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宮城県牡鹿半島の東南東沖１３０ を震源とする東日本大震災が発生しました。マグニチュード９.０という日

本周辺における観測史上最大の地震が主に岩手県、福島県、宮城県に被害をもたらしました。東日本大震災では

３５年前の日本海中部地震以来となる巨大津波が発生しました。死者１５ ８９５人、行方不明者２ ５３９人の

大きな被害を受けました。

この災害は地震と津波が重なって起きた福島第一原子力発電所事故でさらに被害が大きくなりました。この福

島第一原子力発電所事故は放射線の放出があったため、後遺症の心配や風評被害などが発生してしまいました。

また、この放射線の影響で立ち入り禁止区域などがあり、その地域の復興が遅れてしまうこともありました。

このような被害の中、私たちは津波の被害が大きかった石巻市に行ってきました。石巻市は町並みがきれいで

海の幸もおいしくまるでここで震災なんて起こっていないかのように感じるほど活気づいている町でした。しか

し、石巻にある大川小学校で被害の大きさが目に見えるように分かりました。そこでは津波の被害が激しく、教

室の壁は崩壊し、渡り廊下はねじり崩れ体育館に関しては痕跡すらなく、階段だけが残されているなど見るにも

耐えない状況でした。この大川小学校では当時１０８人いた児童のうち７４人が犠牲となり１１人いた教職員の

うち１０人が犠牲となりました。当時小学校には裏山があり、そこへ逃げようという意見も出ていましたが教師

はそれを拒否し校庭にとどまり津波の被害を受けました。避難は始めたものの、児童と教職員が避難を始めたの

は津波が来る直前のことでした。この判断に至ったのは津波の状況を理解できていなかったことにあります。当

時大川小学校は近隣の指定避難場所になっており多くの人がいました。しかしその中でも津波はどこまで来てい

るのか周りはどんな状況なのかわかることはなく「津波がここまで来るはずがないから裏山ではなく三角地帯へ

行こう」という意見すら出ていました。

このようなことから震災の状況をどれだけ早く詳しくいきわたらせるかの改善が、これからの震災での被害を

減らすための大きな一歩ではないかと思いました。石巻に行って現地の人と交流し、石巻の人のやさしさを多く

感じました。しかしほとんどの人たちはまだ心に傷を負っていてそれは一生かけても治らないものだと思いまし

た。しかし、町も石巻の人々の気持ちもそれぞれ明るくなってきているのは町の人々の支えあい、交流、団結力

のおかげだと思いました。今回得た経験をカナダで多くの人に伝えていきたいと思いました。
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東日本大震災後多く飛び交った様々な言葉。色々な言葉がありましたが、そのナンバーワンは「復興」だと思

います。被災直後から現在に至るまで、色々な場面で「復興しよう！」と叫ばれてきました。そのような状況に

違和感をもった人は、私を含めそう多くはないでしょう。テレビ等では復興特集なども多く放送され、あのガレ

キだらけだった被災地がこんなにもきれいに復興したのか、と感じた人は多いはずです。政府にも復興庁があり、

「復興」という言葉の正しい意味を分かっていた人はいなかったでしょう。 
―復興― 一度衰えたものが再び盛んな状態に戻ること。また、盛んな状態にすることです。（明鏡国語辞典） 
一見すると何もおかしいところはありません。しかし、とある遺族の方はこう言います。「新しい家が建ち、商

店街が並び、活気づいています。被災していない人たちはこの状況を見て復興していると言います。でも、それ

は違います。家も、大切な人も失った私たちが心から復興することなんてありえません。今、多くの人が見てい

るのは復興ではなく復旧です。」 
 
 
 
 
 
 
 

  

７年目 ～変わりゆく風景～～  復興なんて存在しないい

生きる ―未来を―  
 石巻市では、災害に強いまちづくりを目指し、計画を進めています。具体的には、堤防の新設や津波の被害を

後世に伝えるための祈念公園の整備等です。自分も石巻に行き、多くの新しい建造物や温かい人に囲まれ、うっ

かりするとここが被災地ということを忘れるほどでした。しかし、被災直後から現地で支援を続けてきた岩元暁

子さんは言います。「元気に見えても心の中で大きな傷を抱えている人がいます。何年たってもその傷が消えない

人は多い」この話を聞いたとき、石巻で出会った多くの人を思い出しました。あの笑顔の裏では…。いろいろな

事を考えました。 
悲しみは消えるのだろうか？ずっと考えてきたことです。どうしたら消えるだろう、どうしたら共存できるの

だろう。何度被災地に行ってもこの答えはわかりませんでした。そんな時、ふと目についた言葉があります。こ

の言葉が悲しみの答えなのかはわかりません。しかし、みなさんに紹介しようと思います。 
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―娘を亡くしたある父親の話―  
 
「悲しみを乗り越えようとは思わない。この悲しみは娘の存在そのものだから」 



 

 

水道は、地震の揺れで、すぐに市内全戸が断水しま

した。水道は給水を受ける側の水栓が破損していた場

合などには、通水できないことから電気よりも復旧に

時間を要しました。給水再開方法として、以下のこと

を行いました。地震発生直後や避難時は、元栓を閉め

ておくこと。復旧時には、元栓を開けたのち加圧ポン

プや受水槽の状態を確認すること。異常がなければ、

配管の縦系列ごとに下の階から開栓し、下階への漏水

がないことを確認しながら、上階を開栓していくこと。

他にも様々な方法で復旧が進められ、現在はほとんど

が改善されています。 

多数の市民が地震と津波により家を失ったことから

仮設住宅が建設され、当初の住まいの確保を行いまし

た。震災当初からの仮設住宅での長い避難生活でつく

りあげてきたコミュニティが、災害公営住宅などに移

ることによって崩壊し、寂しい思いをする独居の高齢

者や、地域との繋がりを断たれた孤立世帯が増えてい

ます。また、七年経った今でも、約七万人もの避難者

がおり、未だに仮設住宅での生活を余儀なくされてい

ます。これらのことから改めて東日本大震災の大きさ

を実感させられます。 

避難所では、人員が不足しているという問題もありま

したが、被災者の中から自発的に自治組織づくりの動き

が起こりました。避難所で自発的に行動を起こしたのは

大人たちばかりでなく、ボランティアに率先して取り組

む学生も多くみられました。震災当初、身内をなくした

人や家などを失った人、安心した気持ちで毎日を過ごせ

ない人がたくさんいました。震災から現在に至るまで前

向きな気持ちになれる人、なれない人様々な人がいます。 

 

～水道～～ 

 ～仮設住宅～～ 
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～避難所・避難者～～ 

色々な背景がある中で、前向きに笑顔で接することができる石巻・東松島の人々は本当にすごいと思いました。 
私たちは石巻・東松島に行って、震災の恐ろしさや当時の被害の大きさ、またどのように復興され現在はどのよ

うな状況なのかなどを知ることができました。震災の恐ろしさはこれからの世代にも絶対に伝えていく必要があ

ると思います。私たちにできることは、震災を日本だけでなく世界に伝えるために勉強することです。 
 



石巻の水産業は、東日本大震災によって津波や地震の被害だけでなく、原発事故による被害も受けました。福

島原発から放射性物質を含む汚染水が放出されたことで海が汚染され、盛んだった水産業は大きな打撃をうけま

した。 

しかし、現在、国の定める厳しい放射能基準値を超えるものはありません。基準値を超えるものは検出されま

せんが、震災から７年が経った今も風評被害を受け続けています。石巻魚市場では国の検査方法とは別に、東北

大学と共同開発したベルトコンベアに魚を流し放射能を測定するという機械を使い出荷される全ての魚を検査

しています。石巻魚市場の方々は、検査で得た数値が出荷される魚が安全であるということの証拠になると考え、

毎日欠かさず検査を行っています。この機械を使い１時間で１ ２００匹の検査が可能ですが、出荷の時間に間

に合わせるために朝の１時から作業を行っています。この検査は消費者の不安を取り払うためだけに行われてい

ます。多くの人はそのことを知らないし、知ろうともしていません。また、放射線物質がどのように人体に影響

するかをよく理解していません。詳しいことをよく知らずに怖がり、石巻や東北で水揚げされる魚を避けている

人が多くいます。石巻魚市場の方々は、安全性をアピールするために努力を重ねても、多くの人々が知ろうとし

てくれないのでうまく伝わっていないと感じています。 

私は実際に自分の目で石巻魚市場を見て、放射能についての正しい知識を身につけることが大切だと感じまし

た。実際に訪れることでしか分からないことがあるので、実際に訪れることも大切だと思います。そして、今私

たちにできることは積極的に石巻、東北の海産物を購入することです。私たちはこのような貴重な機会を得るこ

とができたため、少しでも力になれるよう多くの人に安全性を広めていこうと思います。 
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宮城県では２０１１年３月１１日の東日本大震災で１４２あった漁港施設がすべて被害を受け、同様にほとん

どの水産加工施設が全壊しました。県内の水産被害額は６兆８,５２５億２,０００万円におよびます。また宮城県

内で一番大きな被害を受けた石巻市も漁港、水産加工施設ともにすべての施設が被害を受け８,５２５億４００万

円の被害額がでました。被害を受けた施設のうちの１つが東洋一の大きさと言われていた水揚棟のある石巻魚市

場です。大震災により水揚棟は完全に崩壊してしまいましたが、平成２９年に新たな開鎖式水揚棟が完成しまし

た。私たちは今回、この石巻魚市場に訪問させていただき様々なことを学ぶことができました。 

まず私たちは水揚げされた魚が放射性物質に汚染されているか調べる放射能検査室へ行きました。ここには全

長約１２ｍのベルトコンベアに放射能センサーのついた機械があります。この機械に魚をのせて送ることによっ

て放射能の量を計ることができます。震災から数年が経つが今もなお放射能を計ることで日本国内だけでなく、

世界中にも安全であると知ってもらい、日本のおいしい魚を食べてもらうためにまだ検査を行っていると言って

いました。 

次に私たちは、魚を冷凍保存させる大きな冷凍庫へ行きました。マイナス４０～６０度の大きな冷凍庫が約６

つあり、主にマグロやカツオを保存しているそうです。今回私たちは冷凍庫の中に入り、マイナス６０度の世界

を体験してきました。最初はマイナス６０度よりも室温の高い部屋に入るのですが、その時点ですでに凍るほど

寒かったです。そのあとにマイナス６０度の部屋に進みました。中では髪の毛が凍り、めがねをかけている人は

曇っていました。そして濡らしたタオルは数秒で固まりました。考えられないほど寒く１つ前の部屋が暖かく感

じられるほどでした。普段ではできないような体験をすることができました。 

石巻魚市場ではほかにもたくさんの施設がありたくさんの取り組みが行われています。魚市場で働いている

人々は、世界中にも日本の魚介類の安全性とおいしさを知ってほしいと言っていました。私たちも日本の魚介類

について海外の人々にも知っていただけるように留学先でもこの話をしたいと思います。 
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２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災の爪あとが深く残る旧野蒜駅と新野蒜駅を紹介したいと思います。 
旧野蒜駅は１９２８年に開業し、２０１１年まで運行していた駅です。震災以前はおよそ５００人以上が利用し

ていましたが、震災以降新しくできた新野蒜駅の利用者数は震災以前の半分以下となってしまいました。旧野蒜駅

の駅舎は現在震災復興伝承館という東日本大震災の出来事を後世へ受け継ぐことを目的につくられた建物となっ

ています。その中には震災の被害にあった痛々しい姿の券売機が当時のままの姿で残っています。また伝承館には

３月１１日の出来事や復興の歩みなど当時の写真を見ることができるスペースがあります。ここでは津波に襲われ

ている様子や震災後の荒れ果てた光景、復興に向けて奮闘している地域の方々を見ることができます。 
実際に被災地を訪れてみて、事前に想像していた光景とは全く違っていたことに驚いたことを覚えています。し

かし、町で過ごしていくうちに、町にこびりついている臭いや津波の水深を示す看板や印、津波のあとが残ってい

る建物などがあり、震災の爪あとが深く残っていることを改めて実感しました。旧野蒜駅も同様にコンクリートが

割れていたり、津波によるサビが目立っていたのを見て、悲惨さを感じました。 
私たちが東日本大震災の被災者の方々に出来ることは、一人ひとりがこの災害に関心を示し、永遠に忘れないこ

とだと思います。だからこそ、この新聞を読んでいる方々には、もっとこの震災のことを知ってもらい、将来この

歴史が消えることのないように後世に伝えてほしいと思います。またこの悲劇が、将来人々の教訓になり、自然災

害の被害が少なくなってほしいと思います。 
私たちはこれからも震災についての知識を深め、日本だけではなく海外にも伝えたいと思います。そしてこの震

災の経験が世界中の人々の助けになればと願っています。 
 

旧野蒜駅

と

新野蒜駅
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私たちは松島基地を訪れ、航空自衛隊員の方からの話を聞きました。

そこでは、東日本大震災の時の松島基地の物語を聞きました。

ブルーインパルスは、福岡県芦屋拠点で、３月１１日に東日本大震災が発生した翌日に予定されていた九州新

幹線の全線開通を記念した展示飛行のための飛行訓練をしていました。その結果、ブルーインパルスは被害から

逃れることができましたが、九州新幹線の開幕式のすべての出来事はキャンセルされました。

一方、ブルーインパルスが所属する松島基地は、２ｍを超える津波で襲撃され、駐車スペースやハンガーに駐

車された戦闘機、訓練機、救助機械など２８機がすべて水没しました。その中には、芦屋基地に配備されていな

いブルーインパルス（ ４）が１台ありました。洪水のために基本機能は失われましたが、基地で働いていた約

９００人の乗組員は建物の屋根に避難し、すべて無事でした。

震災の３日後、ブルーインパルスの乗組員の３０人が芦屋基地に飛行機を置き、輸送車両とバスを使って松島

基地に戻りました。

松島基地の東松島市は１ １３２人が死亡、２３人が行方不明、５ ５１９棟が全壊、５ ５５８戸が半壊しまし

た。ブルーインパルスメンバーの家族も震災の影響を受けていましたが、被災した人々のために水を提供しまし

た。松島基地でも重機が投入され、人力で地震が発生して 日目に滑走路を利用することができ、救援物資の輸

送基地としても機能しました。

ブルーインパルスの乗組員は芦屋に移動し、飛

行機を出して訓練を再開したのは地震災害が発生

してから約２ヶ月後の５月２３日でした。彼らは

長い間コントロールスティックを握っていなかっ

たため、飛行感を回復するために自分のスキルを

回復することに決めました。

その年の８月２０日には「東松島元気フェスタ」

が開催され、東松島の復興を祈り、ブルーインパル

スもこのイベントに参加することにしました。ブ

ルーインパルスが震災前と同じように飛行するの

を見るために、期待を上回る人々が集まりました。

震災６ヶ月後、三沢基地（青森県）から飛行して

きたブルーインパルス６機が登場し、集まった

人々が空を見上げ、大きな喝采を贈りました。彼ら

にとってブルーインパルスは再建の象徴でした。

この話をより多くの人に伝えていきたいと思い

ます。

 

からの話を聞きました。

ブルーインパルス 

ます。
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この基地は、１９３７年６月７日に第二次中日戦争の間に日本海軍航空基地の基地

として設立されました。松島海軍航空部隊は三菱Ｇ３Ｍと三菱Ｇ４Ｍの爆撃機を装備

した陸上ユニットで、第二次世界大戦中の沖縄戦に参加しました。戦後１９４５年７

月の１４日・１５日・１７日、８月の９日・１０日の５回、基地は爆撃を受けました。

国家安全軍１９５４年、「キャンプ松島」は「松島飛行場」と改名され、駆け出しの

日本空軍自衛隊の訓練業務は、北米のＴ６テキサンのトレーナーを使って始めまし

た。１９７１年にこの基地からの訓練任務中のＦ-８６Ｆセイバーが全日空航空５８
便に衝突し、１６２人が死亡しました。２０１１年の東北地方太平洋沖地震と津波の

間、基地は海水で浸水し、２１艦隊に所属する１８機の三菱Ｆ-２Ｂとほかの航空機
が損傷または破壊されました。 

 

航空自衛隊松島基地の歴史
日に第二次中日戦争の間に日本海軍航空基地の基地

の爆撃機を装備

７

回、基地は爆撃を受けました。

年、「キャンプ松島」は「松島飛行場」と改名され、駆け出しの

テキサンのトレーナーを使って始めまし

５８

年の東北地方太平洋沖地震と津波の

とほかの航空機

私たちが宮城県東松島市にある航空自衛隊松島基地を訪れたとき、航空自衛隊員の方からある動画を見せてい

ただきました。そして、その動画から航空自衛隊の多くの重要性を学びました。例えば、私たちは日本がたくさ

んの方法でできるだけ発展途上国に、水や食料、薬などの支援、紛争時などの派遣、などをしていることを学び

ました。また、災害時の救助や、他国の航空機が許可なく、日本の領空に侵攻してきたときに日本を守るための

緊急発進なども学びました。また、航空自衛隊松島基地は、２０１１年３月１１日の東日本大震災で地上にあっ

た航空機２８機が津波に襲われ、全機水没して使用不能になるなどの多大なダメージを受けました。また、被災

を免れたブルーインパルスは、復興の象徴となっています。その後の松島基地の復興や、被災した地域の復興の

ための協力や支援はとても感動しました。私たちが航空自衛隊松島基地に実際に行ってみてとてもいい体験がで

き、日本のことをより知ることができ、成長できたと思います。そして、もし将来、機会があれば、また航空自

衛隊松島基地を訪れたいです。 
今回の石巻・東松島のボランティアで航空自衛隊松島基地を訪れることができて、多くの事を学べて良い経験

になりました。また、機会があれば訪れたいです。 
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国民の暮らしを守るための活動・災害派遣・自然災害をはじめとする災害の発生時には、地方公共団体などと

連携・協力し、国内のどの地域においても、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、人員や物資の輸送、

医療といった様々な活動を行っています。３月１１日の東日本大震災の時も－２℃の中、人を救助したり、非常

食を届けたりするなどの支援をしました。航空自衛隊はこれら以外にも東松島で行われるお祭りなどでブルーイ

ンパルスによる航空ショーを行っています。ブルーインパルスとは、救助をする時の飛行機とは違い、アクロバ

ティック飛行ができる作りになっています。ブルーインパルスに使用している航空機はＴ-４に特別な塗装と尾部
に発煙装置をつけたものです。発煙のガスのためにガソリンを減らし、発煙装置をつけています。発煙装置は尾

部の右側についています。航空ショーでは６機のブルーインパルスがいくつかの技を披露します。体制を維持し

て飛行することは難しく、回転技の時にはとても強い遠心力がかかります。私たちは東松島のお祭りでこの航空

ショーを見て、格好良くきれいだと感じ、とても感動しました。航空自衛隊を見て私たちは将来ボランティア活

動をしたり募金をしたりして人を助けたいと思いました。 

・日本の防衛の基本方針 
「国際協調主義に基づく積極的平和主義の観点から、わが国自身の外交力、防衛力等を強化し、自ら果し得る

役割の拡大を図るとともに、日米同盟を基軸として、各国との協力関係を拡大・深化させ、我が国の安全及びア

ジア太平洋地域の平和と安定を追求しつつ、世界の平和と安定及び繁栄の確保に、これまで以上に積極的に寄与

することとしている。」 
日本には約７３ヶ所の航空自衛隊基地があり、松島基地の面積は約３６６万㎡です。 

航空自衛隊松島基地の仕事について 
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国民の暮らしを守るための活動・災害派遣・自然災害をはじめとする災害の発生時には、地方公共団体などと



私たちはボランティア活動の一つとして、東松島市立牛網保育所で子どもたちと遊ぶ「プログラム」を行いま

した。 

保育所に向かっている途中、子どもたちの様子が心配でした。震災から７年経ったものの、親の影響などで何

かあるかもしれないと思ってしまったからです。しかし、保育所に着くと心配することはなかったと気づきまし

た。そこにいた子どもたちはとても元気で微笑ましかったです。 

子どもたちと遊ぶ時間になり、グループに分かれてそれぞれの部屋に移動しました。丁度昼食を食べ終わった

頃だったと思います。早めの挨拶を終えると、子どもたちが立ち上がってダンスを始め、一緒に踊りました。振

り付けが全く分かりませんでしたが、楽しかったです。また、幼い子どもが相手でも大勢いたためやはり緊張し

ました。一通りの挨拶を終え、また子どもたちと遊ぶことになりました。グループに分かれ、おもちゃを使って

遊んでいると、ＬＥＧＯを使って作った自分の作品を見せてくる子どもがいて可愛らしかったです。また、何度

か話しかけてくる子どももいて、フレンドリーな子どもたちだなと思いました。 

保育園へ向かう前、関係者の先生から「子どもたちを元気にすれば親も元気になる」と聞きましたが、保育園

にいた子どもたちはみんな元気にする必要がないほど、十分に元気でした。 

この子どもたちなら、親だけでなく震災に影響された地域も元気にできるだろうと思いました。 

東日本大震災から早いもので、もう７年もの月日が流れました。仮設住宅や震災によって大切な人をなくした

り、沢山の建造物が壊されたりしたこと等による悲しみがまだ残っていますが、いつかそれが消えることを願っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

保育所の子どもたち
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お祭りの中には沢山の屋台がありました。その中に、「あごら」という定食屋さんがありました。そこでは、焼

き餅や焼きそば、焼き鳥が売られていました。お客さんから美味しいという声がたくさん聞こえてきました。私

たちは、サービスとして焼き餅とドリンクを貰いました。とても暑かったので、より美味しく感じられました。

私たちは「あごら」さんのアシスタントとしてボランティア活動をしました。夏祭りで定番のかき氷作りや、

子ども向けのおもちゃが手に入るくじ引きの販売をしました。

お店の方々は私たちに丁寧に教えてくれました。またボランティアをしていく中で普段できない職場体験とし

て、お客さんとの交流ができ社会を勉強することができました。

この「あごら」さんは毎年、浦和学院の文化祭である、「白翔祭」にゲストとして来てくれています。

そこでは、焼き餅や串焼が主に売られています。とても美味しそうな匂いがして、お客さんの長蛇の列ができ

ていました。その他にも、石巻焼きそばが売られていたり、私たちが現地に行った際に食べた「のりうどん」や

わかめなどもありました。

「のり工房」で売られている焼きのりは、天皇御用達で色々な種類の味が選べて楽しく食べられました。

東松島の方言で「うめばりいっそだがら、あがいん」というと「美味しいものばかりだから食べてみて」の意

味があるそうです。お店の人たちに言うと喜んでくれました。

「あごら」では定食を食べました。豚のステーキやとんかつはとても美味しかったです。

特に「あごら」で使われている豚にはこだわりがあり、宮城野三元豚に、宮城県色麻町産荏胡麻を配合した餌

を出荷１ヶ月から与えて、６ヶ月で出荷したのが荏胡麻豚です。すごく脂がのっていて柔らかく、口に残らない

ので食べやすかったです。市場にはあまり出回っておらず、貴重なブランド豚なのでぜひ東松島にある「あごら」

で食べてみてほしいです。

今回この石巻・東松島のボランティア活動に参加して、行く前よりもはるかに震災について知ろうという気持

ちが大きくなりました。当時の記憶を風化させない、またもっと多くの人に知ってもらうためにもここで蓄えら

れた知識をカナダで伝えていきたいです。

     

お祭りの中には沢山の屋台があ
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。当時の記憶を風化させない、またもっと多くの人に知ってもらうためにもここで蓄えら



 

 

お祭りのフィナーレを飾ったのは４年ぶりに行われたという花火の打ち上げです。航空自衛隊の松島基地から

の打ち上げは、とても綺麗で地元の住民の方や、一般観光客の方々がすごく盛り上がっていました。お祭りには、

航空自衛隊ファンなど本当に沢山の人達が東松島夏祭りの様々な企画を目当てに集まっていました。 
私たちはそのお祭りにボランティアとして参加していたのですが、とても充実した一日になりました。金管バ

ンドの小学生が使う楽器の運搬をしたり、花火の為にポール並べをしたり、暑い中沢山走りました。なかでも一

番大変だったのは、チアリーダー観賞での安全とプライバシー保護の為のヒモ持ちです。５人全員、等間隔でヒ

モを持ってずっと終わるまでジッとしているという仕事内容でした。そんなに動くこともなく退屈ではありまし

たが、チアリーダー観賞をすることができたので良かったです。参加チームは石巻好文館高校と仙台育英高校で

した。どちらも迫力のあるパフォーマンスで地元の人を盛り上げていました。 
お祭りにはゲストも来ており、今年はお笑い芸人のパンサーが来ていました。その人達のことを詳しくは知ら

ないのですが、メンバーの１人が、石巻出身で地元の人だということが分かり、東松島の人はより盛り上がって

いました。パンサーの方々はとてもフレンドリーで私たちがボランティアをしていることを知ると、話しかけて

くれて最後には写真も撮ってくれました。地元の人ではない私たちにも優しく接してくれることで石巻、東松島

の人々の優しさに改めて触れることができたと思います。 
今回ボランティアをしてみて様々な人と会話をし貴重な体験をすることができました。今回の行事ではコミュ

ニケーションをとることや行動力の重要性を学ぶことができました。また、この行事で時間を持て余してしまっ

たという反省点などは留学先でも生かしていきたいです。 
 

東松島のお祭り
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東松島のお祭りの中には他ではあまり見ることのできない、ブルーインパルスの演習飛行が行われました。珍

しいこのイベントを見るために多くの人が集まり、お祭りもにぎわっていました。ブルーインパルスの演習飛行

が始まろうとすると、お祭りに来ていたほとんどの人が屋台の並ぶ十字路に集まり、空を見上げていました。

滅多にない演習飛行を見て、思い出にするために持ってきたであろう一眼レフカメラを持った人々がいました。

また、携帯のカメラ、デジタルカメラを使って動画や写真をたくさん撮っている姿が見られました。半数以上が

携帯を片手に持ち、もう片方の手を目にかざしていました。

放送による解説が始まると、会場にいる人々の感情がワクワクし始めたことが伝わってきました。十字路中心

にしているため、放送では、「海側」や「駅側」といったようにそれぞれどこから登場するか、という情報を盛り

上がるようなハイテンションで話していました。それに従って会場の人々は「こっちか！」といってブルーイン

パルスが登場してくる方向を向いて待機していました。

そこへブルーインパルス、戦闘機６機が登場し、歓声がうまれました。私がその時に辺りを見回すと、私たち

のようにボランティアで来ていた生徒の目もキラキラと輝いていました。多くの人が画面越しにブルーインパル

スを見ていたので「やっぱり肉眼で見ておこう」と思った人が近くにいて、それを見ていた私たちは真似をして

その人と同じ行動をとりました。画面越しよりも肉眼で見るほうが迫力がありました。

ブルーインパルスの飛行形態はいくつもありました。例えば、ピラミッドのように三角形になって飛行したり、

綺麗に横一列で飛行したりしました。他にも星型になって飛行したりと、感動させられるものでした。これらは、

６人のパイロットが息を合わせないと見せることができないそうです。

ブルーを基調としたお祭りの中にブルーインパルスが快晴で飛行したことは思い出に残るものとなりました。

会場の人々は同じ空を見上げて、戦闘機を追うように体の向きを変え、ブルーインパルスの飛行はあの会場を一

体化させる素晴らしいイベントの一つでした。
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青い巨鳥 
 



 

 

私たちは、東松島でたくさんの自然を目にしました。 
嵯峨渓は東松島の石巻湾に面する海岸で、嵯峨渓は日本三大渓の一つです。私たちは遊覧船で嵯峨渓を楽しみ

ました。男女で別々の船に乗りました。進むにつれて上がってくるスピード、風、水の音、全てが心地よかった

です。船頭さんはとても陽気な方で、明るく楽しく東松島や嵯峨渓についてたくさんのことを教えて下さいまし

た。時々、津波による被害を受けたところも見えましたが、そんなことを感じさせないくらいの美しい自然があ

りました。また、ウミネコやサギのようなたくさんの生き物もいました。船頭さんは私たちにお菓子をくださり、

それを使って餌やりをしました。とても貴重な体験でした。 

大高森は東松島の宮戸島にある山で、日本三景と松島四大観として有名です。登山口から１５分ほどで山頂に

到着することができます。ちょっとした運動をするのにちょうど良い山だと思います。山の中は、空気が澄んで

いて、とても気持ちが良いです。また、山頂からの景色も見どころです。私たちが登った時は少し曇っていまし

たが、展望台からの景色は山に雲がうっすらかかっていてとても幻想的でした。先生が、秋になると紅葉がとて

も綺麗だと言っていたので秋に行ってみるのも良いかもしれないです。 

私たちは３日目に山根という民宿に泊まりました。そこは海からとても近く、お風呂から海の景色を楽しむこ

とができます。私たちは朝早く起きて、海に行き、朝日を浴びました。普段の日常の中では絶対にできない体験

でした。また、民宿の女将さんはとても優しかったです。民宿で出される料理は全て女将さんの手作りです。現

地で採れた野菜や海鮮を使っていて健康的でとても美味しかったです。 
東松島は時の流れがゆっくりであると感じました。時には、普段の忙しい毎日から解放されて、大自然に囲ま

れて生活するのも良いなあと感じました。東松島はそれに最適な場所です。ぜひ東松島に、疲れた体をリフレッ

シュしに行ってみてほしいです。 

東松島の美しい自然 
 

私たちは、東松島でたくさんの自然を目にし私たちは、東松島でたくさんの自然を目にし

嵯峨渓
私たちは、東松島でたくさんの自然を目にし私たちは、東松島でたくさんの自然を目にし

渓 

 民宿―山根―― 
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シュしに行ってみてほしいです。

高森は東松島の宮戸島にある山で、日本三景と松島四大観として有名です。登山口から１５分ほどで山頂に

 
大高森は東松島の宮戸島にある山

大高
高森は東松島の宮戸島にある山高森は東松島の宮戸島にある山

 

も綺麗だと言っていたので秋に行ってみるのも良いかもしれないです。



 

石巻と東松島の美味しい食べ物 
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この４日間で、石巻でいただいた食品はおいしいしいものばかりで感動しました。私たちからはこのサマース

クールで食べた食事を紹介します。 
１日目の昼は「まるか」で魚定食を食べました。魚はとても新鮮で鮮度がよいものを扱っていて、さまざまな

種類があり、とてもおいしかったです。毛ガニの味噌汁だしがとてもよかったです。また、サービスがとてもよ

く追加で魚をいただくことができました。安全でおいしい食事を楽しむことができました。１日目の夕食、２日

目の朝食はホテル「ルートイン」でバイキングを楽しみました。バイキングでは地方でとれた食材を使っていて

とてもおいしかったです。２日目の昼は米粉パンを食べました。地元のお米をふんだんに使った米粉パンはとて

もモチモチしていました。いろいろな味を楽しむことができました。またこのパンと一緒に飲んだ東北地方で収

穫されたリンゴジュースもおいしかったです。１日目の夜は「あごら」というお店で「えごま定食」を食べまし

た。３日目の昼は、東松島にある「ちゃんこ萩乃井」で「のりうどん」を食べました。天ぷら付きでとてもモチ

モチしているうどんで、海苔の香りがとてもよかったです。またデザートにスイカをサービスしていただきまし

た。そして、お土産に乾麺を買いました。家で食べてもとてもおいしく、感動しました。３日目の夜は民宿「山

根」で食べました。新鮮な魚や肉類、大きなウニなどの献立で海産物を中心に普段なかなか食べる機会がないも

のを食べることができました。最終日はお祭りで各自昼食を食べました。自分たちは中国料理のお餅を食べまし

た。地元のお祭りでお金を払うこともボランティアになると思うので良かったです。 
４日間の食事はすべておいしく、安全なものばかりでした。お店の人のサービス精神が素晴らしく、感動しま

した。最終日の土産購入の時は海苔うどんを家族に食べてもらおうと、皆がたくさん買っていました。石巻で食

べた食品は現地の様々な特徴のある食品ばかりでした。魚介類は石巻の海の幸が盛りだくさんでとても新鮮でし

た。「旨い処あごら」では宮城県石巻・東松島市の食品にこだわって「旨い食」で満足していただくという料理長

の思いがこもったお店です。えごま豚とは、宮城県色麻市産のえごまを配合した餌で飼育された宮城県育ちの三

元豚のことです。また「ちゃんこ萩乃井」で「のりうどん」を食べました。のりうどんは、店主でもある元力士

の大森宣勝さんが考案しました。一見、そばのよう見える麺には海苔が練りこまれていて、コシがあり、噛めば

噛むほど海苔の風味が口に広がりとてもおいしいです。とても癖になる味わいでした。石巻での様々な食品をい

ろいろな人に伝えたいと思いました。 ろいろな人に伝えたいと思いました。



宮城

２０１１年３月１１日午後２時４６分頃、東北地方を中心に東日本一帯で大きな地震がありました。その地震

は東日本を中心に甚大な被害をもたらしました。震度は６強で、地震の強さを示すマグニチュードは観測史上最

大の９.０を計測しました。また、太平洋沿岸に襲来した津波も大きな被害や損害をもたらした原因の１つになり
ました。この災害による死者は２０１８年３月時点で１５,８９５人、行方不明者は２,５３９人となっています。
大きな揺れや津波によって建物が壊れたり、鉄道が長期間分断されたりする事態に陥りました。 
震災直後、家を失った人々は、避難所で長い間、空腹や硬い床、寒さなどに耐えていました。お風呂も十分に入

れず、ご飯も満足に食べられない、とても苦しく辛い状況下で生活を送っていました。 
現在は、新しい家が建てられ、瓦礫が無くなり、７年の間で街はきれいになり、表面的な復興は終了したよう

に見えます。しかし、今現在も仮設住宅で生活をしている人々は大勢います。これからは復興の第２段階だと考

えられています。例えば、仮設住宅から復興住宅への転居や、被災者一人ひとりや震災としっかり向かい合う事

などが重要な次へのステップとなります。 

宮城

仙台市 
東松島市 

石巻市 

震災以前の石巻市の様子 震災直後の石巻市の様子 

東日本大震災の震源 

編集後記 
２０１８年８月２２日から８月２５日まで、浦和学院高校の国際類型グローバルコースに所属する１５名の生

徒がサマースクールの一環として東日本大震災の被災地である宮城県石巻市と東松島市での交流活動に参加し

ました。 
この交流活動の目的は大きく分けて２つあります。１つ目は、生徒が自国である日本についてより知識を身に

つけて、日本人として未曾有の災害である「東日本大震災」について自ら感じ、考えて理解を深めることです。 
２つ目は、２０１９年にカナダまたはオーストラリアへ留学した際に、世界の人々にこの経験および震災からの

復興状況について伝えていくことです。この２つの目標を果たすために、１５名の生徒はこの新聞を作成しまし

た。 

 

Emo
tion
al 
Sup
port 

16 

 




