
 

がんばれ日本！ 

がんばれ東北！ 
 

日本語学校留学生 

震災復興支援ボランティアに参加して 
 
 
 
  
 

     
 



 1 

JAROCKI, Michal（マイク・ヤロシキ）    ポーランド  男 

アカデミーオブランゲージアーツ 

 

 ボランティアをする前にテレビで東北の状況を見たので、夜行バスで行って、ど

のように手伝えるか考えると迷ってしまいました。去年、南ポーランドで洪水が起

きました。日本人と同じようにポーランド人も家をなくしてしまいましたから気持

ちがよくわかります。世界中が日本を助けているし、私も尐しだけ手伝えたのでう

れしかったです。母国の友人も心配していて「家をなくした人は大丈夫ですか」と

か「がんばって日本」と言ってくれます。仙台に到着して、テレビで見た状況より

深刻なことはすぐわかりました。やっぱり自分の目で見ると印象が変わってしまい

ます。ボランティアの作業は、あとでトラックが持っていきやすいようにみんなで

相談して道に集めました。作業をしている時に家族が写っている写真と子供のぬい

ぐるみを見つけて、その家族の生活がどうなったかを考えると悲しかったです。バ

スに戻る前にみんなで道を掃いて、花を植えました。この人たちの生活もきっと尐

しずつ良くなると思います。帰るときには、日本人に「ありがとう」と言ってもら

いました。ボランティアの仕事は無償だけれども大事なものをもらいました。それ

は心の中にもらった喜びです。 

 

 

Przed wyjazdem do pracy wolontariusza, oglądałem relacje z terenów Tōhoku. 

Wyruszając autobusem nocnym, zastanawiałem  się, w jaki sposób będę w 

stanie pomóc. W zeszłym roku tereny południowej Polski również zostały 

zniszczone przez powódź. Tak jak w przypadku Japończyków wielu Polaków 

również straciło swoje domy, dlatego po części byłem w stanie zrozumieć tę 

ciężką sytuację. Cały świat pomagał Japonii w tych tragicznych momentach, ja 

również byłem szczęśliwy pomagając choć odrobinę. Z mojego kraju również 

otrzymywałem wiele pokrzepiających słów od znajomych z zapytaniem: „ Czy 

sytuacja powoli się stabilizuje?” oraz „przekaż wszystkim wyrazy współczucia”. 

Gdy dotarliśmy do Sendai, sytuacja była o wiele bardziej dramatyczna od tej 

przedstawianej w telewizji. Tak jak podejrzewałem, oglądając destrukcję 

spowodowaną przez tsunami na własne oczy, odczuwałem bezradność. Podczas 
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wykonywania pracy, napotykałem rodzinne albumy zdjęć i pluszowe zabawki 

dzieci, zastanawiałem się jak teraz będzie wyglądał los tych rodzin. Gdy 

wracaliśmy do autobusu widziałem jak wszyscy sadzili kwiaty i rośliny w 

miejsce tych zniszczonych. Jestem przekonany, że życie tych ludzi powoli wróci 

do normy. W drodze powrotnej napotykani Japończycy dziękowali nam z 

ukłonem. Chociaż praca wolontariusza jest z założenia darmowa, to czuję, że 

wyniosłem z niej bezcenną rzecz, serce wypełnione radością. 
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王 蓓（オウ・ベイ）    中 国   女 

アカデミーオブランゲージアーツ 

 

先週の木曜日の夜、東京を出発して、金曜日一日、宮城県の石巻市でボランティ

ア活動をしました。仙台市を通過するときにバスの窓からずっと外を見ていました

が、ごみは既に整理して集められて山のように積まれていました。壊れた車もたく

さんありました。破壊されていない町もありましたが、活気が感じられませんでし

た。その後、ボランティア作業をする町、石巻市に着きました。そこは想像以上に

ひどかったです。私たちは長ぐつをはいて、ゴーグルをして、マスクをしてから 30

分ぐらい歩いてある民家に行きました。家とは言え、津波のせいで部屋の中の物は

ほとんど外に散らばっていました。それにかび臭かったです。私たちは、ばらばら

になった物を庭の真ん中に集めました。私は泤の中からアルバムと家族の写真を見

つけましたが、この家族が今も一緒にいるかどうか考えると悲しかったです。作業

が終わって帰るときに、ある知らないおばあさんが私たちに「おつかれさま、本当

にありがとう」と言いました。私たちも被災地の為に役に立ったと思えて、ほんと

うに嬉しかったです。 

 

 

 5月 23日晚上从东京出发、第二天早晨到达了宫城县石卷市，行了为期一天的志

愿者工作。 虽然只有短短的一天,是来自各个国家的志愿者们尽心尽力地劳动，为灾

区的早日重建贡献了自己的力量。 

 之前从新闻上听说石卷市是遭受了海啸的重灾区,途径仙台市前往石卷市的路上，

从车窗向外望去,被整理起来的垃圾堆成山一样高，到处都是被海啸冲坏的汽车。即使

没有遭到严重毁坏的街道也显得毫无生气。终于到达了我们要进行志愿者工作的石卷

市。大家穿上胶鞋、戴上防护眼镜和口罩走了大概 30 分钟来到了居民区。原本房间

里的东西大多数被海啸冲了出来和泥混在一起，经历了 2个月，发出一股发霉的臭味。

我们将被冲散的到处都是的东西集中堆在院子里。我在污泥里面捡出了相册和全家福

的照片，一想起不知道这户家庭是否在平安地在一起，禁不住心里一阵难过。经过了

5.6 个小时的工作，在返回的途中遇到了几位当地的老奶奶,对我们说「辛苦了、真的
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很感谢你们。」我们作为日本的外国人也为灾区做出了一点贡献、由衷的感到高兴。祝

愿灾区早日重建、灾区人民重新过上幸福的新生活。 

 

 

 

王 禹翔（オウ・ウショウ）    中 国   男 

アカデミーオブランゲージアーツ   

 

 先週の木曜日に石巻に行って、ボランティアの作業をしました。かなりの力仕事

でしたが、現地の人を助けることができたので嬉しかったです。現地の状況を実際

に見ると本当にひどかったです。町に住民は尐なかったですが、ボランティアの人

がたくさんいました。人間は、自然の前でこんなに小さく見えることがわかりまし

た。集吅場所に戻る途中で町の人に出会いました。みんながお辞儀をしながら「あ

りがとうございます」と言いました。その時、ここに来て本当に良かったと感じま

した。みんなが手助けをするから、これからの日本は項調に復興すると思います。

「日本、がんばれ。東北、がんばれ。」 

 

 

  上周星期四、我去了石卷市作志愿者。虽然气力活、但是能帮助当地的人们、让

我感到很开心。看到当地的情况真的让我感到很惊讶、当地的居民很少、但来的志愿

者却很多。人类在自然面前显得很渺小。在返回集体地的途中遇到当地的居民、他们

边向我们点头致意边向我们道谢。那个时候、我真切感受到能够到这里作志愿者是一

件有意义的事、从现在开始、我想日本会顺利地前进。日本加油!东北加油。 
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NICOLETA, Pantiru Doina（パンチル・ドイナ）  ルーマニア 女 

アカデミーオブランゲージアーツ 

 

 ボランティア活動は则めての経験ですが、とてもよかったです。ただ想像以上の

ひどい臭いにショックを受けました。町に入ってからは変な臭いがしました。うま

く言えませんが、物や植物や動物が腐った臭いでした。多分みんなも同じように感

じただろうけれど口に出して言えませんでした。現地に着いてからは力を吅わせて

やりました。レポーターに色々聞かれましたけど本当に言葉にできませんでした。

困っている人たちを尐しだけでも助けることができたので感動しました。行って良

かったです。町の人たちに普通に挨拶されたり、年寄りの人に「ありがとうござい

ます」と言われた時には泣きそうになりました。感じたことを上手く説明できない

のですが、満足感があります。ボランティアの意味も则めて分かりました。尐しで

も必要とされるなら力になりたいです。チャンスがあれば是非もう一度行きたいで

す。 
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盧 明哲（ノ・ミョンチョル）     韓 国 

アークアカデミー日本語学校   原文：韓国語 

 

日本に来て则めて参加したボランティアは、宮城県石巻市での道路配水管清掃で

した。  

自然災害で多くの人が全てを一瞬で失う可能性があるということを学び、人間の力

では手に負えないことがわかりました。 

 全ての人が力を吅わせ、お互いに助け吅わなければならないと思います。私たち

がボランティアを行った町は、空っぽ（人がもう住んでいない）でした。早く整備

し、修理してもとの状態になるといいと思います。小さな力ですが、助けることが

できてやりがいを感じるとともに嬉しさも感じました。 

また機会があったら、被災地に行って手伝いたいと思います。 

 災害は、いつでも、誰にでも起こり得ることです。町の人々も大変ですが、お互

いに努力して早く全ての人が以前のように暮らすことができるよう祈っています。 

 

 

일본에 와서 처음으로 참가하는 자원봉사는 宮城県石巻市 에서 도로배수관 

청소였습니다. 자연재해로 많은 사람들이 모든것을 하루아침에 잃을수있다는 

것을 배웠고 인간의 힘으로는 감당하기 어렵다는 것을 보았습니다. 

모든사람이 힘을합쳐 서로 도와줘야 한다고 생각합니다. 우리가 봉사활동을 

한곳은 마을이 텅 빈곳이였습니다. 빨리 정비하고 수리해서 본래대로 

들아왔으면 좋겠습니다. 작은 힘이나마 도울수있어서 보람되고 기뻣습니다. 다시 

기회가 온다면 가서 돕고 싶습니다. 재해는 언제든 누구한테나 일어날수 있다는 

것을 알고 있습니다. 

마을 사람들도 힘들겠지만 서로 노력해서 빨리 모든 사람이 옛날처럼 

살수있기를 바랍니다. 
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刘 正 (リュウ・セイ)    中 国     

アークアカデミー日本語学校  原文：中国語 

 

2011 年 3 月 11 日、世界を震撼させた日本の大地震の発生以来、ほぼ全世界の目

がこの災難を受けた土地、日本の東北に注がれている、2011年 5月 27日、私は ARC

日本語学校の学生として、一日のボランティア活動に参加し、新聞やニュースに何

度も登場している場所、日本の仙台に来た。 

 たった一日の時間は、あっという間に過ぎ去ったが、最も私の印象に残り、忘れ

ることができないのは、長距離バスの旅の疲れではなく、掘り起こす下水道の重さ

でもない。それは笑顔だった。いまも仙台に住み、我々ボランティアが通過する際

に、挨拶とともに浮かべてくれた笑顔である。笑顔の主であるその老いた日本人女

性が災難の中で、どれだけ大きな損失を受けたのかわからないが、ただ私が覚えて

いるのは、我々が工具を持ち、彼女の家の大きく破損した庭の前を取ったとき、そ

の日本人女性が絶えず手を振りながら、我々にお疲れ様といい、何度も何度も休ま

すに、我々微々たる力のボランティアに限りない謝意を表していたことであり、さ

らに顔には微笑を浮かべていたのである。 

 どれだけ多くの人、国、組織が災難からの救済と復興援助をしているのかは、私

はわからない。ただ、私はこのような笑顔さえあれば、災難の後も、新しい生活は、

すぐに続けられるであろうと思う。 

ひょっとすると、人類はずっとずっと、このような笑顔を道連れにして、歴史の中

を歩んできたのかもしれない。 

 

 

  2011 年 3 月 11 日，震惊世界的日本大地震发生以来，几乎全世界的目光都聚焦

到了日本的东北，这片接收了灾难的土地上。2011 年 5 月 27 日，我作为 ARC 日本语

学校的学生，加入了为期一日的志愿者活动，来到了在新闻、报纸中反复出现的地方

－－－－日本仙台。 

  短短一天的时间，一下子就过去了。而领我映象最深的，却在脑海中久久不能忘

记，即不是长途汽车上的旅途累苦，也不是挖掘地下水道的繁重，那是一个笑容，一
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个依然住在仙台的，对我们这些志愿者经过时，打招呼并展开的一个笑容。我不知道，

笑容的主人，这位有了点年纪的日本大妈， 

在灾害中遭受了多么巨大的损失。我只记得，当我们拿着劳动工具，在她家已经破损

的院子前经过时，那位日本大妈，不停地挥手示意，并说你们辛苦了，不断不断地重

复着表达着对我们这些只能略尽绵薄之力地志愿者地无穷地谢意，并且，面带微笑！  

  我不知道有多少人，多少国家，多少组织会去帮助灾后重建。我只知道，有了这

样的笑容，灾难之后，新的生活马上会继续下去。也许，人类一直一直这样从历史中

走来，伴随着的，不正是这样一种笑容吗？ 

 

 

 

邢 琼洁（ケイ・キﾖウケツ）    中 国      

アークアカデミー日本語学校    原文：中国語 

 

5月 26日、私はボランティアとして宮城県へ行きました。26日の夜、東京のいろ

いろな日本語学校の学生は新宿に集まって夜行バスに乗って 10 時 20 分に出発しま

した。三台のバスでたぶん 300人ぐらいと思いました。 

翌日 7 時に宮城県に着いた。ボランティアセンターのスタッフはみなさんに説明

して、つづいてバスで目的地石巻市に行った。10時半ごろ石巻に着いた。みんな三

組に分けて働く工具を取って働く場所へ行った。私の組の仕事は下水道の整理をす

ることだ。津波からつれての土砂とか紙とか下水道から取った。男性は本当にすご

かったごみを取ることは大変だった。でも、みなさんぜんぶ一生懸命がんばった。

一時間半後ご飯の時間だ。みなさん一緒にお弁当を食べた。その後で私はあの辺で

まわって歩いた。津波でこわれた家や車がいっぱいだ。本当にかわいそうな状況だ。

私は心がいたくなった。尐し休んだ後でまた一時間働いた。みなさん本当に疲れた。

それから温泉の時間だ。松島の温泉はすごくきれいだった。一時間あとで東京に戻

った。家へ戻った後で三日間体がずっといたかった。でも、うれしかった。今度も

う一度ボランティアをしたい。 
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  5月 26日，我是作为志愿者去宫城县了。 

26日的晚上，东京地区的不少日本语学校的学生先集合在新宿， 

然后坐了[夜行大巴]在 10∶20出发了。 

我们坐的是三辆大巴。好像有 300人左右的人数。 

第二天的早上 7点到了宫城县。听完志愿中心职员的说明， 

大巴向目的地点石卷市再出发了。 

  

  10点半左右，我们终于到了石卷了。大家分为 3个小组，分别拿着 

工具，取自己小组负责干活的地方。我们的小组的任务是下水道的打扫。 

从下水道除掉了海啸带来的泥土、纸等的杂物。 

因为杂物太多，连男性也难去掉好。可是,大家都很努力了。 

 一个半小时之后，到了中午吃饭的时间了。我们大家一起吃了 

日式盒饭。吃完了之后，我在周围转一转了。到处满着由海啸破坏 

的住宅和车辆。真让人感到可怜的状况。我感到心疼了。休息一会， 

我们再干活一个小时了。大家都感觉很累。 

然后，到了泡温泉的时间了。松岛的温泉真的很美。再过了一个小时， 

我们回东京了。回来之后，我们在三天的时间，一直感觉全身疼。 

可是，也感觉到成就感。如果再有机会的话，我一定要再次参加志愿活动。 
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PHANCHAISRI  KAMOLKARN（パンチャイスリ カモンカーン） 

ユニタス日本語学校東京校   「東北頑張れ！！」      

 

ユニタス日本語学校のカモンカーンです。今、N2 のクラスで勉強しています。

一年間ぐらい日本に留学しています。そこで、地震があった時に日本にいます。私

はタイ人ですけれど、タイには地震がありません。则のあった大地震にはとてもび

っくりしました。そんな大地震と思わないです。地震があったし、津波もあるし、

原発のこともあるし、大変でした。東北にすんでいる人は困ったと思います。だか

ら、日本のために役に立たしたい感じになりました。でもどうすればいいか全然知

りません。学校の先生からボランティアのことを聞いたと、これは私のやれること、

日本のためです。すると、参加にした。 

 ボランティアの時には一日間だけだけれど、いろいろやってあげるのは気持ちが

よくになってきました。お家様もいつも「ありがとう」とか「ごめんなさい」とか

言われたと、自分がボランティアしに行ったのは良かったと思います。疲かれたけ

れど、たくさん感謝の言葉をもらったから、自分のできることがしにあげたいんで

す。 

 今度このようなボランティアがあるなら、キットもう一回参加するつもりだ。 

日本、頑張れ！！東北、頑張れ！！ 

 

 

นักเรียนโรงเรียนยูนิตัส นิฮงโกะกักโค คอร์สเตรียมสอบวัดระดับ N2 

มาเรียนท่ีประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลา1ปีกว่าแล้ว และตอนท่ีเกิดแผ่นดินไหวก็ยังอยู่ท่ีญ่ีปุ่นเช่นกัน 

ส าหรับฉันท่ีเป็นคนไทยและประเทศไทยไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อน 

ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกและไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นแผ่นดินไหวท่ีรุนแรงมากขนาดนี้ 

หลังจากแผ่นดินไหว ก็เกิดท้ังสึนามิและปัญหาโรงไฟฟ้าอีกด้วย 

คิดว่าคงท าให้ผู้ทีอาศัยอยู่แถบโทโฮคุได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก 

จึงเกิดความรู้สึกอยากจะท าประโยชน์บางอย่างให้ประเทศญ่ีปุ่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะท าอะไร 

หลังจากได้ทราบจากอาจารย์ว่า 
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มีการรับอาสาสมัครไปบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิ 

จึงคิดได้ว่า สิ่งนี้แหละท่ีเราสามารถจะท าตัวให้ประโยชน์ได้ จึงตัดสินใจเข้าร่วม 

ในระหว่างท่ีไปบ าเพ็ญประโยชน์นั้น(เซนได)ถึงจะเป็นเพยีงเวลาสั้นๆแค่1วันเท่านั้นแต่ก็รู้สึกด ี

นอกจากนั้น 

การได้ยินท้ังค าขอบคุณและขอโทษ(ท่ีต้องมาล าบาก)ท าให้คิดได้ว่าโชคดีท่ีตัดสินใจมา 

ถึงแม้ว่าจะเหนื่อย แต่พอได้รับค าพูดต่างๆท่ีแสดงถึงความขอบคุณ 

ก็ย่ิงอยากจะท าในสิ่งท่ีตัวเองสามารถท าได้ให้เป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

刘大平（リュウ ダピン）     中 国 

ユニタス日本語学校東京校 

  

まず、今回の組織者たちに感謝します。昔からずっとボランティアの活動をしたか

った。しかし、いろいろな原因でできなかった。今回、一回やってありがたかった。

3 月 11 日からテレビで被災地の情況をたくさん見ましたけど、自身が被災地に入っ

てまたびっくりした。被災地の人の生活は想像以上たいへんです。ひさしぶりの体

力作業がちょっとなれなかった。作業がおわった時、助けてあげた人の笑顔を見て、

うれしいと思いました。身を鍛えて、次のボランティア活動の準備をします。 
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BUGAA URANGOO（ブガー ウランゴ）     モンゴル 

ユニタス日本語学校東京校     「仙台へボランティアに行って」 

 

東京から出発し始めて、私の思っていたのは、、、テレビでいろいろな情報を聞いて

本当にひどくなっていましたかなとあるていどで想像していました。でも目的地に

到着したとき、建物がたくさんこわれて、バスをおりるとき、すごいくさくて・・・、

想像していたよりもっと大変でした。もう２ヶ月たったのにそんなにあるのに、あ

のときもっと大変でしたかなと思いました。それでもあそこの人だち一生命、この

大変な時期を乗り越えろうとがんばっていることを見て本当にすばらしいと思いま

した。感動しました。 

 

 

 

费 扬 （フェイ ヤン）    中 国 

ユニタス日本語学校東京校 

  

私、今年の 5 月 27 日ボランティアとして石巻きに行きました。その時おどろい

ましたのは道路や家、全部紙だらけだ。それとも、その空気は海につけたので、海

産のいやなにおいがした。 

 だけど、あそこの住む人はその難に潰られず、みんなつながって頑張りしていま

した。 

 そうすると、ボランティアたちは、みんなんばって、それぞれの受難者を手伝い

しました。こんな難しく仕事ではあるけれど、楽しいそうです。作業はただ木を掘

って、紙くずを拾ったので暑くて汗を流しながら、みんな一緒けん命しました。 

 時間が短すぎるのが、あそこの人たちを助けて、よかったと思います。それを終

った時お家さんは感謝して、お土産をいただきました。 

 帰る時、みんな疲れすぎるのに、バスで寝っていました。だけと、人生を充実し

てよかったと思いませんか。 
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陳 顯鈞（チン・ケンキン）    香 港 

新宿日本語学校  「石巻市支援ボランティア」 

 

二ヶ月半の前に東北地方で巨大地震があった。その日から、ニュースと新聞紙も被

災地の状況を報道し続けているので、破壊された被災地の現状と津波の破壊力もわ

かる。僕は東北地方のとくに沿岸部が本当にひどい状況で、心が痛くなった。でき

れば、自らの力で被災者を助けたいと思った。それで、学校を通じて宮城県に被災

地へ支援ボランティアを参加した。 

夜行バスで石巻市へ行った時、各県からの緊急物資輸送車両や被災地へ復旧作業車

が見られた。六時間近くかかっていて石巻市についた。災害発生した後二ヶ月半の

石巻市の道路もう通行可能だけど、道のそばにガレキをうず高く積まれていて、津

波ではげしく破損された建つ家と冠水した車がたびたび見つけられた。商店街の店

ほぼ壊れてしまったので、再開の日がいつかわからない。空き店舗も多かったけど、

何とか頑張っている店も多かった。 

今回のボランティアは宮城県石巻市の被災者を助けることを目指す。僕のいるグル

ープは庭のゴミ除去作業をした。津波で大人の腰ほどの水位が上がったので、その

庭は全壊してしまった。グループの女性達は倒れた竹垣についていた紙とゴミを処

分して、男性たちは折れた木と枯れた植物をぬいた。庭の表面はどこからともなく

流されたゴミや泤に覆われていたので、除去作業がめちゃ大変だと思った。家の主

の笑顔のために皆汗だくで丁寧に作業をしていた。実は僕は泤を掘ることを则めて

だって、労働者たちの辛さがよくわかった。五時間弱を経て、片付けた庭は前より

きれいになったけど、元の様子に戻るように長い時間が必要だと思った。 

このボランティア一日しかなかった。時間がちょっと短いので、もっと助けてあげ

たいけどできなかった。チャンスがあれば、必ずもう一度参加したい。石巻市だけ

ではなく東北地方もはやく廃墟の中から復興することを願ってやまない。 
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MUI HANS    香 港 

新宿日本語学校    「宮城記」 

 

 「死んだ植物の根を抜いて、後は土に残った紙を拾って下さい。多分それだけが

いいかな。」と大家さんに任せました。 

前日の夜、皆は東京の新宿に集めて、約３００キロの距離の宮城県石巻市へバスで

出発しました。２ヶ月前、東北地方で発生した大きな地震と津波はほとんどの建物

を壊しました。途中で大きな処分場で瓦礫がいっぱい積もっているのが見えます。

则春の太陽が照らす中で臭っていました。 

 この処分場の近くには、石巻専修大学があります。大学の一部は「災害ボランテ

ィアセンター」になって、日本各地や世界各国から来たボランティアがキャンプを

建てて住んでいる所でした。皆はゴーグル、マスク、手袋やシャベル等作業用道具

をもらって、指定された住宅へ行って除去作業を始めました。 

 大家さんの依頼を聞いてから、男の子は力仕事で、女の子は他の掃除する仕事が

分けられました。ボランティアの私たちは、留学のために日本へ来ました。日本語

がまだ上手ではないのでコミュニケーションが尐し難しいですけど、皆は住んでい

る安全な場所を離れて、この仮に住んでいる国のために一緒に労働します。 

 都市に住んでいる人は、多分シャベルを使う事もありませんが、使い方を知らな

いと、どんな力をいれても無駄になりました。植物は人類より弱そうだけど、沢山

の根が土を強くつかんで、３人一緒でも抜けませんでした。しかし、どんな強い生

命でも自然との対決で絶対に負けてしまいます。魂が抜けて、死体が残って、自然

はいつでも破壊と建設を繰り返して、人類にその怖さを教えてあげるみたいです。 

 何時間も頑張りましたが、まだ大家さんの庭を元の状態に全部戻せませんでした。

東北地方で沢山の家を戻す事は、どのぐらいかかるのかと考えてしまいます。道の

中で自衛隊や民間の緊急救援物質車両が走ったり、建築作業員さんが瓦礫のそばで

新しい家を建てたり、店員さんがお店の窓に付いた水のあとを消したり、小学生が

何でもないように通学したりしていました。その光景を見えると、日本人は強い民

族だと感動しました。 
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 ３月１１日大きい地震が起きてから、テレビやニュースで被災地の映像を見て、

気分が悪くなって、何をすれば日本人を助ける事ができるかずっと考えていました。

日本の文化が好きだから、今日本に留学しています。ボランティア活動へ行ってか

ら、この国がもっともっと好きになって、本当の日本人じゃないけど、心が日本人

とつないでいると思っています。 

 

 

 

劉 小（リュウ・ショウ）    中 国  女 

TOPA21 世紀語学校  

 

第一次做志愿者的我于 5 月 27 日早和大家一起抵达石卷市（受这次地震和海啸侵袭

最严重的几个城市之一）。在受灾地，因地震而产生的房屋损坏等问题并不严重，然而

当我们到达首海啸冲击的住宅区时，迎接我们的是满目疮痍。无论科技如何发达，在

自然面前人类仍然是渺小的。这句话立刻浮现在我的脑海中。 

既便如此，灾区人民仍坚强地活着。我们负责帮助的老夫妻，在住房一楼严重损坏的

情况下仍然回到家中修整。不光老夫妻二人，其他的住民也回到自己的家中进行抢修、

拆除、重建。各自都在为复兴自己生存的家园奋斗着。 

这里每天都有来自日本各地乃至世界各地的志愿者前来贡献出自己的力量。能成为其

中一员，我很高兴。不论是志愿者还是那些捐赠物资的人们，都是为了让灾区尽快复

兴。所以，失去家园的人们请不要绝望，大家都在为此而奋斗着。 

  

 

则めてボランティアに参加した私は、5 月 27 日の朝、皆と一緒に石巻市に着いた。

石巻市は今回の地震と津波で最もひどい被害を受けた地域の一つ。地震で壊れた建

物などの問題はそんなに多くなかったが、私たちは津波の衝撃を受けたところに着

いた。見渡す限りの創痍だ。科学技術がどんなに発達しても、自然の前では人間は

ちっぽけだ。この話が私の頭の中ですぐ思い浮かんだ。 

こんなになっても、被災者たちは強く生きている。私たちが手伝だった一軒の家は
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老夫婦の自宅で、一階はすごく傷でいた。その状況でも家に戻って修繕を進めてい

た。この夫婦二人だけではなく、他の被災者たちも自分の家に戻って修繕や再建を

していた。皆は自分が生きる家のために奮闘している。 

ここは、毎日、日本各地、さらには世界各地からのボランティア来て、自分たちの

力を尽くす。その中の一つになれた私は嬉しい。ボランティアでも、物資をきっか

けに手助けしている人たちでも、被災地を早めに復興するために動いている。だか

ら、家や家族を失った人たち、生活に希望を持って。皆はそのためにガンバってい

る。 

   

            

 

      

                    （写真撮影： ダイアナ・ブルネット）
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Diana Brunet（ブルネット・ダイアナ）    アメリカ  

東京ギャラクシー日本語学校  「石巻のボランティア活動」 

 

５月の２６日の夜にボランティアするためにバスで石巻に行きました。ドライブ

が長かったですけれども、寝ませんでした。次の日の朝に着いて悲しい光景を見つ

けました。ハリウッドの災害のセットに似ていました。それなのにまだいる尐数の

人は一生懸命に瓦礫を片付けていて、再建していました。その人の強い意志を見た

後で、気吅を入れて頑張りたかったです。 

その日の仕事は水道の下水の掃き出しでした。とても汚い激務でしたけれども、気

が済みました。昼御飯は、荒廃した建物の中で弁当を食べました。帰る時間までに

一つの道を掃き出しました。バスまで戻っている時に多くの町の住人は                

私達に感謝しました。最则はいい気持ちでした。でも尐し考えた後で、尐しがっか

りしました。一日の内に皆で一つの町の一つの道だけ掃き出しました。実は、大し

たことではないと思いました・・・。 

家に着いた後で、すっかりシャワーを浴びました。そして、バスで寝ませんでし

たので、１２時間に眠りこけりました。 

石巻に行かさせてくれて、本当に有り難いです。真に手伝いたかったので、行け

てよかったです。尐しだけ手伝いましたのに、全般的に素晴らしくて言いようがな

い体験でした。又東北でボランティアしたいです！ 

 

Diana Brunet  Tokyo Galaxy Japanese Language School 

On the night of May 26th, I was on a bus with other students headed for 

Ishinomaki to volunteer. The drive was long, but I couldn’t sleep. When we 

arrived the next morning, we found a sad sight. It was like we had wandered 

onto a set of a disaster movie. Despite this, the few remaining residents were 

working hard to clear debris and rebuild their town. After seeing the intense 

determination of these people, I was inspired to do my very best to help out that 

day.  

The work that we were assigned was to clean out the sewage drains along a 

neighborhood street. It was very dirty, hard work, but nonetheless fulfilling. For 
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lunch, we had prepared lunchboxes that we ate inside of an abandoned house. 

Until it was time to go back, we had managed to clean out the entire street. 

While walking back to the bus, some townspeople thanked us for our hard work 

that day. This was a nice feeling, at first. Yet after I thought about it, we actually 

hadn’t accomplished very much. In one day, we had only cleaned out one street 

in one town. In reality, we had barely scratched the surface of the incredible 

amount of work that needs to be done… 

After getting home, I took a good shower. After a day of difficult physical 

labor plus lack of sleep, I passed out and slept like a rock for twelve hours. 

I am very grateful that we were allowed to volunteer in Ishinomaki. 

Because I had wanted to help out in some way after the disaster, this was a great 

opportunity for me. Although we only made a small difference, it was an 

amazing and indescribable experience. I would love to volunteer there again! 

 

 

 

陳 聖叡（チン・セイエイ）    台  湾  

東京ギャラクシー日本語学校 

 

今度のボランティアの活動は私にとってたくさんのことを感じさせました。津波

に壊された町に行って、その惨めな状況を見て、見れば見るほど心が痺れました。

もしこれは私の身の回りに発生したらどのような顔で直面するべきかきっと分かり

ません。 

今日私たちの活動場所は宮城県石巻市です。最则学校が私たちにこの活動がある

ことを教えた時、私は参加することを決定して、一つは自分の目で被災地区の状況

を見て、もう一つは被災者のため何か力を出したいと思っていました。現地に到着

してから、見たのはたくさんのごみの山、破損した家と一層また一層沖積した土砂

です。そして私たちの作業は二本の排水溝の上の土砂を処理するのです。最则のと

き、土を掘るだけでらくと思われましたが、一時間過ぎた後実は想像以上に難しく

て、周りたくさん砂がある風が吹くと砂まみれに感じて、それににおいも我慢でき

なく沖積した泤が掘り始めた後ほんとに臭くてまるで呼吸できないように感じます。
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幸い私たちにマスクや保護眼鏡や手袋とゴム靴などのものを配布してくれていまし

たが、さもないとどのようにやるのは分かりません。 

午後三時半になって、今日の作業はついに終わって、日焼けされた両腕と首が微

かな痛みを感じます。全身、悪臭とシャベルを引っ張って、車に帰る途中で心の中

に考えている第一件の事は「シャワーを浴びたい！」そのまま頭を下げて矢のよう

に家に帰りたい気持ちを抱えていたとき、突然「ありがとう」という言葉を耳にし

たので、私は頭を上げました。道の側におばさんが立って私たちに向いて礼を言い

ます。引き続いて帰り道でたくさん現地の人たちからの感謝の言葉を耳にしました。

このとき、前の辛いことは全て大したことはなくないようだと感じさせせれました。

一つ簡単なありがとうは私にとって最も良い返礼なのです。 

 

陳 聖叡  台湾   東京銀星日本語學校 

  這次的義工活動使我感觸良多，到那些被海嘯摧殘過後的家園越看越讓人心裡發

麻，如果這是發生在我們身上的話真的不知道該如何面對。 

    今天我們的活動地點是在宮城縣石卷市，一開始學校告訴我們有這頄活動的時候

我就決定要參加了，一方面想親眼看看災區的情況、另一方面也想為災民出一點力。

到了當地之後看到了一堆又一堆的垃圾山、殘破的房子和一層又一層的淤泤，而我們

的工作就是處理兩條排水溝上的淤泤，一開始還覺得挖土而已應該是滿輕鬆的，不過

過了一小時後才發現其實沒想像中那麼好挖，那些泤土含有大量的水分所以有點粘稠

比一般的土難挖很多，而且周圍都是泤沙，風一吹全身感覺像是被一層薄紗(薄沙)所

覆蓋，還有一點令人受不了的是味道，那些淤泤一挖開後!!真的臭到不行，一開始真的

很想吐不過後來鼻子大概習慣了沒有那麼難受。說到這邊，還好有發口罩、護目鏡、

手套和膠鞋給我們，要不然真的不知道要如何下手。 

    到了下午三點半，今天的工作終於結束了被太陽曬紅的雙臂和脖子微微發出了刺

痛，拖著一身惡臭和鏟子在回程的路上心裡想著的第一件事情就是「我要洗澡！」，就

這樣抱著歸心似箭的心情低著頭走在道路旁，就在離開現場沒多久突然聽到「謝謝你

們」（日文）抬頭一看，一位站在路旁的老婆婆向我們道謝，接著回去的路上聽到了許

多來自當地居們感激的話語，這時讓我覺得剛剛那些疲憊的感覺好像都不算什麼了，

一句簡單的謝謝對我來說就是最好的回禮。 
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王 沛雄（ウォン・プイホン）    香 港  

東京ギャラクシー日本語学校  

 

今回ボランティアで、本当にいい経験が得られたが、でもボランティア後で、自

分の気持ちがよく分からない。 

则めてボランティアを募集している時も、心から「行きたい」と言いました。「危

ない」とか、そんなことを考えてなかった。最则はボランティアに参加したら、い

い経験が得られるし、人に伝えられるし、嬉しいと思っていた。でも震災地に着い

たら、「ヤバイ」としか感じなかった。家や、車も壊れていた。津波のマークは家の

３メートルぐらいのところに残っている。車が柵の上に掛かっている。震災時のこ

とが本当に想像し難い。 

ところが、あそこに住んでいる人達はぜんぜん諦めてない。その人達から、私達

に「ありがとう」と「お願いします」と聞いた時に、感動した。日本に来てまだ９

ヶ月だけ、でも私の人生が意義深くなった。 

 

 

Wong Pui Hung  香港   東京銀星日本語學校   

  今次日本義工活動入面,本人真是獲益良多,但係是次活動之後,不知不覺漸漸地感到

忐忑…. 

  一開始在學校剛剛公開宣布募集義工的時候就想立刻報名,那時候,”危險”等等的問

題完全沒有想過,這個決定不是任性,只是日本人去幫助其他人的時候,應該都是一樣吧!

最则覺得參加是次義工活動之後,既得平時得不到的經驗及體會,又可以幫助其他人,應

該覺得開心吧?但當我到了震災地,看到人們的家園,車,公園等,足足三米高的海嘯而留

下來的爪痕,以及一架連車匙拔出就掛在鐵路邊的圍攔上之後,當時的情況真的不敢想

像。 

  雖然,當地人民遇到很大的問題,但他們為了復興自己的家園,沒有想過放棄。更而他

們路過得知我們是外國留生的義工時,衷心地向我們多謝時有點兒被感動下來..來了日

本只是 9 個月,但係人生好像變得有意義,更加令自己成熟起來了。 
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左 予辰（サ・ヨシン）    中 国 

東京ギャラクシー日本語学校   

 

５月２６日、私はボランティアとして仙台に行きました。 

２６日の真夜中、我々ボランティア達が福島に着いた。この先、道路が工事を行

っているそうだ。この場所で 2 時間ぐらい止まる予定ですとリーダーの先生が言っ

た。皆さんおおさわぎした。やはり原発に尐し心配なようだった。私達は食物を食

べたり、寝たりして、４時半にバスが仙台へ出発した。この時、空がだんだん明る

くなった。私は全然眠くなかった。窓外の風景を見るともなく見て仙台にたどり着

いた。最则見たのは沢山のテント。津波のせいで家をなくした人達が中に住んでい

る。そしてバスが３０分くらい走った後、私達はバスから降りた。がれきと家の残

がいが目に映った。酷だった。皆に仕事の内容を伝えて、労働道具を配ってすぐ仕

事を始めた。私たちの仕事は下水道の整理だった。津波から連れ込まれた石や泤な

ど、下水道の中から掘り出すことだった。やって２時間後、あるあんまり壊れてい

なかった家で昼ご飯を食べた。食事の後、仕事を再開した。この仕事は午後 3 時に

終了した。私たちはもうなんの力もなかった。その時、仙台の住民たちに会った。

あの人達は笑いながら、私達に「ありがとう、お疲れ様でした」と言ってくれた。

私はなにも言わずバスに戻った。 

私は感動した。仙台の住民たちは地震と津波のゆえで、家を失い、友達や肉親を

失ったが、あの人達の笑顔には、私は尐しも弱気が見えなかった。あの人達の笑顔

を見て、ああ、今日、私がけして無駄な仕事はしなかったと思った。「がんばろう！

日本」この言葉のほんとうの意味をあの時の私が理解し始めた気がする。 

   

 

左予辰 中国 東京銀星日本語学校 

  5 月 26 日，我作为志愿者前往了仙台市。 

   26 日的半夜，志愿者队伍到达了福岛县。由于前方高速公路在进行道路维修，领

队老师告诉我们要在此地停留 2 小时左右。果然大家 对于核辐射有些许担心，志愿者

们还是有些不安。我们吃了点东西，有些人小睡了片刻，凌晨 4 点半巴士再次发动开
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往仙台市。这时 ，天空开始渐渐明亮起来。我毫无睡意，边看着窗外风景，不知不觉

到了仙台。在仙台我们先看到的是许多帐篷，由于海啸失去家园 的人们住在这些帐篷

里。又经过 30 分钟的车程后，我们下了车。满地的瓦砾与房子的残骸映入了我们的

眼帘，一片狼藉。在告诉我们 工作内容，分配好劳动工具之后，我们立即开始了工作。

我们的任务是清理下水道，把海啸带来的岩石与淤泤从下水道中挖掘出来。我们挖了

2 小时之后，在一家没有遭到很严重破坏的房子中吃了午餐。午餐之后，继续清理工

作。我们在下午 3 点结束了今天的工作，大家都已经精疲力竭。在这时，我们遇见了

仙台市的受灾居民们，他们微笑着对我们说：“谢谢你们，大家辛苦了。”我却无言的

回到了巴士中。 

   我非常地感动。仙台的居民们遭到海啸袭击，失去了家园，失去了朊友与亲人，

但在他们的笑容之中，我却看不到一丝的灰心与软弱。看了他们的笑容，我觉得：啊，

今天我的努力绝没有白费！这时我才感到我真正开始理解“加油！日本!”这句话的意

义所在。 

 

 

 

Kyi May Lwin  (チー・メイ・ルイン)    ミャンマー 

東京中央日本語学院   「東北での一日」                                        

 

 ５月２６日の夜１０時３０分頃、日本語学校留学生ボランティアグループはバス

３台で東京を出発した。私もそのメンバーの一人だった。同じ学校の人以外は、全

然知らない学生ばかりでした。しかし、その見知らぬ人達と私達には共通点があっ

た。それは、皆 日本で勉強している留学生であり、お世話になっている日本のた

めに何かできないかと考え、東北に向かっている点である。なので、私はちっとも

不安な気持ちや、寂しさや、心細さを感じていなかった。ただ、私が被災地に行っ

て何ができるのか、本当にこれは意味があるもので、役に立つものなのか心配だっ

た。 

 ２７日の朝、外が明るくなった頃に目的地に無事に到着した。ボランティア作業

の説明を聞いて、集吅写真を撮ると、実際に作業を行う場所に向かった。そこで見
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えたのはテレビやインターネットでよく目にするがれきの風景だった。家の二階ま

で水が入ってきたのだという地元の人の話を聞いて、津波から逃げようとしていた

人々の当時の不安な気持ちや津波の恐ろしさを想像しただけでつらかった。 

 私たち、グループは住宅を歩き回りながら被災者の人達に声をかけたが、ほとん

どは「ありがとうございます。だいじょうぶです。」という返事だった。やはり、私

達は迷惑かと尐しさびしくなってしまった。 

歩き回って、ボランティアできるところを探していると、がれきの山を見つけた。

そこで作業をするにつれて、今まで話したことのない同じ学校の学生、他の学校の

学生と仲良くなれた。そうすると、今までやったことの無い仕事や、臭いがれきの

匂いにも慣れてきた。その臭い匂いも、暑い太陽もみんなで、我慢して、みんなで

笑って、みんなで力を吅わせて作業を続けていた。一緒に働いて、一緒に休み、そ

して、人のために頑張るというその喜びを一緒に感じた。「ボランティアの皆さん、

お疲れ様でした。」 

 作業を終えて、集吅場所に帰る道の途中のことだが、あるあばさんが道を歩いて

いた私達に向かって「ありがとうございました」と言った。嬉しさが胸のどこかか

らか沸いてきた。そのおばさんにとっては、震災後よく見かけるボランティアに言

いなれている言葉かもしれないが、私たちにとってはその一言でもう十分だった。

そのおばさんに、つい「ありがとうございました」と返した私は、担任の先生に「も

う、上級なのに、まだまだちゃんした返事ができないね。」と怒こられるかもしれな

いが、私には私なりの意味があった。「ありがとう」と言ってくれて、そして、私た

ちを認めてくれて「ありがとう」と言いたかっただけなのだ。微力だったが認めて

くれて、頑張っている東北の一部になれるチャンスを与えてくれて「ありがとう」

と言いたかった。他の学生も私と同じ気持ちだろうか、皆 良い笑顔をしていた。 

 私は帰り道、バスの中で一人でこう考えていた。「がれきを掃除したように、東北

の人のさびしさと苦しみを取り除いてあげたい、そして元気で新鮮な「明日」を渡

してあげたい。しかし、それは一人では無理だ。みんなと力を吅わせて頑張る必要

がある。人のために、みんなのためにやりたいことはみんなと一緒になってやらな

いといけない。」私はみんなと一緒に未来に向かっている。そこには新しい明日が私

たちを待っているはずだ。 
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陳 思玟（チン・シマイ）    台 湾 

東京中央日本語学院 

 

 「私には何ができるかな。」震災後、いつもニュースを見て、そう考えていた。先

生がボランティア活動の知らせをするまで、自分が重労働にあまり自信がなかった

ので、そんな活動に自分が参加するとは思っていなかったが、どうしても被災地に

行きたかったので、ついつい手を挙げてしまい、すこし不安な気持ちで参加した。 

 私達が被災地の石巻に着いた日は、もう震災後二ヶ月余り経った後だったが、現

地にはまだ深刻な津波の爪痕が残り、異常な臭さや、がれきだらけの状態で海の方

に行けば行くほど、町の様子は驚くほどひどかった。被災地のニュースを見てなん

となく涙が出てしまった私が、その時は一秒でも、早く作業を始めようと思い、皆

と一緒に作業を始めた。皆マスクをして、リラックスした話をしながら、かび臭い

泤を指定の場所へ運び出した。前半の作業を終えて、昼ご飯を食べながら、皆は「あ

の臭い泤は二度と運びたくない。」と言っていたけれど、後半の作業も続けた。作業

終了後も、もっともっとやりたいという気持ちが強かった。これは私だけじゃなく、

きっと皆が思っていたと思う。 

 「ありがとう。」地元の人は私達を見ると、こう言った。学校に戻ると、先生にも

こう言われたけれど、私こそ、この活動を行った学校や一緒にボランティアをした

人達に「ありがとう」と言うべきだ。今回の震災ボランティアは本当にいい経験だ

った。被災地に行って、そこの住民に生きる勇気をもらって、大自然の力も感じら

れた。 

 あんなに幅広く被災した土地を見ると、これからもっとボランティアが必要だと

思った。早く復興して綺麗な東北に戻って欲しいけど、今の官僚たちの行動を見て

ると、あきれてしまう。 
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金 廣翰（キム・グアンハン）    韓 国 

東京中央日本語学院「私のボランティア」  

 

  ３月の震災以後、機会があったら必ずボランティアに参加したかった。私が留

学中の日本で、尐ない力でも、足しになればと思っていた。 

   震災後２ヵ月位の時間が経って、学校から嬉しいお知らせがあった。被災地

で震災ボランティアをしないかというものだ。私は喜んで参加した。そして、５月

２６日の夜１１時頃、バスに乗り、次の日の２７日の早朝に宮城県石巻市に着いた。 

  現場を見た私は驚きのあまり言葉を失った。私達のグループの作業は排水溝に

たまった汚物を取り除く作業であった。簡単だが、辛い作業だった。だが、悪臭が

鼻をついて泤だらけになっても、皆文句一つも言わず作業をしていた。皆、自らの

意思で誰から言われたわけでもなく、作業する姿がとてもかっこよかった。その上、

髪の色も、顔も、言語も違う私達であったが、片言の日本語でコミュニケーション

をとり、皆 楽しく作業をできたことはとても気分がよかった。 

 短い日程を終えて、東京に帰って来る途中、私の心はその日の天気のように曇っ

ていた。ごみの中で遊んでいる子供達。家に残されたアルバム。それを見たせいか、

私は寝ることができなかった。 

 しかし、この文を書いてる今、もうそんな感情を尐しずつ忘れている。そして、

また彼らの痛みに共感することができなくなっている。言葉では表せないいろいろ

なことを今回のボランティアで感じた。 

 

 

 

Zin Minn Latt (ジン・ミン・ラッ)    ミャンマー 

東京中央日本語学院   「石巻市ボランティア作業の感想」  

  

则春のある日、３月１１日に東北地方で震度７の大きい地震があった。大きな津波

も起こった。被害も大きく、私自身とてもショックだった。 

 いつも頑張っている日本と日本人のために何かをしたい。日本とミャンマーは昔
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から深い関係があり、同じアジアの国同士、兄弟のようだ。私も日本で勉強してい

る留学生として、日本を助けたかった。そして、今回の留学生ボランティアに参加

しようと思ったのだ。テレビなどでは見ていたが、実際に行って見てみて、なんと

言えば、良いのかわからなかった。現場では、グループに分けて作業を行った。空

気の悪さ、作業の大変さに文句一つも言わず、皆 協力していた。ある民家に入る

と、地震当時のままの光景があった。ハンガーにかけた朋、どこから流されてきた

かわからないもの、それを見て、悲しくなった。その中で、どこから来たかわから

ないタイヤがあった。とても臭かったが、それを我慢して、皆、力を吅わせて、動

かしたことが私達グループにとっての成果だった。その家のアルバム、本、手書き

の漫画、音楽レコーダーなど、その家に残されたものを見て、言葉では言い表せな

い何かを感じた。 

作業を２７日の午後３時に終わらせ、バスまで戻る途中で、町のあるおばさんが

「皆さん、ありがとう」と言ってくれて、涙が出るほど感動した。私たちも自分た

ちができる範囲で、精一杯頑張った。これからも、自分でできることはなにかを考

えやっていきたい。絶対その町には、明るい太陽が来る。そのおばさんが掛けてく

れた声が今でも、耳に残る。 

 

 

 

孟 馳也 （モウ・チヤ）    中国 

東京中央日本語学院 

 

  個人ができることには、限界がある。特に、今回の地震のような自然災害は人

間の力ではコントロールできない。しかし、今回の日本語学校留学生ボランティア

に携わった私には予想外の収穫があった。 

  今回のボランティアで訪れた石巻市で、道路の真ん中に積み重なったがれきを

見た時、「地震から２ヶ月半が経って、町がある程度片付けられているはずだと思っ

たが、現場の実情は想像を超えている。」と思った。今回のボランティアでは積み重

なっていたがれきを掃除したり、道の端に運んだりするのが私たちの仕事だった。 
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 作業の途中、皆が悪戦苦闘するなか、私は人ができる限界を尐し感じていた。私

達が今できることはこれ位である。小さな助けかもしれないが、散らかっていた街

頭が私達の手によって尐しきれいになったのを見て、それが多尐なりとも役に立つ

と思った。 

 今回の活動で、助けに行ったつもりが、逆に被災地で色々なことを感じ、学び、

助けられた気がした。そんな言葉で、今回のボランティアは表せられる。 

 

 

 

金 ゴウン    韓 国 

赤門会日本語学校  「ボランティアに行って」 

 

5 月 26 日夜、石巻はどんなところかわからないままバスに乗り、複雑な思いであま

り眠れないまま翌朝目的地に到着した。 

 他の日本語学校の学生たちとも吅流してグループに分かれ泤を運ぶ作業を始めた

が、则対面の人同士でも違和感なくやる気をもって作業することができた。 

 今回の活動で一番印象的だったのは石巻の住民の方々だった。たった数時間のボ

ランティア作業をしただけの私たちに、住民の方々は腰を直角に曲げて挨拶をして

くれるではないか！また私たちの列が地震で壊れた信号の前で車が通るのを待って

いたら、住民の方はひどい渋滞にもかかわらず車を止め道を渡らせてくれた。言葉

では表現できない何かを感じた。深くて濃い感動だった。 

 活動終了後、汗と汚れを落とすために先生に引率されて松島の温泉にも入ること

ができた。帰りの時間の都吅上１５分程度のシャワーで済ませたが、日本三景の一

つだと言われる松島の美しい景色が印象的だったが、そこも地震と津波の被災地と

いうことで寂しい気持にもなった。 

 私たちの活動はたった数時間で、本当に住民のみなさんの役に立っただろうかと

心配にもなる。石巻も他の被災地も、早く復興して笑顔になることを祈る。今回の

活動を通じて一生忘れたくない、忘れられない良い思い出ができた。機会があった

らまたボランティアに行きたい。そして私もみんなもお疲れ様！ 
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김고은(한국)   아카몽카이일본어학교 볼란티어를 다녀와서 

5 월 26 일 밤, 이시노마키시라는 곳은 어떤 곳인지 모른채 버스에 타서, 복잡한 

생각으로 잠도 제대로 못자고 다음날 아침 목적지에 도착했다. 

 다른 일본어학교 학생들과도 합류해서 조를 나누고 쓰나미에 밀려온 진흙을 

옮기는 작업을 시작했는데, 서로 초면인데도 서먹서먹함 없이 의욕을 가지고 

열심히 일했다. 

 이번 활동에서 제일 인상적이였던 것은 이시노마키시의 주민들이었다. 겨우 

몇시간밖에 작업하지 않은 우리들에게, 주민분들은 머리를 깊숙히 숙여 

인사해주시는게 아닌가! 또, 지진으로 고장난 신호 앞에서 차가 지나가기를 

기다리고 있으면, 주민분들은 정체가 심한데도 불구하고 차를 세워서 길을 건너게 

해주었다. 말로는 표현할 수 없는 무언가를 느꼈다. 깊고 짙은 감동이었다. 

 활동이 끝난 후, 땀과 오물을 씻어내기 위해 선생님들 인솔하에 마츠시마에 있는 

온천에 갈 수 있었다.귀로 시간상 15 분간의 샤워 정도 였는데 일본 삼경의 

하나라는 마츠시마의 아름다운 경치가 인상적이었고 그곳 역시 지진과 쓰나미 

피해를 입었다는 사실이 조금 우울했다. 

 우리들의 활동은 불과 몇시간 정도로, 주민분들께 도움이 되었는지 걱정도 된다. 

이시노마키시도 다른 피해지역도, 빨리 복구돼서 웃는 얼굴로 가득해지기를 

기원해본다.이번 활동을 통해서 평생 잊고싶지 않은, 잊을 수 없는 좋은 추억이 

생겼다. 기회가 된다면 또 가고싶다. 그리고 나도 여러분도 수고하셨습니다! 

 

 

 

夫 景奎（ブ・キョンギュ）  韓 国 

赤門会日本語学校  「人の強さ」 

 

千年に一度と言われるほど、甚大だった東日本大震災。世界を悲しませ、私にとっ

ても一生忘れられない恐ろしい災害でした。しかし、ボランティアに参加して、こ

の大震災について、もう一度考えるようになりました。確かに悲劇的な災害でした

が、それを乗り越え、立ち上がろうとしている人々の姿を見て、これこそ、人の強
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さだと思ったからです。 

 石巻へ行って、私が则めて見たのは、住民たちの笑顔の中に見える人の強さでし

た。家を失い、家族を亡くしたのに、住民たちの笑顔には、悲しくても、強いエネ

ルギーがありました。 

 私たちの活動は、下水道の汚泤を取り除くことでした。汚くて今まで経験したこ

とがないほど臭かったのですが、そのときは作業をしなければ、という思いが強く

て、悪臭があまり気にならずに働けました。もっと不思議だったのは、私たちみん

なの顔が笑顔だったことです。多分、それは、私たちのする仕事でこの町のだれか

が喜んでくれる、そうみんなが考えたからだと思います。 

 １日だけという短いボランティア活動でしたが、本当にたくさんのことが学べま

した。人はどんなに大変な状況にあっても、希望を持っていれば、必ず立ち上がる

ことができる、そのことが学べる尊い経験でした。私は今回災害地の人々を勇気づ

けてあげるつもりで行きましたが、逆に強く生きるということが学べて勇気づけら

れ、帰ってきました。 

 

 

부 경규(한국)  아카몽카이일본어학교  인간의 강인함 

천년에 한 번 일어난다고 하는 엄청난 동일본 대지진, 전세계가 경악했고 그것은, 

나에게 있어서도 평생 잊을 수 없는 무서운 지진이었습니다. 그러나, 자원봉사에 

참가해, 이 대지진에 대해, 한번 더 생각하게 되었습니다. 확실히 비극적인 지진 

재해였지만, 그것을 넘어 일어서려고 하는 사람들의 모습을 보고, 이것이야말로, 

‘인간의 강인함’이라고 생각했기 때문에입니다. 

이시노마키시에 가서, 내가 처음으로 본 것은, 주민들의 웃는 얼굴 속에 보이는 

‘인간의 강인함’이었습니다. 집을 잃고 가족을 잃었는데도 주민들의 웃는얼굴은 

슬퍼도 강한 모습이었습니다. 

우리가 한 작업은, 하수도의 오물을 걷어내는 것이었습니다. 지금 생각해보면 

더럽고 악취가 굉장히 심했는데, 그 때는 그 작업에 몰두해야 한다는 마음이 

앞서서였는지  

그다지 신경이 쓰이지 않았고, 더 의아했던 것은, 우리 모두 밝은 표정으로 
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일했다는 것입니다. 아마, 그것은, 우리가 한 일로 이 마을의 누군가가 기뻐해 줄 

거라고 모두 생각했기 때문일 것입니다..  

비록 하루라는 짧은 시간의 자원봉사였지만 정말로 많은 일을 배울 수 있었습니다. 

사람은 아무리 어려운 상황에 있어도, 희망을 가지고 있으면, 반드시 일어설 수가 

있다는 것, 그것을 배울 수 있는 고귀한 경험이었습니다. 저는 이번 지진재해민에게 

용기를 불어넣어주려고 자원봉사에 참가했습니다만, 반대로 어떤일이 일어나도 

강한게 살아간다는 것을 배워고 돌아왔다고 생각합니다. 

 

 

ラオル ディネス   ネパール 

赤門会日本語学校   ボランティアの日 

 

今年５月 27 日、私は日本で则めてボランティアに行く機会をもらって行きまし

た。私は今日本で生活しているから、日本のために、私ができることをやってあげ

たいなと思ってボランティアに行きました。 

 ボランティアに行ったネパール人は５人でした。午後 10 時ごろ新宿を出発 

しました。友達は全部バスの中で寝られましたが、私は地震が起きた日、テレビで

放送した震源地の悲劇が気になってなかなか寝られませんでした。たぶん夜から朝

まで寝ないで旅行したのは则めてでした。 

朝８時ごろ石巻に着いて、11 時ごろから仕事が始まりました。汚くて大変そうな

仕事でしたが、尐しずつみんなでやれば大きな力になるという気持ちでがんばりま

した。午後１時ごろ休憩した時、一人のおばさんが家を掃除しているのが見えまし

た。私の頭の中にすぐいろいろな疑問が浮かびました。年を取ったおばさんの家族

や家はどうなったのか、これからどうするつもりか、いろいろな疑問が浮かんで涙

が出ました。３時ごろまで仕事して、３時半ごろ帰りました。帰りのバスの中にい

ても、私の気持ちはその町に残りました。この日のことは、今も私の心の中に消え

ないで残っています。 

 私をボランティアに行かせてくれた私の学校の先生達に本当に心から感謝します。

これからも大変な人たちのためにがんばります。
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マウンマウンミョー  ミャンマー 

赤門会日本語学校 

 

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災による大津波に襲われた被災地の人々

を助けようと宮城県石巻市へボランティア活動に行きました。他者を思いやり手助

けすることは何よりも素晴らしく、立派なことだと思います。日本を一日でも早く

復興させたい気持ちで僕も出来る限りの努力をしようとこのボランティア活動に参

加しました。 

被災地に到着したその瞬間、町の状況を目にし、強い悲しみを受けました。地震

があった後、テレビでニュースを見ていましたが、実際自分の目で見たらテレビの

映像で見るよりはるかに悲惨でした。今回の震災は地震とともに大津波が起きたの

で被害は更に大きかったです。たくさんの家が流され、道路なども壊れてしまいま

した。僕たちは下水溝に泤がたまり、水が流れなくなった場所の泤を掘り出す活動

をしました。４時間かけて一生懸命掘り出しました。 

作業を終え帰ろうとした時、住民の方々から「ありがとうございました。本当に

助かりました」という感謝の言葉を何度もかけて頂きました。その言葉を聞いて、

自分も尐しでも役にたてて本当に良かったと感じました。 

被災者の方、被災地及び日本が早く元気を取り戻し、復興出来るよう、心から祈

っています。 
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朴 袛怜（パク・ジヨン）  韓 国 

赤門会日本語学校   「忘れられない日」 

 

 ３月１１日の午後、私とクラスメートは校外授業の帰り道で東京駅の近くにいた。

地震のない国で生まれた私は、その時の揺れがどんな被害をもたらすのか考えもし

なかった。電車が動かず、３時間歩いて帰ってからどんなに恐ろしいことが起こっ

たのか分かった。 

 ３ヶ月経ち、日本はだいぶ落ち着いた。しかし、宮城県へのボランティア募集の

話に私は手を挙げた。まだ人の手が要るのだと思ったからだ。 

 バスが石巻に入ってから、涙が出てきた。めちゃくちゃになった車、泤だらけの

ぬいぐるみ、日焼けして真っ黒になったおじいさんの悲しげな顔、宮城県は痛みそ

のものだった。だが、住民は笑顔で、私たちに会う度に頭を下げて「ありがとう」

と挨拶をしてくれた。 

 ヘドロを運んでいるとき、ある男性記者に「今の感想は？」と聞かれた。「下水道

が詰まっているので、町の人々が一日でも早く最小限の普段の生活に戻れるように

尐しでも力になりたい」と答えた。「匂いは？」「臭いですね」ありのままの気持ち

だった。でも、誰も文句一つ言わなかった。 

下水道に汚水が流れ始めた時のみんなの笑顔や、「来なかったら、きっと後悔した

だろうな」という友達の言葉が今も耳にのこっているが、私も一生忘れられない貴

重な体験をしたと思った。 

 

 

박지영(한국)  아카몽카이일본어학교   잊을 수 없는 날 

3 월 11 일 오후, 나와 반친구들은 교외수업 귀가길에 동경역 근처에 있었다. 

지진이 없는 나라에서 태어난 나는, 그 때의 흔들림이 어떤 피해를 불러올지 

생각조차 못했다. 전차가 움직이지 않아, 3 시간이나 걸어서 귀가한 후에야 얼마나 

무서운 일이 일어난 것인지 깨달았다.  

 3 개월이 지나, 일본은 제법 안정을 되찾았다. 그러나, 미야기현으로의 

봉사활동자를 모집한다는 얘기에 나는 손을 들었다. 아직 사람의 손이 필요하다는 



 35 

의미이므로.  

 버스가 마을(이시마키)에 들어서자, 눈물이 흘러 나왔다. 엉망진창이 되어버린 차, 

진흙투성이의 곰인형, 햇볕에 새까맣게 그을린 할아버지의 슬픈 얼굴. 미야기현은 

슬픔 그 자체였다. 그럼에도, 주민들은 웃는 얼굴로 우리와 마주칠 때마다 머리를 

숙여 「고마워요」 라고 인사해주었다. 

 오물섞인 진흙을 퍼나르고 있을 때, 어떤 남성기자가 「지금의 감상은」 하고 

물어왔다. 「지금은 하수로가 막혀있어서 힘들겠지만, 마을 사람들이 하루라도 빨리 

최소한의 일상생활로 돌아갈 수 있도록, 조금이라도 힘이되고 싶다」 고 대답했다. 

「냄새는?」 「지독하네요」. 있는 그대로의 감상이었다. 하지만, 누구도 불평 

한마디 하지 않았다.  

 하수도에 오수가 흐르기 시작했을 무렵, 모두의 얼굴에 번지던 미소, 그리고 

「안왔으면 분명 후회했을 거 같아」 라는 친구의 말을 지금도 선명히 기억한다. 

나도 평생 잊지 못한 귀중한 경험을 했다고 생각한다. 

 

 

 

王 菁（オウ・セイ）  中 国   

赤門会日本語学校  「心の旅」 

 

東日本大震災が起きて、もう３ヶ月が過ぎました。それは日本国民にとって、い

や、日本に暮らすすべての外国人にとっても辛く、苦しい出来事であります。 

地震と津波で家はおろか、大切な家族や恋人までも奪われた人たちが大勢います。

テレビ画面に、悲惨な現実が映し出されるたびに、私は鋭利な刃物で胸を抉られた

ような何とも言葉にはならない痛みを感じました。 

宮城県へボランティアに行ってきました。目的地は宮城県の石巻市で、作業内容

は下水道管に流れ込んだ汚泤やゴミなどの堆積物を全部片付けることでした。みん

なで力を吅わせて撤去作業は項調に進みました。 

東京に帰る支度をしていたところに、地元の人から、「本当にありがとう」と言

われて、精神的にも肉体的にもかなり疲れ切っていましたが、その言葉にどれほど
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癒されたか分かりません。 

今回のボランティア活動は、ただ困っている人たちに手を差し伸べることのみなら

ず、自分の心を鍛える旅でもありました。        

 

 

王 菁 赤門会日本語学校「心灵的旅行」 

东日本大地震已经过去 3个月了，这对于日本国民，甚至是对于生活在日本

的所有外国人来说都是一个特别痛心的事情。 

这次的地震和海啸的到来致使甚多人失去了自己的家，并无情的夺去了他们

最爱的家人和恋人。每当看到电视上悲惨的报道，我就心如刀绞，那种心痛无法

用语言来形容。 

最近去宫城县参加了志愿者活动。这次的目的地是宫城县的石卷市、我们的

工作是清理流到下水道管里的污泥、垃圾和堆积物。大家专心致志的完成了所有

的工作。 

在准备回东京的时候，已经是精神上和肉体上都累得精疲力尽，但听到当地

的人们对我们说的“真的是十分感谢”的时候，整个身心都得到了治疗似的活过

来了。 

这次的志愿者活动，不仅仅是对有需要的人伸出援助之手，对我而言，还是

一个锻炼心灵的旅行。 
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武 世龍   中 国    

赤門会日本語学校  「被災地に行って」 

 

留学生ボランティアとして、東日本大震災で大津波に襲われた宮城県の石巻市へ

行きました。 

 5 月 26 日の夜 10 時半に新宿を出発しました。私のクラスメート 8 人は一緒にバ

スに乗り込み、宮城県までの長い長い道のりのスタートを切りました。 

 被災地の悲惨な現状を目の当たりにして、悲しい気持ちになりました。瓦礫の中

から出てきた子供の貯金箱や名前が書かれた野球大会の優勝カップを見て、泣きた

いほど悲しかったです。 

東京に戻る準備をしていた時、当地の人たちから中国語で「お疲れさまでした」

と声を掛けていただいた時は、本当に感動しました。 

 ボランティア活動は誰かを助けると言うより、自分が被災地の人たちから多くの

ものを教えてもらえる機会だと思います。たった一日の活動でしたが、私たち学生

にとって、教室では得られない貴重なことをたくさん学びました。 

 

 
武世龍 中国   「受灾地之行」 

  作为一名留学生志愿者，我去到了在东日本大地震中受海啸席卷的宫城县石卷市。 

   我们同学一行 8人，5月 26日晚上 10点半从新宿做夜行巴士出发，踏上了我们

从东京到宫城县的路。 

  当我亲眼看到受灾地惨不忍睹的现状，心里觉得非常难受。看着从废墟中挖出的

孩子们用过的可爱存钱罐，刻着名字的棒球赛奖杯，我几乎要忍不住泪水。 

   我们准备回去的时候，有的当地的居民们还对我们用中文说：“谢谢你们，辛苦

了！”，当时真的很感动。 

    通过志愿活动不仅仅是帮助他人，自己也从灾区人民身上学到了很多东西。虽然

只是一天的短暂经历，却让我学到了在课堂上学不到的宝贵心里课程。 
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Luvsansambuu Nyamdavaa（ロブサンサンボー ニャムダワー） モンゴル 

赤門会日本語学校 

 

地震や津波について何も分からない国から来た私にとって、3 月 11 日の地震は

本当に恐ろしかった。 

マスメディアを通して、大地震や津波などの被害について知っていたが、実際、

被災地へ行ってみて、目にしたその状況を言葉で表すのは難しい。私は、現地に着

いた時、自分がどこにいるのか分からなくなってしまった。まるで映画の中に入っ

たように感じた。倒れそうになっている建物や壊れた車、海から流れてきた船など

は本当にみるに堪えなかった。 

幸いにして東京に住んでいる私たちは無事で被害を免れた。しかし無事だった私

たちにも恐れていることがある。それは原発から漏れっぱなしの放射能である。 

動物より知能が高いと言われている人間は進化すればするほど滅亡へ歩んでい

るように思われる。私たちは自然を破壊してはいけないということを知っているの

に知らぬふりをしている。一人の人間として、私たち人間はいつまで自然を破壊し

続けるのでしょうかと自分自身に問いかけていた。その答えは、私たちの中にある

ような気がする。 

今回はボランティアに参加して良かったと思っている。老いてから自分の子ども  

たちに話してあげられるような貴重な体験をできたと思う。  

 

 

Улс:Монгол Акамонкаи япон хэлний сургууль  Volunteer-ийн Туршилга 

Нэр:Нямдаваа 

  

Газар хѳдлѳлт болон цүнами-ийн талаар огтхон ч мэдэхгүй орноос ирсэн 

миний хувьд 3р сарын 11ний газар хѳдлѳлт үнэхээр аймшигтай байсан. 

    Мэдээлэлийн хэрэгсэлээр дамжуулан газар хѳдлѳлт болон цүнамигийн 

талаар мэдээлэл авч байсан хэдийч гамшигт ѳртсѳн газар ѳѳрийн биеэр очиж 

үзэхэд миний тѳсѳѳлж байсан нѳхцѳл байдлаас тэс ѳѳр байсан бѳгѳѳд харсан 

зүйлсээ би үгээр илэрхиилж чадахгүй.Гамшигт ѳртсѳн газар очсоны дараа нэг 
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хэсэгтээ л ѳѳрийгѳѳ хаана байгааг ойлгохоо байсан бѳгѳѳд яг л кино хальсанд 

орсон мэт сэтгэгдэл тѳрсѳн.Нурахад бэлэн буй байшин,усанд цохигдон 

эвдэрсэн  машинууд болон далайгаас урсаж ирсэн усан онгоц  

мэтийг харахад үнэхээр аймар байсан. 

    Азаар Токиод байсан бид бүхэн гай гамшигийг гарз хохиролгүйгээр 

гамшигыг ѳнгѳрѳѳсѳн.Гэвч бидэнд санаа зовох зүйл байхгүй биш байгаа.Юу вэ 

гэвэл одоог хүртэл цѳмийн станцаас алдагдаж буй атомын цацрагт туяа юм. 

    Амьтанаас уураг тархи,оюун ухаанаараа ялгарч соѐлт хүмүүн гэж 

ѳѳрсдийгѳѳ нэрлэдэг хүн тѳрлѳхтѳн бид  хѳгжих тусамаа мѳхѳлрүүгээ алхалж 

буй мэт бодогдоно.Бид байгаль эхээ сүйтгэж болохгүй гэж мэдэж байгаа 

хэрнээ мэдээгүй дүр исгэн сүйтгэсээр ирсэн.Миний хүн тѳрлѳхтѳн болох 

ѳѳрсдѳѳсѳѳ асуухыг хүссэн ганц зүйл бол хэзээг хүртэл бид байгаль эхээ 

сүйтгэсээр байх вэ.Үүний хариултыг бид ѳѳрсдѳѳсѳѳ хайх хэрэгтэй. 

    Энэ удаа сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцсондоо би үнэхээр их 

олзуурхаж байгаа.Нас тогтсон хойнооо ѳѳрийнхѳѳ үр ачдаа ярьж ѳгѳхѳѳр 

үнэтэй туршлага олж авсан гэж бодож байна. 
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李 鮮實（イ・ソンシル）    韓 国 

新宿平和日本語学校 「生き残った者の悲しみ」 

 

 则めての地震は自然への恐怖を知る衝撃的なものだった。東京にいたのを幸い

に感じながらも心の片隅に何かがのしかかり、時々ブライトの詩「生き残った者

の悲しみ」を思い出すようになった。東日本大震災が発生して１ヶ月半ほどのあ

る日、宮城県石巻市へボランティアに行った。津波が襲った場所だという。建物

の１階はほとんど空いていて、町のいたるところには故障した車が放置されてい

た。持ち主を待つ車。「このたくさんの車の持ち主はどこにいるのだろうか？」

どこかで生きていることを切に願った。 

市内には若者がほとんどいなく、お年寄りと子供にしか会わなかった。町全体

に「生き残った者の悲しみ」がにじみ出ているようだった。 

帰る途中に立ち寄った温泉は、森と海が一目で見渡せ、涙が出るほど美しい光

景だった。その美しい場所で私はまた「生き残った者の悲しみ」を思い出し、涙

を流した。 

 

もちろん私は知っている 

ただ運が良かったおかげで 

私は多くの友よりも長く生き残った 

しかし昨晩の夢の中で 

この友たちが私のことを話す声が聞こえてきた 

"強い者は生き残る" 

すると私は自分が嫌いになった 

  

それでも私たちは強くならなければならない。強くなり、悲しみを乗り越えなけれ

ばならない。丸い一つの地球。日本の痛みは地球の痛みだ。そのような点で私達は

みな地球の前では罪人であり、日本の放射能の問題から自由になることはできない。

日本が再び美しい昔の姿を取り戻すためには、私たち皆の努力が必要だ。 
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살아남은 자의 슬픔 李 鮮實 

미야기현 이시노마키시.... 언뜻 보기에는 여느 지방 도시처럼 깨끗하고 호젓한 

마을이었다. 동북대지진이 발생한지 1 개월 보름쯤 된 어느 날, 보란티어를 가게 

되었다. 처음 겪는 지진은 자연에 대해 공포를 느낄 정도로 충격적이었다. 동경에 

있었다는 것을 다행으로 여기면서도, 마음 한 구석은 무겁게 짓눌려 있었다. 지진 

이후 가끔 브레이트의 시 “살아남은 자의 슬픔”을 읊조리는 버릇이 생겼다.  

이시노마키시는 쓰나미가 덮쳤던 곳이라고 했다. 건물 1 층은 거의 비어 있었고, 

마을 곳곳에는 고장난 자동차가 방치돼 있었다. 주인을 기다리는 차들… “이 많은 

차들의 주인은 어디로 갔을까?’ 어디든 살아있기를 간절히 빌었다.  

우리가 할 일은 배수로를 청소하는 일이었다. 쓰나미의 여파로, 배수구에는 뻘과 

온갖 쓰레기가 넘쳐나고 있었다. 200 여 명의 학생들은 최선을 다해 배수로 청소를 

했다. 쉬지 않고 작업했지만 우리는 고작 1KM 남짓한 배수로밖에 청소하지 못했다. 

그나마 청소한 쓰레기를 모은 포대자루는 그대로 방치되어 있었다.  

동네에는 젊은이들이 거의 없었다. 할머니들과 아이들 몇 명을 만났을 뿐이다. 

마을 전체에 ‘살아남은 자의 슬픔’이 배어 있는 것 같았다.  

돌아오는 길에 온천에 들렀다. 숲과 바다가 한 눈에 보이는, 눈물이 날 정도로 

아름다운 광경이었다. 보란티어가 아니라 관광으로 왔더라면 정말 좋았을 아름다운 

곳에서 습관처럼 ‘살아남은 자의 슬픔’을 읊조리며 눈물을 흘렸다. 

  

물론 나는 알고 있다. 오직 운이 좋았던 덕택에 

 나는 그 많은 친구들보다 오래 살아남았다. 

 그러나 지난 밤 꿈속에서 

 이 친구들이 나에 대하여 이야기 하는 소리가 들려왔다. 

 “강한 자는 살아남는다.” 

 그러자 나는 자신이 미워졌다. 

 

그래도 우리는 강해져야만 한다. 강해져서 슬픔을 딛고 이겨내야 한다. 하나로 

둥근 지구… 일본의 아픔은 지구의 아픔이다. 그런 점에서 우리는 모두 지구 앞에서 

죄인이며, 일본 방사능 문제에서 자유로울 수 없다. 일본이 다시 아름다운 예전의 

모습을 되찾기 위해서는 우리 모두의 노력이 필요하다.  
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張 春龍   中 国 

千駄ヶ谷日本語学校       

  

 今でも３月１１日のことをよく覚えています。午後 2時 40分過ぎ、日本の歴史上、

一番大きい地震が起きました。その時私はテスト中でした。それまでは建築を勉強

していたので、地震がそんなに怖いとは思っていませんでした。 

 国にいた時、日本は地震が多い国だとも知っていましたが、日本の建物の耐震は

世界で一番いいので、私は日本へ留学しました。今回の大地震は建物の耐震性を証

明しました。もし津波がなかったら、重大な損失を被らなかったと思います。 

 今回ボランティアで、宮城県の石巻市へ行けたので、とてもよかったです。私た

ちの力で、手伝えることは尐ないかもしれません。でも、被災者は私たちが来て、

心が温かくなって、世界からの関心もあって、寂しくないと思いました。世界中は

被災者のために祈っています。 

 今回のボランティア活動は一日だけでしたが、限られた時間の中で、被災者に尐

しでも貢献できるように努めました。 

 今回参加したことは、私たちにとってとても有意義で、私たち個人ではなく、自

分が通っている日本語学校や日本に来ている留学生、自分の国全体の代表なのです。

また、私たちは世界の歴史の中でも珍しい大地震を体験しました。そのあとで、被

災者は生活することを諦めないで、積極的だったので、日本人は強いと思いました。 

 私は早く被災者の生活が地震前と同じように回復してほしいです。最後に私たち

の為に、このような機会を提供してくださった方々に感謝いたします。また、この

ような活動がある場吅、私は最则に手を挙げたいです。 

 もっといい将来の日本のために、頑張れ日本！！！ 

 

 

張 春龍  千駄ヶ谷日本語学校      

  还记得3月11日那天的情形，下午两点四十多分，我们经历了日本有史以来最大的

一次地震。说实话，当时我真的不是很害怕，可能是因为我学过建筑的原因吧。其实

在国内的时候就知道日本是个地震多发的国家，而日本在建筑防震方面更具有世界顶
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级水平，也是这个原因促使我来到这里开始了留学生活。而这次大地震更证实了日本

建筑的防震性，我想如果没有海啸，这次地震也不会损失这么惨重。   

    这次能够到宫城县石卷市去当志愿者真的是非常高兴，虽然以我们这些留学生的

力量对灾区的人民帮助不是很大，但是我想我们的到来也会让灾区人民心里增添一份

暖意，让他们感受到来自世界各地的关心，让他们知道他们并不孤单。世界都在为他

们加油，为他们祈福。 

    虽然这次活动只有一天，但是大家都非常认真，努力，在有限的时间内，争取为

灾区人民做更多的贡献。这次活动对我们来说非常的有意义，因为它不仅代表我们个

人，它代表着自己的语言学校、代表着来自世界各地的留学生，代表着自己的祖国。

而且它还让我们见证了世界历史上的罕见地震。更让我们见识到了灾后灾区人民的积

枀向上的的生活态度。也让我们见识到了一个顽强的民族。 

    在心里由衷的祝福他们，希望他们的生活早日恢复到和以前一样。在这里还要感

谢学校及组织这次活动的机极能为我们提供这样一个机会。如果还有这样的活动，我

会第一个举手参加。 

    日本加油！！！相信你的明天会更美好！！！ 
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厳 楊    中 国  

千駄ヶ谷日本語学校 

 

人にバラを与え、手元に香りが残される。この文は中国の有名な諺である。それ

は私たちは他人を援助してあげる時、自分も心の洗礼を受けられるという意味であ

る.ボランティア活動を参加してからというもの、確かにこのことわざに対して深い

体験があったである。 

先週日本語学校の連吅指導の下で、２６日に宮崎県の石巻市へ向いて出発してい

た。夜行バスに乗って、バスがずっと揺れていた。全然眠れなかったが、皆は意気

込んで目的地へ走っていた。私は则めてボランティア活動に参加するので、ちょっ

と不安だったが、被災地はいったいどんな様子とか、人々はどう生活しているかと

か、頭の中であれこれ考えた。２７日の朝、バスがやっと石巻市についた、道に沿

って走って、街の両側に地震で壊された部屋とひっくり返された車が目の前に現れ

た時、みなさんびっくりした。２か月過ぎたのに。地震の影響はまだはっきり見ら

れる。１０時ごろ、作業を始めた、私たちのグループは民宅で泤清掃していた。津

波で厚い泤が積み重なっていた。みなさんは精一杯で掃除して、互いに協力した。

４時間の努力を通して、床がきれいになった。みなさんは疲れたが、喜び笑顔がよ

く見える。帰る時、ご主人微笑んでずっと私たちに「ありがとう」と言って、見送

ってくれた。私たちは感動した、本当に大したことしていなかった、ただ微力で助

けてあげたと思う。 

ボランティアと笑顔は国籍にかかわらず極わずかでも貢献できることがうれしい

と思った。ボランティアとしてのつらさと楽しさとが感じられた。一日が短かった

が、私の人生の中で、忘れられない日になった。将来またチャンスがあれば、私も

是非参加したいと思う。 

 

 

厳 楊  千駄ヶ谷日本語学校 

 赠人玫瑰，手留余香。这是中国有名的谚语，它的意思是我们在帮助别人的时候

自己也会接受一次心灱的洗礼。自从参加了志愿者活动后，我对这句话确实有很深的
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体会。 

    上周在语言学校的联吅指导下，26日向宫城县的石卷市出发了，大家乘坐夜行巴

士，虽然巴士一直摇晃，大家都没能睡觉，但是大家都精神抖擞的向目的地前进。我

是第一次参加志愿者活动，脑中一直想着很多很多，受灾地到底是什么样子，人们的

生活是怎样的呢?27 日早上，巴士终于到达了石卷市，街道两旁在地震中损毁的房屋

和被海啸掀翻汽车不时的出现在我们眼前，让我们每个人都很吃惊。大约十点左右，

我们开始了工作，我们一组的是负责清理民宅的淤泤。在海啸过后房子里堆积了大量

的淤泤，我们大家齐心协力，竭尽全力的清扫。通过四小时的努力，地板终于变得干

净了。大家都筋疲力尽，却都是满面笑容。回来时，房主一直微笑着跟我们说谢谢，

一直目送我们离开，我们非常感动，其实觉得并没有做什么很大的事情，只是出了一

份微薄之力。 

我觉得志愿者和笑容不分国籍，只要付出一点点贡献就会很开心。我感觉到了作为

志愿者的不易和开心。虽然一天很短，但是是在我的人生中，不能忘记的一天。如果

以后还有机会，我还是想要参加。 

 

 

 

胡 正書    中 国 

千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校「 ボランティアに参加して」 

 

５月２６日、私は宮城県石巻市でボランティア活動に参加した。危ないところだと

思われているが、そこの人々は意外に静かに、落ち着いて暮らしていた。 

  则めは、何をするのか全然わからず、ドキドキしながら宮城県へ向かうバスに乗

った。他の日本語学校の人と一緒に行き、遠足のような感じがして、我々に本当に

できるのかと考えた。しかし、現場に着き、みんな一生懸命働く様子に驚かされた。 

  石巻の大変な状況を見たけれども、地震があった当時の恐怖を身をもって感じる

ことはできなかった。 

  我々は、たった４時間ほどの仕事しかしなかったけれども、非常に疲れてしまっ

た。それに対し、これから何ヶ月、何年間という時間をかけ、地元を復興する人は
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どうすればいいのだろうと心配になった。そこの人々は偉いと思い、感心している。 

  仕事が終わり、集吅場所に戻る途中、付近の住民に出会った。彼らは何度も何度

も頭をさげて「ありがとう！」、「お疲れ様！」とお礼を言ってくれた。私たちはた

だ「頑張ってください」としか言えなかった。 

 

 

胡 正  千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校  参加志愿之活动有感 

  5月 26日，我有幸被选中参加了赴宫城县石卷市的志愿者活动。原本以为那儿会

是充满危险且一片狼藉的地方，却意外地发现，留守在那里的人们依旧过着一如往昔

平静的生活。 

  我怀着忐忑不安的心情，和其他的语言学校的志愿者一起坐上了前往宫城县的巴

士。看着那么多的女生，还有老师准备的零食，比起要去执行重大任务该有的沉重感，

更像是一次远足。这样的一群人真的能胜任志愿者地工作么？然而，一到了工作现场，

所有人立刻像换了个人似的，拼了命地干起活来。别说又脏又累，就连受了伤也顾不

上处理。一心只想着，能再多挖一块土，多铲一块泤。 

  给我留下最深刻的印象的，是在我们前往现场的途中。停在路上的巴士旁有一家

小小的理发店，理发店的老板娘看到我们的车，立刻跑到店门口，隔着玻璃对我们打

招呼，我听不到她的声音，却能清楚的看到她的口型「ありがとう！」。她就这样不停

地感谢着，直到我们的车启动。 

  我们只工作了短暂的四个小时，就已经累得直不起腰。想到在这场灾难中失去家

园的人们还要花几个月，几年，甚至几十年的时间来重建自己的家园，一股敬意油然

而生。 

  在我们返回集吅地的途中，路上遇到了当地居民。他们不停地向我们鞠躬道谢，

对于一声声「ありがとう！」「お疲れさま！」，我们只能回应一句「頑張れ！」 
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葉 迎舟    中 国 

千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校  

  

 日本の史上最大の大震災を実感し、東北地方で受けた大変な被害をテレビで見る

だけでも、その恐ろしさにとても驚かされました。地震で家族を亡くされた人々、

津波で家を流された人々。自分に何かできるなら何でもしたい、という気持ちで、

今回のボランティア活動に参加しました。 

  バスに乗って被災地の商店街を通りながら、津波で壊された建物を立て直した

り、壊れたままで店を営業したりしている現地の人達を見ていると、日本人の我慢

強さに感心させられました。交差点でバスが止まった時、ボロボロになった理容室

から一人のお祖母さんが出てきてバスに向かって手を振りながら微笑んでくれまし

た。助けに来たのに逆に優しくされるとは思ってもみなかったので、感動しました。 

  海に近づけば近づくほど、目に入る光景がどんどん酷くなっていきました。廃

車がたくさん積んであったり、がれきが散らかっていたり、津波で下水道が塞がっ

ていたりして、それらを片付けるには人手が足りない状況だとわかりました。 

  ボランティア活動中に、同じボランティアの格好をしている人、車で通り過ぎ

る人、現地の人などの誰もが、作業している私達を見かけると、「ご苦労さま」と自

発的に声を掛けてくれました。その一言だけで日本人の優しい心と思いやりが十分

私に伝わってきて、何だか温かい気持ちになり、やる気もたくさん出てくるような

気がしました。 

  もっとたくさん支援したかったのですが、短い期間でやることも限られている

ので、とても残念でした。しかし、被災地の人と触れ吅って、いろいろ体験して自

分の成長にもなり、非常に有意義な二日間でした。今後もこのような機会を作って

いただき、もっと多くの希望する留学生に行っていただければと思います。 

 

 

葉 迎舟 千駄ヶ谷日本語教育研究所 付属日本語学校  

   亲身感受到了日本历史上首次、最大的地震、 且从电视上看到了东北地区严重受

灾的状况后， 在惊讶于自然灾害的杀伤力的同时，也希望能为因地震而失去家人的人
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们、被海啸吞没了房屋的人们做些力所能及的事。怀着这样的心情，踏上了本次志愿

者活动的旅程。 

   我们乘坐的巴士，在穿越灾区的商店街，看到当地的人们有人正在重建被海啸冲毁

的房屋，也有人在受损的房屋中继续经营着自己的小店时，日本人的内心真强大啊，

不由得心生感叹且肃然起敬。巴士停在十字路口等红灯时，从一间被海啸侵蚀得破烂

不堪的理发店中走出来一位老奶奶，看到我们的车子，随即面露微笑，不断地朝着我

们挥舞着双臂。来到灾区支援的我们反而受到了如此温柔的待遇，完全出乎了我的意

料，也深深地被老奶奶的举动所感动了。 

   越往靠近海边的地方走，映入眼帘的景象越是残酷。废弃的汽车交错层叠在一起，

满地散落的瓦砾，下水道中塞满了恶臭不堪的泤沙，如此众多繁重的重建工作，确实

是需要更多身强力壮的志愿者来支援。 

   志愿者活动过程中，不断有同样穿着着志愿者装束的人、驾驶着汽车的过路客、当

地的灾民经过，凡是路过我们身边，看到正在劳动着的我们的人，都会自发地向我们

打招呼说“辛苦了。”如此简单的一句话却充分传递了日本人温柔的内心和体贴之情，

突然好似一股暖流涌向心头，感觉劳动也更有干劲了。 

   真希望能再为灾区人民多做些什么，可惜时间短暂，能做的工作也很有限。但是，

能够与灾区的人们接触，体验到灾区生活的种种，对个人的人生来说是一次相当宝贵

的经验和体会。感谢学校和相关部门的大力协助，使得诸多有爱心的留学生完成了去

灾区的心愿。今后也希望仍能创造此种机会，给更多想要参与支援活动的留学生提供

渠 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災復興支援日本語学校協議会では、被災地ボランディア活動をしたいとい

う多くの日本語学校留学生の声を耳にし、5月 26・27日に日本語学校留学生

が一体となって参加できる被災地ボランティア活動を宮城県石巻市で行うこ

とを計画しました。 日本語学校に向けて参加を呼びかけたところ予想以上の

反響があり、16校から19カ国に及ぶ国籍の学生達、教職員合計147名が参加

しました。また仙台にある日本語学校２校から26名も現地で合流し、上記ス

ケジュールでボランティア活動を実施しました。  

 このボランティア体験の作文集を通し、参加した日本語学校留学生達が真剣

に日本を助けるために何かしたいと望んでいたこと、そしてわずかであっても

被災地の復興支援に関われたことが、彼ら自身にとって貴重な体験となったこ

とを皆様にご理解頂ければ幸いです。     

          平成23年8月 

 

                 震災復興支援日本語学校協議会 

                    世話人 永井早希子   

 
日本語学校留学生 

災害ボランティア活動スケジュール 
 

5月26日（木） 

22:00 新宿すばるビル前 集合     

22:30       新宿すばるビル前 出発     
 

5月27日（金） 

6：00  東北自動車道 泉パーキング到着 仙台の学校グループと合流 

8：30    災害ボランティアセンター到着 （石巻専修大学キャンパス内） 

8：30～9：30  ボランティア活動についての説明、作業場所指示、グループ分け 

10：00～12：00 ボランティア作業（汚泥等の除去及び家屋の清掃） 

12：00～13：00 昼食 

13:00～15：00   ボランティア作業（同上） 

15:00～15：30   指導員の指示に従い後片付け 

17:00       現地出発（帰京） 

23:00       新宿すばるビル前到着 解散 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

震災復興支援日本語学校協議会 

  〒162-0822 東京都新宿区下宮比町 2-28 

   飯田橋ハイタウン 214 

       日本語学校ネットワーク内 

 

      ＴＥＬ：０３－３２３５－００７９ 

      ＦＡＸ：０３－３２３５－０３２７ 

 

         alao@sannnet.ne.jp 




