
東日本大震災を超えて：

大学のなすべきこと、できること

桜の聖母短期大学
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桜の聖母短期大学
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Ａ • キャリア教養学科 100名

Ｂ •生活科学科 子ども保育コース 50名

Ｃ •生活科学科 食物栄養専攻 50名



東日本大震災

発生日 ： 2011年3月11日

発生時刻 ： 14時46分18.1秒

震央 ： 日本 三陸沖

マグニチュード： 9.0最大震度

福島市の震度 ： 5強
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福島県
2012年
6月30日現在

死者

１７０９名

行方不明者

２４５名
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東日本大震災における
桜の聖母短期大学の被害
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福島市の震度 ： ５強



私たちの学校のミッションステートメント

350年の教育の歴史を持つ桜の聖母学院の学校は、子
どもたちを彼らが生きる意味を見出し、強い意志・
勇気・愛をもって、社会の変革に寄与できる、誠実
で品位ある人に育て、世に送り出そうとしている。
すべての教育活動は、子どもたちが自分に与えられ
た使命に気づき、自己実現を図り、未来を拓いてい
く力を育てることを目指している。

１．イエス・キリストの愛に学ぶ
２．卓越した学問の追及を目指す
３．神・他者・自分・自然と対話する心を育てる
４．義と平和の実現のために働く人を育てる



学則で、
愛と奉仕の精神を

うたっている
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桜の聖母短期大学学則

社会貢献と社会の変革に寄与する
学生の育成を目指している



東日本大震災前、
行き詰まっていた日本社会！

産業の低迷と海外流出

不景気

政治不信

若者の閉塞感

人口減少

高齢化社会

経済優先思考・命の軽視・いじめ・子どもへの
虐待等など・・・
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そこに東日本
大震災が・・・
原発の事故
が・・・



「時のしるし」は？

東日本大震災による四重苦の福島で、
創立者が生きたように生きたい！

今、私たちに、
問われていることは・・・
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短期大学の創立者 マルグリット・ブールジョワは、カナ
ダ建国の時代、「必要とされるところには、どこへでも
出て行って学校をひらいて子供たちを育てました」

同じように、
私たちは、東日本大震災で被災した青少年を受け入
れて、育てたいと思いました。
どの時代にも、再生・復旧・復興・変革・発展は、教育
がその推進役になるからです。

私たちは、
「3.11奨学金」や「ともしび会」「短大生奨学金」等の各
種の奨学金制度を立ち上げて児童・生徒・学生を支援
しています。学生には、復興の担い手になるように、社
会との関わりの場を設けましたす。
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復旧でなく、復興を！復旧でなく、復興を！

人生のなかで起こることには、必ず意味がある！

世界唯一の被爆国が、原発事故を起こしてしまった！
そこにどんな意味があるのだろうか



福島の復旧と復興を願い、そのための具体的
策として、私たちは、短期大学の共通科目の一
つとして、「福島学」を立ち上げました。

東日本大震災と原発の人災による四重苦の中
で生活することを余儀なくされた福島で、私た
ちは、実践的な学びと活動を学生と共にしてい
くことを考えました。
そうすることで、将来社会人として、福島と東
北の復興のために働く人材を育成したいと望ん
でいます。
８０名の学生が履修しています。
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建学の精神と
ミッションステートメントの具現化

福島
学

生涯学習セン
ターとの協働

ボランティアセ
ンター

福祉学との協働教会団体との
協働

サークル活動

ＪＣＩ社会人団体と
の協働

授業各種

特に本科４科目授業
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                                    「福島学と JCI」の図解イメージ：三瓶千香子 2012/02/03 

 

 

 

 

 
 

 

●コミュニティ演習（CL2年 通年） 
●ライフデザイン論（CL2年 前期） 
●プランニング入門（CE1年 後期） 
●サービス業の仕組み（CE1年 後期） 

被災地の現地へ 
→南相馬市 
「私たちは何をやれるのか」 
Collaboration with JCI 

単位換算ボランティア 
・フリーペーパーづくり 
→取材・執筆など 
・フリーペーパー配布作業 
・南相馬市現地ボランティア 

●大学の広報効果 
●実践的教育の期待 
●就職率のアップ 
←インターン先の開拓 

・「ふくしま」復興の一助 
→フリーペーパー→配布 
学生の目線＆学生のマンパワー 

     ↓を取り入れたい。 
・よい人材を見つけたい→採用・雇

用拡大へ 

・「福島カラー印刷」にてインターン 
・コンセプトづくり・取材アポ・取材・人選・ページレイアウ

ト、配布手配など・・・実践的な組織活動 
・ＪＣＩ会員との交流 
→経営者との目線・意識の情報・キャッチ 

「福島学」の核として、
推進している4つの授業科目群

コミュニティ演習など



学生が集めた、
被災した新入生への支援物資

2011.4.22



学生のボランティアサークル誕生
～繋がろう～ 桜色smile プロジェクト

震災直後に、学内ＳＮＳで学生が本学独自の
ボランティアプロジェクトを立ち上げ、被災地
でのボランティア活動を開始する

プロジェクト名の由来

★一人ひとりが繋がること

★桜のように、自分たちが元気な笑顔の花を
咲かせ、一緒にいる人も元気にする

★みんなでsmile（笑顔）になる



～繋がろう～ 桜色smile プロジェクト
由来と趣旨

がんばっぺ体操

県内の避難所や保育園、病院などで普及

体操の曲に合わせて「みんなの空」を作詞

ハッピーナッツクッキーの製菓・販売

県内、首都圏でのイベント会場などで販売

売り上げは義援金として寄付

避難所での肩たたき

本を避難所に届ける
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がんばっぺ！ 体操
での元気づけ



短大のサークル学生「さくらっこ」たちが
、「がんばっぺ体操」で「仮設住宅」訪問
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ＰＡＳＳ
ダンス同好会のメンバーがみんな
に元気を・・・

柳津町避難所訪問



桜色Ｓｍｉｌｅプ
ロジェクト
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松が丘病院ボランティア

がんばっぺ体操のあとで、
子どもたちと一緒に



ハワイの小学生からの励ましのカードの和訳に
取り組む学生たち表情は、真剣そのもの

ハワイの小学生に書いたお礼のメッセージ



放射能のため飯館村から避難している子供
たちに読みきかせ



福島大学避難所支援訪問
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仮設住宅で教会の方々と共に
食事会を企画する学生たち
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「大学生の力を活用した集落復興支援事業」

「ちびっこ広場」開所式

ノルデックウォーキング大会
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盆踊り大会
８月１３日実施



「キッツ子ども博」
学生ボランティア
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友人に、
ふくしまキッズ博の
「学生ボランティア」
を呼びかける学生
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●コミュニティ演習（CL2年 通年） 
●ライフデザイン論（CL2年 前期） 
●プランニング入門（CE1年 後期） 
●サービス業の仕組み（CE1年 後期） 

被災地の現地へ 
→南相馬市 
「私たちは何をやれるのか」 
Collaboration with JCI 

単位換算ボランティア 
・フリーペーパーづくり 

福島学の活動の紹介



授業のはじめに、南相馬市被災地視察
２０１２年４月に実施
（南相馬市の津波の被害地）

ヨッシーランドの内部

原町火力発電所をのぞむ



南相馬市被災状況視察
ー福島学の学びのためにー
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南相馬市

ＪＣの方の話を聴く

心の叫びの表現
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●コミュニティ演習（CL2年 通年） 
●ライフデザイン論（CL2年 前期） 
●プランニング入門（CE1年 後期） 
●サービス業の仕組み（CE1年 後期） 

被災地の現地へ 
→南相馬市 
「私たちは何をやれるのか」 
Collaboration with JCI 

単位換算ボランティア 
・フリーペーパーづくり 

生涯学習センターの講座を
共有する
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生涯学習センターの講座を共有
ー社会人と共に受講ー
福島県復興ビジョンについて
福島の復興つくりを・・・等



放射線に関するシンポジューム
「欧州の経験と知恵に学ぶ福島の除染」
・・・会場：桜の聖母短期大学
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市民
フォーラム
にも参加
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福島青年会議所のメンバーとの協働
南相馬市にて移動文化祭企画中
２０１２年９月１６日予定
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南相馬市 道の駅における移動文化祭
９月１６日実施



移動文化祭の打ち合
わせ

37

2012年9月16日
南相馬市で実施予定で現在準備中



各部門に分かれての
ミーティング
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移動文化祭

準備中
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活動状況の報告
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福島ＪＡのマルシェ
にも出店協力



ハッピーナッツクッキー

ラベルの
考案中



43                                    「福島学と

 

 
 

 

・「ふくしま」復興の一助 
→フリーペーパー→配布 
学生の目線＆学生のマンパワー 

     ↓を取り入れたい。 
・よい人材を見つけたい→採用・雇

用拡大へ 

・「福島カラー印刷」にてインターン 
・コンセプトづくり・取材アポ・取材・人選・ページレイアウ

ト、配布手配など・・・実践的な組織活動 
・ＪＣＩ会員との交流 
→経営者との目線・意識の情報・キャッチ 

福島ＪＡや青年会議所の会議にも参加



チャリティークッキー「ハッピーナッツクッ
キー」をつくる
食物栄養専攻の学生たち 2011.4.22



45

最後に

３．１１を経て・・・

人は栄華のうちにあっては、悟れず、

滅びうせる獣に等しい 詩篇４９
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新たな創造は、いつも混沌から始まります

多くを失ったときに、一番大切なことと出
会いました

神への信仰

家族や仲間との絆とやさしさ

単純に生きることの意味を・・・・

深い愛を学ぶために、これほどの代償を支
払うとは思いませんでした
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「足るを知る」
「吾唯知足」で、「吾(われ)唯(ただ)足(た)る
〔こと〕を知る」
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「足るを知る」
「吾唯知足」で、「吾(われ)唯(ただ)足
(た)る〔こと〕を知る」

調和を生きる
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多くのお励ましとお祈りに
深く感謝いたしております

終わり


