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　震災から5年という節目に、この報告書を作成できたことを大変嬉しく思います。校長先生、支援員
さん、そして生徒の皆さんの文章それぞれが感慨深く感じます。ご協力ありがとうございました。

　仙台市から南三陸町に通い続けながら、この状況をどう皆様にお知らせすればいいのか、をいつ
も考えております。初めて南三陸町を訪れる人から出てくる言葉は
「まだ、何も復興していないのですね」
という驚きの言葉です。
　メディアから流れる復興のイメージと現実とのギャップは大きく、5年という節目を迎え「震災支援は
もう終った」と捉えられがちな風潮に、私たち自身戸惑いを隠せません。
　南三陸町をはじめ被災地のみなさんは、決して声高に「もっと支援を！」と訴えることはありません。
しかし、だからこそ、私たちはこれから何が出来るかを考えなければいけないのではないでしょうか？

　ついこの間、2016年2月23日に、キッズドアに1件のメールが届きました。

　少しずつ事情を聞いてみると、南三陸町の仮設住宅に住んでいて、高校の進路選択で大学進学を
目指すことに決めたが、実は勉強はそれほど得意ではない。本当に大学に行けるのか不安だし、今は
学年末試験の直前なのだが、仮設住宅では全く勉強が出来ない。仮設の中に談話室があるので、そ
こが空いていれば借りて勉強することは出来る。おとといは談話室が借りられて、その前の日は、家族
がみんな外出したので家で勉強できたが、昨日は家族がいたから勉強できなかった・・・

　何か方法を考えるから、ちょっとお時間ちょうだいね。大学進学とってもいいと思うよ。応援するよ。

　と、まずは答えました。そして、何が出来るかをみんなで考えています。

　今だからこそ、みんなで「何か方法を考える」時なのです。5年は終わりではなく、本当の復興への
スタートラインです。

　大きな可能性を持ち、不安を抱えながらも一歩を踏み出した被災地の子どもたちの応援団として、
キッズドアはこれからも必要とされる限り関わり続けたいと思っています。

� 2016年3月吉日
� 特定非営利活動法人キッズドア
� 理事長�渡辺由美子

はじめに

今仮設に住んでいる高校１年生です。
勉強部屋がなくて困っています。
相談に乗ってもらえませんか？
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《	人的被害	》
⃝死者�　�620人（直接死600人（うち町民の方551人、町外の方48人、不明1人）、間接死20人）
⃝行方不明者�　�212人（うち町民の方211人）

《	建物被害	》
⃝全壊�　�3,143戸（58.62％）
⃝半壊、大規模半壊�　�178戸（3.32％）
⃝半壊以上の計�　�3,321戸（61.94％）

人口減少は、子どもたちの教育環境に与える影響も大きく
下記のような問題が懸念されています。
⃝児童、生徒数の減少により、複式学級などへ移行せざるを得ず、著しい教育環境の変化が生じる。
⃝部活動やスポーツなどの活動選択が狭まる。
⃝入学者の減少で、学校の存続が危ぶまれる。
⃝学校教育施設、社会教育施設の更新、維持・管理が困難になる。
⃝公共交通の利便性が減少し、通学環境に支障が生じる。

		被害状況（平成28年1月31日現在）

		戸倉小学校

		人口及び世帯数の変遷（住民基本台帳）

		志津川中学校

▪南三陸町の人口と世帯数（住民基本台帳）

▪南三陸町立�戸倉小学校の生徒数

▪南三陸町立�志津川中学校の生徒数

震災直後の戸倉小学校

キッズドアの支援活動

人口 世帯数
2011年2月末日 17,666人 5,362世帯
2012年3月末 15,352人 4,877世帯
2014年3月末 14,505人 4,723世帯
2016年1月末 13,782人 4,591世帯

生徒数
2015年度 68人
2014年度 71人
2013年度 77人
2012年度 71人

生徒数
2015年度 223人
2014年度 246人
2013年度 224人
2012年度 250人

東日本大震災で宮城県南三陸町は、
津波と地震により町が全壊しました。

キッズドアが、震災直後から支援を行っている、
志津川中学校（戸倉中学校）と戸倉小学校についてご紹介します。

　東日本大震災で南三陸町戸倉地区は、町全体が大きな被害を受けました。3階建ての戸倉小学校は
屋上まで津波をかぶり、骨組みしか残らず、高台にあった戸倉中学校も1階部分が浸水しました。
　校舎が使えなくなったため、隣町の登米市立�旧善王寺小学校の校舎を「南三陸町立戸倉小学校・中
学校」として、2011年5月10日から新学期をスタートさせました。キッズドアは、学校再開前に善王寺小
学校の清掃と、戸倉地区の子どもたちの学習と遊びの支援、新学期が始まってからは「放課後クラブ」
での遊びと学習支援、子どもの気持ちを解放する目的での「アートワークショップ」など様 な々支援を行っ
てきました。

　東日本大震災の津波により、学区のほとんどが壊滅状態とな
り、多くの生徒は、避難所や仮設住宅の生活を余儀なくされて
います。４月11日から、登米市米山町の旧善王寺小学校の校
舎・校地を借り受け，５月10日に新学期がスタートし、生徒たち
は３方面からスクールバスで通学をしました。
　2012年４月１日に志津川小学校内に移転し併設され、引き続
き全員がスクールバスで通学しています。
　2015年度より、高台の新校舎建設に向けた土地造成が始
まり、10月には新校舎に移転しました。

　東日本大震災で南三陸町が被災、高台にあった志津川中学
校は避難所となり、校庭には自衛隊の車両が駐車、応急仮設住

宅が建設され、現在も102
世帯が暮らしています。
　2014年4月8日南三陸
町立戸倉中学校と統合、
全校生徒248人中200人
がスクールバスで登下校
をしています。

子どもたちの
環境

　南三陸町では、小・中学生の全体のおよそ３０％にあたる２７３人が、未だに仮設
住宅で暮らしています。その多くはスクールバスで学校に通い、遠い場合、片道1
時間30分もかかる子もいます。
　狭い仮設は子どもたちのストレスなど成長への悪影響につながるとされ、プレハ
ブ仮設は一般の住宅より狭くて物音が響きやすく、学習面の弊害もみられるため、
よりよい学習環境を求め、子育て世代が町外に引っ越す要因にもなっています。
放課後学習の場を提供するといった環境改善が求められています。

志津川中学校のスクールバス

データ出典：南三陸町ホームページ　

南三陸の
子どもたちの
現状
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	志津川中で学習支援を行って	─学習支援員の感想─ 	キッズドアの学習支援をうけてみて	─志津川中学校	生徒たちの感想─

　南三陸町は津波被害が大きく、校舎が使えなくなっ
たことや転居による生徒数減少により、閉校や統合を
余儀なくされました。徒歩で通学が出来ない生徒が多
くいるため、スクールバスが出ていますが、本数が少な
く、部活が終わった中学3年生は、中１、中２の部活が終
わるまで放課後に学校に残らざるを得ません。
　キッズドアは2014年より、放課後残っている中３生向
けに、放課後学習をサポートしています。基本的に週2
日、夏休みと冬休みは集中講座、2月・3月の受験前に
はほぼ毎日、仙台市から片道2時間弱をかけて学習支
援員を派遣しています。
　2015年度の学習支援は６月９日にスタートしました。夏休みには、夏期講習を
行いました。（7/23～8/20・10時～15時、11回）。3年生の多くが部活を引退す
る前は参加者は５名前後でしたが、引退試合を終える７月後半になると参加者
もぐっと増え、1、2年生も含め80名～120名の参加になりました。
　夏休み中は、キッズドア以外の大学生団体も支援に来ており、たくさんのボラ
ンティアの力を糧に、受験モードに切り替わった充実の夏季講習となりました。
　2015年度は、合計６3回の開催になりました。

志津川中学校での学習支援

▪生徒たちの手助けになる学習支援を続けて行きたい

▪今を生きる一瞬一秒を笑って楽しく過ごすことの大切さを伝える

▪学習できる環境をどのように提供するか

　2012年１月から戸倉中学校の学習支援を始め、2014年３月の
戸倉中学校の閉校をもって、キッズドアの南三陸での学習支援は
終了ということでしたので、その年の夏、戸倉中が統合された志

津川中から活動依頼の
話が来た時は、本当に
驚きました。
　それ以来、スタッフは
替わりましたが、おかげ
さまで現在まで活動を
続けることができていま
す。基本は週2回、2月

3月の受験前は毎日、昨年度は年間60回行いました。
　戸倉中では、基本的に生徒が全員参加でしたので、毎週ゲー
ム形式の「楽しい英単語テスト」をやるなど、授業にあわせて補
完する工夫ができました。現在の志津川中の活動は、希望者の
みの参加ですので、各生徒によって意識に違いがあり、継続して
積み重ねていくことは難しく、生徒の質問に随時対応するだけに
とどまっているのが残念です。
　現在の形式で継続するとしても、何らかの工夫が必要だと思い
ますが、具体的な案はまだ見えていません。「手助けせよ。少なく
とも害になることはするな」を胸に、活動を続けていこうと思って
います。

　東日本大震災のボランティアがしたいと19歳の頃から思い続
け、ようやく叶いました。キッズドア経験も浅く、宮城県について、
そして震災についても情報量が少ないまま、不安な気持ちを抱え
志津川へ向かったことを、今でもよく覚えています。
　初めて生徒と関わった時、何を話すべきかわからず会話が続
きませんでした。回数が増える度に生徒達も慣れてきたのか男子
生徒を中心に会話も増え、時には勉強以外の雑談をして笑ったり
したこともありました。今では「じゅんちゃん」と呼んでくれること
が何より嬉しいです。
　私は学習支援より笑顔を中心に取り組んできました。都会から
離れた過疎地では復興にも時間がかかり、学習する場は大切で
す。また、都会の人間や宮城県民以外の人間との関わりも生徒
達にとって大切なことだと思います。でも、一番大切なことは、毎
日笑って生活することだと私は思います。震災から5年が経ちま

すが、生徒達には誰
にも癒せない気持ち
があると思います。
今を生きる一瞬一秒
を笑って楽しく過ご
す、ということを僅か
ながら生徒達に伝え
ることができたと思
います。如何に笑って楽しく過ごしてもらえるか、積極的に関わる
ことは本当に重要だと思いました。
　志津川中の生徒は本当に素直で、勉強について質問したり雑
談を求めたり、そんな生徒達が好きです。この学習支援をして良
かったと思います。同様に生徒達も私のことを好きだと言ってくれ
るので、関われて良かったと思います。

　地方の子どもたちにとって通学可能な高校は定員割れが多く、
競争も起こりづらいので、危機感を持って勉強する生徒は多く
はありません。いわゆる受験戦争を体験しないで済むのは良い
環境だと思います。しかし、その中でも勉強したい子どもにとって
は、周りの子と切磋琢磨するのは難しい。どのように一貫して勉
学に励む環境づくりをするかが課題だと思います。
　本年度は、生徒たちの学習意欲を喚起するのにかなり多くの時
間を費やしました。例年、年度の初頭は生徒との距離を縮めるた
めに雑談を交えながら学習に取り組んでおり、日数を追うにつれ
て学習の比率を増やしていきました。しかし、本年度は勉強モード
への切り替えが遅かったように思います。
　１月頃から勉強に集中したい３～４人のグループがいくつかでき

て、それぞれ別室で勉強するよう
になり、すぐに質問が出てくるよう
になりましたが、学習意欲に火が
点くまでに時間がかかりました。
生徒たちとは気軽に質問できる関係は築けたので、学習の質は
かなり高いものになりました。
　勉強したい生徒が学びひたることのできる環境を私たちが提
供できたかどうか、まだまだ満足できてはいません。１人に費やせ
る時間も限られているし、訪問回数も限られています。外注する
だけでは、地域の子どもを育てるのに限界があるのかもしれませ
ん。もっと土地に根付いた人材による、息の長い支援が必要では
ないかと思います。

宮城県出身。神奈川県の高等学校で英語教員を29年間務める。
2012年１月からキッズドアの学習支援員。

兵庫県出身。保育専門学校卒業後、被災地でのボランティアをするためにアルバイトし、
2015年春宮城へ。2016年春よりキッズドアのスタッフに。

群馬県出身。東北大学大学院生。
2014年よりキッズドアの学習支援ボランティアとして参加。2016年春より社会人。

笹森	真理子

伊藤	潤

松本	剛

渡邊	凛ノ介

山内	怜

菅原	真生

西條	颯

山内	衛

　キッズドアの皆さんには、丁寧に分かりやすく、自分がわからないところを教えてもらいました。自分は数学
が苦手なので、主に数学を教えてもらいました。キッズドアのみなさんがとても優しく接してくれたので、わか
らないところも気軽に聞くことができました。
　ちょっとした休けい時間には、キッズドアのみなさんと話をしたりして、楽しく放課後の時間を過ごすことが
できました。
　勉強をいつでも教えてくれる環境があったおかげで、毎日真剣に取り組むことができました。受験も合格し
たので、高校では勉強と部活を頑張りたいと思います。いままでありがとうございました。

　今までたくさんのことを教えていただきありがとうございました。テストや入試に向けて勉強している中、分か
らない問題をていねいに理解するまで教えていただき、自分の力になったと感じています。
　放課後を充実した時間にすることができました。これまで教わったことを忘れず、高校に行ってもこれまで
以上に頑張っていきたいと思います。今まで、本当にありがとうございました。

　夏休みや放課後など長い期間お世話になりました。私は特に数学が苦手なんですが、図形問題など詳しく
教えていただきました。とてもわかりやすかったです。
　丁寧なご指導のおかげで前期入試で合格することができました。私の他にもたくさんの人がキッズドアさ
んに救われたと思います。これからもここで教わったことを活かせるように頑張っていきたいと思います。今ま
で、本当にありがとうございました。

　私はキッズドアの方 か々らの丁寧な解説とヒントをもらい、少しばかりですが、苦手な分野を減らすことがで
きました。平日だけでなく、夏休み、冬休みと来て頂き、受験勉強に対しても手厚く教えていただきました。その
甲斐あってか、高校にも合格できましたし、苦手分野を少し減らすことができました。
　高校に入る前に、重荷を減らすことができたと感じています。また、高校に行っても、苦手分野を減らしてい
けるように頑張ります。
　とても楽しかったです。本当にありがとうございました。

　夏休みや冬休みの学習会の時から、キッズドアのみなさんには、大変お世話になりました。わからない問題
があったときなど、やさしく丁寧に教えていただきました。
　私は、数学が特にわからず、よく教えてもらいました。その際、問題の解き方や勉強方法なども教えてもら
い、そのおかげで苦手だった数学が徐 に々わかるようになりました。入試でもキッズドアのみなさんに教えても
らったところが出て助かりました。
　キッズアドアのみなさんには本当に感謝しています。ありがとうございました。

夏期講習の様子
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感謝の心をもち、努力の継続を

ウェブ授業プロジェクト「わたすゼミ」
東京と南三陸をインターネットでつないで授業をライブ配信

　平成２８年３月、震災から５年が経とうとしています。
平成２６年４月１日に震災で校舎が津波に襲われた戸倉
中学校と統合しましたが、生徒数は震災前の２校の生
徒数に比べ１５０名ほど減少し、現在２２３名の生徒が在
籍しています。そのうち、約３割の生徒が仮設住宅で生
活し、９割弱の生徒がスクールバスを利用して通学して
います。校庭には、１０２棟の仮設住宅が建ち、今もなお
９６棟に入居している状況です。
　このような状況の下、戸倉中学校との統合を契機
に、それまで戸倉中学校で受けていたキッズドアさんか
らの学習支援を引き継ぐ形で志津川中学校が学習支援
をしていただくことになりました。前述のように、震災か
ら５年が経過しましたが、町の復興にはまだまだ時間が
かかります。本校生徒の家庭学習の環境は仮設住宅
での生活もあり決して十分とは言えません。町内の学
習塾等も増えてはきているようですが、経済的な負担も
大きく、通塾する生徒も限られています。そのような状

況の中、本校では、３年生がスクールバスを待つ時間
帯を利用して放課後学習を行っています。３年生担当
職員２名が学習支援をしていますが、部活動指導、会
議や出張のためなかなかついて指導することが難しい
中、キッズドアさんの学習支援をいただくことは、生徒
の基礎・基本の定着、学力の向上にとても役に立って
います。また、今年度からWeb授業も行っていただき、
受験に向けて頑張っている生徒にとって心強い支援と
なっています。生徒達には、支援を受けていることへの
感謝の気持ちをもち、自分の夢に向かって努力を継続
するよう話しています。
　キッズドアさんの学習支援を受けて２年になります
が、将来の南三陸町を担う生徒達を鍛え、育てていくこ
とは志津川中学校、南三陸町の継続した課題です。今
後も、キッズドアさんとの絆を太く、強くして、復興を支
え持続可能な南三陸町の町づくりをしていく生徒達の
成長を支援していきたいと願っています。

南三陸町立志津川中学校校長
菊地�道雄

志津川中校庭の仮設住宅。

震災前の志津川中からの
南三陸の眺め

Message 　キッズドアでは、東京にある南三陸町の情報発信施
設「わたす日本橋」でカメラに向かって授業を行い、志
津川中学校の教室のテレビに映像を映すテレビ会議シ
ステムで、双方向コミュニケーションができる授業を行
うプロジェクト「わたすゼミ」を行っています。

　東北では生徒の学習を十分にサポートするためのボ
ランティアを確保することが難しい現状があります。
　この課題を解決するために、東京・日本橋から学生
や社会人のボランティアが、高校受験指導をOnlineの
リアルタイム授業で指導を行っています。

　南三陸町を復興し、盛り上げていくためには、若い世
代に十分な教育を受ける機会を増やし、様 な々能力や可
能性を養成し、社会で活躍するための意欲や志を高める
ことが大切です。
　様々な形での学習支援をおこなうことで、生徒の学力
を向上させ、大学進学や様々な可能性を伸ばし、復興を
担う人材を育成します。

⃝南三陸を復興する人材を育成するために

	ウェブ授業を受けて

小山	響貴

　3年生になり、ますます難しくなってきた数学と英語。どうしよう…と焦る気持ちはあるものの何を
すれば良いのかわかりませんでした。
　そんな時先生から誘われたのがウェブ授業でした。それは東京と南三陸町をインターネットでつ
なぎ、勉強を教えてもらうというもので、参加することにしました。
　第１回目。ネット越しなんて、しっかり理解できるかなぁ、大丈夫かなぁと不安を抱きながら参加し
ました。モニターの設定を終え、少しのノイズが一瞬走った後、
「聞こえますか？�よろしくお願いします！」
　授業が終わる頃には、「また来たい！�学びたい！」という気持ちでいっぱいでした。わかりやすくて
丁寧な授業と優しく明るい先生方のおかげで基礎を固め、数学と英語に対する苦手意識が失くなり
ました。ありがとうございました。

▪2015年度すがスク実施日程一覧
生徒数 科目 内容

1 6月19日 20 オリエンテーション
2 7月1日 20 英語/数学 学集会名前決め
3 7月8日 8 英語/数学 現在進行形・過去形/ 連立方程式
4 7月10日 8 英語/数学 現在進行形・過去形（復習）/
5 7月15日 5 英語/数学 疑問詞　what & where / 連立方程式（1次方程式の復習も兼ねる）
6 8月5日 志津川中訪問

スタッフ＆ボランティア7名  自習のフォロー7 8月6日
8 9月2日 3 英語/数学 助動詞
9 9月9日 5 英語/数学 不定詞（副詞的用法、形容詞的用法）1次関数とグラフ（直線の式の立て方）

10 9月11日 6 英語/数学 不定詞名詞的用法、動名詞 /1次関数（実力テスト対策）
11 10月28日 約20 英語 単語テスト①単語→意味、『主語と動詞』
12 10月30日 15 ～ 17 英語 単語テスト①意味→単語、『be動詞の使い分け』
13 11月4日 13 英語 単語テスト②単語→意味、『一般動詞の使い分け（三単現）』
14 11月20日 10 英語  『代名詞』
15 12月2日 12 英語 単語テスト②意味→単語、『否定文』
16 12月4日 12 英語  『疑問文①』
17 12月11日 10 英語 単語テスト③単語→意味、『疑問文②』
18 1月22日 4 英語 単語テスト、『疑問文③』
19 2月10日 8 英語 単語テスト
20 2月19日 6 英語 単語テスト、不定詞①
21 2月24日 予定 英語 単語テスト、不定詞②・動名詞
22 2月26日 予定 作文 単語テスト
23 3月2日 予定 英語 単語テスト
24 3月4日 予定 作文 単語テスト
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わたす日本橋賞 阿部航大
さんさん商店街の駐車場にあるモアイ像は、チリ地震津波で
の南三陸町の被害を未来に伝えようとチリから贈られたもの。

全国に伝えたい南三陸町の魅力

写真コンクール
南三陸町立志津川中学校の生徒が撮る南三陸町の魅力

テーマ
　夏休み中、生徒にデジカメを貸出し、自分でタイトルを決めて好きな風景を撮ってきてもらいました。
９月には、志津川中学校と東京の「わたす日本橋」をテレビ会議システムでつなぎ、最終審査を行いました。審査時
にはプロのカメラマンからのアドバイスをいただきました。
　優秀な作品は、10月７日に東京の「COREDO日本橋」の地下歩道で行う「復興マルシェ」で掲示されました。その
後、地下歩道のデジタルサイネージで1週間放映（10月7日～18日）、「わたす日本橋」店内でも掲示（10月9日～
22日）されました。

最優秀賞
渡邊 翔

さりょうスタジオ（佐藤信一）賞 髙橋 連

小石賞
菅原駿斗

震災復興・地域創生の
人材育成のために
中高校生への継続的な
学習支援を

　本校は、震災から５年たった現在で
も、仮設住宅に居住している生徒の割
合は３人に１人であり、家庭での学習環
境が十分整っている家庭はあまり多くあ
りません。この状態が、少なくとも５年以
上はずっと続いており、今後も改善の見
込みが立っていません。子どもたちの学
力格差は年を追うごとに深刻になってお
り、高校入試の状況を見る限り、小・中
学校時でのつまずきが一層大きくなって
います。
　すでに志津川中学校ではキッズドアに
よる学習支援が数年前から実施されてい
ますが、同中学校から約６５％の生徒が
志津川高校に入学していることもあり、中
高の継続的な学習支援が可能ではない
かと考え、年度途中から、キッズドアによ
る大学進学向けの学習支援を試験的に
導入しました。中学時代の本校生徒をご
存じの支援員もおり、スムーズな支援が

行われました。本校の教員も、たいへん
助かっているということです。
　次年度以降は、キッズドアを含む複数
のＮＰＯに学習支援をお願いし、少しで
も家庭での劣悪な学習環境を補う学習
支援を継続して実施したいと考えていま
す。また、大学生や若者による就職情報
や大学での勉強、都市部での生活等に
関する情報の提供などをお願いする計画
を立てており、次年度初めまでには担当
者間での事務的な調整が完了する見込
みです。
　被災地では、復興が思うように進ま
ず、経済格差、学力格差は依然として深
刻であり、時間が経てば経つほど子ども
たちにとっては悪い影響を与えることに
なります。支援の経費は大きくなります
が、震災復興・地域創生のためにも、中
高校生への継続的な学習支援が必要と
なっています。

宮城県志津川高等学校校長
山内�松吾

志津川高等学校

Message

スクールバスで毎日通い
続けた通学路。その背景
には南三陸町の復興の
今が写っています。 仮設住宅に暮らして５年。

いつまでここで暮らすの
か誰もわかりません。

キッズドア賞
佐藤 麗

志津川中学校の入り口のモニュメント。
整地途中の町が見下ろせます。

震災前、商店街があった町の中心地の嵩上げ工事。
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	戸倉小学校で支援を行って	─指導員の感想─

　戸倉小学校は、震災当時、津波が屋上の貯水タンクの上までかぶり校舎が使えなくなっため、隣
町・登米市の旧善王寺小学校の校舎・校地を借り、５月に新学期がスタートしました。2012年４月１日
に志津川小学校内に移転、併設されました。
　2015年、高台に新校舎が完成し、10月1日に開校式があり、生徒たちは真新しい校舎で学んでい
ます。震災後、志津川小学校に併設後も全員がスクールバス通学でしたが、新校舎に移った現在も、
生徒の多くはスクールバスで通っています。
　キッズドアは、震災直後から現在まで、スクールバスがくるまでの間の放課後、地元のお母さんたち
を雇用して、子どもの見守り活動を行っています。

戸倉小学校での支援

▪子どもたちの「声」を受け止め、寄り添える存在でありたい

　毎年のことながら１年を振り返ると子どもたちの成長が
とても感じられます。�今年度は新校舎も完成し、引越しも
あり、また環境が変わる年となりました。�遊びを通して子
どもたちとふれ合うことでいつも感じているのは、子どもた
ちの「声」です。�ふと、何気ない時に心の声が聞けます。
その中には家のこと、学校のこと、友達のこと、様 あ々り時
にはドキッとすることもあるのですが、そういう声を受け止
め、聞いてあげることは心の安定につながっているなと感
じます。�「聞いてもらえた！」となると、また子どもたちは遊

びの中に戻ります。�放課後の活動の中で学校との共有
を大切にしながら安心・安全に見守ることと同時に、今後
も子どもたちに寄り添えるような存在でありたいと思いま
した。
　研修会もとても勉強になりました。誰かをサポートする
には、まず自分が健康で元気でないとできない事なので、
自分を見つめ直すとても良い機会となりました。何でも続
けることは難しいのですが、今後も学んだことを活かして
頑張りたいです。

指導員一同（佐藤里美	・佐藤美和・	澤田智美・	近藤純子）

戸倉小新校舎

心を育む支援に感謝

　１年生の教室の窓から太平洋を眺める
と、戸倉の海が美しく輝いて見えます。Ｎ
ＰＯ法人キッズドア東北事業部の皆様に
は、日頃から戸倉小学校の教育に対し深
いご理解と多大なご支援を賜り、心から
御礼申し上げます。
　さて、本校は東日本大震災によって校
舎が水没し、壊滅的な被害を受けまし
た。児童は当時の教職員の判断と誘導に
より、近くの高台の更に上にある神社へ
無事避難しました。しかし、児童の自宅の
８割が全壊流出し、戸倉小学校は旧登米
市立善王寺小学校の校舎を借用して１年
間、南三陸町立志津川小学校に３年半併
設され、厳しい教育環境に置かれました。
　このような時期に支援の手をさしのべ
てくださったのはキッズドア様でした。私
が戸倉小学校に赴任したのは平成２６年
４月でした。まだ志津川小学校に併設さ
れており、キッズドアの指導員さん方の
控え室もなく、暗い校長室で指導員さん

方と、つらかったことや、これからの子ど
もたちのことについて語り合いました。
キッズドア様から実際にご支援いただい
ている内容は、宿題・教科学習・スポー
ツ・工作・遊び等の補助などです。「放
課後クラブ」としてご支援をいただいて
いた旧善王寺小学校時代の流れを継続
しています。ご支援によって得られた時
間は、私たち教員の教育計画の作成や
教育環境整備等にあてさせていただい
ております。心を育むご支援に重ねて衷
心より御礼申し上げます。誠にありがとう
ございます。
　おかげさまで平成２７年１０月４日に戸倉
小学校は、新校舎落成式を迎えました。
教育環境の完全復興にはまだ時間が掛
かりますが引き続きキッズドア様からの
ご支援を是非とも頂戴し、これからも心
豊かにたくましく生きる「うしおっこ」の育
成を目指して参ります。今後ともよろしく
お願い申し上げます。 

南三陸町立戸倉小学校校長
山内　順

Message
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　キッズドアでは、スタッフであるお母さんたちに向けて、年に何度か研修事業を行ってきました。昨年までは、子どもの遊
びに関することや安全管理をテーマにしたものでした。
　被災から５年がたった今年度は、お母さんたちも疲れやストレスが溜まっており、今後も健康で明るく楽しくこれからも継続
していただきたいという思いから、研修内容について要望を聞いてみたところ、健康や自分磨きに関するテーマがあがりま
した。町内には娯楽もなく、石巻や気仙沼といった少し大きな町まで出るのにも１時間かかります。美容に関することや習い
事をする場もなく、ストレスを発散したりリラックスできる場もありません。そこで、今年度は、日常の生活に取り入れることが
できる美容と健康をテーマにした内容の研修を行いました。　

　緑の野菜を使った「グリーンスムージー」は、ハリ
ウッドやNYを中心に美容と健康に敏感な女性の間
で火がつき、日本でも美意識の高い女性の間でブー
ムとなりました。
　南三陸町では娯楽が少なく、習い事やカラオケ、
本屋、喫茶店などもほとんどありません。車がないと
どこにも行けないため、運動不足や肥満気味の方が
多い傾向にあります。肥満の原因には、狭い仮設暮
らし、３世代同居、復興住宅への転居などから来るス
トレスも少なからず影響していると言えるでしょう。
　今回の研修では、グリーンスムージーの基本を学べ
る講座を開きました。「葉野菜」がなぜ身体に良いの
か、グリーンスムージーの取り入れ方などを分かりや
すく解説しました。また、グリーンスムージーの作り方
のポイントや注意点、機具や材料の説明を交えなが
らデモンストレーションを行ない、次の日からすぐに
作れる身近な材料を使ったレシピを教えていただき
ました。季節のフルーツや野菜をメインに使ったおい
しいグリーンスムージーを３種類ほど実演し、その場
で試飲しました。
　他にも、「果物⇒野菜⇒メイン料理⇒ご飯、の順に
食べると良い。」「朝はまだ内蔵が動き出していない
ので、午前中はスムージーのみで過ごすと良い。」と
いった食べる順番によって内蔵に負担がかかること
や、一日の身体のサイクルについても学びました。

⃝疲れやストレスを癒やし、健康なお母さんでいてほしい

戸倉小学校での研修会
戸倉小学校で見守り活動を担う、地元のお母さんたちをエンパワメント

　戸倉小学校の生徒の大半はスクールバス通学です。１、２年生は授業数が短いため、高学年の生徒の授業が終わるまで
校庭や教室で遊びや宿題をしながら待っています。その間、先生たちがずっと見ていることが難しいため、キッズドアは、南
三陸町生涯学習課から「戸倉っ子放課後子ども教室」を依頼されました。キッズドアは、地元のお母さんたち（30代、40代
中心）をキッズドアのスタッフとして雇用しています。

		健康づくり「スムージー教室」

⃝日時：平成27年10月9日(金)�11時～14時
⃝場所：南三陸町志津川さんたろう館

《研修内容》

講師：武田	春香
⃝ローフードマイスター1級
⃝リビングジュースマイスター1級

　今回の研修は、『ゆるポカ腸YOGA ～アロマリラックス～』です。その名の通り、ゆったりと体を温めて腸や内臓に働き
かけるアーサナーを中心に取り入れ、腸内環境から自律神経を整え免疫力を豊かにするクラスです。狭いスペースでも畳一
畳ほどのスペースがあればいつでもできます。
　冷えた身体もヨガの効果で温まります。激しい運動ではないですが、普段使わない筋肉を動かします。二人ひと組になっ
てのヨガなど色 な々種類を教わりました。

		健康づくり「体験ヨガ教室」

⃝日時：平成27年12月2日(水)
　　　� 11時～14時
⃝場所：南三陸町志津川さんたろう館

《研修内容》

		心のケア「ストレスと向き合う」

⃝日時：平成28年2月12日(金)
　　　� 10時～13時
⃝場所：南三陸町�神割崎観光プラザ

　震災から５年、狭い仮設暮らし、３世代同居、復興住宅への転居
など、かなりのストレスがかかっています。日々のストレスに押しつ
ぶされそうな時、自分自身の心にどうやって耳を傾けるか、自分に対
する共感の方法をご紹介しました。自分への共感ができるようにな
れば、他者への共感もできるようになりますので、家庭やコミュニ
ティーでのコミュニケーションにも役立ちます。
　まず、自分に起きた出来事を他者に説明しました。聞き手は、相
手の話を聞いて、その人がどんなことを大切にしているのかを、感
じ取って、「自由」「平和」「思いやり」といった言葉が書かれた、たく
さんの黄色のカードから選び出します。
�「あなたがその時、大事にしたかったのは「〈自由〉ですか？�〈平和〉
ですか？」「あなたが腹を立てたのは〈思いやり〉が伝わらなかった
からですか？」といった具合です。
　自分は何を大事にしているのか、他人にはどう伝わっているのか。
客観的な自分を考えることで、落ち着いて自分の感情と向き合うこと
ができるようになりました。

《研修内容》

講師：浅井	美絵
⃝全米NLP協会／日本NLP協会�マスタープラクティショナー
⃝米国NLP＆コーチング研究所／日本NLP協会認定
　　NLPプロフェッショナルコーチ
⃝The�Wealthy�Mind�・�NLPマネークリニック®認定トレーナー

講師：千葉	瑠美子
⃝健康・体力づくり事業財団認定�健康運動実践指導者
⃝全米ヨガアライアンスRYT200時間認定講師(綿本彰終了)
⃝日本瞑想協会認定講師　⃝ヨガニドラーセラピスト
⃝AEAJ認定アロマテラピーアドバイアザー
⃝JAFA日本フィットネス協会認定AQDIアクアビクス講師
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