一般財団法人

あしなが育英会

新型コロナウイルス感染拡大のため、半世紀続いた春秋の街頭募金を初めて断念することになり、
「自分たちの思いを社会に訴える機会
を失い、悔しい」と、無念の記者発表をする岡本蓮・あしなが学生募金事務局長。右は玉井義臣・あしなが育英会会長（2020 年 2 月 26 日）

遺児家庭支えた25億緊急支援
コロナで困窮「命のお金ありがとう」
「緊急支援金は、私たちの希望の光となりました」。
新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減り、追い
詰められた遺児家庭を支えるため、あしなが育英会
は 2020 年春と年末の２回、全奨学生を対象に総額
25 億円の緊急支援を実施しました。遺児家庭アン
ケートを通して「家賃や光熱費が払えない」「未来
に希望が持てない」という悲惨な声が届いたことを
受けて、奨学金基金の一部を取り崩しての、精一杯
の支援でした。長期化するコロナ禍に対応するには、
十分な金額ではありませんでしたが、遺児の保護者
らからは、
「支援金の連絡ハガキを見て、ほっとし
て泣き崩れました」「精神的に追い詰められていた
私を救ってくれました」といった感謝の手紙が続々
と本会に届きました。あしながさんのご寄付によっ
て実施できた緊急支援が、どのように遺児家庭を支
えたのか。心よりの感謝を込めてご報告いたします。
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Topics
玉井会長、決意の機関紙コラム（2020年4月）
新型コロナウイルスの感染拡大により経済活動が制

実施しました。この際、本会会長・玉井義臣が機関紙

限されたことで、雇用環境が不安定な遺児のお母さん

に書いた「なにがあっても遺児を守る」決意のコラム

たちは次々と仕事を失いました。昨年４月、緊急アン

です。昨年度、本会職員は、玉井の決意を胸に、全力

ケートでこうした惨状を知った本会は、政府に先駆け

で遺児支援活動を行ってきました。

て、
全奨学生を対象に 15 万円の緊急支援金給付を決定、

（NEW あしながファミリー 164 号掲載）

奨学金は心配しないで
編集長

玉井

義臣

「もう家族全員で路上生活をするしかありません」
「私が死んだら、子どもはどうなるのでしょう」
胸をえぐられるような、お母さんたちの悲鳴が聞こえてきました。
新型コロナ感染拡大の影響を調べるため、本会は高３奨学生のお母さん 553 人に「今困っ
ていること」
「今後不安なこと」
「本会への要望」
「政府への要望」を尋ねる緊急アンケートを
実施しました。すると、
わずか 10 日間で 281 人から回答（スマホ利用）をいただきました（回
答率 50.8%）
。これは、私が半世紀にわたる遺児支援「あしなが運動」で、数十回行ってきた
遺児関係調査の中でも類を見ない速さです。
遺児家庭のお母さんたちの多くは、中小零細企業や飲食店などでパート・アルバイト、派遣、
契約社員など不安定な雇用条件で働いています。今回の事態で、
「契約を切られた」
「仕事がな
くなった」などの回答が次々と届きました。そして、
お母さんたちの本会や政府への要望は「と
もかく、母子が生き延びるためのお金が必要です。一刻も早く助けてください」ということに
尽きます。
高校から大学院までの全奨学生 6,500 人への「遺児の生活と教育の緊急支援金」15 万円は、
こうしたお母さんたちの悲鳴を受けて決定しました。奨学金送金口座の登録が済んでいる 2 年
生以上約 5,000 人には４月中に、１年生約 1,500 人には奨学金口座の登録作業が完了次第、
送金します。この緊急支援金のために、奨学金積立金の一部を取り崩しますが、きっと、あし
ながさんのお気持ちに沿うものであると信じます。
「15 万円」は奨学生の保護者の平均手取り月収 14 万 6380 円（本会の 2018 年全奨学生家
庭調査結果）を参考にしました。お母さん、どうか、これで生き延びてください。
そして、奨学生諸君。コロナに感染しないように２時間ごとに手洗いしなさい。奨学金は心
配しなくていいから。お母さんと君らが元気でいることが、あしながの願いです。
（2020．04．22 記）
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「もう路上生活するしかない」
遺児家庭の惨状

調査で判明

あしなが育英会の奨学生やその保護者にコロナ禍が

学生とその保護者を対象とし、計 6,241 人に回答して

およぼした影響をつかむため、本会は昨年、２回の緊

いただきました（同 52.9％）。その結果、食費や光熱

急アンケートを実施しました。最初は昨年４月、高校

費も払えず、人生に悲観する保護者も出始めた惨状が

３年生のお母さんに対して行い、281 人から回答をい

明らかになりました。４月と 12 月の緊急支援金給付は、

ただきました（回答率 50.8％）
。２回目は昨年 10 月

この調査結果から「奨学金積立金の一部を取り崩して

下旬から 11 月上旬にかけて、すべての高校・大学奨

でも、遺児家庭を救おう」と決断したものです。

高校

大学
短大

専修
各種

大学院

合計

①遺
 児の生活と教育の緊急支援金
15 万円・４月給付（新1 年生は 6 月）

3,527

2,190

676

57

6,450

②年
 越し緊急支援金
20 万円・12 月給付

4,119

2,620

795

57

7,591

コロナ禍 緊急支援金

支援人数

アルバイトがないので食費を削っている。土日

進学するためのお金をアルバイトで稼げない。

は寮でご飯も出ないため、友人からもらったカン

家計を助けることもできなくて、お腹が空いてい

パンで空腹をごまかしている。

る。たまにはお菓子も食べたい。





（東京都・大学３年）

（神奈川県・高校２年）

仕事ができなく収入が減って、食べざかりの子

とにかく、お金が足りなくて、今年いっぱいで

達なのでお金がない。電気代、水道、ガス代がか

子どもたちも退学かもしれない。家も追われるか

かるから、もう家族全員で路上生活するしかあり

もしれない。とにかく支払いができないものだら

ません。
（中略）神さま子達を守ってくださいと祈

けで、いつ、生活が途絶えるか？

ってます。

不安。

（福島県）

それがすごく

（東京都・50 代母親）

長らく続いた休校のせいか、次女は不登校にな

1 か月に７社仕事の応募をしましたが、毎回応

り、受験生ですが費用の高い私立しか受け入れて

募者多数となり、なかなか内定をいただけません。

もらえないようです。奨学金をフルに利用したい

預貯金も底を付き、12 月には０円となってしまい

と思っていますが、まず、次女が高校へ通ってく

ます。ハローワークも人であふれ、求人が少なく、

れるか不安です。なんで、こんなことになってし

競争率も高いです。このまま仕事が見付からなけ

まったのか、悩んでばかりです。わたしも重度障

れば、最後に頼るものはわたしの生命保険です。

がいに乳がんステージ３でいつまで生きれるか毎

何があっても解約しないで良かったと心底思いま

日不安です。つらい抗がん剤治療中は、いっそ全

す。本当にそのくらい厳しい状況です。

てから逃げて死んでしまいたいと繰り返し思いつ



めました。

（青森県・40 代母親）

（千葉県・50 代母親）
●遺児家庭調査結果の詳細や感謝のお手紙は、ホー
ムページに掲載しております機関紙をご覧くださ
い。頑張る奨学生の様子も御覧いただけます。

3

Topics
緊急支援に涙が止まりません
「あしながさんに、感謝の気持ちをぜひお伝えください」―。
4 月と 12 月の緊急支援金を受け取った奨学生家庭から、感謝の言
葉がお手紙やメールで次々と届きました。

4 月の緊急支援金のお知らせに同封した玉井の手紙の一部

この度は、20 万円という大金を振り込んで頂き本当にありがとう
ございました。娘の革靴がボロボロだったので新しい靴を購入しまし
た。娘もわが家の家計を理解しているので、こんな靴でも、ガムテー
プを貼って履いていました。大切に使わせて頂きます。本当にありが
とうございました。感謝の気持ちで一杯です。
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遺児家庭から感謝の手紙続々

◆◆◆

◆◆◆

この度は、年越しの特別支援をして頂き、何と御礼

12 月 12 日お手紙が届き、泣いてしまいました。
このところ本当に辛く、生きることを諦めたくなる
気持ちと、子供たちが社会人になるまでは耐えようと
自分を戒めながらスレスレで生きていました。そんな

有難い感謝の思いで涙があふれました。
仕事もこの様な状況で、夜間か土日、早朝などにし
ぼられ、頼れるところもなく、日頃よりあしながさん

とき手紙を読んで、どっと涙が…。
「あなた方親子を全力で支えることを約束します」の
お言葉…本当に感謝申し上げます。頑張ります！

を申し上げて良いかわかりません。このご連絡を頂き、

あ

りがとうございました。
◆◆◆
緊急給付、本当に本当にありがとうございます。
今日も仕事が決まらず、重い足取りだったのに、し

のご支援がなければとても生活出来ず、感謝の気持ち
で一杯でしたが、その上、年越しのご心配をして頂き、
さらに追加の支給とは、
本当に感謝の気持ちで一杯です。
経済的にはもちろんですが、精神的にも温かい気持
ちを頂き、救われました。
◆◆◆

ばらく玄関に封書を持ったまま立ち尽くしました。本
当に本当にありがとうございます。大切に使わせてい
ただきます。ありがとうございます。
◆◆◆
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奨学金

増え続ける「あしなが奨学生」
あしなが育英会の奨学金は、2017 年度までは返還

2020 年度は、7,807 人へ約 57 億円を交付しました。

が必要な「貸与型」のみでした。しかし 2018 年度に

なお 2021 年度は 8,300 人（2021 年 7 月 1 日時点）

返還不要の「給付型」を新設し、従来の貸与型に上乗

に約 63 億円を交付する見込みです。

せした現行の奨学金制度へと移行しました。困窮して

奨学金総額は、2017 年度までは貸与のみの年間 20

いる遺児学生をアルバイト地獄から救い出すのが目的

億円ほどでしたが、給付を上乗せ後、わずか 3 年で 3

でした。これにより、「奨学金を返せるか心配」と進学

倍の規模となりました。
コロナ禍の影響により、この数字はさらに膨らむ可

をあきらめていた遺児たちも本会奨学金を申し込むよ

能性が大きいと思われます。

うになり、奨学生数は急激な増加傾向へと転じました。

■ 大学院
■ 専修各種

57億円

奨学金総額

■ 大学
■ 高校

8,325人

7,807人

48億円
奨学生数

5,323人

22 億円

2015年度

5,100人

23 億円

2016年度

63億円

40億円

6,552人

5,336人
4,726人

22億円

2017年度

あしなが奨学金の種類

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

給付

貸与

月額

国公立

20,000 円

25,000 円

45,000 円

私立

20,000 円

30,000 円

50,000 円

一般

30,000 円

40,000 円

70,000 円

特別※

30,000 円

50,000 円

80,000 円

専修・各種学校

一律

30,000 円

40,000 円

70,000 円

大学院

一律

40,000 円

80,000 円

120,000 円

高校・高専

大学・短大

※経済的に特に困っていると認められる大学奨学生に適用される制度。本人からの申請によって採否を選考します。

6

あしなが育英会

2020年度 活動報告

生活状況報告書
あしなが育英会では毎年、年度末に全奨学生に「生

新型コロナの影響で例年とはまったく違う学生生活

活状況報告書」を提出してもらいます。その中に、学

を過ごした奨学生たちの想いや葛藤、決意などが込め

校や家庭をとりまく状況や、１年間を振り返って感じ

られた作文をご紹介します（学年表記は 2020 年 3 月

たことを表現する作文があります。

時点）。

あしながさん、長い間ご支援いただき本当にあ

コロナ禍で誰もが大変な中、多くのあしながさ

りがとうございました。わたしは、大学生 2 年生

んが寄付をしてくださり支えてくれた。家計の収

のときにこの奨学金制度を知り、応募しました。

入が減ったとき、食べるのに困り、母とラーメン

初めてあしながさんからはがきのお返事をいた

をふやかし量を増やして食べた。指折り数えてあ

だいたとき、あしながさんたちは本当に見えない

しながさんからお金が届くのを待った。届いたお

私たちのことを思って支援してくださっているの

金も家賃や携帯代、光熱費などを支払うとわずか

だと身に染みて感じました。就職活動では、あし

しか残らず、また心細い食事の日々が始まる。冬

ながさんからのお手紙をお守りとして身につけて

になり雪が積もる中、電気代が 5 万円越えて請求

いました。   

がきた。暖房費を抑えるためにエアコンを切って

わたしは 4 月から教員として働きます。夢を叶

家の中でジャケットを着て過ごした日もあった。

えることができるのはあしながさんのおかげで

そんな思いをしても生きていけるのはあしなが

す。これからもあしながさんはわたしの心の中に

さんの支援があるからこそ。なければ、食べるこ

ずっといます。ありがとうございました。

ともできなかったかもしれない。あしながさんへ



感謝の思いでいっぱいです。心からありがとうと

（愛知県・大３）

伝えたいです。

（石川県・高１）

▶
（鹿児島県・高３）
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教育支援
学生寮・心塾（こころじゅく）
東京と神戸にある大学奨学生のための学生寮「心塾

学に進学できる環境が整っています。作文や英会話な

（こころじゅく）
」では、
「暖い心」
「広い視野」
「行動力」
「国

ど独自の教育プログラムも実施しています。2020 年

際性」を兼ね備えた人材の育成をめざしています。寮

度は、コロナのクラスターを発生させないため、心塾

費は朝晩の食事と光熱費をふくめて 1 か月１万円。仕

生が自主的に対策チームを立ち上げるなどして、自分

送りの望めない地方の学生でも、首都圏や関西圏の大

たちを律してきました。

「あしなが心塾」の庭で記念撮影する卒塾生

あしなが心塾（東京都日野市）

虹の心塾（兵庫県神戸市）

◆人との関わりにあふれた４年間

「虹の心塾」の前で記念撮影する卒塾生

あしなが心塾（東京）卒塾式答辞

４年前、入塾した時は、色々な人に出会える期

かを考えて時間を過ごしてほしい」ということで

待感で胸がいっぱいでした。多くの人と出会い、

す。結局人は人の助けなしでは生きていけません。

様々な価値観に触れ、心塾の活動、学生募金、大
学生活に積極的に取り組みたいと考えていました。

私自身、ここでの生活を通して変わりました。

そんな志を持って上京した私の大学生活は、期待

私は父が他界してから、卒業や環境の変化による

通り、人との関わりにあふれた４年間でした。

別れに対して淡白になっていました。「死ぬわけで

１年生の頃は先輩方と仲良くなれるかどうか、
どんなふうに話しかければいいのか全くわからず、

はないから……」と、心のどこかで別れを軽く考
えてしまう自分が嫌いでもありました。

ただただ必死に先輩についていっていました。学

新型コロナウイルスの蔓延が世界的な問題にな

年が上がってからは少しずつ自分が最上級生にな

り、会いたい人と会えなくなり、当たり前が当た

った時の塾のことを考えはじめ、４年生になると、

り前ではなくなった今、別れに対して淡白になっ

後輩のために何を残してあげられるのかを考え続

ていた時期は本当に勿体なかったと感じています。

けました。

そんな私を変えたのが心塾であり、かけがえのな

私が後輩のみなさんに伝えたいことは、「とこと
ん人と関わってほしい」「人のために何ができるの
8

（中略）

いこの４年間だと胸を張って言えます。（以下略）
（小谷千鶴

大東文化大学国際関係学部卒業）
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あしなが BASE

■ 高校奨学生に向け、大学進学お役立ち情報を発信
コロナ禍で恒例のサマーキャンプ「つどい」ができ

なくなったため、新たな取り組みとして高校奨学生向
けのオンラインプログラム「あしなが BASE」を開始
しました。進学に関する情報の定期配信や、大学奨
学生による学生生活や進路選択にまつわる体験談を、

タライブで知ることができ、とてもありがたい。息子

SNS を通じてライブ配信しています。

と一緒に見たいと思います。応援してます」（保護者）

公式 LINE では、国の支援制度や無償提供されてい

などのコメントが寄せられています。

る民間の学習支援サービス・進路相談サービス等、高

時間や場所を問わずに参加できることが、オンライ

奨生のニーズに特化した情報をより分かりやすい内容

ンの強みです。その特性を活かし、更に工夫を重ねて

にかみ砕いて解説。出演した大奨生はそれぞれの立場

いく予定です。

から、進路選択の際に経験した悩みや学費・生活費な
どお金に関すること、現在の学生生活についてなど、
大学に進学する上で高校時代に知っておきたかった情
報を語り、高奨生らは配信を視聴しながら、コメント
欄にリアルタイムで質問を書き込むことができます。
視聴後のアンケートには「進路選択で悩んでいるの
でヒントをもらえた」（高３）、「大学に進むと実際にど
れくらいのお金がかかるか知れて役立った」
（高２）、
「身
近に大学生活のことを聞ける人がいないので、インス

オンラインで進路座談会。みんなで「ポーズ」

ラーニング サポート プログラム

■ 大学奨学生らが遺児小中学生の教育支援

が大きく開くといわれる小学４年生から中学２
年生までが参加しました。学習支援を担当した
のは、ボランティアで協力してくれた本会大学
奨学生ら。小中学生が大学生との関わりを持つ
ことで、学力の向上だけではなく、悩みや将来
のことについて共有できる関係を作り、ロール

「コロナ禍での教育格差拡大をくい止める！」
昨秋、新たな取り組みとして遺児小中学生を対象と

モデル（お手本となる人）を発見してもらうことも目
指しています。

した学習支援プログラム（ラーニングサポートプログ

半年間で延べ 500 回以上のサポートを実施。一部の

ラム＝ LSP）を開始しました。2020 年 10 月から 21

参加者はすでに学校の成績やテストの点数が向上する

年３月まで、半年間のトライアル（試行）を実施、オ

など成果が出始めています。中間アンケートでは保護

ンラインや AI を利用した学習システム等を活用し、一

者の８割が「子どもの前向きな変化を実感」、５割が「学

対一、週一回一時間という形式で行いました（写真）。

習面で成長が見られた」と回答。参加者全員がプログ

トライアルには、家庭の経済格差を背景に学力格差

ラムの継続を希望しています。
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あしながさんへ感謝を込めて
あしなが育英会の奨学生は、あしながさんへの感謝

前向きに取り組み、夢をあきらめない熱い気持ちを込

を込めて、季節のあいさつ状の形でお礼状を書きます。

めたものがたくさんありました。奨学生が送ってくれ

2020 年度は、コロナ禍でも勉強やクラブ活動などに

た写真やイラストとともにご紹介します。

藤井心音・東京・高２
コロナで 3 か月間オンライン授業。学校が再開した日にクラスのみんなとベランダから撮りました。
久しぶりにみんなと会えてとてもうれしかったのを覚えています！（真ん中が私）

残暑見舞い

●●大●
２

１
●●大●
丹能萌絵・埼玉・大 1
「新しい価値観」

10

細川ひなた・兵庫・高 3
「私のコロナ対策」

あしなが育英会

2020年度 活動報告

年賀状

●●大●
２

２
●●専●
川崎愛乃・宮崎・高１
「がんばろう 」

!!

斉藤彩夏・茨城・専
「コロナ禍でも楽しさを」
2

卒業礼状

鈴木幸翔・岡山・高 3
ふっと空を見上げた時、雲の中から青空のハート形が。
亡き母が頑張れよと言ってくれてるようで…

●●大●
４

３
●●高●
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心のケア
東日本大震災10年

報告と感謝の会

■ 津波遺児が語る「今」に大きな反響

「支えていただいた方への感謝を胸に、生きていきま
す」――。約２万２千人もの死者・不明者を出した東
日本大震災から 10 年になる「３・11」を２日後に控
えた３月９日（火）、あしなが育英会は報道関係者を招
いて、「津波遺児が語る『今』～東日本大震災 10 年
報告と感謝の会」を開催しました。
本会の津波遺児支援の拠点である仙台レインボーハ
ウスと東京の本部をインターネットでつなぎ、２か所
から成長した遺児３人が、それぞれの歩みと思いを語
り、津波遺児家庭を対象に初めて実施した大規模アン
ケート（回答 580 人）の結果も公表しました。
登壇したのは、仙台会場が萩原彩葉さん（高校３年）、
東京会場は新田佑さん（大学１年）と大槻綾香さん（社
会人）
。アンケート結果に対するコメンテーターとして
髙橋聡美・前防衛医大教授（精神看護学）にもご出席
いただきました。
玉井本会会長は「あしなが育英会の心のケア活動は、
阪神・淡路大震災から始まりました。当時は『心のケ
ア』という言葉も、
耳にすることがありませんでしたが、

本会が「特別一時金」を給付した東日本大震災遺児２０８３人の内訳と支援拠点

「東日本大震災 10 年 報告と感謝の会」の東京会場。左から新田
佑さん、大槻綾香さん、玉井本会会長、髙橋聡美前防衛医大教授
（３月９日、本会本部）

青森県

地域別震災遺児の人数
関東 124人 6％

その他 87人4％

福島県 127人 6％

秋田県

岩手県
624人
30％

宮城県
1,121人
54％
岩手県

■陸前高田レインボーハウス

山形県

宮城県

■石巻レインボーハウス

■仙台レインボーハウス
震災遺児の家族

震災遺児の性別

両親なし
285人
14％
福島県

父子世帯
724人
35％

母子世帯
1,074人
51％

女性
986人
47％

男性
1,097人
53％

神戸で育んだ独自の方法を、東北の遺児の状況に合わ
せながら、10 年間続けてきました。心のケアは大変に

職員が被災地を巡り、遺児 2,083 人へ特別一時金を給

難しく、まだ途上です。あしながは、これからも東北

付することができました。さらに、東北３か所（仙台、

で活動を続けていきます」と決意を述べました。

石巻、陸前高田）に心のケア施設「レインボーハウス」

大震災発生以来、本会は全国から多くのご寄付をい
ただきました。これにより、奨学生、ボランティア、
12

を開設。職員が常駐して、長期的、継続的なケア活動
が可能になりました。

あしなが育英会
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東日本大震災 10 年
津波遺児家庭アンケート

■「亡き人との別れが今でも信じられない」が半数以上

中高生および 18 歳以上に尋ねた「亡くなったもし

東日本大震災で被災し、この 10 年つながりのある

中高生、18 歳以上の津波遺児およびその保護者へア

くは行方不明の人を思い出すタイミング」では、
「命日」

ンケート調査を行いました。中高生 94 人、18 歳以上

や「誕生日」
、「震災に関する報道」が多く、他にも就

216 人、保護者 270 人から回答があり、被災した遺

職や成人式、結婚など自身のライフイベントという回

児への大規模なアンケート調査は、あしなが運動の長

答もありました。10 年が経過するなかで、成長に伴う

い歴史の中でも初めての試みとなりました。

様々な場面で思いおこしていることがわかりました。

対象

回答数

送付数

回答率

94

379

24.8%

18 歳以上

216

1,129

19.1%

保護者

270

942

28.7%

中高生

◆調査時期＝ 2020 年 10 ～ 11 月
◆調査方法＝郵送
死別について
◆回答方法＝郵送・FAX・Web

◆ 震災遺児家庭の保護者より、災害に見舞われた
方、死別を経験した方、これから経験するかもし
れない方へのメッセージ
・震災時、「とにかく 10 年頑張ろう」と思いました
が、長いようであっという間でした。子どもを育
てることが生き残った者の使命と思い、頑張って
きましたが、相談できる人は限られており、つら

■ 大切な人との死別を「信じられない」と感じるか

かったです。10 年たってもまだまだ問題はあり、
また子どもが巣立った後、自分自身とは何だった

（保護者）

感じたことはない
6.6％

のか考えることになりそうです。
・大切な人との別れは一番の悲しみです。一生悲し
みは消えることなくつらいです。当然です。自分
は時間と共に事実と受け止める想いで今を生きて
います。悲しみを乗り越えるのではなく受け止め

以前は感じたが
今は感じない
38.5％

今でも感じる
54.9％

て、少しずつ歩き出すことで今の自分に出会いま
した。

■ 亡くなったもしくは行方不明の人を思い出すタイミング
68.1％

命日
49.5％

亡くなった親の誕生日
亡くなった人に関係する
こと等を見聞きしたとき
季節行事

進学や就職について考えるとき

59.8％
61.5％

55.5％
33.0％

55.0％
42.9％

自然災害に関する報道
学校行事

76.1％

33.0％

50.2％

■ 中高生
■ 18 歳以上
13

心のケア
東日本大震災10年

◆お父さん、大きくなったよ
「お父さんのひざの上に座るのが大好きでした」

はぎわら

萩原

さ わ は

彩葉 さん（18） 宮城県

来る友だちを見て、
「お父さんが生きていたら」と

萩原彩葉さん (18) が語る父・英明さんの思い

いう想像が頭をよぎることもある。しかし今は悲

出は、宝物のように輝いている。手を引かれてい

しみよりも、愛おしさや感謝のほうが大きいとい

く近所のスーパーは、遊園地みたいに楽しかった。

う。この 10 年、父との別れがなければ出会うこと

子どもたちを喜ばせようと、庭にウッドデッキを

のなかった人たちとたくさん出会った。

作ってくれた。カナヅチだったのに、海へ連れて

「私のことを支えてくれたすべての人たちに『あ

いってくれた。腰に浮き輪をつけて重装備で水辺

りがとう』と伝えたいです。そしてこれからは自

に立つ姿を思い返すと、自然と笑みがこぼれる。

分が支える側として、子どもたちの居場所をつく

涙は誰にも見せない

れる大人になります！」

2011 年 3 月 11 日。当時 8 歳だった彩葉さんは、
激しい揺れにおびえながら母と兄妹と共に避難所
へと向かった。「お父さんもきっと大丈夫」。信じ
て連絡を待ち続けた。1 週間が過ぎた頃、新聞の死
亡者欄に英明さんの名前を見た。泣き崩れる家族
を前に、直感的に思った。
「自分まで泣いたら、こ
のままみんな死んじゃう。涙は誰にも見せちゃい
けない」
。泣くときはお風呂や布団の中でひとりで
泣いた。
学校とは違う世界
2012 年 6 月の「全国小中学生遺児のつどい」
をきっかけに、親を亡くした子どもたち同士で交
流をもつようになった。ある日はじめて自分の話
をした。父のこと、震災のこと、不安、戸惑い、
悲しみ。今まで封じ込めてきた言葉の数々が、涙
と共にこぼれ落ちた。
同じ時期、小学校でいじめにあった。心ない言
葉を浴びせられ、自殺を考えるほど追いつめられ
たこともある。そんなときはいつも、指折り数え
てつどいの日を待った。「あと少しがまんすれば、
またレインボーハウスに行ける。いじめてくる子
たちは学校だけの狭い世界で生きてるけど、私に
は違う世界がある」。つどいで出会った仲間たちの
存在が、彩葉さんの生きる希望になっていた。
今度は支える側に
「自分も誰かを支えられる人になろう」。高校で
はバレー部のマネージャーを務め、忙しくも充実
した日々を送った。両親がそろって部活の応援に

14

「こんなにちいさい頃からここへ来てたんだ」久しぶりに
あしながさんと背比べ。仙台レインボーハウス館内の壁は、
子どもたちが身長を記録する書き込みで埋まっている

あしなが育英会
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コロナ禍 遺児と保護者アンケート

■ 中学生以下の遺児に必要なこと「学習サポート」１位
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、これまで本会

これまで、遺児家庭の生活の困難さは、経済的側面

の心のケアの拠点・レインボーハウスで継続的に実施

について語られることが多かったのですが、他にも様々

してきたプログラムが 2020 年３月以降全て中止とな

な課題があることが本アンケートで浮き彫りになりま

りました。プログラムの再開が見通せない状況の中で

した。

もできるサポートを模索するため、６月上旬に神戸・

６割以上の家庭が子どもの学習面に不安を感じてお

東京・東北レインボーハウスに登録している遺児世帯

り、最もサポートを必要としています。学校はコロナ

へ郵送によるアンケートを実施し、子ども 852 人、保

禍で多くの課題・宿題を出しましたが、それらは家庭

護者 1212 人に届けたところ、子ども 187 人、保護

学習の中でこなすことが求められています。保護者の

者 290 人から回答をいただきました。

方の回答では《学校での学習も家庭でみるようになり、

結果を見ると、生活環境について７割近くの方が何

学習面の責任を１人で負わなければならない》という

らかのネガティブな変化を余儀なくされ、中でも子ど

切実な声も聞こえ、遺児家庭の保護者に平常時以上の

もの学習面と精神面に関する回答が多くありました。

負担がもたらされています。

0

20

40

60

80（件）

81

子どもに対する学習サポート
63

子どもに対する精神的サポート
経済的な援助

58

行政などの支援に関する正確な情報

58
52

コロナウイルスに関する正確な情報

37

保護者への精神的サポート
在宅勤務時などの子どもの預かり
その他

10

10
15

保護者回答 290 人（複数回答可）

▼ 保護者の声
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アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想
◆コロナ禍で生活悪化…

夢は捨てない！
り、目の奥に強い光を宿しながら熱く語るのは、
ウガンダ出身のアポロさん。
4 歳で父親を亡くし、小学生の頃は金属屑などを
集めて学費を稼ぎました。それでも学校には行け
たり行けなかったり。あしながウガンダレインボ
ーハウス※ から提供された本や筆記用具を使って、
独学で勉強を続けました。
小学校修了時、レインボーハウスのフューチャ
ーリーダー奨学金に応募し、国内指折りの中学校
に進学。2019 年にはアフリカ遺児高等教育支援
100 年構想奨学生にも採用され、国際基督教大学
（東京都）に合格します。しかし、コロナ禍による

セニャンゲ・アポロさん
ウガンダ出身 100 年構想第 6 期生

渡航制限により来日が延期に。そこで彼は、逆境

国際基督教大学に合格。出国制限の解除
を待つ

を逆手に取って町の衛生環境改善活動に取り組む
ことにしました。
アポロさんが委員長を務める「ナンサナ・クリ

「ウガンダの生活は、日々厳しくなっています。

ーニングクラブ」には 100 人程の若者たちが所属

朝目覚める度、何もやることがないことに気づき、

し、月 1 回、市場や学校の清掃活動や新型コロナ

このままではいけないと思うのです。私は、家族

ウイルス感染予防の啓発活動などを行っています。

や隣人の暮らしをよくしたい。苦しんでいる人た

その活動は国際的な注目を集め、2020 年、アポロ

ちみんなを助けたい。私は、この状況は変えるこ

さんと団体は“25 Under 25: Leaders Changing

とができる、私にもできることがあると思います。

the Game 2020”をはじめ、複数の国際的な賞

毎日目に映るすべてのシーンが、自分を突き動か

を獲得しました。
「生まれ育った町をよくしたい！」という彼の志

すモチベーションなのです」
それまでのゆったりとした口調とは打って変わ

の旅は、すでに始まっています。

100 年構想生の道のり

1 学生選抜

次世代のリーダーとなり
うる潜在力をもった学生
をサブサハラ・アフリカ
地域各国から選抜

2

勉強合宿＆
渡航前合宿

ウガンダまたはセネガル
で事前準備

16

※あしながウガンダレインボーハウス

5 祖国への貢献

卒業後は母国やアフリカ
大陸に戻り、それぞれの
立場でよりよい社会を作
るために貢献

4 卒業・就職
3 大学進学

あしながウガンダレインボーハウス
は、2001 年から主に同国ナンサナ市
の遺児を対象に心のケア施設として活
動を開始。2008 年からは基礎教育支
援として「テラコヤ」事業を加え、９
歳から 17 歳までの約 100 人が読み書
き算数などを学んでいる。「フューチャ
ーリーダー奨学金」は、このレインボ
ーハウスに通う優秀な中学生に毎年１
人、中高６年間の就学支援として提供
される。

あしなが育英会
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■ 祖国のリーダー育成、オンラインで前進
「アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想」とは、サ

卒業後はアフリカに戻り、習得した知識や経験を活

ブサハラ（サハラ砂漠以南）のアフリカ 49 か国から

かしてアフリカの発展に寄与することが求められてい

毎年、優秀な遺児学生を選抜し、世界の大学に進学す

ます。多くの方々の支えにより受けた教育を社会に還

る機会を提供、アフリカの次世代リーダーを育成しよ

元する「あしながスピリット」を持った人材を育成し

うという長期プロジェクトです。

ています。

各国から選抜された遺児は「100 年構想候補生」と

2014 年にスタートした「100 年構想」は、これま

して、母国が英語圏とポルトガル語圏の場合はウガン

で 252 人の遺児を世界の大学に送り出し、すでに 33

ダ、フランス語圏の場合はセネガルにある「あしなが

人が卒業しています。日本の大学への留学生は増えつ

心塾」での勉強合宿・渡航前合宿に参加、約 8 か月に

づけており、現在は 61 人に達しています。日本の大

わたる準備期間を経て、世界の大学に入学後、正式な

学への留学生は「将来は日本とアフリカの懸け橋にな

100 年構想生となります。大学進学後は学業に励むか

りたい」という熱い思いをもっており、地域のお祭り

たわら、本会による教育ミーテイングやアフリカでの

やボランティア活動に参加するなど日本の伝統や文化

インターンシップなどへの参加を通して、リーダーを

を知る努力も続けています。

めざす「志」を育みます。

※ 2020 年度はコロナ禍のため、ほとんどのプログラムをオン
ラインで実施しましたが、100 年構想生や候補生は懸命に勉学
を続けており、高い志を持ち続けています。

日本各地の大学で学ぶアフリカの遺児学生

計

61

秋田県（2）
国際教養大 2

名
岡山県（8）
岡山大学 8

2021年夏時点

福島県（2）
会津大学 2

福井県（1）
福井大学 1

広島県（1）
叡啓大学 1
茨城県（1）
筑波大学 1
大分県（5）
立命館
アジア太平洋大学

栃木県（1）
足利大学 1
埼玉県（5）
東京国際大学

5

5

神奈川県（4）
東海大学 3
横浜国立大学 1
京都府（7）
同志社大学 2
立命館大学 5
兵庫県（5）
関西学院大学 3
兵庫県立大学 1
神戸学院大学 1

山梨県（1）
山梨学院大学
愛知県（1）
名古屋大学 1

1

東京都（17）
慶應義塾大学 3
工学院大学 1
国際基督教大学 2
東京都立大学 1
上智大学 1
法政大学 3

武蔵野大学 1
早稲田大学 2
東洋大学 1
東京日本語
教育センター 2
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アフリカ遺児支援

あしなが奨学生出身で元本会職員、マトブ・ジョセ

フさん（34）が２月３日、母国ウガンダ・ナンサナの
市長（Mayor of Nansana Division）に選出されまし
た。初挑戦で、次点に大差をつけての当選です。
ナンサナで生まれ育ったマトブさん。11 歳の時に
両親を病気で亡くし、本会が同市に開設していた遺児
の心の癒しの家「あしながウガンダレインボーハウス」
に通いはじめました。2010 年、成績優秀により、本

当選後、東京・日野市の心塾で後輩
塾生たちを前に講演するマトブさん

■ 奨学生OB、母国ウガンダの「市長」当選

会の留学プログラムで早稲田大学へ入学。ウガンダ人
留学生のコミュニティを引っ張っていく過程で、
「リー
ダーになりたい」と自覚しました。

「安定した仕事を辞めて確実ではない政治家の道を
追いかけるのは間違いだと、周りの人に散々言われま

「日本を見て、この国の制度が、住民に責任感を持た

した」。自身も不安でしたが、「母国に帰って成功でき

せていることに気づいた。私たちも、自ら行動して国

ることを、ウガンダの後輩に証明したかった。仕事の

を変えないといけないと思った」

機会も少ないから、母国に帰るのは正直怖い。しかし、

大学卒業後、後輩の遺児支援のため本会に就職。6

その環境は変えられるものだと見せたかった。今後５

年後、自分の出身コミュニティを改善したいという想

年間、ナンサナを引っ張っていく」。力を入れたいのは

いで退職し、立候補の準備を始めました。

教育、医療と人材育成、そして国際化だということです。

京都志塾プロジェクト 京都すばる高校×あしなが育英会連携授業
アフリカの遺児が祖国に貢献する志を育み、大学で

学ぶための基礎教養を身につける教育・宿泊施設「京
都志塾（こころざしじゅく）」は、京都市伏見区の元向
島二の丸小学校跡地に開設予定です。現在はコロナ禍
のため開塾が大幅に遅れていますが、本会は「必ず実
現する」という決意を固め、コロナ禍が収まればただ
ちに工事を始められるよう、準備を進めています。

連携授業で質問する京都すばる高校の
生徒

■ アフリカを「じぶんごと」に！

京都志塾プロジェクトは、地元住民の方々にもご理
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解と応援をいただいています。2019 年には、京都府

り、地域振興のための「向島まつり」を盛り上げるオ

立京都すばる高校の先生から「生徒たちにアフリカの

ンラインクイズ大会を合同で開催するなど、つながり

魅力を伝えてほしい」との依頼があり、2 度の連携授

を深めてきました。クイズ大会には京都周辺の大学に

業を実施。企画科の 1 年生約 100 人が参加しました。

在学中のアフリカ遺児高等教育支援 100 年構想生（以

この授業は、遠い世界の出来事を自らと関連づけて考

下、AAI 生）3 人が参加し、日本語でアフリカにまつ

える「じぶんごと化プロジェクト」の一環で、ウガン

わるクイズを出題しました。それに対してすばる高校

ダ出身の本会職員と、留学経験のある大学奨学生が生

チームは京都についてのクイズを出題し、お互いの故

徒らの前でスピーチを行いました。

郷の歴史や文化について楽しみながら学びあいました。

2020 年以降も、コロナ禍で自宅学習をしている生

本会は今後も地域のコミュニティと連携しながら、

徒らを対象にビデオ通話による少人数授業を実施した

向島の方々と AAI 生の共生にむけて尽力していきます。

あしなが育英会

2020年度 活動報告

役員・評議員
会長

評議員

〇 玉井

義臣

あしなが運動創始者

会長代行
〇 堀田
樋口

石原 孝代＊

看護師、社会福祉士、介護支援専門員

江利川 宗光

株式会社ジャルパック代表取締役社長

〇 緒方

力

公益財団法人さわやか福祉財団会長

恵子

NPO 法人高齢社会をよくする女性の会理事長

洪章

奥村 幹夫

緒方家洪庵会会長
Sompo International Holdings Ltd CEO

〇 小倉

良弘

弁護士

			

小澤

俊朗

国際大学客員教授、国連分担金委員会委員

専務理事		

加藤

朋江

福岡女子短期大学子ども学科准教授

岡﨑

菅原

直志＊ 東京都議会議員

祐吉＊ 一般財団法人あしなが育英会学生事業部長

			

〇 副田

副会長		

武田

千香

東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授

村田

治＊

堂道

秀明

元駐インド特命全権大使

青野

史寛＊ ソフトバンク株式会社専務執行役員兼 CHRO 兼 CCO

富永

典子

日仏経済交流委員会代表

天野

聡美＊ あしなが画家、イラストレーター

長島

美紀

認定 NPO 法人 Malaria No More Japan 理事

松本

紘

堀

関西学院大学学長、中央教育審議会委員

理化学研究所理事長、前京都大学総長

		

あけみ 関東学院大学社会学部現代社会学科教授

正二

大阪国際がんセンター名誉総長

リチャード Ｈ カシンスキー

理事		

		

東京都立広尾病院救命救急センター医師

川村

岩＊

キッコーマン株式会社顧問

工藤

長彦

一般財団法人あしなが育英会 会長補佐

名誉顧問

小林

雅之

桜美林大学総合研究機構教授

岡嶋

信治

佐藤

大吾

NPO 法人ドットジェイピー理事長

副田

義也		筑波大学名誉教授、元筑波大学副学長

洋平

弁護士、米国ワシントン州弁護士

須田
関

亨江＊

大六野

一般財団法人あしなが育英会事務局長

耕作 明治大学学長
早稲田大学総長

交通事故遺児を励ます会会長

		
常任顧問
金木

正夫 * 米国ハーバード大学医学部准教授

田中

愛治

上村

宗弘 * 国立国際医療研究センター国府台病院循環器内科医師

田中

健一郎 弁護士

櫻井

芳雄

あしなが学生募金提唱者

仲谷

善雄

学校法人立命館総長、立命館大学長

高橋

重範

元あしなが学生募金事務局長

松田

悠介

株式会社 Crimson Education Japan 代表取締役社長

早瀬

昇

認定特定非営利活動法人日本 NPO センター理事

山口

佳三		北海道大学名誉教授

藤田

順三

前外務省特命全権大使

吉岡

智哉		独立行政法人日本学生支援機構理事長

藤村

正之

上智大学総合人間科学部教授

山北

洋二

元あしなが育英会監事

吉田

和彦		元あしなが育英会事務局長

監事		
〇 小谷

勝彦

NPO 法人国際環境経済研究所 理事長

日髙

清司＊ 弁護士

吉川

明

2021 年 7 月 14 日現在（五十音順）

元 公益財団法人日本盲導犬協会専務理事

〇印の理事、監事は設立時理事、監事であることを表す。
＊印の理事、監事は元遺児奨学生であることを表す。
※肩書については就任時のものとする

2020年度の主な出来事
◦4月1日～4月10日

高3奨学生のお母さん553人に「コロ

ナにかんする緊急アンケート」実施
◦4月16日

と教育の緊急支援金」給付を発表

◦2月19日

東日本大震災遺児作文集『お空から、ちゃんと

見ててね。』発刊

高校・大学奨学生全員とその保護

者11,789人を対象に「長引くコロナの影響

4月に続き、全奨学生7,591人に一人20万円

の「年越し緊急支援金」給付を発表

全奨学生6,450人に一人15万円の「遺児の生活

◦10月23日～11月5日

◦11月30日

インターネ

◦3月9日

東日本大震災10年

報告と感謝の会「津波遺児

が語る『今』」開催

ット調査」実施
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Topics
「喪失と癒し」ふたつの物語を出版
2020 年度、あしなが育英会は「喪失と癒し」をめ

ちゃんと見ててね。』。「３・11」から 10 年が経過す

ぐるふたつの書籍を出版しました。１冊は本会会長・

る今年、震災・津波遺児たちの「心の軌跡」を形にの

玉井の著書『愛してくれてありがとう』
。29 歳で病死

こしたいという想いで編集しました。震災後まもない

した妻と過ごした闘病の日々の記録です。愛する人を

時期に書かれた作文に加え、現在 18 ～ 24 歳に成長

遺して先に逝く側と、看取る側。それぞれの葛藤が切

した彼らが 10 年間を振り返ったインタビューや手記、

実な言葉でつづられています。

大切な人へのお手紙などを収録しています。ぜひ併せ

もう１冊は、東日本大震災遺児の作文集『お空から、

てお読みください。
「お空から、ちゃんと見ててね。
」より
第１章「津波が来るなんて」から
おかあさんがいたら、いろんなことが
できたね。
ケーキをつくったりできたよね。
ほいくえんからかえると、おかあさんがつ
くってたべさせてくれたね。
３月 10 日までは、いい日だったね。
３月 11 日のごご２時 46 分に、
つなみがおしよせてきました。
わたしと、おとうさんと、おじいちゃんと、
おじいちゃんのおねえさんのさとみさんも
だいじょうぶだったけど、
おかあさんは、つなみにながされて、
おかあさんのしごとばのまえで死んでいま
した。

『愛してくれてありがとう』
玉井義臣・著 藤原書店

『お空から、ちゃんと見ててね。』
あしなが育英会・編 朝日新聞出版

わたしは、そのことをわすれないようにし
たいとおもいます。


（2012 年 11 月

Ｙ・Ａ）

ご支援ありがとうございます。
みなさまの継続的なご寄付のおかげで私たちの活動が続いています。

◆郵便局（ゆうちょ銀行）備え付けの青色の用紙でお
振込みされる際は、下記の口座番号をご利用ください。
ご寄付の使いみちは次の 5 つからお選びいただけます。

1

00140-1-541731

あしなが育英会

◆ゆうちょ銀行以外の銀行やコンビニエンスストア、
また、ウェブサイトからはクレジットカードと Payeasy( ペイジー ) もご利用いただけます。

◆
◆お問い合わせ
お問い合わせ
◆ お問い合わせ
フリーダイヤル（寄付課直通）
（あしなが育英会の活動全般に使わせていただきます）

2 00180-0-15595 あしなが育英会あしながさん奨学金係
3 00140-6-98241 虹のかけはし会員
（国内遺児の心のケア活動）
4 00130-7-776732 あしなが東日本大震災遺児支援募金
5 00150-3-734125 あしながアフリカ遺児教育支援

（寄付課直通）
0120-916-602
（寄付課直通）
0120-916-602
0120-916-602
Eメール
Eメール
Eメール
supporter@ashinaga.org
supporter@ashinaga.org
supporter@ashinaga.org
詳しくはウェブサイトへ
詳しくはウェブサイトをご覧ください
詳しくはウェブサイトへ
https://www.ashinaga.org/support/donation/
https://www.ashinaga.org/support/donation/
https://www.ashinaga.org/support/donation/

一般財団法人 あしなが育英会

TEL （03）3221-0888

〒 102-8639 東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館 4 階

