
2021年度 311ゼミナール第三期 

被災地実情班 

調査報告 

～被災を知り、後世に伝える～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メンバー】10人 

佐藤駿（情報・ものづくりコース2年）、柴田敬介（理科コース2年） 

半田柊斗（情報・ものづくりコース2年）、吉田翔吾（技術専攻2年） 

野澤恭子（体育・健康コース2年）、齋藤天真（理科コース2年） 

及川紗知（理科コース1年）、小野崎彩菜（理科コース１年） 

松村美結（理科コース１年）、在原真優（数学専攻1年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■活動の概要 
 

「被災地実情グループ」は、2020年度に活動を始めました。私たちはリーダーの佐藤駿さんの提案を受

け、佐藤さんの祖父母、叔父家族が暮らす石巻市小渕浜地区を対象に「被災地の実情を知り、災害対応と

復興を考える」という目標を立て、20年度は6人で現地視察とアンケートを行いました。 

2021年度は10人で❶被災体験の聴き取り調査❷復興イベントのボランティア活動、に取り組みました。 

【小渕浜地区について】 

 ・仙台駅から石巻市小渕浜までは車で約 1 時間 40 分 

 ・世帯数 震災前（2011 年 2 月）159 世帯 573 人 

 震災後（2012 年 2 月）158 世帯 518 人 

 現在（2020 年 7 月） 125 世帯 253 人  

・水産資源の第一次産業が盛んであり、二世代にわたって漁業を営む世帯が多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災前の小渕浜 

 

❶被災体験聴き取り調査 

 

・2021年10月23日、14日の2日間  

・石巻市小渕浜で対面聴き取り 

・聴き取り項目は以下の通り 

① 震災当日の記憶を振り返ってください 

② その日の行動で反省すること、良かったと思うことは何ですか 

③ その後の被災生活で最も印象に残ることは何ですか 

④ その後の被災生活で反省すること、良かったと思うことは何ですか 

⑤ 震災の2日前・3月9日にあった大きな地震のときは、どう行動しましたか 

⑥ 震災前に戻れたら、何をしますか 

⑦ 震災を経験して、後世、未来の子どもたちに伝え残したい教訓を教えてください 

⑧ これまでの地区の復興についてどんな感想、意見がありますか 

⑨ これからの復興に何を望みますか、外部の支援、地区の活動として何が必要ですか 

⑩ その他 

【調査対象】12組14人 

・安藤 司さん（小野崎、武田） 

・木村富雄さん、龍子さん夫妻（半田、在原） 

・木村芳正さん（吉田、松村、柴田、齋藤、小野崎） 

・石森勝子さん（全員） 

・石森春子さん（佐藤、及川、半田、在原） 



・阿部大志さん（全員） 

・木村忠良さん（吉田、松村） 

・木村千之さん（柴田、齋藤） 

・石森悦子さん（吉田、松村） 

・阿部泰正さん、ひで子さん夫妻（佐藤、及川） 

・後藤晴人さん（佐藤、及川、小野崎、武田） 

・木村汐里さん（及川、在原、松村、小野崎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴き取り調査の結果は「東日本大震災証言集 小渕浜の体験と教訓を未来へつな

ぐ」としてまとめた【別紙・証言集参照】 

 

★総括 

 私たちは震災から 10 年の節目を迎えて、被災した方々が当時をどう考えているのかについて聴き取り

調査や現地視察を行ってきた。東日本大震災の実情を知りたいという想いからはじめたこの活動である

が、1年目以上に多くの方から生の声を聴いたことで、私たちがこれまでメディアを通して見てきた情報

は、メディア用に切り取られ編集された一部でしかなかったということを身に染みて感じた。その中で主

に震災の教訓について詳しく学ぶことができ、ボランティアに参加することで被災地の復興に携わること

もできた。 

 小渕浜の人たちは、これまで被災した経験を周りの人に話すという機会がなく、話す気もなかったと語

っていた。しかし、私たち学生が震災のことについて知りたいと声を上げ、インタビューをしに行くと、

私たちのため、後世のため、と快く調査に協力してくれた。 

その中には、今まで胸の奥に秘めて話さなかったこと、10年経った今だからこそ話せるようになったこ

とが多くあった。その時の記憶も詳細に振り返る人も多く、まだまだ被災した人はあの日の記憶を鮮明に

覚えているということが分かった。 

震災について知らないことが多かった私たちにとっても、それらの経験はあらためて被災の厳しさ、助

け合いの大切さ、復興の課題について多くのことを考える知見になった。教員を目指す立場で、これらを

児童生徒のほか、多くの人たちと共有していきたい。それこそがこの活動の意義だと考える。 

 証言の中で示された震災の教訓として、震災の後に自分の行動が変わったと話してくれた人が多くい

た。これは、被災した方々が壮絶な経験をしたことによって、災害に対する価値観が大きく変わった結果

だといえるのではないだろうか。このような変化は、実際に震災を経験した人だからこそ見られるもので

あり、実際に経験していない人は災害に対してどこか現実味を持てず、自分の立場に置き換えて考えられ

ない人が多いように思われる。 

だからこそ、私たちは今回聴き取りで集めた被災経験をこの先多くの人に伝えたいと考えている。証言

集の内容を経験していない人が読み、これからの行動に少しでも変化がみられるのであれば、私たちはこ

の調査を行った意義が得られると考える。 

 



❷復興イベントボランティア活動 

 

＜ボランティア活動を行った経緯＞ 

 班員の中で被災地のボランティア活動を経験した人がほとんどおらず、このゼミの活動を通して被災地

でのボランティア活動に参加したいと考えている人が多くいた。昨年度インタビューさせていただいた木

村美輝さん主催で一昨年開催した「KOBUCHIHAMA BUCHI ROCK」を2021年も開催するということで、ボラン

ティアとして参加するお誘いをいただき、今回ロックフェスのボランティアに参加することにした。 

 

＜イベント名・場所・日時＞ 

「ISHINOMAKI BUCHI ROCK 2021」 

場所：宮城県石巻市中瀬公園特設会場 

日時：2021年8月9日（月・振休） 

 

＜当日日程＞ 

 
 

＜仕事内容＞ 

＝前日＝ 

・会場設営 

・テント設営 

 

＝当日＝ 

・入場案内 

・チケット販売 

・検温 

・アルコール消毒・補充 

・グッズ販売 

・テント解体 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★総括 

 実際に復興イベントに携わってみて、「部外者の私たちが役に立てることはないのではないか」と少し

不安に思っていたが、震災を経験していない身であっても、ボランティア活動を通して震災を経験した人

と同じ空間で、同じ目標を持って活動して、また来場者に喜んでもらえたことから、被災地の盛り上がり

に繋がる活動ができたのではないかと考える。しかし、コロナ下ということもあり、このような活動が何

度も行えるわけではないため、このような中でも被災地の活性化に繋がる活動を考えていく必要があるの

ではないかと考える。 

 

 

 

 

 

■今後の展望 
 昨年度の活動から、被災された方々の震災や復興に対する思いが傾向として少しずつ分かってきたつも

りであった。しかし、今回の聴き取り調査でより多くの方から直接お話を伺って、その思いは一人一人全

然違うということが分かった。また、今回現地に伺った際にお話を伺うことができなかった方からも、来

年度以降の調査に対して前向きな答えをいただくことができた。今後は、調査の対象者を増やしてもっと

理解を深めていき、震災を経験していない人に伝える活動に繋げていきたい。 

 復興活動に関しては、「ISHINOMAKI BUCHI ROCK」への参加や、今回行くことが出来なかった「Reborn-A

rt Festival」への参加など、被災地でのボランティア活動を通して、今後も復興活動に携わっていきた

い。コロナ渦における復興活動としては、オンラインを活用して小渕浜の魅力を発信し、被災地の活性化

を考えていきたい。 

 

 

 



■メンバーの感想 
 

【情報・ものづくりコース 2年 佐藤駿】 

＜聴き取り調査について＞ 

 私は自分が昔暮らしていた場所が被災したということで、その実情を震災を知らない人たちに知っても

らいたいという気持ちでこの活動を始めました。去年はアンケートという形で数字的な実情については知

ることができたのですが、今回実際に会って話を聞くことができたということで、私自身も知らなかった

ことをたくさん知ることができました。そして、被災した方々の話を聞くとこれまで、人には話したこと

がなかったことを10年という時が経ち、かつこのようにインタビューしに来てくれたから話したんだよと

言ってくれた方がたくさんいて、話を聞きに行ったかいがあったなと感じました。特に後藤晴人さんの話

を聞いたときには私自身が10年前に戻ってその場にいるような感覚になり、現実と想像のセカイの境目が

あやふやになってしまったという現象が起こったのが印象的でした。このような貴重な経験をさせていた

だいてとても有難いなと思います。 

＜ボランティア活動について＞ 

 私たちは今回、去年インタビューでお世話になった木村美輝さんが開催するフェスにボランティアで参

加させていただきました。私は、フェスに参加する人たちをエントランスでご案内する係を担当していた

のですが、その際に参加者の人たちが以前行ったフェスのTシャツをきており、その時のことを思い出しな

がら迎え入れを行っていました。ですが途中からその当時のことを思い出して、BRAHMANの方とELLEGARDEN

の方が私の従兄のために作曲した曲が頭に流れてきて、感極まってしまいました。そのくらい私にとって

はこのフェスは当時のことを思い出す特別な場所でした。今回もまた新しく震災から10年経ったよと従兄

に伝えるための曲を披露していて、とてもありがたいなと思いました。私は美輝さんに恩返しをするため

にボランティアに参加したはずだったのですが結果としてまた、音楽から力をもらいとてもいい機会にな

ったなと思いました。 

 

【体育・健康コース 2年 野澤恭子】 

＜聴き取り調査について＞ 

 昨年度に引き続き、今年度も被災地の実情について、特に石巻市小渕浜を舞台に調査を行った。昨年度

は小渕浜に住む人々にアンケートをとり、東日本大震災から10年を迎えるにあたって、今思うことを調査

した。今年度は、そこでさらに話したい、話しても良いと答えてくれた方のもとを訪れて、具体的に当時

の様子を振り返っていただき、もし戻れたらどのように行動したいかなどをインタビューした。 

 私は直接聴くことができなかったが、班メンバーが記録してきてくれたインタビュー音声を聴いて、

「ああ、私たちが知らない実情はまだまだあるのだな。」と痛感した。東日本大震災に関する報道はこれ

まで多くされてきたし、去年はアンケートをとり、他にも、被災した方のお話を聴く機会が何度もあった

ため、当時どのような状況であったのかだいたい分かったつもりでいた。しかし、それはほんの一部でし

かなく、人それぞれに物語があり、想いがあるのだということを今年度の活動を通して学べた。 

 今回聴いた当時の様子、インタビューした方々の教訓を、これから多くの人に広めていきたい。 

＜ボランティア活動について＞ 

 昨年度、木村美輝さんにインタビューをさせていただいた際に、来年もしBUCHI ROCKを開催するとなっ

た場合に是非ボランティアとして参加してほしいとお誘いをいただいたことから、今回初めてロックフェ

スのボランティア活動に参加した。これまでフェスやイベントのボランティアをしたことはなかったた

め、臨機応変に状況判断をして自ら動けるか少し不安であったが、前日準備の段階から他のボランティア

の方々が優しく指導してくださり、準備も楽しく行うことができた。 

 当日はあいにくの雨であったにも関わらず、多くの人がフェスに来てくださった。私は主に入場者の案

内とトイレ周りのアルコール消毒を行った。フェスが終わり、来てくださった方々のお見送りをしている

際に、「楽しかったよ！ありがとう！」「また来年も来まーす！」と言っていただけた。一ボランティア



という立場ではあったが、自分が関わったことで誰かに喜んでもらえるというのは、やはりとても嬉しい

ものだと感じられる瞬間であった。今回ボランティア活動に参加して本当に良かった。 

 

【理科コース 2年 齋藤天真】 

＜聴き取り調査について＞ 

 私は昨年に続き、石巻市牡鹿半島小渕浜での聴き取り調査に参加した。昨年度は震災の記憶についてア

ンケートをとり、その結果についてまとめた。そして今年はアンケートで許可をくださった方に震災のさ

らに詳しい記憶などを質問し、記録した。 

 この調査で最も印象に残ったのは、立場によって全く意見が異なっていたことである。例えば家の位置

や職業などで震災での被害状況が全く異なっていることに驚いた。復興状況について、「現在のままで十

分だ」という意見と、全く反対の「まったく復興できていない」という意見があり、このほかにも様々な

場所で対立した意見が見られた。また、10年間話すことのなかったことを話してくれる方もおり、貴重な

話を多く聞くことが出来た。 

 調査を通して、私は去年より震災について深く知識を得られたと感じている。それと同時に被災者の気

持ちにも去年より少し近づけたと思う。今年学んだことを教員になった時に最大限活かしていきたい。 

 

【情報・ものづくりコース 2年 半田柊斗】 

＜聴き取り調査について＞ 

 聴き取り調査を通して、震災についてまだまだ知らないことがあるということは自覚していたが、自分

の想像より大変な思いをしている人が多く、東北で教師を行っていきたいと考えている自分にとって、と

てもためになる話が多かった。その中で、赴任してきたばかりで地域のことをまだわかりきっていない教

師が誤った方向に子供を逃がそうとしているところを地域の方が声をかけ、安全で適切なほうへと誘導し

たため、無事に非難することができたという話があった。これを踏まえ、地域について理解するというこ

と、地域と連携するということ、学校内で避難マニュアルのようなものを確立することが必要だと感じ

た。また、教師として今ある情報をもとにベストではなくても、ベターな選択をとれるようになりたいと

感じ、そのためにも赴任する地域のことや災害が起きたときの知識などをしっかりと身に着け、現場に出

ていければと考えている。 

＜ボランティア活動について＞ 

 昨年から活動をはじめ、聞き取り調査以外にも復興の手伝いとなるようなことに参加したいと考え、昨

年聴き取り調査に協力いただいた木村美輝さんが主催のロックフェスにボランティアとして参加させても

らった。ライブの当日の様子として、ロックフェスではあったが、コロナということで激しく行うという

わけではなかったが、訪れた人が制限の範囲内で盛り上がり、満足して帰っていくように見えたため、ボ

ランティアに参加してよかったと感じた。この盛り上がりが、広がりながら被災地や開催場所の盛り上が

りにつながっていけばさらに良いと感じた。 

また、フェスに出演されていたBRAHMANさんやELLEGARDENさんから教師は大変な職業だと思うけど、これか

らの日本がかかっているから腐らず頑張ってほしいという言葉をもらった。この言葉を忘れずに、ボラン

ティアを含め、多くの学んだことをしっかりと生かしながら教師として頑張っていければと思った。 

 

【理科コース 2年 柴田敬介】 

＜聴き取り調査について＞ 

私が今回のインタビューを通して1番抱いた感情は「怖い」である。もちろん、被災者の方々の話を聞い

ただけの「怖い」であるため、地震や津波が起きた瞬間の怖さに比べたら到底及ばない。しかし、避難す

る時に1番重要になるのはこの感情だと学ぶことができた。津波が来て、「家が壊れるかもしれないから逃

げよう」や「この先どうなるか分からないから逃げよう」と思って逃げる人はいないはずである。先ず第

一に恐怖を感じるから逃げようと思うのである。だからこそ、地震や津波に限らず災害は「怖い」もので

あることを認識させることが震災を学んで教師になる私たちの役目だと痛感した。さらに、「怖い」を受

けてどう行動すればいいのかまで伝えなければ本当の震災の伝承ではないと思う。私が過ごしてきた学校



では震災について勉強した記憶はない。そういった学校に赴任した時に自分が本当の伝承をできるように

するためにこれからの学びを大切にしていきたい。 

 

【技術教育専攻 2年 吉田翔吾】 

＜聴き取り調査について＞ 

 今回の聴き取りでは住民の様々な想い、体験をお聞きすることができた。インタビューが進んでいくご

とに話が繋がり、当時の状況が肌身で感じられた。その中で共通する言葉「てんでんこ」が出てきた。津

波はあっという間に来るので家族や友人の前に、まず自分の身を守り逃げろという言葉である。私はこの

教えがあるからこそ被害が少なかったと分析した。そして将来教員になろうとしている身で考えてみた。

この言葉は津波だけでなく、他の地域・他の災害でも使えないか、これからの学校避難でこのような方法

は使えるのではないかと思った。そしてそれを伝えなければいけないのは、実際に聞いて感じた自分たち

なのではないかと思った。 

＜ボランティア活動について＞ 

 今回初めて被災地復興に関わるイベントに参加させていただいた。当日はボランティアとして運営、設

営に関わるだけでなく参加者としてライブを楽しませてもらった。関わることで一つ大事なことに気付い

た。それは実際に被災し、被害にあった方たちが作り、関係者を集めて一つの大きな行事にしたという事

である。行動力や影響力を持つ人が被災地のためにと行動することも十分すごい事である。しかし、実際

に被害に合い、深い傷を負った人が行動に移す。それは容易ではないとインタビューをした1人として思っ

た。そしてその想いに共感した人達が集まりイベントとして成り立っているのだと思った。実際に1年前は

何も知らなかった私たちが参加する事になったのだ。このイベントはロックフェスという形で大きくなる

のかもしれない、しかし、イベントの趣旨を聞いた時、参加者は震災のことを思い出してくれる。一つの

伝承だと強く感じた。 

 

【数学教育専攻 1年 在原真優】 

＜聴き取り調査について＞ 

 私は東京都出身で震災当時も東京に住んでいたため、津波が起きたことや避難生活をしている人がいる

ことについて遠い場所で起きていることだと感じている部分がありました。しかし、今回の調査で被災さ

れた方に直接会ってお話をお聞きすることができて、震災を身近に感じることができるようになりまし

た。実際に被災地に行って直接お話を聞くと、話し方や表情からその人の当時の感情も伝わってきて、具

体的な地名を出しながら自分の行動や津波についても詳しく説明してくださったので、映像を見るよりも

鮮明に想像することができました。また、伝えたい教訓についてお聞きしたときに、とにかく生きること

が大切だとおっしゃっていて、震災を経験し命の危機を実際に感じた人からの言葉はすごく重みがあるよ

うに感じ、この重みを知れたことが私にとってとてもうれしいことだと感じました。被災された方のお話

を直接聞くことができるのはとても貴重なことだと思うので、この経験から学んだことを自分の中でしっ

かり次へと繋げていきたいです。 

＜ボランティア活動について＞ 

 私はフェスなどのボランティアをするのが初めてだったので、行く前は楽しみな気持ちもありつつ少し

不安に感じていました。しかし、他のボランティアの方々が優しく教えてくださったり話しかけてくださ

ったりして、すぐにその不安も消え、楽しむことができました。当日私が担当したのは入口で来場された

方の案内をする係で、挨拶をするだけでもフェスを楽しみにしてきたという気持ちが伝わってきたのがす

ごく印象に残っています。また、来場される方の中には前回のフェスのTシャツを着ている方が何人もい

て、多くの人が楽しみしていたフェスにボランティアとして参加できたこと自体がすごく有難い経験だな

と感じました。フェスが終わって出口で手を振りながらお見送りをしたときには、｢楽しかった｣や｢また来

ます｣と笑顔で手を振り返してくださって、ボランティアとして前日から参加していた身としてもこれらの

言葉はとても嬉しく感じました。 

 

 



【理科コース １年 小野崎彩菜】 

＜聴き取り調査について＞ 

教員を目指す立場として東日本大震災を知らないままではいけないという思いと、自分も伝承の一端を

担う存在になりたいという思いから被災地実情班に参加しました。そして今回、初めて被災者の方の声を

聴くという経験をしました。それは想像を遥かに超えるもので、お話を聴く度に「自分は本当に何も知ら

ない」と気付かされました。あの日に起こったことを時に涙ながらに語る姿に、はじめて言葉にならない

複雑な感情を抱きました。また、聴き取りを通して「被災地」や「被災者」という言葉の捉え方や考え方

が変化しました。震災を経験した一人ひとりにそれぞれの体験や思いや考えがあること、起こった出来事

は同じでもその捉え方は人それぞれであることを知り、ひとくくりに捉えてはいけないと強く思いまし

た。それから大学に戻り、文字起こしのために何度も録音した声を聞いて文字にすると、経験談が自分の

中に少しずつ刻まれていく感覚があり、この記憶と教訓を次世代につなぐという自分の役割を再認識しま

した。将来は地元で教員になり、今回感じたことや学んだことを、今度は自分の言葉で子どもたちに語り

継いでいきたいと思います。３１１ゼミに入り、被災地実情班に入ってよかったと心の底から思った二日

間でした。 

＜ボランティア活動について＞ 

 とても充実した時間を小渕浜の方々と過ごすことができ、これまでにない貴重な体験になりました。初

めて小渕浜を訪れたこともあり、地元の方々との交流そのものが新鮮で楽しく、帰るのが寂しくなるくら

い小渕浜の魅力をたくさん感じることができました。様々な想いが詰まったひとつのフェスが、多くの人

の力によってできあがっていく様子を間近で見ることができ、自分もその一部として参加できたことにと

ても嬉しく思いました。フェスを訪れた方の表情はマスクで見えませんでしたが、その場の雰囲気から、

あの場所は地元の方々の特別な場所になっていることを感じました。そして、実情班の先輩方からたくさ

んのことを学んだ二日間でもありました。次を予測した臨機応変な行動や、何事にも率先して取り組む

姿、スタッフの方に自分の意見をしっかりと伝えている姿などを見て、先輩としてどうあるべきか、また

ボランティアとしてどうあるべきかを教えてもらいました。 

 またこのような機会があれば、今回の学びと小渕浜での聴き取り調査で感じたことを踏まえ、また違っ

た思いを持って参加できるのでなはいかと思っています。 

 

【理科コース １年 松村美結】 

＜聴き取り調査について＞ 

 私は静岡県出身で、巨大地震が危惧されているにもかかわらず過去の震災について知らないままではい

けないと思い、被災地実情班に参加した。実際に現地で直接話を聞くと、災害についての考え方が大きく

変わった。以前は、津波の恐ろしさから海は怖いものだと思い、東日本大震災以降はなるべく海に近づき

たくないと思っていた。正直、被災して津波の被害を受けた方が、海の近くに住み続けたいと思ったり堤

防を作ることに反対したりしているのがあまり理解できなかった。しかし、現地の海はとても綺麗で、漁

業で得た海の幸はとても美味しかった。皆さんの話からも海を大切にしてきたこと、海が生活の一部だっ

たことが伝わってきて、津波は怖いもので対策をする必要があるが、海は怖いだけのものではないと考え

が変わった。自然には素晴らしい一面も恐ろしい一面もあるということを理解し、恐ろしい面に対する対

策は適切に行うことが重要だと感じた。この他にも、現地取材で感じたことや新たに発見したことがたく

さんある。この経験を自分だけのものにはせず、地元の人々や子どもたちにも伝えていきたい。 

＜ボランティア活動について＞ 

 私はこのボランティアを行うまで「石巻」は津波の被害が大きかった場所としか知らなかった。初めて

訪れてみると、石巻は魅力あふれる場所だということを感じた。特に印象的だったのは、フェスが終了し

て参加者が退場するときにボランティアを含めたスタッフ皆で出口に並びお客さんのお見送りをしたこと

だ。雨が降っていたにも関わらずお客さんは皆笑顔で、手を振り返してくれたり「楽しかったよ！」「お

疲れ様！」と声をかけてくれたりしてとても温かい空間だったのを覚えている。また、大学の教育学部で

３１１ゼミナールという活動をしていると話すと、自身が書いた震災体験記をくださった方がいた。ボラ

ンティアの活動も３１１ゼミ生としての活動もこのときが初めてだったので、震災を経験していない自分



が参加して現地の人々に嫌な思いをさせてしまわないか不安な気持ちがあったが、その方に「色々学んで

伝えていってね。」と言われ、被災地実情班としての活動により気合が入ったことを覚えている。私のよ

うに、石巻のことは「名前を聞いたことがある」程度の認識の人々にも、震災での出来事や、現地の魅力

について伝えられるような活動をしていきたいと感じた。 

 

【理科コース 1年 及川紗知】 

＜聴き取り調査について＞ 

私は、震災当時、宮城県の内陸部に住んでいたため、大きな地震のみ経験しました。そのため、もっと東

日本大震災のことを知りたいと思い、被災地実情班で活動することを決めました。今回、聴き取り調査を

行って、今まで全く考えたこともなかったことをたくさん知りました。話されている方によって同じよう

な状況であっても感じ方や気持ちが違うということを感じました。お話を伺った方の1つ1つの言葉が心に

残っています。また、お話されている方のお話されている時に見られた表情やその空間の空気感も強く印

象に残っています。実際に対面でお話を聞いたことで感じたことがたくさんありました。まだ言語化する

ことができない感覚がたくさんあります。将来教員となった時に子どもたちにこの感覚を伝えることがで

きるように今回の聴き取りを見つめ直し、これからも考えていこうと思います。 

＜ボランティア活動について＞ 

今回、ボランティアの活動を通して、たくさんの人の温かさを感じました。会場の設営と撤去の作業で

は作業方法を教えてくださった方や一緒に作業していた方からたくさん「ありがとう」と声を掛けていた

だきました。また、私はイベントの当日はグッズ販売の担当をしました。そのときもお客さんに「ありが

とう」と声を掛けていただきました。このような感謝の言葉に心が温かくなりました。また、音楽によっ

て明るくなった会場の雰囲気に元気をもらいました。お客さんの帰る時の笑顔を見ることができたという

ことも嬉しかったです。また参加したいと思いました。 

 

 

                                           以 上 


