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MABI PAPERは#おかやま
JKnoteの高校生目線で
被災地や支援者の声を
届ける新聞です。

マビペーパー

MABI PAPER

床下浸水など、2
階 が無 事だっ た人
達 は避 難所に ご飯
を 取り に行き つつ
暮 らし ていた り避
難 所生 活を送 った
り と様 々なス トレ
スを抱えながらも、
友 人と バラバ ラに
な った りして 会う
こ とも できず 、大
人扱いされながら、
で も自 由度も なく
プライベートスペー
ス のな いとい う過
酷 な環 境で不 安と
イ ライ ラを募 らせ
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矢掛高校に通う生徒400人のうち76人が
被災したという高校生のカウンセリング
を行っている、矢掛高校コーディネーター
なが ら夏 を過 ごし 井辻美緒さんに、現状をお聞きしました。
ていた。
課題は色々あり、 状も違 うし 、抱 え た り、憧 れを 抱い
通学が困難な生徒、 ている もの も、 表 た生徒もいる。
心や 体に 不調 が出 現の仕 方も みん な 人 の役に 立ち たく
たり 、自 転車 や制 違うか らニ ーズ も て 理学療 法士 が夢
服、 部活 のも のな どんど ん変 わっ て だ った生 徒も 役場
ど無 いも のが 色々 いく。 でも 、み ん や 市役所 で親 身に
あったりして、2 2 な頑張 って いる か な ってテ キパ キ働
日か ら新 学期 を迎 らなか なか 本音 は く職員の姿をみて、
える ため に負 担を 言わず 、し っか り そ のよう な仕 事に
す く な く と聴き 続け るこ と も 就きた いと 思う
す る 為 に を続け てい きた い よ うにな った 生徒
ヒ ア リ ン と思っている。
も居る。
グ を し な 高校三年生は受験・
が ら ニ ー 進路の こと が気 に ◆夏休みの過ごし方
ズ に 答 え なって いる 。被 災 男 子高校 生→ 家の
つ つ 学 校 して、 経済 的に 厳 片 付け→ ご飯 →無
や認定NPO しくな る家 庭も 少 料 のお風 呂→ （避
法 人 カ タ なくは ない 。そ れ 難 所、家 ）に 戻っ
リバや、O で、大 学や 専門 学 て就寝
BOGの方達 校にい こう と思 っ 女 子高校 生→ 物資
と 一 緒 に てた子 も経 済的 な な どの留 守番 係、
進めて行った。
面で気 を使 い、 就 家 の手伝 い・ 片付
22 日を迎え無事 職をす ると いう 受 け →ご飯 →無 料の
学校 に来 てい るが 験生も 多い 。し っ お風呂→就寝
日常 生活 はあ まり かりし た夢 を持 っ
変わ って ない ので てる人 は、 その 夢
自分が 被災 して
学校 に来 ても 、そ を諦め て欲 しく な な い高校 生も 、被
の日 常を 忘れ られ いから 、奨 学金 制 災 した高 校生 も、
る時 間に なっ てる 度の案 内や 、な ん 猛 暑と断 水の 中、
子も いれ ば、 会え らかの 支援 へと つ 近 所の人 の家 や、
なか った 友人 と共 ないでいる。
自 分達の 母校 、被
有で きた り、 逆に
それ と反 対に 、 災 した友 達の 家の
自分 たち とは 境遇 違う進 路を 考え て 片 付けの 手伝 いを
が異 なり ギャ ップ た人も 自分 が実 際 し ていた 。断 水の
に苦 しん でる 人も 被災し た時 に救 助 せ いで片 付け 後の
いたり状況は様々。 されて、消防士や、 手 が洗え なか った
一人 一人 被災 した 自衛隊 にな りた い り 、家の 中の 泥を
状況 も違 うし 、現 と思う よう にな っ 洗 えなか った りし

矢掛高校コーディネーター井辻美緒さんに聞く
◆被災した高校生の
実態
被災した時は様々
な 体験 をした 高校
生 達が 、その 気持
ち と向 き合う こと
な く親 戚の家 に滞
在 し気 を使っ て、
暑 い中 での片 付け
の 日々 を過ご して
いる。
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た時もあった。
（ 被災 者が被 災者
の 手伝 い）（ 助け
合っている）
片 付け 中は、 砂埃
や 、ゴ ミがい っぱ
い 置か れてい て道
路 が狭 かった り、
匂 いが きつか った
りした。
こ のよ うな肉 体労
働は2 ・3週間で落
ち 着い たが、 その
あ とが 暇にな り、
す るこ とがな かっ
た り、 友達の 居場
所 や、 安否と か、
遊 びに 行けな かっ
た りし てとて も暇
で 、一 人にな れる
空 間が なくて スト
レ スが 溜まっ たり
していた。
2 2日から新学期が
始 まり 。みん な普
通 の顔 して来 てい
る が、 災害の 有無
の ギャ ップが すご
く 、災 害が無 かっ
た 子は 災害が あっ
た 子に どうや って
話 しか ければ いい
の かな どそれ ぞれ
悩みがある。
◆井辻さんのやりが
い
災害があり、大事、
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必要 とさ れる 事を
考え た時 、ニ ーズ
に応 える こと が出
来た ら良 いの じゃ
ないのかと思った。
しか し、 いざ いろ
んな 生徒 のニ ーズ
を聞 いて みた らみ
んな バラ バラ で、
しか もそ のニ ーズ
がとても早いスピー
ドで 変わ るし 、共
通の ニー ズが あま
りな いこ とに 気づ
いた。
家が なか った り、
家の 台所 がな かっ
たり 、親 戚の ご飯
が口 に合 わな い、
お金 がな くて 、自
転車 が買 えな かっ
たが 、親 の仕 事が
復旧 して お金 が出
るよ うに なり 自転
車が 買え たな ど、
これ が欲 しい 、こ
うい うの を求 めて
いる とい うも のを
聞い てい ても 、も
の凄 く早 く早 く変
わる もの だか ら大
変か もし れな いけ
ど。
その よう な事 を大
変だ とは 思わ ず、
こう いう のを こと
を聴 き続 ける 人が
いる と居 ない とで
は全 く違 うか ら、

2018年8月30日

１つず つの 支援 を
してい くと いう 細
かい事 が大 切だ と
思った。
話を聞 くと いう ポ
ジショ ンは 必ず い
る。
聴き続 ける 事が 出
来てい るの が幸 せ
だし、 やり がい を
感じる。
常にニ ーズ は変 化
し続け るの で正 解

は ないが 、こ れを
す れば良 いの だろ
う か、な ど考 えな
が らこの 子は 何を
言 いたい のか 、何
を 必要と して いる
の か、と 思い なが
ら 話を聞 くよ うに
している。

9月8日（土）
13時～15時
「#おかやまJKnote」×「夜のラジオ体
操部『ちょっと』」コラボ企画

高校生ボランティア、キレッキレの
ラジオ体操を習得する
音楽が流れ始めると自然に体が動きだ
す、そんな誰もが知っているラジオ体操
ですが、一つひとつの動きを正しく知っ
て丁寧に行うことにより、心拍数が上昇
し、体の隅々まで血液がめぐって、汗ば
む程の運動量になります。
キレッキレのラジオ体操を高校生たちが
習得すると、いったいどんな変化が現れ
るでしょうか。『ちょっとの時間 ちょっ
と動いて ちょっと元気に たくさん笑
顔に』をモットーに活動する「夜のラジ
オ体操部『ちょっと』」のメンバーが、
高校生たちに魂のラジオ体操を伝授しま
す。
【日時】9月8日(土)13時00分～15時00分
【会場】真備公民館箭田分館(倉敷市真
備町箭田1684)

MABI PAPERは9月
より毎月２回発
行です
取材を担当する高校生の学
校がはじまるため

第5号 9月8日（土）
第6号 9月22日（土）
★掲載希望・配布協力・協賛協力のお問合せ
メール→info@jknote.work

★MABI PAPER特設サイト
https://peraichi.com/landing_pages/view/mabipaper

「ももっち」と「うらっち」も登場

