

自分の学習課題は、このボランティア活動を通して、福島の人たちに貢献するだけではなく
自分たちが自信をもって誰にでも自分がどのような活動をしているのか、それがどう社会貢献
になっているのかをいえるようになりたいという点にあった。この一年間の様々な企画では、
イベント部を担当して、その企画を一から考えて実際に運営するには何が必要でどうしたらよ
いか、またスケジュールを立てることの難しさやイベントをするにあたっての集客、宣伝の大
変さを知った。実際に人が来ないイベントを行ったときには、内容を考えることも大切なこと
であるが、お客さんが来ないことには意味がないので、そこでも集客の大事さを痛感した。だ
が、
そのような困難なことや難しいことがある中で成功した時のやりがいを感じることができ、
そのやりがいは困難なときほど成功した時のやりがいは大きく感じることができた。
福島訪問をした際、想像では、都会であまり不自由なく暮らしている東京の大学生を現地の
人全員が温かく迎えてくれるはずがなく、むしろ自分たち大学生に福島の人たちの何がわかる
のかというような冷たい態度をとられてしまうのではないかと思っていた。被災地で苦しんで
いる人からすれば、自分たち東京の大学生は軽い旅行感覚で訪れていると感じられてしまうの
ではないかと思ったからである。だが、実際は一人もそのような人はおらず、むしろ温かく迎
えてくれた。逆に「遠いところからわざわざありがとう」と感謝されることもあったうえ、自
分たちのために懇談会まで開いてくれた。このことに少し驚き、福島の人たちの心の広さを感
じた。
自分が BMS の活動でメンバーの絆が深まったと思う場面は、福島訪問の時だ。理由は、福
島に行った全員で、現地の人の話を聞いたり、食事をしたり、農家民宿に泊まったりと BMS
のメンバーと長い時間を一緒に過ごすことで、普段の授業の時や大学内で会う時とは違うメン
バーの姿を見られたりしたことで、新たな発見があったからだ。このとき、プライベートな時
間を過ごすことで、授業内では話せないような世間話をした。このような時間をきっかけに授
業以外でもメンバーと交流する機会が増えた。
BMS の活動に関わってくれた APLA さんには、様々な手助けをしてもらったが、とても親
身に接してくれた。白山祭では、APLA さんの商品も販売することが出来たり、忙しい時間の
あいだに自分たちが訪問する機会を作ってくれたりした。そのおかげで、自分たち BMS のメ
ンバーだけでやろうと思っていたことより、質がよくなり、みんなの意識も様々な人たちに支
えてもらっていると思うと自然と高まっていたと感じた。そう感じた理由は、このイベントの
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失敗は自分たち BMS だけの責任ではなく、協力してくれた APLA さんにも迷惑がかかると思
ったからである。これがいいプレッシャーになり結果、メンバーの士気が高まり、普段発言を
積極的にしない人も発言をするようになった。このように BMS に関わってくれた人たちのお
かげで様々なイベントがうまくいったと思う。
BMS の活動を経て、メンバーの中で自分が活動に貢献できた場面がある。料理教室を行っ
た際に、広報として自分の姉が働いている小学校が料理教室をやる場所からも比較的近くだっ
たので、自分を経由してチラシを配ってもらおうと思った。自分たちが想定していた料理教室
の参加者は、小学生くらいの子どもを連れた親子だったことも一つの理由だ。だが、自分たち
の行動の遅さが原因でスケジュールがずれてしまい、広報のチャンスを逃してしまった。その
イベントには、お客さんが 1 人も来なかった。唯一のチャンスを逃してしい、今まで自分たち
が料理教室開催にあたって準備してきたことは、やはりお客さんが来ないと意味がないと思っ
た。自分たちが十分な集客が出来なかったことを痛感し、とても悔しかった。しかし、このこ
とがきっかけで集客の大事さに気付くいい経験になった。
BMS の活動を経て自分の能力を感じた場面は、白山祭の集客である。来てくれそうなお客
さんを選んで声をかけ、若い年代なら楽しそうなイメージを持たせるように話したり、比較的
高齢のお客さんには、福島のボランティアをしていて協力してほしいと話しかけたりしていく
と、興味を持ってくれるお客さんが多かった。また子連れの親には、小さい子どもに輪投げを
やらないかと誘い、輪投げをしている間に親にメッセージを書いてもらうようするなど、効率
よく作業を行っていけるようになった。
BMS の活動を経て、様々な場面でさまざまな人から話を聞く機会がたくさんある中で、自
分の考えや言いたいこと、意見を短時間でうまく話せるようになりたいと思うようになった。
福島訪問などの貴重な機会があり、質問の時間をわざわざ作ってくれているのに、自分の言い
たいことがうまくまとめられず、チャンスを逃してしまったことが多々あった。この機会に自
分自身を改めて見つめることができた。今後は、講義などの際に質問をする機会がなくても自
分の意見をまとめて、紙に書き出してみようと思った。短時間で意見をまとめられるようにな
ると、就職活動や面接の場面で急な質問にも対応できるようになると思い、将来の自分にもい
い影響をもたらすと思ったからである。
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失敗からの成果
萩 原 隆 也
社会文化システム学科 2 年

私がこの BMS による活動をするきっかけとなったのは、社会になにか貢献できることはな
いか、そしてなにが自分にはできるのかというきっかけだった。特に 2011 年 3 月 11 日に起き
た、東日本大震災や原発事故は自分の中ではとても衝撃的だった。それに対しての支援ができ
るということは今後の自分のためにも大きく影響すると思った。またボランティア活動という
ものにも興味があったため、この BMS の活動を選んだ。私自身、ボランティアという経験と
いうものがまったくなく、少し不安なものがあったが、2 年生になるにあたってなにか新しい
ことをしたいという気持ちもあった。最初は自信がなくなかなか行動をできず、うまく取り組
めていなかったが、活動を重ねていくうえで見えてくるものもあった。私は 11 月に福島に訪
問した時、非常に多くのものを学んだ。実際に福島へ足を運び、直接震災の被害にあった人た
ちの話を聞くのは説得力があり、被災地の現状を知るためにとても大きなものとなった。
BMS は今年から本格的にスタートした団体だったこともありノウハウがなく予想できるこ
とも少なかった。特に最初に行った「チャリティーイベントイベント」では、それが顕著に表
れてしまった。事前準備の少なさ、集客をするための広告活動、チラシの作成、出演者の獲得
などすべてが後手となり慌てて準備をしていた。当然お客さんの数は多くはなく、これは出演
してくれていたサークル団体にも申し訳ない事態となってしまった。しかし、つぎに行った「料
理教室」ではお客さんがゼロということが起きてしまった。前回の失敗を生かせず、また同じ
過ちを繰り返してしまった。このことが起きたのもチャリティイベントの時と同じ宣伝活動、
事前準備の怠りがこのような事態をまた招いてしまった。自分の中では、何人かは絶対来てく
れるだろうと思っていた。しかしこの考えが甘く、ゼロという数字が自分たちのような知名度
が低いボランティア団体に対し、圧倒的な課題を与えてくれた。
６月に STUDY FOR TWO の石橋孝太郎さんの話を聞く機会があった。自分たちと同じよう
に、大学生のボランティア団体はどのように活動していけばいいのか示してくれる、非常に貴
重な時間であった。人を巻き込んでいくにはどうしたらいいか、自分たちのことを知ってもら
うにはどうしたらいいか、など話を聞いて自分たちでもすぐ取り組めることが出来る、今後の
糧となる部分が多かった。また自分がやりたいことを積極的に声にだし、周りを共感させみん
なでやろうとする意識はこれから活動する私にとって刺激的なものだった。
白山祭では、失敗してきたことを最大限に生かす最大のチャンスであった。準備していくう
えでのスケジューリング、当時に配るチラシの確認など今までギリギリになっていたものがス
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ムーズに行われた。白山祭では学校に手伝ってもらい BMS の活動を伝えることが出来なかっ
た。そのため自分たちで呼び込みを行い、積極的に白山祭に来て頂いた方たちに自分たちの活
動を知ってもらおうとした。自分たちから行動を起こすことによって、今までの倍の数のお客
さんが私たちの会場へ足を運んでくれた。福島の子どもたちへのメッセージの数は 80 枚以上
集まり非常に充実二日間であると共に、BMS のメンバーの絆が深まった時間であったと私は
感じた。
BMS で活動していくうえで、なぜバナナ募金を APLA さんが行うことになったのかそのル
ーツを知るのは私にとって非常に大切なことであった。実際に APLA の吉澤さんの話を聞き、
それを知ることにより今自分がしなくてはならないこと、例えばどうしたら福島の方の力にな
れるかなどが、再確認することが出来た。そこから自分の BMS への活動の意気込みが変わり、
モチベーションへと繋がった。また福島訪問をした時も同じだ。被災地へ行き実際の状況や、
現状を聞きにいくので当日は緊張もあり、少しネガティブな印象で福島へ向かった。しかし実
際は全く逆であって、出会った人のみなさんは本当に明るく暖かい方たちばかりであった。福
島で会った中で一番明るかった方は、
「笑っていなければ、人は寄ってこない。
」と言っていた。
この一言は自分にとって衝撃的で、自分の福島へ対する考え方が大きく変わった。
この１年間を振り返えってみると総合的に、やはり成功よりも失敗した回数のほうが多かっ
た。しかし、この失敗のおかげで自分の成長につながった部分もあった。今までの自分は消極
的で冒頭でも書いた通り、自信を持つことが出来なかった。それがこの BMS での活動を経て、
自分の意見を持つことの大切さや、それを発信していかなければならない重要さも成果として
得ることができた。なぜなら授業内でアイディアを出し合う場面がいくつもあった。しかし私
は、思いついていてもうまく伝わらないことや発信できずにいた。思いつくのは簡単だが、そ
のアイディアを相手に確実に伝えるのは難しいものがある。そう言った能力をこれからは伸ば
していき今後の自分の力にしていきたい。
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1 年間の活動から得たこと
大 谷 洸 成
社会文化システム学科 2 年

今年度、「社会文化体験演習」の社会貢献分野で活動してきて、私自身が成長したと感じる
ことをまとめていきたい。
自分の中の学習課題として、常に福島に関する情報を得ようと心掛けた。福島の震災復興に
携わるなかで、まず自分が知識や情報を得なければならないと考えた。そこで、福島における
放射能の影響やそこに住む方々の思いを知ることができた。
次に、現場などで想定していなかったことについてである。福島訪問の際に、幼稚園を訪問
させていただいたが、今もなお子どもたちが遊べる場所が少ないというお話があった。このこ
とについては事前に新聞などで調べていたが、遊べる場所がここまで限定されていることに驚
いた。原発事故が起きる前は、散歩コースがあったが、現在はその散歩コースにも立ち入るこ
とができないという。また、実際に現地に行くと親御さんが放射能に対して予想以上に敏感な
のだとわかった。幼稚園の先生方は、親御さんたちに外で遊ぶようにと声を掛けているが、そ
の中でもまだ放射能に対しての不安が残っており、子どもたちをできるだけ外で遊ばせないよ
うにしている親御さんがいた。私はこのことに少し驚いた。現地に行く前は、親御さんは子ど
もを外でできるだけ遊ばせ、
ストレスを溜めさせないようにしていると考えていた。
実際には、
親御さんは自分の子どもを放射能から守るために、敏感になっていることを知った。
さらに、今年 1 年間の様々な活動を経て、人を集めることの難しさを知った。チャリティイ
ベントを開催した際、私は広報班として活動した。イベントまでの限られた時間の中で、チラ
シ及びポスターを作成したが、それだけでは人を集めるのは難しかった。Twitter を利用した
宣伝活動も行ったが、情報を拡散させるのは難しく、Twitter での宣伝活動はあまり機能しな
かった。イベントの広報活動で不足していたのは、準備段階での遅れがあったことである。い
かに早く準備を進め、そこから人を集めるための動きを考え実践していくことが重要であると
知った。チラシ、ポスターを完成させ、貼り付けただけでは人は集まらない。実際に声をかけ
直接的に宣伝することが足りなかった。また、広報をする上で大切なことは、私たち自身が楽
しそうに活動を行うことや、他者に対して楽しそう、面白そうだと思わせる工夫が必要なのだ
と新たな発見をすることができた。
今年度の活動において、APLA さんの活動に協力させていただくこともあった。私は、福島
訪問の際に初めて APLA 事務局の大久保さんとお会いした。大久保さんの活動の様子を見て感
じたのは、積極的に現地の方々と触れ合っているという点である。現地ではバスの移動であっ
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たが、バスの運転手の方とも現地の状況について話していた。また、福島の放射能についての
知識や日本の社会問題など幅広い知識を持っており、
どの年代の方とも楽しそうに話していた。
その様子を見て、私自身も現地の人との関わりにおいて話をするということから現地の状況や
人びとの声などを聞き出せると思い、どの場面においても臆せずに積極的な行動が必要だと感
じた。
また、BMS の活動の中で、私自身人前で話すという機会が 2 回あった。今まで大勢の人の
前で話すことを経験したことがなかった。
またそのことをできるだけ避けてきていた。
しかし、
人前での発表を経験することにより以前よりも人前で話すことを避けることはなくなり、今ま
で人前で話すことを苦手と考えていたが、意外と話すことに緊張などがなく、苦手なことでは
ないのだと感じた。
以上、今年度の活動を通し、自分の中で成長したことや、気づいたことなどをまとめてきた。
今年度、
「社会文化体験演習」
の社会貢献分野を履修し、
私の中で一番成長したと思えるものが、
自ら考えてそれを実際に活動に移すということである。私はこの 1 年間で、自ら考えることの
大切さを学ぶことができた。正直、この授業の最初の頃は、どこか他人任せな部分があった。
誰かがやってくれるだろうという考えで活動に参加していた部分もあった。チャリティイベン
トを計画した時他人任せの考えで活動を行ってしまった部分もあった。その考えでは、イベン
トの準備段階での遅れが生じたり、他の人との連携が取れなくなったりという事態が起こり、
イベント当日を準備不足で迎えてしまった面もある。そこで、そのような意識では活動を続け
ていくのは不可能だと気付いた。毎週自ら考えて、考えたことを話し合い、それを行動に移し
ていく、この流れを行うには自ら積極的に動いていくしかないのだと考えた。この経験は他の
授業では経験できないことであり、またこの経験は将来の自分に必要であると考えた。今年度
の活動を通し、かけがえのない経験をし、自らの成長にもつなげることができ充実した活動で
あったと考えている。

87

個人の成長の記録

たくさんの人を笑顔に
鈴 木 研 亮
社会文化システム学科 2 年

私は「社会文化体験演習」の社会貢献分野を 1 年間受講した。社会貢献分野では、この 1 年
間でたくさんの学びがあった。ここではそんな私の 1 年間の成長を振り返ろうと思う。
私が授業のなかで作った団体である BMS に入った理由は、東日本大震災があり、原発事故
があり、たくさんの人たちが苦しんでいる福島の人たちのために何かできることはないだろう
かとずっと考えていて、この社会貢献分野で、福島のために行動するのはよいのではないかと
感じたからだ。
BMS の活動を経て、バナナ募金を集めるためのチャリティイベントや、白山祭での出し物、
そしてなんといっても福島訪問などいろんな現場に行ったが、現場に行って初めて感じられる
ものがあった。それはやはり福島訪問の時が多かった。特に私の中で強い印象を残したのは、
訪問した保育園、幼稚園、農家の人たちが、どこに行ってもどんな人であっても、みんな笑顔
であったということだ。そして訪問した農家で最も印象に残る笑顔の人がいた。二本松有機農
表研究会代表の大内信一さんという方だ。彼は本当に笑顔が素敵で、ずっと笑顔でいるのでは
ないかと思わせるほどの人であった。なぜそんなに笑顔でいられるのですかという質問をほか
の人がしたのだが、その質問に対して返ってきた答えが「笑顔でいなければ、誰も寄ってこな
い」という言葉だった。この言葉は私の中ですごく印象的だった。東日本大震災があり、原発
事故があり、復興も原発の問題もまだまだ解決していない今、私だったらつらい顔しかできな
い。しかし、福島の人たちには笑顔が多かったのだ。決して福島の人たちはつらくないわけで
はない。たくさんの人が原発を理由に被災し、まだまだ大変な現状が続いている。しかし、そ
の悲しみや辛さを表には見せず、笑顔でいる。
確かに私は福島に行く前、福島は震災や原発でたくさんの人が今もなお苦しんでいるから、
暗いイメージがあった。しかし、実際現地に行ってみるとみんなが笑顔で出迎えてくれた。そ
のような笑顔で出迎えてくれる人が多いため、福島はもう一度行きたいような場所に変わった
のだ。福島の人たちはわかっているのだ。つらい顔ばかりしていても、何も始まらないと。そ
して逆に私たちが福島に行けば、みんなが笑顔になってくれるのだ。だからこそ福島の人たち
のあの笑顔を消し去りたくないと感じ、何度でもまた福島に行きたいと思った。これこそが私
にもできる小さな貢献なのではないだろうか。
私は BMS の活動を通して色々な経験をしてきたが、それらの活動の中で沢山の人との出会
いがあった。このような人たちとの関わり合いが、私にさまざまな影響を与えた。それは上で
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述べた有機農業を実践されている大内さんもしかりだ。その中でも、社会貢献分野の授業に来
ていただき、講演してくださった STUDY FOR TWO の石橋考太郎さんのお話はたいへん印象
的だった。石橋さんのお話は私たち BMS に欠かせないもので、チャリティイベントをやろう
と企画していて、広報係に所属していた私にはたいへん重要なお話だった。その内容は「人を
巻き込む技術」についてだった。その技術に必要なことは 3 つあり、
「共感を呼ぶ」
「自分でも
できる」
「自分ごと」の 3 つである。チャリティイベントを開催しようとしていた私たちには、
その時、どれも欠けていたのではないだろうか。その中でも「共感を呼ぶ」というのが、もっ
と追究していくべきことであったと思う。私たちはバナナ募金をしている。しかし募金という
ものは、そうそうしてくれるものではない。何のために募金が必要なのか。なぜバナナなのか。
この募金はどんな人たちのためになるのか。それらを簡潔にわかりやすく人に説明できるよう
にする。それができていたわけでもないし、また声に出して、人前にどんどん出ていくという
ようなこともしていなかった。チャリティイベントを開くということはとてもよいことであっ
た。しかしもっと駅前で募金活動をするなど、地道にやっていき少しずつでも色んな人に共感
を得ていく努力をするべきであった。また Twitter など SNS を使った宣伝も、もっと地道にや
っていくべきであった。地道な活動が後々結果につながるのに、大きなイベントなどを開こう
として、小さな大事な活動がおろそかになってしまっていたのだろう。石橋さんの講演を振り
返ると私たちがやるべきであったことがたくさん見つかり、私の中でもたくさんの反省点を見
つけることができた。
このように反省点が多い 1 年間であったが、BMS の活動を経て、自分が変わったなという
部分も少しは見つかった。私は今まで少し人を頼りにして生きてきた部分がある。人前に立つ
ことも少なく、自分の意見もあまり言わない。しかし今回の BMS の毎週の授業では、もっと
私たちの活動をよくしていきたいという気持ちから、少しは積極的に発言ができるようになっ
てきた。それも人から見たらほんの些細な変化ではあると思うが、今後もっと人前で自分の意
見を表に出していけるようにしていきたい。これは将来の就職活動でも、何かの仕事に就いた
時でも、大事なことであると思った。
今回 1 年間 BMS で活動してきて、たくさんの経験が得られた。それはほとんどが新たな経
験で、私にとってとても重要なことであった。普段の BMS の活動では、私の中の小さな変化
による成長、福島訪問では、私という一個人にもできることを見つけられたと思う。これから
私はもっとさまざまな活動をしていきたいと思う。例えば私はこの春にフィリピンにボランテ
ィアに行く。フィリピンではストリートチルドレンなどの子どもたちのための児童養護施設で
必要なものを作ることや、子どもたちとふれあいに行く。私はたくさんの苦しんでいる人たち
のためにボランティアなどの活動をして、少しでも困っている人たちのために生きることで、
その人たちを笑顔にしていきたいと思った。
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福島に行き変わった自分
笠 木 健 汰
社会文化システム学科 2 年

BMS の活動を１年間経験して、自分が今まで全く知らなかったことを学ぶことができたと
同時に、自分がいかに狭い知識の中で生きているのかを知った。自分は主にイベント部として
活動してきたが、最初のイベントであったチャリティイベントで自分が初めて何もない状態か
ら企画した。だが、思うように出演していただくサークルを決めることができず、お客さんも
思うように集まらなかったことがとても残念であった。この理由はやはり準備の遅れが原因と
いうことはもちろんあるが、一番大きな問題は自分たち自身がイベントの内容をよく理解して
いなかったことだと気付いた。何か物事を０から始めるには、自分が進めることに対して前も
って知識を持っていなければ漠然としてしまい、物事がうまく進まないということを知った。
またイベントを運営するときは、運営する側の人間が自信を持って楽しいものだと公言できる
ようなものでなくてはならないという先生の言葉が今でもとても印象深く残っている。世の中
のものを客観的に見れば当たり前のことだが、自分自身が初めて運営する側になることでこの
ことを痛感した。
また、白山祭で来客していただいた方とお話ししたことが自分の意識を大きく変えた。たと
えば、大人世代はみな福島の現状について知りたがっているが、自分がどう東北の方を支援し
たらいいかわからないという方が多く、現状を知らないということがとても印象的だった。一
方、小学生以下くらいの子どもたちが書いたメッセージの多くが「お外で友達といっぱい遊ん
でね！」などというように子どもたちと同世代くらいの子に書いているような内容が多かった。
このように、大人世代は福島の現状について興味関心があり、子ども世代は同年代の人に対し
て興味関心が高いことが分かった。つまり、世代により考え方が大きく変わっている。したが
って、次にボランティアや何かイベントを行う時にターゲットをある程度明確にすれば、より
良いイベントになるはずだと思った。
福島訪問を通して、最もびっくりしたのが現地の方々がみな放射能に対してとても知識を持
っていることであった。お話を伺って、テレビでは全く分からないことも当然のように知って
いた。自分は福島県産の野菜などには少なからず放射能が付着していると思い込んでいたが、
現地に行きお話を伺うことで風評被害に悩まされていたのだということが分かった。福島県産
の野菜はすべて厳重に調査されているということを初めて知った。このことからむしろ調査さ
れていない他県の野菜のほうが、放射能の値が高いのではないかと思うほどであった。また、
比較的線量の高い大豆などは直接販売せず油にするなどして全く線量の出ないものに変えてい
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るということも初めて知った。この現状を一般の人びとにいかにして伝えるかが今後の課題で
あると考える。一番いい方法は自分のように直接現地に行き、お話を伺わせていただくことで
あると思うが、必ずしもそれができるわけではない。国と、東電、自治体、マスコミなどが共
同でこの情報を全国民に知っていただけるようにしなくてはならないと思った。
自分が福島に行く前は、相手の方に気を遣いながら行動をしなければならないと思っていた
が、現地の人はとても社交的でいつもにこにこしながら積極的に話しかけてきてくれた。そこ
でいつもにこにこしていて話しやすいですといったときに農家の人が「下を向いていても誰も
助けてくれない、笑っていれば気持ちも楽になるしみんなが助けてくれるんだ」と言われたこ
とがとても印象的だった。今まで培ってきた畑の土が放射能にやられてしまいお客さんも減っ
たとても苦しい状態の人が誰よりも前向きに現実と向き合っているということにとても驚いた。
福島に行き現地の方と交流することで自分自身の考え方や価値観が大きく変わった。自分も将
来辛いことなどがあってもこの言葉を思い出し、前向きに進んでいきたいと思う。
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挑戦から見えた自分に必要なこと
山 崎 寛 未
社会文化システム学科 2 年

BMS に入ろうと思ったきっかけは、ボランティアに興味があるからだった。高校生の頃、
フィリピンに行き、現地の子どもたちの現状を知り、自分でも人の役に立てることがあるなら
取り組んでいきたいと考えるようになった。東日本大震災が起きた時、テレビを通じて見えた
東北の現状を目の前にして、
「自分に何かできることがあるならやりたい」という思いはあった
が、なかなか具体的に取り組むことができずにいた。
この活動に参加する際、福島の現状をより詳しく知り、その上で現地の人たちの助けとなる
ことを目標に取り組んだ。しかし、最初は先輩方の取り組んできたことを引き継ぐ形となり、
先輩方にかなり頼ってしまい、自分から何かに取り組むことができなかった。BMS のイベン
トなどを行っていくうちに、福島の子どもたちのために募金をしているのに、福島の現状をあ
まり知らないままではいつまで経っても新しいアイディアは浮かんでこないだろうと考えるよ
うになった。そこで、文献購読以外にも、自分で新聞やインターネットを使って現地の情報を
調べるようになった。自分で調べる中で、自分が今まで原発や福島に対して持っていたイメー
ジが崩れていき、福島の現状について新たな気づきがあった。
例えば、私は福島では原発事故が起きる前から、原発反対の風潮は強かったと考えていた。
だが、実際には原発建設の話が出た当初は反対意見が多かったものの、原発のおかげで立地地
域が豊かになっていくとともに、反対の声も少なくなっていったことが分かった。さらに、震
災後、避難区域に入った家族には補償金が出ているが、この補償金をめぐって問題が起きてい
た。避難しなければならず、生活に苦労しているはずだから補償金が出るのは当然だろうと思
っていた。だが、その補償金で高価なものを買ったり身に付けたりしている人もいて、地域の
中で避難してきた住民と避難民を受け入れている地域住民の間に亀裂が入っているところもあ
るようで、補償金によって問題が発生していることを初めて知った。
事前学習をして、福島県の現状を知った上で現地へ行ったつもりだったが、まだまだ新たな
発見をした。11 月に福島を訪問したが、行く前は「原発事故により、幼稚園や小学校では子ど
もたちが外遊びを制限されていて、福島県では肥満児が増加しつつある」と聞いていた。しか
し、実際に現地に行き、幼稚園の先生からお話しを聞かせてもらう中で、元々福島県の人たち
は車がないと生活できないということが分かった。つまり、福島の子どもたちは普段からあま
り運動をしておらず、体力がなかったというのである。東日本大震災により、現状が浮き彫り
となっただけで、元々県が抱えていた問題だったのだ。他にも、事前学習では、
「外出を制限さ
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れ、人とコミュニケーションを取ることが難しくなり、不登校になる子どもも出てくる」と認
識していたが、今回宿泊させてもらった農家の奥さんからお話を聞く中で、
「地元にある小学校
では不登校になる学生が増えているが、その地元のパチンコ店や居酒屋は昼から繁盛している。
つまり、補償金に頼り、働かなくなった親たちが昼間から遊んでいたりする。この内容を聞き、
事前学習で出てきた「補償金をめぐる問題」と「子どもたちの不登校の問題」に繋がりがある
ことを発見した。新聞や文献を読んで知った福島の現状と違った視点で見ることができ、意外
な学びであった。
また、福島は復興に向かっていると言っても、活気がない面もあると思っていた。しかし、
福島の人たちからたくさん話を聞かせてもらい、その人たちの表情や声には力があり、今の問
題をどう解決していくか前向きに取り組んでいることを肌で感じた。しかし、震災当時の話に
なると「大変だった」という一言にも画面や紙面を通してでは分からない重みがあった。特に、
ある農家の奥さんが涙ぐみながら当時のことを語ってくれ、
「今の若い人たちは東日本大震災で
起きたことを忘れてはいけない」と言っていた姿は忘れられない。現地に行くことで見えなか
った事実を発見できるが、それだけでなくその人たちの気持ちも感じ取ることができる。私は
この経験を通じて、現地で感じたことはたくさんあったが、
「感じた」で終わるのではなく、そ
こから自分たちには何ができるのか考え、
「かたち」する必要があると考える。さらに、その「か
たち」に現地の人たちの思いものせ、正確に情報を伝える責任があると思う。
福島訪問後、一年間の活動を振り返ってみて、私たちの企画はあまり福島の現状を多くの人
に伝えられるものではなかったと反省した。なかでも、バナナ料理教室は悔しさが残る。
「バナ
ナを福島の子どもたちに届けたい」という思いは強く持っていたが、そのために教室をどのよ
うに開催すれば多くの人が来てくれるのかまで考えられなかった。
しかし、これをきっかけに、
自分自身のあり方を見つめ直し、大きな気づきがあった。それは、自分のできることを自ら探
し、挑まなければ何も始まらないということだ。お客さんを呼び込む方法やレシピへの工夫な
ど、曖昧なまま流れてしまった。分からないから、自分にできることがないから待っているの
ではなく、自分から新たなことに取り組んでいくことが必要だと反省した。
秋学期、話し合い時の司会や部署のリーダーという責任を任され、上手くいかないこと、自
分の力の不足さを多く感じたこともあったが、思考を変えて自分にしかできないことを見つけ
挑戦するようにした。私は、なかなか思いはあっても自信がなくて行動に移すことを諦めてし
まっていたときが多かった。しかし、思いがあるなら恐れず挑戦してみる、待っているだけで
はなく自らできることを探すことが自分の課題だと分かった。今、私はこの授業とは別にボラ
ンティア活動を行っているが、ここでも、ただ決まったことをする、感じて終わりではなく、
直接現地の人と触れ合い、それを通して自分には何ができるのか自分自身の頭で考え、結果を
気にする以上に挑んでみることが自分に必要不可欠なことだと実感した。
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BMS での活動を通しての成長
齋 藤 信 太 朗
社会文化システム学科 2 年

この 1 年間、私は福島の現状を知り自分がどのような貢献ができるのかという課題をもって
この授業に取り組んできた。最初にこの授業に参加したときには、福島がどのような現状で、
今何を考えているのかということが全く分からなかった。しかし授業を通して新聞記事を集め
たり、ニュースを見たりしているうちに徐々に福島の「今」が分かり、自分が何をしていけば
よいかが見えてきた。さらに、実際に福島を訪問することで現地の方々の思いや願いを聞くこ
とができた。また福島に訪問する前は、現地の人は正直なところもっと暗いと思っていたが、
全くそんなことはなく、むしろ私たちのほうが励まされてしまった。とくに、農家の方がおっ
しゃっていた「私たちが笑顔じゃないと、幸せが寄ってこない」という言葉がとても印象的だ
った。さらに、訪問する前は、私たちが 1 年間取り組んできたバナナ募金という活動がどのよ
うな形で福島の子どもたちの役に立っているのかということがいまいち把握できていなかった。
しかし、保育園や幼稚園を訪問し、お話を聞いたり、子どもたちとふれあったりすることで自
分たちが感謝されている実感がわきこれからもこの活動を続けていきたいと感じた。
この活動を通して、メンバーの絆が深まったと感じる場面も多々あった。とくに白山祭の準
備のときだ。白山祭はメンバーのほとんどが初めての経験だったので、思うように計画が進ま
なかった。前日の準備の時間にガムテープや画用紙などの備品不足が分かり当日に間に合うか
どうか難しい状況であった。しかし、各個人や各部の仕事だけではなく、他のグループの終わ
っていない仕事を各々が手伝い、足りない部分を補い合うことで当日に間に合わせることがで
きた。この経験を通じて、メンバー間の絆も深まったと感じた。
この 1 年間、私は広報部として活動に携わってきた。その中での反省点は、広報不足という
問題を 1 年間解決できなかったことである。私たち BMS は本格的な活動を始めたばかりで認
知度が低いので、広報活動が必要であった。しかし効果的な広報ができず、認知度を上げるこ
とができなかった。イベントごとにチラシを作る機会を設けてもらったがどのようなレイアウ
トが目を引くのか、どんな挿絵を入れれば興味を持ってもらえるのかなどを知らず、また他の
人に意見を求めることもできなかったために思うようなチラシ作りができず周囲の期待に添う
ことができなかった。また、現代において最も効果的な広報効果のある Twiter や Facebook な
どの SNS をうまく利用できなかったことも反省のひとつである。
原因として考えられるのは、
1 度 SNS 上で誤った情報を流していまい、そのことで SNS の利用に消極的になってしまった
ことが考えられる。最も多くの人の目につき、幅広い年齢層の方々の目につく方法を使わなか
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ったのは広報をするうえで最大のミスであったと感じる。また、同じような活動をしている団
体とのつながりが作れなかったのも反省点である。この問題を感じたのは白山祭の反省をして
いるときで、当日思うように集客ができなかった際に、メンバーのひとりが「もう少し横のつ
ながりがあれば、集客できたかもね」ということを話したときである。同じような団体とつな
がりを作ることができれば、お互いに、それぞれの会場を行き来したり、お互いに宣伝しあっ
たりすることで、広報の効果は 2 倍にも 3 倍にもなったと思う。
この 1 年間の BMS の活動を通して、私は、今までできなかった経験をすることができ、大
きく成長できたと感じる。とくに、福島の方々にお話を聞いた体験は自分の考えを変えること
ができたので本当にこの活動をしていてよかったと思う。私はいままでボランティアにかかわ
ることがなかったので、人の役に立っているという実感がなかった。私はもともと海外のボラ
ンティア、特に発展途上国に興味があった。しかし、すぐに海外にいく自信がなかったために、
まずは国内でボランティアをしようと考えこの活動に参加した。そして、この活動を通して、
人の役に立つという喜びや苦労を学んだ。今後は海外ボランティアに積極的に参加していきた
い。
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積極的に行動することの大切さ
輿 石 梨 穂
社会文化システム学科 2 年

私は、BMS の活動を始めるにあたって、社会に貢献できることをしたい、そして個人では
なく大人数で行えるボランティアをしてみたいという漠然とした考えしか持っていなかった。
しかし授業内で東日本大震災の被災者支援について学習していくうちに、東北の支援が少なく
なっていることやまだまだ継続的な支援が必要だということが分かり、東日本大震災から 3 年
たった今こそ支援が必要なのだと考えた。しかし、支援したいという気持ちはあっても、現在
被災地はどのような状況に置かれているのか、私はまったく知らなかったのだということに気
付かされた。そして 11 月に BMS で福島へ訪問し、被災した地域を目の当たりにし、直接被災
者の方々から話を伺うことができ、少しでも被災地の現状を知ることが出来たことは大きな収
穫であった。
BMS は今年度出来たばかりの団体なので、すべてのことが初めての試みであったこともあ
り、BMS の活動を行っていく中で、さまざまな課題にぶつかることがあった。たとえば、チ
ャリティイベントや料理教室を開催した際、想定していたよりもお客さんが集まらなかったこ
とが挙げられる。知名度の低い学生団体にとってそれは大きな課題である。ターゲットを絞っ
て、イベントをいかに人の目を引く魅力的なものにできるか、多くの人が参加したいと強く思
える内容にできるかが大事であり、
どうしたらそれをクリアできるのかということに苦労した。
BMS では授業運営やスケジューリング、司会進行を私たちひとりひとりが交替で行う場面
があり、授業などの場を自らが中心となって先導し、動かしていくことの大変さや、難しさを
痛感した。授業の司会進行を務めることは今まで経験したことがなく、全員の意見を引き出す
ことやそれをまとめることが難しいと感じた。それは、今後の活動を行っていくうえでの重要
な決定を下す場面が多く、その判断を臨機応変にしなければならないという責任が負わされた
からだった。その責任の大きさから消極的になってしまい、意見をまとめることが上手く出来
なかった。また、BMS の話し合いの場では、ひとつ意見が出たらそれに偏ってしまうことが
何回もあった。先輩と後輩という関係から、意見を出すことを遠慮してしまう気持ちがあった
のだと思う。もっと良いものを作り上げるためには、ひとつの意見に対して皆が真剣に考え、
遠慮せずに賛否両論を出し合っていくことが必要だと分かった。人前に出ることは得意ではな
かったので、司会進行を行うことはよい経験のひとつとなった。
6 月に講演していただいた STUDY FOR TWO の石橋さんの話は非常に勉強になった。同じ
年代の大学生が STUDY FOR TWO のような大きな団体を立ち上げ運営していると知り、時間
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がある大学生だからこそできる、学生団体の可能性の大きさを感じた。また、自分がやりたい
と思ったことは積極的に口に出していくことで実現させていくことができるということ、そし
て自分がやりたいと思ったことをひとりですべてやろうとするのではなく、周りを共感させて
巻き込み大きくしていくことの大切さを学ぶことが出来た。BMS の活動を行っていく意識作
りとして非常に刺激を受けた。
私の中で BMS の活動の意気込みが変わったのが、バナナ募金を行っている APLA の事務所
を訪問し、さまざまなお話を伺ったときである。APLA の方々は私たちのような学生団体がバ
ナナ募金の手伝いをすることを非常に歓迎してくれ、また APLA の吉澤さんの話でバナナ募金
の重要性を感じるとともに、これからも継続していかなければいけない活動であることを実感
した。
BMS の活動を通して、白山祭の看板を作ったり、配るプリントのレイアウトを考えたりす
るなど、イベントを行う上で裏方の役割にたくさん関わった。いかに見やすく目を引くものを
作るかを考えることも、イベントを成功させるために必要な条件であると思った。ひとつのイ
ベントを作り上げるには運営や会計、資材集め、会場設営などさまざまな役割の人が関わりあ
っていることが分かった。それぞれの役割がしっかり連絡を取り合ってつながり、意識を共有
していくことも必要であるがそれが難しく、苦労した点でもあった。
活動をしていくなかで気付いたことは、授業で意見が飛び交うことが少なく、誰かの意見が
出るまで待つ場面が何度かあった。
そのような状況だとよいものを作り上げることは出来ない。
自分の意見をはっきり述べ周りに伝えていくこと、そして、目標を達成させるには一人一人が
積極的に行動していくことが重要だと分かった。このような発信力、行動力は社会に出てから
も必要となる重要なスキルである。BMS での活動は、ボランティアのことだけでなく、社会
に出ていくために必要な多くのスキルを身に付けることができた場だった。今後はここで身に
付けたスキルを活かして、話し合いの場などでみずから進んで場をまとめたりすることや、周
りを共感させられるような意見を積極的に述べたりしていきたいと思う。何事にも遠慮するこ
となく、積極的な姿勢で取り組んでいきたい。
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〈「個人の成長の記録」を書くための注意〉
第３部「個人の成長の記録」は、同志社女子大学の藤原孝章教授が考案した体験学習の評価
基準を参照して、以下のような問いを立て、受講生に答えてもらう形で自分の経験を掘り下げ
て考え、ひとつの質問に対し 200～300 字で文章化している。藤原氏は、
「学士力」や「グロー
バルシチズンシップ」と呼ばれる概念を構成する要素にしたがって、
「参画性」
「状況性」
「関係
性」
「連結性」の 4 つに分けて、受講生自身が自分の経験を評価してもらうために評価基準を
開発された。もっとも、できればこれらの項目のすべてに答えてほしいものの、これ以外にも
自分の学んだことや言いたいことがあれば、どれかをカットして、遠慮なく言いたいことを書
くように補足もしている。

Q. 自分の学習課題をもっていたか。学習課題の解決のためにどういう行動を取りましたか。
それは具体的にどのような場面でしたか。
【参画性】

Q. BMS の活動を経て、
「えっ、どうして？」など事前に考えていたことに対して、現場で想定
していないような意外なことが起こりましたか。それはどのような場面でしたか。
【状況性】

Q. BMS の活動を経て、
「あぁ、こういうことだったのか」
「こういうふうに考えるのか」とい
う新しい発見や変化につながることはありましたか。それはどの場面でしたか。【状況性】

Q. BMS の活動を経て、メンバーの一員として絆が深まったのはどの場面でしたか。【関係性】

Q. APLA さんやその他、BMS を通じて知り合った方々と、どのように関わりましたか。そし
て、彼らが自らの学習課題の追求にどのような役割を果たしましたか。
【関係性】

Q. BMS の活動を経て、メンバーの中で自分にしかできないこと、あるいは自分であれば貢献
できることはありましたか。それはどのような場面でしたか。
【連結性】

Q. BMS の活動を経て、自分のどのような能力を、どのような場面で自覚しましたか。ちいさ
な能力でも構いません。そして、それをどのような場で今後、伸ばしていこうと思います
か（来年の BMS で伸ばすというのでもいいです）
。

Q. BMS の活動を経て、自分の学習課題に到達できなかった、あるいは、新たに気づいた学習
課題は何ですか。どういう場面で気づいたかを記述してください
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SPIRIT コースの概要
柴 田 隆 行
東洋大学社会学部

Ⅰ

概要

SPIRIT とは、「外国にルーツを持つ子どもたちの学習支援プロジェクト (Study support
Project for International children with Real Interaction at TOYO University)」の略称であ
る。すなわち、外国にルーツを持つ子どもたちに対して、大学生が「大学」という場所で、
「教
科学習と文化コミュニケーション」という手段を用いて、日本語の「読む・書く・聞く・話す」
力の習得を支援するプロジェクトである。
2009（平成 21）年 9 月、文京区内にある NPO 法人 COMPASS の助言と支援を受け、社会
学部社会文化システム学科の正規活動として出発。2010 年度より学部予算を得て、教材や参考
書の購入、教育機材の充実を図る。
これまでに参加した児童・生徒は計 71 名。ルーツは中国、韓国、台湾、フィリピン、マレ
ーシア、ベトナム、カンボジア、スリランカ、モンゴル、チェコ、フランス、アメリカ、エジ
プト、日本の 14 カ国。参加学生は計 75 名。所属は社会文化システム学科生ほか、社会学部各
学科、文学部教育学科、哲学科、日本文学文化科、英米文学科、英語コミュニケーション学科、
法学部、経済学部、経営学部、そして社会人。見学や一時参加者は、他大学生も含め 2014 年
度だけで 81 名である。
活動内容は、学習支援として、盆と正月を除き毎週木曜日 18 時 30 分から 20 時 30 分。毎回
の報告と反省、教科学習等。その他、教育委員会や学校、他団体等の調査ないしは資料収集、
ぶんきょう多文化ネット、多文化共生センター東京等との交流ないし共催事業実施。大学祭で
の展示による活動紹介。
ホ ー ム ペ ー ジ は http://spirit.toyo.ac.jp/ 、 Twitter は @toyo_spirit 、 連 絡 先 は
gakusupo@yahoo.co.jp。

Ⅱ 2014 年度（2014.4-12 までの中間報告)
2014 年度の SPIRIT 参加児童・生徒・その他は、中国 14 名、台湾 1 名、フィリピン 6 名、
マレーシア 1 名、ベトナム 5 名、カンボジア 1 名、モンゴル 1 名、スリランカ 1 名、フランス
1 名で、男 16 名、女 15 名、合計 31 名。学年等別では、5 歳 1 名、小学 1 年 1 名、小学 5 年 2
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名、中学 1 年 3 名、中学 2 年 1 名、中学
3 年 9 名、
高校 1 年 1 名、
高校 2 年 2 名、
大学院 1 名、社会人 5 名、不明 1 名。
SPIRIT 参加学生は、社会学部 9 名（社
会学科 1 名、
社会文化システム学科 6 名、
社会心理学科 1 名、二部社会学科 1 名）
、
文学部 8 名（教育学科 5 名、
哲学科 1 名、
英米文学科 1 名、英語コミュニケーショ
ン学科 1 名）
、法学部 1 名、経済学部 1
名、経営学部 1 名で、男 7 名、女 13 名。
学年は 1 年 2 名、2 年 12 名、3 年 4 名、
4 年 2 名、合計 20 名。

写真 18

ベトナム出身の子どもに手作り教材で

日本語を教える。

SPIRIT 担当教員は、社会学部社会文化システム学科の柴田隆行（責任者）、小林正夫、王 亜
新である。
活動場所は 5301/53404 教室で、参加生徒・児童等の延数は 161 名、参加学生の延数 306 名、
見学者の延数 81 名であった。

Ⅲ

多言語高校進学相談会

多文化共生センター主催による標記実行委員会に参加し、年に 6 回ほど開かれる相談会のう
ち 2 回、6 月 22 日と 10 月 5 日の相談会は東洋大学白山校舎で開催された。
6 月 22 日

5 号館 1 階教室にて開催。参加者は、中国（生徒 28 人、保護者等 13 人）
、フィ

リピン（生徒 4 人、保護者等 3 人）
、韓国（生徒 3 人、保護者等 4 人）、ネパール（生徒 6 人、
、タイ（生徒 1 人、保護者等 1 人）
、ア
保護者等 5 人）、ブラジル（生徒 1 人、保護者等 1 人）
メリカ（生徒 1 人、保護者等 1 人）、日本（保護者等 1 人）
、合計 46 家族 73 人、見学 8 人、ス
タッフ 47 人。
（6/11 河北新報、6/14 デーリー東北、6/19 苫小牧民報、6/30 陸奥新報に記事掲
載。
）
10 月 5 日

2 号館 16 階スカイホールにて開催。参加者は、中国（生徒 29 人 保護者等 20

人）
、タイ（生徒 4 人、保護者等 4 人）
、フィリピン（生徒 4 人、保護者等 6 人）
、パキスタン
（生徒 1 人、保護者等 1 人）
、ネパール（生徒 1 人、保護者等 2 人）
、合計 72 人、見学 3 人、
メディア（日経新聞社）2 人、スタッフ約 30 人。
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SPIRIT の活動を通して学んだことと自分の成長
宇 田 川 健 太
社会文化システム学科 2 年

私は 2 年生になってから 1 年間、この SPIRIT で活動をしてきた。外国にルーツを持つ子ど
もたちと触れ合うことでこの 1 年間大きく成長できたと思う。
私はこの活動を通して、外国にルーツを持つ子どもたちが日本に来て、一体何がわからなく
て、何を知りたいのかについて知りたいと思った。その理由は、私が将来教師になりたいから
である。私が将来教壇に立ったとき、教室に 1 人や 2 人、外国人の子どもがいると思う。しか
し、私は外国で勉強したことなどないので、そのような子どもたちが何を思っているのかわか
らない。そんな子どもたちのサポートもできるようになりたいと思っている。
SPIRIT での活動はおもに、外国にルーツを持つ子どもに日本語を教えることや学校の宿題
などを一緒にやることだが、どちらも今までに経験したことのないことばかりだった。
まず、日本語を教えることについては、今まで何も考えないで使っていた日本語について質
問される。日本語の文法やルールなどをしっかり理解していれば、
その通りに答えれば良いが、
私たちはふだん日本語文法などを考えずに日本語を使っているので、うまく答えることができ
ないこともときどきあった。したがって、私は和英、英和辞書はもちろん、国語辞書も使い子
どもたちに理解してもらうよう努めた。
また、学校の宿題などを手伝う場合にも、問題が難しかった場合に事例をよく使うが、この
事例そのものがなかなか伝わらないこともよくあった。例というものは、多くの人が知ってい
てイメージしやすいものであるはずだが、ここで言う「多くの人」というのは、日本人の多く
であって、外国にルーツを持つ人たちではない。そういう当たり前のことにいまさらながら気
がついた。日本での当たり前が外国人にとっては当たり前ではないということである。言葉で
はわかっていたが、この 1 年間の活動でそのことを身をもって知ることができた。
また逆に、英語が話せるが日本語はまだできない子どもに英語を教えるというのも大変だと
いうことを知った。外国にルーツを持ち SPIRIT に来る子どもたちには、英語でなら会話がで
きるといった子どもが何人もいる。私は、英語なら子どももわかっていることだし教えるのに
苦労しないだろうと思っていた。しかし、そうではなかった。私たちは、英語を単語や文法で
勉強することがほとんどであるが、日本語をそのように勉強することは少ない。そうした場合
に、英語は話せるが日本語が話せない子どもに、日本の英語の教え方で英語を教えることはと
ても大変だった。あるとき、1 人の生徒と英文を和訳する宿題を一緒にやったことがある。英
文と日本文では動詞の位置などが違う。ただ英文を頭から直訳することは、その子も辞書を使
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えばできるが、私たちの目的は「日本語」ができるようにすることなので、できれば日本語ら
しい日本語で英文を訳し、日本語に慣れてもらう必要がある。私たちは、直訳した不自然な日
本語をそれらしい日本語に直せるが、日本語が上手でない子どもたちはそれができない。英文
の意味は理解しているのに、それを日本文に直すのが難しい。その結果、英語のテストで、問
題文が日本語で書かれているので、何を答えたらよいのかがわからなかったり、答えに何を書
けばよいのかがわからず、点数が低いということがある。私たちがふだん何気なく使っている
日本語の難しさをこの場合でも改めて知った。
日本の文化を教えることも大変であったが、それ以上に面白かったのが、外国の文化につい
て知ることができたことであった。中国から来た子からは、中国の小学校や中学校は日本より
もとても宿題が多く、遊ぶことなどできないということや、フィリピンから来た子からはフィ
リピンのクリスマスについてなど、子どもたちからそれぞれの国のさまざま行事について話を
聞くことができた。
SPIRIT のメンバーとは、子どもたちとの授業で一緒に担当することもあるが、お互いにあ
まり深く話をすることはなかった。お互いに一番絆が深まったと感じたのは大学祭のときであ
った。あまり大きなことを成し遂げたというわけではないが、メンバーで 1 つのことをやった
という充実感はあるし、お互いの絆も深まったと思う。また、SPIRIT のメンバーは現在、社
会文化システム学科の学生だけではなく、
他学科、
さらには他学部の学生もたくさんいるので、
いろいろな学生のさまざまな考えや意見、どのような勉強をしているのかなども聞くことがで
きた。
この活動を通して、外国にルーツも持つ子どもたちを支援する他の諸団体と交流し、また、
高校進学ガイダンスにも参加することができた。SPIRIT と同様に大学生が行っている団体も
あれば、NPO として活動している社会団体もある。高校進学ガイダンス当日は、外国にルー
ツも持つ子どもたちやその家族が大勢参加した。高校進学ガイダンスということなので、高校
進学についてよく知っている団体が多く、私たちも子どもたちの進学や将来についてアドバイ
スができるようになったほうがいいと改めて感じた。
私自身はこれといってすごい能力があるわけではないが、SPIRIT に初めて来る子どもたち
に適切に対応できるように努めている。初めて参加する子の多くはとても緊張している。ただ
でさえ初めての場所に行くことは緊張するものだが、さらにこの子どもたちにとっては慣れな
い日本でのことなので、困ったり、悩んだり、緊張することが多い。学生がそれを温かく迎え
ることができず、学生側も緊張していては、良い関係は作れない。私は、初めて参加する子ど
もたちにも緊張することなく温かく接することができるので、私自身もこの能力をもっと伸ば
していこうと思っている。また、他の学生はみな、教えることがとても上手だと思う。教材作
りをしたときにも、いろいろなアイディアが出てきて、少しでも子どもたちに勉強しやすい教
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材や教えやすい教材を作ろうとしていた。そのようなアイディアなどを私はまったく出すこと
ができなかったので、他の学生に負けないようにこれからも頑張ってゆきたい。
私のこれからの課題はいくつかあるが、その 1 つは、勉強する子どもごとにそれぞれ異なっ
た教え方ができるようになることである。SPIRIT に来る子どもたちは、日本語のでき具合が
それぞれ違うので、それぞれの子どもに合わせた授業をしないといけない。どこまで日本語を
使い、どこまでを英語やそのほかの言語を使ってコミュニケーションをとったらよいかを的確
に判断することが課題だと思う。英語など子どもたちが使いやすい言語で話せば、子どもたち
は自分の伝えたいことが表現できるため、コミュニケーションを取ることはできるが、それで
は子どもたちの日本語が上達しない。その加減がとても難しい。
2 つ目は、子どもたちの近い将来や未来に力になれるようになることである。近い将来とい
うのは、彼らにとっては高校進学や大学進学などであり、とくにいま SPIRIT に来ている子ど
もたちは中学生が多いので、高校受験を向かえる子が多い。しかし、高校入試のシステムなど
を知らない学生が自分も含めて多く、高校入試についての適切なアドバイスができないことが
ある。SPIRIT はあくまでも日本語の教室ではあるが、中学 3 年生の悩みや不安は高校入試で
あると思う。私たち学生が高校入試のシステムや都立高校のようすなどを把握し、子どもたち
に高校進学について適切なアドバイスができるようにならなければならない。
SPIRIT に来る子どもたちに、将来の目標やどんな高校に行きたいかなどについて聞いたこ
とがあったが、わからないと答えた子どもがほとんどであった。日本人の子どもですらなかな
か将来の目標が決められないのに、外国にルーツも持つ子どもたちが、住み慣れない日本で将
来について考えるというのは難しいこ
とだと思われる。それゆえ、私たち学
生がその手伝いをできればよいと思う。
外国にルーツを持つ子どもたちが、日
本で夢や目標を持ち、それに向かって
努力し、いずれは活躍できるようにな
ってもらえれば良いなと思う。
SPIRIT は、社会文化体験演習の社
会貢献分野の 1 コースに当てられてい
るが、自分たちが学ぶことのほうがず
っと多いと感じる。私はこれからもこ
の活動を通して多くのことを学んでゆ
きたい。
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社会文化体験演習で学んだこと
王 彦 尹
社会文化システム学科 2 年

私の学習課題は日本語で第二外国語を勉強することとレポートを書くことである。外国語を
勉強することはもともと難しいが、日本語でハングルやフランス語を勉強することはもっと難
しいと思う。
（とくに先生から文法の説明を聞く場合）。このような状況に対して、私はいつも
先生の授業を録音している。家で勉強するとき、何回も聞きながら、理解していた。授業をす
る前に予習して、授業が終わってから、復習する、という習慣がついた。そうしないと、あま
りついていけないからだ。レポートを書くことも、私にとって難しい。がんばって書いても、
文法が間違っている場合が多い。さらに、文法や単語の活用があまり身についていない。この
学習課題を解決するために、私自身はレポート課題についての本を読み、重要な部分をメモし
て、十分意識しながらレポートを書いた。日本語でレポートを書く際に一番困ることは、自分
が書きたいことをきちんと正しい日本語で表せないことである。自分が言いたいことを書いて
も、読み手がほかの意味で理解してしまう場合が少なくない。この問題を解決するもうひとつ
の方法は、日本人の友達に頼んで添削してもらうことである。これはとてもいい方法だと思う
が、みな忙しいので、いつもこうしてもらうことはとても失礼だと思う。
SPIRIT の活動を経て、いくつか想定していなかった意外なことが起こった。私はもともと、
このように無料で日本語を勉強できるチャンスを生徒たちはとても重視している、と思ってい
た。だから、毎週来るのが当然であるが、雨の日や風が強い日には生徒がゼロになる場合が何
回かあった。生徒たちが勉強している場面を見て、私は自分が昔勉強していたころのことを思
い出した。中国は詰め込み教育なので、学生の学校生活はとても大変だと考えられる。親も先
生も点数中心で、点数の高い人はいい学生だという極端な考えをもっているゆえに、学校でま
じめに勉強することはもとより、毎日の夜や土日曜日も勉強しなければいけない。塾に行く学
生もいるが、多くの学生は担当の先生の家で勉強する。天候を問わず、みんな毎回きちんとい
くようにしていた。私が国内で日本語を勉強した時、最初は全部中国人の先生だった。最後は
会話の授業だけ日本人の先生が担当した。当地では日本人の先生が珍しいので、みんなこのよ
うなチャンスを大切しながら一生懸命会話の練習をした。そのほか、私が想定していたのは、
ここに来られる生徒はまじめに勉強するタイプだということだが、不勉強な生徒もいた。教室
の中でずっと走っていたり、あるいは、座っているがまったく勉強に集中いない生徒がいた。
このような状況に対して、すこしは仕方がないと思ったが。
私は、SPIRIT のメンバーの一員として互いに絆が深まったと思えたいくつの場面があった。
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一つは、みんなが分担して荷物を運ぶことである。活動を始める前に、先生の研究室に荷物を
取りに行き、活動が終わったら、みんなで一緒に先生の研究室に荷物を戻す。人数が多いとき
は、荷物を持ってない学生も一緒に先生の研究室へ行ってからみんな一緒に駅まで帰る。こう
した場面で絆が一番深まったと感じられる。二つ目は、生徒が少ない時、何人かが一人の生徒
について、生徒に教える方法を互いに相談したり、一緒に生徒に教えるが、こういう時にも絆
の深さが感じられる。三つ目は、学園祭での販売である。販売商品を決める、必要な物を用意
する、作る、販売する――、どの段階でもみんなで一緒に相談して、決めて、みんなで一緒に頑
張った。このような思い出は忘れられず、互いに絆が深まったと考えられる。
活動を通して生徒と接触をし、日本の中学校は中国の中学校よりゆるいと感じた。宿題も少
ない。ただし、科目の点数を重視するだけではなく、生徒の趣味も重視している。生徒の話で
私が知らなかったのは、中学校の組体操である。この体育項目は中国の学校にはなく、これま
で聞いたこともなかった。とても大変だそうだ。
この活動に参加する前は、在日外国人労働者の子どもが通う学校は、その母国語を使う学校
だと思っていた。たとえば、フランス人は在日のフランス学校に通うというように。在日外国
人の生徒は、最初は日本語がまったくできないまま、ほかの科目も日本人と一緒に受けなけれ
ばならず、それはとても難しいと考えられる。
活動を通して知り合った人のなかでとくに中国人の女の子と英語コミュニケーション学科の
学生と仲良しになった。この生徒は、同じ中国人なので言語の壁がなく、とても親密に感じら
れる。つねに LINE をして、学校の学習生活について話してくれる。また、学校や生活の悩み
があるときには、自分ができる限り手伝っている。そして、日本語について質問があるときは、
私ができれば自分で説明していたが、できない場合は日本人の友達に聞いてから説明した。生
徒とこのようなやり取りをすると同時に、私自身の学習課題にも少し役に立つと思われる。知
り合った学生とよく中華料理を食べに行っている。彼女は中国の食文化について興味があるの
で、いろいろな中華料理を食べながら、中国の文化を話している。私は、日本語について質問
があるときはいつも彼女に聞いている。彼女は親切に説明してくれる。とくにレポートを書く
時はつねに添削をしてもらっている。彼女は私の学習課題にとても役に立つと思う。
SPIRIT の活動で、メンバーの中で自分にしかできないことは何かというと、日本語があま
りできない中国の生徒やフィリピンの生徒を教えることだと思う。そのような生徒たちは日本
に来たばかりで、日本語がほぼ通じない生徒である。たとえば、春学期に呂さんという中国か
ら来た中学生がいた。ここに来たとき日本語はぜんぜんできず、五十音図から教えた。教える
とき、ほぼ中国語で説明をしながら、教材を使って教えた。日本語の文法や単語を教えるだけ
ではなく、日本語の会話も少しずつ練習した。呂さんに三ヶ月くらい教えたが、彼女の日本語
力は伸びたと思われる。フィリピンからきた生徒たちは英語が上手なので、教える時に、日本
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語が通じない場合には英語も少し入れると、生徒はわかりやすくなっていた。
私は日本語を教える能力が少しあると自覚していた。春学期に呂さんに教える時、ひらがな
カードとカタカナカードを使って教えた。生徒に楽しく単語を覚えさせるために、私はつぎの
ような教え方を使った。全部のカードを 5 つに分けて、それぞれを 8 枚くらいにする。この 8
枚から生徒が自分で 5 枚を抽出し、抽出したカードを読めたら、パスしたことにする。このよ
うな方法を使うと、生徒は楽しく日本語が勉強できると同時に、日本語の勉強に意欲も湧いて
くると考えられる。そのほかに、私は日本語初心者の生徒の日本語力をアップするために、毎
回やった単語の中で普段使える単語を 10 個を覚えさせる。毎回帰る前にチェックする。私が
中国語で単語を言う、生徒は日本語で答える。あるいは逆にする。毎回そうすると、生徒の日
本語の単語量が増える。単語量が増えると、普段の会話の中でも使えるし、聞き取りにいい効
果が出ると思う。生徒の宿題を見るとき、全部わかるわけではない。とくに国語では。私は今
後、英語と日本語をもっと伸ばしていこうと思う。
自分の学習課題でまだ到達できていないことは、やはりレポートを書くことだ。私この活動
を参加して、新しい学習課題を持った。理科が苦手で、生徒が理科の宿題をする時には何も手
伝うことができない。それ以外に、日本の地理および日本史もあまり詳しくないので、このよ
うな面において知識不足を認めざるをえない。
最後に、感想をひとこと。私は 1 年間 SPIRIT に参加して、いろいろな感動を得た。ここで
勉強している生徒は、年齢差が大きく、10 代から 30 代までいる。日本に来た年数も違って、
来たばかりの学生もいるし、何年間か
経ている生徒もいる。日本の生活に慣
れるために一生懸命勉強している。さ
まざまな国からの人たちと交流して、
異文化が感じられた。
一年間を通して、
生徒の成長が見えることはとてもうれ
しい。私は留学生として、この活動に
参加でき、同じ在日の中国人の手伝い
ができことにとても満足している。
写真 20 大学祭でトッポギを作り販売
〔表現を一部修正した。柴田記〕
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