
【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

北海道 北海道大学

○発電機１機を岩手県水産技術センターに貸与。（３月１６日）
○国立大学協会の要請に基づき，道内の国立大学の支援物資を取りまとめ，飲料水約５０
００本，カップ麺約３００食，米５００キロ，レトルトごはん約２００食，マスク約５０
０００枚，トイレットペーパー約５０００ロール，その他ゴミ袋，消毒用アルコール，長
靴，ブルーシート，乾電池，携帯カイロなど，５トンコンテナ２個分の緊急支援物資を提
供。(３月２５日)
○東北大学電気通信研究所からの依頼に基づき、電気ストーブ，オイルヒーターを提供。
(３月２９日)

北海道教育大学北海道

《全学》①国立大学協会（平成23年3月16日付）より依頼の災害救援物資について，北海道大学（各
支部代表大学）が取りまとめの上，被災地へ下記のとおり提供を行った。（３月２２日）
・簡易マスク（240枚入） ３箱，簡易マスク（50枚入） １９箱，手指消毒ｱﾙｺｰﾙ1000ml ３０本，
絆創膏M　40枚入 １箱，絆創膏LL　９枚入 ３箱，絆創膏ビック　７枚入 ３箱，絆創膏ジャンボ　５
枚入 ３箱，胃腸薬４６包 １箱，ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝS錠130錠入り １箱，消毒用アルコール　1000mL 10本
入り ２箱，手指消毒液 １０本，伸縮包帯（ｓ）２個入り １０個，ゴミ袋（45L，10枚組　50冊）
４箱，ゴミ袋（45L） ４００枚，ゴミ袋（（90L 150枚入） ５箱，ゴミ袋（45L 10枚入） ３０
袋，トイレットペーパー（６R×10入，１R：130ｍ） ４０箱，カセットコンロ（ボンベ含む）１台
（ボンベ10本），ブルーシート　5.4×7.2ｍ ５枚，ブルーシート ５枚，土鍋 ２個，バーベキューコ
ンロ ２個，長靴 ５足，懐中電灯 ９個
②文部科学省「東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイト」に支援物資を掲載（４月６日)し，一
部の支援物資について，下記のとおり提供を行った。
http://manabishien.mext.go.jp/
【岩手県上閉伊郡大槌町　（有）高清水建材】（４月２５日）
・雨傘　６０本，ハンガー　５０本，ゴミ袋（４５Ｌ，１０枚入）　６０袋，ゴミ袋（９０Ｌ，１５０
枚入り）　５箱，マイペット（４００ml）　１２本，キッチンハイター（１５００ml）　２本，マ
ジックリン（５００ml）　８本，薬用せっけん（３個入）　４箱，クレンザー（粉末）　１０本，ハン
ドソープ（２５０ml）　３０本，ティッシュペーパー　２０箱，トイレットペーパー（６R×１０入）
１０箱，バスタオル　６０枚
【宮城県気仙沼市　気仙沼市立鹿折小学校】（４月２７日）
・両面テープ　１０個，クリアファイル　１００枚，フラットファイル（黄・緑・ピンク・青各５０）
２００枚，電卓（中古）　４個，スタンプ台　５個
【福島県郡山市　福島県立あさか開成高等学校内　双葉高等学校】（５月１０日）
・チョーク　１００本入り　黄 箱，チョーク　１００本入り　赤 ８箱，チョーク　１００本入り　青
２箱，チョーク　１００本入り　緑 １箱，チョーク　１００本入り　白 ６箱，コピー用紙Ａ４（1〆
500枚 ５〆）　１００箱，ホチキス（中古を含む）　１０個，付箋紙（小 25入）　１箱，付箋紙
（中 20入）　１箱，セロテープ　１０個，はさみ（中古）　１０個
【福島県河沼郡会津坂下町福島県立坂下高等学校内　双葉翔陽高等学校】（５月９日）
・チョーク　１００本入り　黄 ７箱，チョーク　１００本入り　赤 ７箱，チョーク　１００本入り
青 ２箱，チョーク　１００本入り　緑 １箱，チョーク　１００本入り　茶 １箱，チョーク　１００本
入り　白 ６箱，ゼムクリップ　１０箱，付箋紙（小 25入）　１箱，付箋紙（中 20入）　１箱
ティッシュペーパー　２０箱，トイレットペーパー（６R×１０入）　１０箱，バスタオル　６０枚
【宮城県東松島市大曲小学校】（６月１０日）
・一輪車　１０台，バレーボール用支柱　2組
【宮城県石巻市宮城県石巻市立住吉中学校】（５月２６～２９日）
・事務用机　３台，事務用椅子　５台，パソコンデスク　７台，ミーティングテーブル　４台，会議用
テーブル　１４台，会議用椅子　１4台，応接用テーブル　１台，ロッカー　１台，貴重品ロッカー
１台，ガラス保管庫　1台，保管庫　３台，体育マット　５枚，サッカーボール　１０個，バスケット
ボール　５個
【宮城県東松島市東松島市立大曲小学校】（５月２４日）
・ソフトバレーボール　１５個
【宮城県牡鹿郡女川町　女川第一小学校内　女川向学館】（８月５日）
・プロッキー　８色セット　３組，ボールペン赤　２０本，ボールペン黒　３９本，ボールペン青　３
０本，鉛筆　１１０本，シャープペンシル　１０本，ホッチキス針　№１０　２０個，メモノート　１
００冊
【宮城県宮城郡七ヶ浜町　七ヶ浜町立松ヶ浜小学校】（９月６日）
・教室用時計　２個
【岩手県釜石市　NPO法人　アジア繊維流通機構　釜石駅前校】（９月１５日）
・学生用机　３５台，学生用椅子　３５脚
【岩手県遠野市　NPO法人遠野まごころネット】(１１月１８日)  　・丸椅子　３０脚
【宮城県気仙沼市　宮城県立気仙沼支援学校】（１１月２９日，１２月２日）
・油性マジック赤（中字）２０本，油性マジック黒（中字）２０本，油性マジック赤（太字）２４本，
油性マジック黒（太字）２４本，布テープ４０個，寝袋２０個
【宮城県亘理郡山元町　山元町立中浜小学校】（１２月９日）
・教室用カーテン６枚
【宮城県牡鹿郡女川町　女川向学館】（１月２０日）　　・シューズボックス　１台



【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

北海道 室蘭工業大学
○緊急支援物資として飲料水（500ml）300本、非常食800個、携帯カイロ200個等を
提供(3月23日)

北海道 小樽商科大学

○緊急支援物資として，カップ麺(240)，カロリーメイト(170)，飲料水(168)，携帯カイ
ロ(75)，
マスク(50枚入)(70)，ゴミ袋(10枚入)(70)，紙皿(20枚入)(10)，割り箸(8,000)，
乾電池(2本入)(6)，乾電池(4本入)(14)，生理用品(10)を提供（３月２５日）

北海道 帯広畜産大学

○教職員・学生から，緊急支援物資（食品，生活用品，防寒着，毛布など）を募り，NPO
法人あうるずを通じ宮城県へ発送した（3月17日）。
○福島県飯館村にマスクを発送した（4月26日）。
○生理用品を福島県郡山市へ発送した（4月26日）。

北海道 旭川医科大学
○簡易マスク 25,000枚，米500ｋｇ，携帯カイロ 480個，ゴミ袋 2,200枚
　（北海道地区の大学と共同して平成23年3月下旬に実施）

北海道 北見工業大学
国立大学協会の救援活動に協力する形で支援物資をいつでも送付できるよう準備をしてい
た。その後、北海道支部の指示により、実際には送付するに至らなかった。

東北 弘前大学

○緊急支援物資として食料（米(30㎏)30袋，みそ汁200食，カレー100食），飲料水
(500ml)480本，携帯カイロ2,220個，簡易マスク10,750枚，家庭用薬品（感冒薬，絆
創膏等549箱），栄養ドリンク500本，ゴミ袋1,200枚，紙皿3,613枚，割り箸7,460
膳，携帯用簡易トイレ101個，電池（単三160本，単四1,913本），生理用品518袋，ブ
ルーシート300枚
URL:http://www.hirosaki-u.ac.jp/houdou/shinsai/2-2.pdf

東北 秋田大学
○灯油１，３６０㍑，トイレットペーパー２，８００個，灯油ストーブ７台，灯油缶２０
個，単３乾電池１００本岩手大学へ提供。（３月２７日，２９日）
○東松山市鳴瀬第二中学校へシュレッダーの提供。（附属中学校）（５月１９日）



【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

東北 山形大学

○東北大学へ米１４５９ｋｇ，リンゴジュース（１L）４０本，ラフランスジュース（１９
０ｍｌ）２４０本を提供（３月１４日）
○岩手大学へ石油ストーブ１０台を提供（３月２８日）
○東北大学病院へ医薬品及び非常食等の提供と滅菌業務の受入れ支援
○石巻赤十字病院へペットボトル（水）を提供
○卒業生から使用しない家電や家具を回収し、被災者の方に無料で提供するリユース活動
URL : http://www.yamagata-
u.ac.jp/jpn/yu/modules/topics0/article.php?storyid=765
○避難所の炊き出し用の米12０㌔提供（おにぎりプロジェクト４月１日)
○学生ボランティアが学内放置自転車を修理して被災者に提供（学生活動）
○「山形大学人文学部震災復興支援学生プロジェクト」では、緊急物資支援として、除菌
水を作る機械、除菌用の紙雑巾、自転車・小型バイク等を提供してきました。

関東・
甲信越

群馬大学

○災害用備蓄食料，医薬品，医療材料等の災害支援物資を東北大学病院に提供

○国立大学協会からの要請により，被災した各国立大学に対して，日用品等の災害救援物
資を提供

○附属小学校の児童・保護者による被災者の方々への応援メッセージを書いた雑巾を作成
し，被災地へ提供

○東北大学電気通信研究所から国立大学附置研究所・センター長会議常置委員会を通じて
の要請により，電気ストーブを提供

○福島市立飯坂小学校から国際交流団体「船と翼の会ふくしま」を通じての要請により，
裁縫セット（32個）を提供

○文部科学省こどもポータルサイトを通じた被災避難者（岩手県）からの教材提供の依頼
により，附属小学校から，絵の具セット３個，ポスターカラーセット１個を提供

○文部科学省こどもポータルサイトを通じた被災避難者（宮城県）からの教材提供の依頼
により，附属小学校から，習字セット２個，鉛筆１グロス，のり９個を提供

関東・
甲信越

埼玉大学
○国立大学協会からの依頼により、災害救援物資として、携帯カイロ９０枚、簡易マスク
　１，０００枚を被災大学に提供(３月１９日)

関東・
甲信越

千葉大学

○医療材料、非常食等の支援
　　3月13日　ガーゼ12箱、非常食1000食等【東北大学病院】
　　3月19日　手術用手袋、紙おむつ等【福島県立医科大学病院】

○救急支援物資
　3月18日　国立大学協会からの要請により、電池（単一、単二、単三、単四）をそれぞ
れ１６５本，５９本，３０２本，４２０本を提供

東京 東京大学

○東北大学へトラック２台分の救援物資を輸送（平成２３年３月１８日、東京地区支部と
して）
○東北大学へトラック１台分の医療支援物資、飲料水、食糧の輸送（同年３月２３日）
○大槌町赤浜小学校へ車二２台で救援物資の搬送（大気海洋研究所）(同年３月２９日から
３１日)
○東北大学へ暖房器具の提供（東洋文化研究所、生産技術研究所）（同年３月末）

東京 東京医科歯科大学 ○簡易マスクや電池等の消耗品１１点を東北大学に提供（3月18日及び19日）



【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

東京 東京外国語大学
○緊急支援物資として、食糧　9,840缶、飲料水　1.5リットル×1,168本、簡易トイレ
1セットを提供(3月17日)

東京 東京学芸大学

・宮城教育大学に被災地の学校の教員用文房具を２０セット提供した。
・宮城県気仙沼市立鹿折小学校留守家庭保護事業学童保育センターへ子どもの学習支援物
品と留学生のメッセージカードを３０セット提供した。（2011年10月実施）
・現在、名取市の社会福祉協議会と連絡を取り、被災地の子どもへの学習支援物品の送付
を検討している。

・緊急支援物資として水９６本、カンパン・ビスケット・クラッカー各９６缶、非常食３
６食、マスク６，０００枚を提供。国立大学協会東京地区支部代表の東京大学を通じて東
北地方へ提供される。

・宮城聴覚支援学校に、オージオメーターと教員研修用DVDを提供した。

・富岡町立幼稚園・小・中学校設立に向けた支援物資として、サッカーボール１０個、
ドッチボール１０個、ソフトボール７個、サッカーボール１０個、ラグビーボール１０個
を提供した。

・国際ロータリーの行う被災地にランドセルを送る取り組みに協力して、ランドセル等を
４０８個提供した。

・宮城県登米市役所に裁縫セット２４個を提供した。

・宮城県亘理保育所に，絵本９０冊を提供した。

・みやぎわらすっこプロジェクトに幼児用椅子30脚を提供した。

東京 東京農工大学

○国大協の要請を受け緊急支援物資を提供（3月17日）
米210kg、乾麺960食、味噌140kg、アルファ米2,000食、豚汁・けんちん汁1,000
食、飲料水400本、簡易マスク1,000枚、ごみ袋200枚、トイレットペーパー200個、そ
の他生活雑貨
○茨城大学に対して緊急支援物資を提供（3月18日）
米240kg、乾麺240食、味噌70kg、アルファ米1,000食、豚汁・けんちん汁1,000食、
飲料水400本、簡易マスク500枚、ごみ袋200枚、トイレットペーパー200個、その他生
活雑貨

東京 東京藝術大学

○国立大学協会の依頼により東北大学に緊急支援物資として、石油ストーブ３台、灯油１
缶、トイレットペーパー１４４個、手消毒剤１００個、ホカロン　120個（1箱30個入り
×4）、お茶　5箱、紅茶　5箱、砂糖　2パック、インスタントコーヒー　2本、クリープ
2本を提供(３月１７日)
○文部科学省子どもの学び支援ポータルサイトを通して、気仙沼市立鹿折小学校緊急支援
物資としてプリンター５台、ＰＣ用ディスプレイ５台を提供(４月２６日)
○文部科学省子どもの学び支援ポータルサイトを通して、牡鹿半島をメインに支援活動を
行っている団体「ハミングバードスポルテ」の気仙沼市大島での6/5の救援事業（小中学
校の児童・生徒も参加）に対し藝大クッキー240箱を提供。

東京 東京工業大学

○国大協の要請を受け、食料、飲料水、簡易ﾏｽｸ他の物資を支援。（3月17日）
○国立大学附置研究所・センター長会議常置委員会からの要請に基づき、東北大学電気通
信研究所へ電気ストーブ2台を寄附。（3月29日）
○港区へ水ペットボトルを提供。(3月31日）
○個人所有のノートパソコンを募り、ノートパソコン10台とインクジェットプリンタ1台
を被災地の教育機関に寄附。（6月2日）
○不要になった事務什器を被災地の教育機関に寄附予定。（9/20～9/21）
○大学所有及び個人所有の不要なパソコンを募り、ノートパソコン５４台，デスクトップ
パソコン１台，ディスクストレージ（外付け）１台を被災地の教育機関に寄附（12/12～
12/13）※「学生による被災地でのボランティア活動」に関連記載あり。
○子どもの学び支援ポータルサイトを通じ，被災地へ文房具等を提供。



【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

東京 東京海洋大学

○　緊急支援物資として水2752本、非常食(乾パン）2688食、乾電池、ブルーシート、
プラス
　チックコップ、ホカロン、アルミ温熱シートなどの提供を国立大学協会へ申し出たが(３
月
　２４日)、発送依頼がなかった。

東京 お茶の水女子大学
○東北大学に備蓄食料品（１，０００食）・水（１．５Ｌ　６０本）を送付（３月１６
日）
○岩手大学にパソコン（７９台）・プリンター（７台）を送付（５月１０日）

東京 電気通信大学

○国立大学協会からの依頼により、緊急支援物資として携帯カイロ200個、簡易マスク
3,500枚、灯油54ℓ、ゴミ袋170枚、生理用品20パック、ブルーシート6枚、軍手36
双、炭60kg、紙皿、割り箸等を東京大学（支部代表）を通して提供した。(３月１７日)

○福島県立双葉高校（避難指示によりサテライト授業を行う）に対して、辞書約１５０
冊、参考書等約９０冊を提供した。（４月２７日）

○石巻市に対して、辞書４８冊、参考書等５０冊を調布市被災者支援ボランティアセン
ターを通して提供した。(５月２５日)

東京 政策研究大学院大学 ○緊急支援物資として水80本、簡易マスク1,100枚提供(3月17日)

関東・
甲信越

横浜国立大学
○災害救援物資として、使い捨てカイロを提供した。(3月18日)
○食料、飲料水の支援を用意している。

関東・
甲信越

新潟大学

○九州地区、北海道地区大学からの物資輸送の一時集約拠点としてなり，集約した救援物
　 資を東北大学，福島大学に輸送した。
○  水，食料等を東北大学に提供した。（3/15，17）
○  ガソリン，灯油を山形大学を経由して東北大学に提供（3/17）
○歯ブラシ，うがい薬，ウエットティッシュ，水等を東北大学等に提供した。（3/22～
3/24）
○  パソコン6台を岩手大学に提供。（6/7着）
○  「子どもの学び支援ポータルサイト」による物資支援
　　 ◆傘立て4台，雑誌架1台（宮城県山元町立山下小学校，5/31着)
　　 ◆移動黒板2台（宮城県宮城郡利府町立しらかし台小学校，6/7着）
　　 ◆傘立て6台（宮城県気仙沼市学校法人あしのめ学園，6/8着)
　 　◆ミーティングチェア35脚（宮城県南三陸町立伊里前小学校，6/27着）
   　 ◆VHSビデオデッキ（宮城県東松島市立矢本西小学校，7/28着）
　 　◆雑誌架3台（宮城県東松島市立浜市小学校，12月頃送付予定）

関東・
甲信越

長岡技術科学大学

・緊急支援物資として
１）仙台高専に水（２㍑×６本）４６箱　外２７点、（３月１４日）、
２）一関及び八戸高専に越後のごはん（２０袋入り）７箱　外４点（３月１７日）
３）福島高専に米（１０ｋｇ）２袋　外２７点（３月２０日）を提供

関東・
甲信越

上越教育大学 ○上越市からの要請により，保存水５５８本及び非常食６００食を提供（４月６日）
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支部名 大学名 活　　動　　実　　績

関東・
甲信越

山梨大学

○医薬品１７８品目（２，４８８千円）支援（3月18日～4月5日）
○医療材料１７品目（３７千円）支援（3月18日）
○携帯カイロ１８２個、携帯カイロ（足用）１７４個、乾電池（単1）１２個、乾電池（単
3）２８個を支援（3月22日）
○その他：非常食（２，４３２食）、医療材料（１２５品目）を準備（医学部・3月16日
現在)
○簡易マスク５５０５０枚、絆創膏１００枚、サージンパット５０枚、ゴミ袋９７９０
枚、紙コップ１００個、手消毒剤１０４本、ＰＬ（1ｇ）１００包、ブルフェン１００錠、
ゲンタシン軟膏（10ｇ）１０本、軍手１０双、エプロン１０枚、風呂敷４枚を準備（3月
18日現在）

関東・
甲信越

信州大学
○国立大学協会からの依頼に基づき，緊急支援物資として携帯カイロ325個を筑波大学に
提供(３月23日)

東海・
北陸

富山大学

○国立大学協会の取りまとめの下，福島大学へ緊急物資支援を実施（３月２２日）
○子どもの笑顔元気プロジェクトへの支援（合計段ボール17箱分のおもちゃと絵本，乳幼
児衣類を送付）（４月２２日）
○宮城県山元町立山下小学校へ支援物資（チョーク１，０００本、救急用品）を送付（子
どもの学びポータルサイトを通じた支援）（６月１６日）

東海・
北陸

金沢大学

・福島大学へ救援物資送付（3月22日送付/3月23日到着）
　　物品リスト【食糧，飲料水，携帯カイロ，灯油，家庭用薬品，ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ　等】
　　　（複写機用紙は業者から寄付）
・東北大学電気通信研究所へ電気ストーブ5台送付（3月28日送付/3月30日到着）
・福島県浪江町が二本松市に再建予定の中学校に附属中学校保有の机及び椅子
　１１０セットを寄贈（7月21日送付）
・被災地区の工業高校に理工学域保有の旋盤（２台）を送付予定（10月13日）

東海・
北陸

福井大学
○福島大学へ食料，飲料水，灯油，医薬品，紙おむつ，粉ミルク等を提供（3月23日）
○岩手大学へノートパソコン３台を提供（6月8日）

東海・
北陸

岐阜大学 福島大学への救援物資搬送（４ｔ車1台　食料・水・衛生用品等）3月28日

東海・
北陸

静岡大学

○サーベイメータ10台、ポケット線量計24台を被災地の大学に無償提供。（4月20日）
○緊急物資を確保し、被災大学からの要請に対応できる準備を整えた。救援予定先大学か
ら、救援物資の受入れ許容量を超えている状況等から輸送は控えて欲しいとの要請があ
り、待機していたが、国大協を通じ、当面は充足しており輸送不要である旨の連絡があっ
た。（6月13日)
URL:http://www.shizuoka.ac.jp/th_earthquake/eq_taio.html

東海・
北陸

浜松医科大学 学生有志が地域住民に支援物資の提供を呼びかけて回収し、現地へ送付（3月20日）

東海・
北陸

名古屋大学
東北大学病院を通じ、患者給食、医薬品及び医療材料等合わせて20トンを提供（３月１６
日）
ＩＴ関連機器（ノートパソコン８８台等）の輸送（岩手大学）
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東海・
北陸

愛知教育大学

○緊急支援物資として宮城教育大学へ精米２７キロ，ガソリン７０リットル及び本学の備
蓄品等を提供(３月１８日）
○国立大学協会の呼びかけにより緊急支援物資として福島大学へ食料品，灯油等を提供(３
月２４日）（http://www.aichi-
edu.ac.jp/intro/files/AUENews13_110401_2.pdf）
○附属岡崎小学校が１１月上旬から古タオルを回収して，手縫いして「古雑巾」を作成
し，５１５枚を南相馬市立太田小学校に送った。併せて，募金活動を行い，ロング手袋１
９個，防塵マスク１６個を，古雑巾とともに，南相馬市立太田小学校とその周辺の除染活
動を支援する物資として送った。さらに室内で楽しめるゲーム，除染用ネット，テレビ電
話用機材も送った。

東海・
北陸

名古屋工業大学
○緊急支援物資として水7,200本、乾パン10,240食、カイロ100個、レトルト食品600
食等を提供(３月１９日) URL:http://www.nitech.ac.jp/news/2011/749.html

東海・
北陸

豊橋技術科学大学

○独立行政法人国立高等専門学校機構を通して被災高専へ水1920本（500ml)，食料（中
華そば，五目ご飯等約500食），トイレットペーパー（2000個），ゴミ袋（2500枚）
他提供（３月17日）
○福島大学へ水1,925本（500ml)，食料（中華そば，五目ご飯等約500食），トイレッ
トペーパー（2000個），ゴミ袋（5000枚）他提供（３月19日）

東海・
北陸

三重大学

○国大協からの要請に基づき、本学備蓄物品から福島大学への支援物資を準備。福島大学
からの発送要請が入り次第発送予定。（現在発送要請なし）
※食糧（アルファ米）3,000 食、飲料水(500ml)1,980 本、携帯カイロ240 袋、
　　簡易マスク11,000 枚、灯油180l、トイレットペーパー200 個、乾電池150 個 等

東海・
北陸

北陸先端科学技術大
学院大学

飲料水、家庭用薬品等を福島大学へ送付（３月２２日）。

近畿 滋賀大学

○３月１９日（土）に、福島大学へ下記の支援物資を輸送
レトルトパックごはん ２万７千食 カンパン １万４千８０食
みそ汁 ８００食 スープ ４００食
飲料水（２Lボトル） ４５００本 毛布 ８００枚
アルミマット ８００枚 タオル ４５００枚
サークルライト ４台 簡易トイレ ６式
緊急用浄水装置 ２台 救急箱（５０人用） ２セット
防水シート １００枚 トイレットペーパー １５００ロール
ガソリン ４０L  フェイスマスク ３６００枚
http://www.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=topics:1411

近畿 京都大学

・本学の災害備蓄食料の一部（約４，０００食分）を提供
・医学部附属病院にて医薬品及び医療材料等を提供
URL:http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/education/info20110317.html
・情報学研究科からＩＣＴ機器（パソコン、プリンター等）を提供
URL:http://sites.google.com/site/ictfriendshipkyotouniv/
・その他、研究科・講座単位等にて提供
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近畿 京都教育大学

○附属学校の支援可能物資を文部科学省「子どもの学び支援ポータルサイト」に登録し
た。
○「ソフトボール用バット」の支援が実現した。
○「ストップウｵッチ」「トランシーバー」「サッカーボール」の支援が実現した。
○「卓球ラケット」「ドッジボール」「ソフトバレーボール」「バレーボール」「バトミ
ントンラケット」の支援が実現した。

近畿 京都工芸繊維大学

○緊急支援物資として保健室用品（カットバン、ガーゼ、湿布等の医薬品）一式を提供（4
月20日）
○緊急支援物資として防災用毛布5枚を提供（4月27日）
○緊急支援物資としてトイレットペーパー 700ﾛｰﾙを提供(5月10日)
URL:http://www.kit.ac.jp/01/shinsaitaiou.html

近畿 大阪大学

○岩手大学にトイレットペーパー（１００ヶ入）約５０箱、単１電池１００本、単３電
池：１００本、単４電池２０本、ストーブ１０台等を提供（３月２８日）
○福島県に単４電池７５６本を提供（４月１５日）
○福島県に単４電池１７８本を提供（４月２８日）

近畿 大阪教育大学
◯国立大学協会からの要請に基づき，緊急支援物資を提供できるよう，支援可能な物資の
確認を行った。

近畿 兵庫教育大学

・附属中学校生徒がワイシャツ（襟付きシャツ）を収集し，別に作製した「布袋」に詰
め，５月２４日，80セットを宮城教育大学附属中学校等に発送した。
・文部科学省・国立大学協会からの照会に基づき，被災者に対する本学で実施可能な支援
事項の情報を提供した。

近畿 神戸大学

○保存食とミネラルウォーター約1万5千食を東北大学に提供(3月22日)
　http://www.kobe-u.ac.jp/info/topics/t2011_03_22_03.htm
○文部科学省「子どもの学びポータルサイト」を通じ，附属学校の保護者の協力を得て，
学用品やパソコン，衛生用品等を被災地の小学校等5校に提供（H23年4月，5月，6月(2
回)，11月）
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110428/edc11042812100001-n1.htm
○小中高生用参考書、書籍、文具等、合計１４箱を、気仙沼市の(有)家庭教育情報センター
に提供(4月7日)
　http://rcuss.wordpress.com/2011/04/07/

近畿 奈良教育大学

○被災地所在大学への送付のため、次の災害物資を確保。（国大協からの送付指示があり
次第、送付可能）トイレットペーパー：6000個、ゴミ袋：6000枚、消毒液アルポナー
ス：24リットル、乾電池単３型：500本、乾電池単４型：500本、簡易マスク：6640
枚、紙皿：20000枚、割り箸：3000膳
○ユネスコスクール支援大学間ネットワークをベースとする支援として、学内で衣類・文
具等を募集し、集まった物資を送付した。
http://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/SECRETARY/higasinihondaisinsai.html
○支援物資として、衣類及び文具品等を３７箱（４月１日）、衣類等２８箱（４月６
日）、お手玉・文房具等９箱、学用品等（段ボール５箱）　（４月１９日）を東北大学及
び気仙沼教育委員会へ提供
http://www.nara-edu.ac.jp/ADOMIN/SECRETARY/ASPUNsupport.html
http://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/SECRETARY/otedama_project.html
○奈良教育大学附属中学校から気仙沼教育委員会へ、学用品や衣料品を中心に段ボール８
４箱及びストーブ８台を送付した。
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近畿 奈良女子大学

○国立大学協会の要請により、本学において準備できる災害救援援物資（食糧2,000食、
水12,000L、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ1200ﾛｰﾙ他を報告し、直ちに搬送できるよう倉庫に準備した
が、４月末現在において搬送の要請がなかった。その後においても搬送の要請がなく、ま
た同要請が解除となったため、上記支援物資の確保は解除した。
○附属中等教育学校は、ユネスコスクール及び本校生徒会を通じて、衣料品及び学用品を
被災地拠点に随時発送した。（４月中）続いて陸前高田市へ、水1.8トンを送った。（５
月）また、後援会から、石巻市立住吉中学校吹奏楽部にホルン（約30万円）を寄贈した。
（５月）さらに、生徒会活動として、福島県立小高商業高校にクリアファイル1000枚と
ボールペン250本を送り（６月）、宮城県山元町立山下中学にクールネクタイを300本
送った。（７月）生徒会活動として、宮城県七ヶ浜町立七ヶ浜中学にA4ファイル3000
冊、デジタル体温計10本、ラミネーター１台を送った。(12月）

近畿 和歌山大学

国大協へ支援物資リストを提出し、しばらく待つように指示を受けている。
パソコンを被災地学校に送付した。
○福島県立平養護学校からの要請により、デスクトップパソコン３台を無償提供
○福島県教育員会からの要請により、福島県立富岡高校（現在は福島北 高校内）に、ノー
トパソコン２台を無償提供
○岩手大学よりＩＣＴ機器の提供依頼があり、ノートパソコン４台を無償提供
○宮城県気仙沼市立大谷幼稚園にノートパソコン３台を無償提供
○東日本大震災緊急救援市民会議事務局に中古ＰＣデスクトップ１台
○宮城県立気仙沼支援学校にカンパン100缶サバイバルシート100個

中国・
四国

鳥取大学

○緊急支援物資として、簡易マスク２０，０００枚、水１６，２００本(500ml)を提供(３
月１６日～４月４日)
○宮城県内及び福島県内の小・中・高等学校等に、パソコン・パソコン用プリンター・移
動式黒板・顕微鏡・長机・パイプ椅子・手回し発電機付きラジオ・チョーク・ボールペ
ン・フラットファイル等を提供
(文部科学省「子どもの学び支援ポータルサイト」等を通じた支援)

中国・
四国

島根大学

○緊急支援物資として消毒液，カイロを岡山大学を通じ東北大学へ提供（3月１７日）
○緊急支援物資として農場で生産しているトマトジュース30箱（900本）を出雲市を通じ
福島県へ提供
　（3月17日）

中国・
四国

岡山大学

本学及び鳥取大，島根大，徳島大，鳴門教育大，香川大，愛媛大及び高知大の支援物資
（食料：α飯４７９５食，カップ麺１８６３食等，水５６５７本，カイロ４６０７個，毛
布等）を１２トントラックへ満載し東北大へ輸送した。
ユネスコスクール支援大学間ネットワーク加盟校である東北大学大学院環境学研究科を通
じて，防寒着等の支援要請を受け，段ボール箱３８箱分を送付した。衣類は，東北大学を
通じ，気仙沼市教育委員会へ届けられた。



【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

中国・
四国

広島大学

○東北大学及び福島大学への支援物資（国大協取りまとめ：１１ｔトラック２台分）を提
供(３月１９日発送)
○東北大学（歯学部）へ義歯洗浄剤及び義歯ケース（各３００）を提供（４月１４日発
送）
○「子どもの学び支援ポータルサイト」により岩手県大槌町教育委員会へ，箒及びちりと
り（各３０）を提供（４月２６日発送）
○岩手大学から依頼のあった情報機器（ノートパソコン １７台，プリンタ ６台，スキャナ
２台，ネットワーク機器 ５台）を提供（５月３１日発送）
○　「子どもの学び支援ポータルサイト」により宮城県石巻北高等学校へ救援物資（電気
スタンド6台，鉛筆削り1台）を提供（６月１５日発送）
○　「子どもの学び支援ポータルサイト」により宮城県石巻市立相川保育園へ救援物資
（パソコン用ソフトウエア ２個）を提供（８月１９日発送）
　　http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html

中国・
四国

山口大学
○緊急支援物資として，福島県立医科大学に物資を支援（３月２３日）
   内訳　マスク　162,000枚，プラ手袋　19,000枚，患者用非常食，その他食器類等
   総額　３４０万円相当

中国・
四国

徳島大学

○筑波大学附属病院の要請により食料品約2,700食を提供（3月16日）
○緊急支援物資として水600本、マスク12,000枚を提供(3月17日)
○緊急支援物資として医薬品3,500個、歯ブラシ600本、LEDペンライト30本、乾電池
34個を提供(3月23日)
○緊急支援物資として義歯安定剤30本、紙コップ2,000個、軍手600組、長靴30足を提
供(3月24日)
○緊急支援物資として義歯洗浄剤60箱、歯ブラシ300本、除菌ウエットティッシュ10
箱、LEDペンライト2本、乾電池18個を提供(3月28日)
○緊急支援物資としてエッセンシャルガウン504枚、メディカルキャップ500枚、紙コッ
プ500個、消毒用ウエットティッシュ500本、ペーパータオル1,020袋、ゴム手袋1,000
枚、歯磨き粉600本18個を提供(3月29日)
○緊急支援物資として貼るカイロ1,500枚、カイロ1,500枚を提供(4月1日)
○緊急支援物資としてゴム手袋500組、乾電池20本を提供(4月5日)
○ＮＰＯ法人ＴＩＣＯと連携して避難所へ雑誌約500冊を送付（4月18日）
   URL:http://www.tokushima-u.ac.jp/docs/2011041300040/

中国・
四国

鳴門教育大学

○平成23年3月17日　岡山大学を通じて東北大学へ，緊急支援物資として，「救急絆創
膏」等を提供(別紙リスト「鳴門教育大学災害救援物資リスト」のとおり)。
○平成23年4月11日　東北大学へ，緊急支援物資として，「防寒着，下着類，靴下」等，
段ボール24箱(約600点)を提供。
○平成23年4月18日　東北大学へ，緊急支援物資として，「文具，ピアニカ」等の学用
品，段ボール16箱を提供。
○平成23年4月21日　文部科学省「東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイト」を通
じて，宮城県女川町教育委員会へ，支援物資として，「子供用マスク600枚」を提供。
○平成23年4月28日　宮城県女川町教育委員会へ，支援物資として，「布団10組」，
「電子体温計50個」を提供。
○平成23年6月1日　文部科学省「東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイト」を通
じて，福島県大熊町立大熊中学校へ，支援物資として，「ホワイトボード 1個)」，「高圧
洗浄スチームクリーナー(ポータルブル) 1台」を提供。
○平成23年8月3日　文部科学省「東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイト」を通
じて，福島県富岡町小中学校事務局へ，支援物資として，「トイレットペーパー 240ロー
ル」，「飲料水(ペットボトル555ml） 48本」，「マスク(大人用)2,500枚」を提供。
※鳴門教育大学ホームページ
　URL： http://www.naruto-u.ac.jp/earthquake/



【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

中国・
四国

香川大学

○緊急支援物資として食料（リッツ缶 10缶）等を提供（詳細は別紙一覧表のとおり）
※岡山大学が中四国8大学分をとりまとめの上、自衛隊の車両にて、３月19日に東北大学
へ提供
○緊急支援物資として食料（白粥1.85ｋｇ、牛肉すき焼き22.8kg）を提供（３月25日）
※医学部から三木町経由で自衛隊へ依頼

中国・
四国

愛媛大学

○緊急支援物資として，非常食（α米）4,745食を始め，携帯カイロ，簡易マスク，割り
箸，ストーブ，消毒用アルコール，毛布を提供した。(３月１７日)
○附属小学校PTAの呼びかけで、ランドセル、文房具を被災地の子どもたちへ贈った。
（４月上旬）
○５年生が声かけを行い、文房具を赤十字社を通して被災地の学校へ送った。（８月、１
２月）

中国・
四国

高知大学

○緊急物資配送ボランティアを通じた物資支援
URL http://www.saigaimessenger.info/
○高知市自主防災グループとの連携による福島県、宮城県への子供向け物資の提供
○立命館大学等との連携による、女性用アメニティセットの提供
URL http://ameblo.jp/ibousai-rits/
○緊急支援物資として、非常食５９４食、飲料水１２７８本外を提供(3月17日)
　詳細別紙のとおり
○文部科学省が開設している子どもの学び支援ポータルサイトにて支援物資として青ボー
ルペン（20本×5箱）、経皮鎮痛消炎剤240枚、手指消毒液80本、 精米（５㎏）20袋、
マスク2000枚を提供（4月22日、4月28日）
URL　http://manabishien.mext.go.jp/

九州 福岡教育大学

○緊急支援物資として，九州地区大学の取りまとめを行う九州大学に，トイレットペー
パー約７２０ロール，消毒用アルコール約３４０本，マスク約２０００枚などを送付（３
月２３日）
これらの物資は被災地の東北大学に送られた。
　http://www.fukuoka-edu.ac.jp/2011earthquake.html#05

九州 九州大学

・九州地区の11国立大学法人からの救援物資を九州大学でとりまとめた後、鹿児島大学
「かごしま丸」により博多港から新潟大学まで搬送。国立大学協会の指示に基づき、新潟
大学から物資を必要とする大学へ搬送。
・歯学研究院が、全国歯科大学学長・歯学部長会議常置委員会の要請に応じて、東北大学
歯学部からの要望リストに基づき、医薬品等を支援物資として提供。
・薬学研究院が、東北大学病院からの食糧確保の協力要請に対して、杏林大学経由で米と
缶詰を搬送。
・工学研究院が、岩手県水産部の水産廃棄物処理の情報収集やIT機器の支援に協力。
・システム情報科学研究院が、研究室の自発的支援として、3月29日に、永年の共同研究
体制にある東北大学電気通信研究所の研究室に物資（食料品、飲料水、日用品、医薬品
等）を送付。

九州 九州工業大学
○国立大学協会の依頼に基づき、学内にある日用品、テント等の物資を被災地域の大学に
　　提供した。（３月２２日発送）

九州 佐賀大学
○　緊急支援物資としてマスク、トイレットペーパー等段ボール５０箱程度を提供（３月
２３日）



【２．救援物資等】　①緊急物資支援

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

九州 長崎大学

○緊急支援物資として、マスク、ゴミ袋、手指消毒液、毛布、ダンボール、タオル、トイ
レットペーパー、紙おむつ、粉ミルク、乾電池、懐中電灯等を提供（３月１４日本学練習
船にて搬送）
○国大協と通じた緊急支援物資として、ブルーシート、ゴミ袋、トイレットペーパー、食
糧（カロリーメイト等補助食品）、飲料水、紙皿、割り箸、乾電池、カセットコンロ、コ
ンロ用ガスボンベ、生理用品等を提供（３月２３日）
○東北大学歯学部への緊急支援物資として使い捨てカイロ，歯ブラシ，歯安定剤等を提供
(３月２５日)
○長崎大学病院から被災地での診療材料及び緊急支援物資等を提供（別紙参照）

九州 熊本大学

○国立大学協会の要請を受け、食料、飲料、生活用品等の支援物資（約4トン）を提供し
た。（平成23年3月23日）九州地区においては、九州大学がとりまとめ、被災大学へ輸送
した。
○子どもの学び支援ポータルサイトによる物的支援
文部科学省が運営する「子どもの学び支援ポータルサイト」を利用し、石巻市教育委員会
へ支援物資を提供した。（平成23年7月20日）

九州 大分大学
国大協の緊急呼びかけを受け，学内に在庫しているマスク，トイレットペーパー，使い捨
てカイロ，電池，ブルーシート，寝袋等の物資を３月２２日に発送した。

九州 宮崎大学

○緊急支援物資として、水1,000本、カンパン1,008缶、ご飯1,040食などを提供(3月
19日)
○緊急支援物資として、水1,100本、カンパン1,100個、ご飯1,100食、粉ミルク106
缶、離乳食274食、生活用品（トイレットペーパー500個、ビニール袋125袋、ベッド
シーツ422枚、子ども肌着270枚など）を提供(3月21日) ※医学部同窓会からの支援分を
含む

九州 鹿児島大学

○ 水産学部附属練習船「かごしま丸」により九州大学を経由して家庭用薬品類2箱、使い
捨てカイロ4箱、ポリ袋類10箱など計40箱を提供（3月23日）
　・社団法人国立大学協会からの要請に対する被災大学および災害救援派遣団体等への支
援について（3月23日）
URL:http://www.kagoshima-u.ac.jp/information/2011/03/post-33.html
　・東北地方太平洋沖地震に係る救援物資輸送のため、かごしま丸が出航（3月23日）
URL:http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2011/03/post-58.html
　・東北地方太平洋沖地震に係る救援物資を輸送したかごしま丸が帰航（3月31日）
URL:http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2011/03/post-64.html

　上記において積み残しとなっていたトイレットペーパー8箱、手袋36箱、テント5箱な
ど計56箱を九州大学を経由して提供（4月4日）

○本学附属病院より、医薬品及び医療材料を東北大学へ提供（3月25日）

九州 鹿屋体育大学

○国立大学協会を通じて、携帯カイロ、簡易マスク、家庭用薬品、ゴミ箱、トイレット
ペーパー、ストーブ、ブルーシート、消毒液を提供（３月２２日）
○教職員から集めた防寒着、毛布等をグリーンコープを通じて提供（４月１日）
○鹿児島県肝属町役場を通じて学生サークルから提供のあったマスク・タオル・Ｔシャ
ツ・ジャージ・男女用靴下・下着・ばんそうこう・懐中電灯・電池等を送付(６月末まで実
施)
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九州 琉球大学
○国立大学協会より、東北大学への物資支援依頼があり、３月２２日（火）に附属図書館
所有のブルーシート９枚を九州大学（九州地区とりまとめ）へ送付した。


