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開催概要

• 日本語名称 佐藤 慧　東日本大震災写真展　 「明日への意志」

• 英語名称  "The Will for Tomorrow"  
　　Kei Sato's Photography Exhibition of the Japan Earthquake and 

　　　　　　　Tsunami Disaster in March 2011 and 1 year later

• 主催 エラスムス大学ロッテルダム・スクール・オブ・マネジメント
（RSM）インターナショナル・フルタイムMBA日本人学生

• 協賛  Nikon Europe B.V. 

• 開催趣旨 - 2011年3月11日の東日本大震災に際して日本に支援を
　　　　　　寄せてくれた世界中の人々への感謝の一環とすること

 　　 -日本の教訓を世界の人々と共有し、日本に対しての理解
　　　　　 を深めてもらうこと
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来場者について

第1回：ロッテルダム

開催日程  2012年3月5日（月）より23日（金）の3週間（日曜を除く）

開催場所 エラスムス大学　（オランダ・ロッテルダム） Jビル

来場者 延べ3,000人（RSM学生・職員・RSM受験希望者・在蘭日本人）

第2回：アムステルダム

開催日程  2012年4月16日（月）～5月11日（金）
開催場所 於　World Trade Center Amsterdam（アムステルダム）

来場者 各日数千人



来場者からのコメント

• How easily the media moves onto the next story, the next disaster, … it‘s good to 
stop and to remember… not to forget that things like this take years to recover fr
om. All strength to the people of Japan for whom this is a living memory. 
（メディアが次の話題、次の災害に移っていくことの何と早いことか。立ち止まり、思い出すこ
との大切さを感じました、このような災害は回復に何年もかかるということを忘れないように
するために。この災害を生きた思い出として抱えている日本の人々が力強くあれることを
祈っています）

• Dutch media all covered a lot… of the same repetitive images. These pictures just 
go beyond any imagination of  what it was like…Humbleness is in place here… Th
e beautiful picture of the smiling women fortunately shows that the Japanese did 
not break… though they had to bend down. 
（オランダメディアは繰り返し同じイメージを用いて、震災についてたくさん報道していまし
たが、この写真展の写真から、震災が実際のどころどうだったのか、想像を超える程度ま
で示してくれました。　そこにある謙虚さが写真から読み取れ、また、女性の笑顔の写真か
ら、日本人は苦難を強いられたけれど、幸いにも日本人は絶望しているわけではないのだ
ということを知ることもできました）
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来場者コメント　続き

• The whole world have to open their eyes and think differently. We can do something t
ogether.

（世界は現実に目を向け、考えを改めるべきです。私たちは何か一緒にできるはずです。）

• Thank you for sharing this with us in such a respectful way. I was moved to see the pe
rsonal notes accompanying the photos. Very sad – very real – very touching. 

（写真をこのように素晴らしいやり方で見せてくれてありがとうございます。写真のキャプションの

言葉に感動しました。大変悲しく、非常に現実的で、感動的でした）

• デン・ハーグから来ました。日本人として何かしたいと思うきっかけになりました。ありがとう

ございます。 （在蘭日本人来場者からのコメント）
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メディア掲載

イベント告知 イベント報告

RSM内 • RSM Alumni News Letter
• RSM MBA News

• RSM Outlook Magazine　（5月発行）
• RSM MBA Blog
• RSM MBA ソーシャルメディア

在蘭　
日系　
社会

• 日本大使館ウェブサイト
• ばいばいネット・イベント情報
• ポートフォリオ・オランダニュース
• Japan Helpen Kanウェブサイト（在蘭

東日本大震災支援コーディネート団体）

• 個人ブログ／ソーシャルメディア
•International Business Times

その他 •EXPATICA.com（ヨーロッパ内駐在者コミュ
ニティサイト）
•PhotoQ.nl　（オランダ内写真家の代表的
コミュニティサイト）
•Hello Japan!（RTV-Amstelveenラジオ局）

•EXPATICA.com
•PhotoQ.nl
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メディア掲載例
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募金活動

• 趣旨： まだ復興過程にある、写真の撮影された地域を支援するため。
復興に向けた、未来への投資。

• 方法： 会期中募金箱を設置し、来場者より寄付を募った

• 支援先団体： ママ＆ベビーサロン大船渡「こそだてシップ」
URL：http://kosodateship.org/
被災地で孤立して子育てをする母親や新生児に対する、地元助産師による支援を行う団体

• 回収金額： 計　600ユーロ
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付録

• World Trade Centerでの写真展の様子

• 写真家・佐藤慧について

• オープニングプログラム

• 展示写真一覧

主催者 RSM MBA 2013　日本人学生一同
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World Trade Centerでの写真展の様子

WTCのロビーに面したスペースで、外側からも写真を見られるようになっていたので、
WTCを通られる多くの方が立ち止まり、写真を見ていました。



World Trade Centerでの写真展の様子

WTCのロビーに面したスペースで、外側からも写真を見られるようになっていたので、
WTCを通られる多くの方が立ち止まり、写真を見ていました。



World Trade Centerでの写真展の様子

各社の営業時間中は、大体いつも誰
かが部屋の内外を通り過ぎ、写真を
覗きこんでいました。
メッセージもたくさんいただき、多くの
方に写真を見ていただけました。



写真家・佐藤慧について

• プロフィール
– フィールドエディター・ジャーナリスト（株式会社スタディオアフタモード所属）
– 1982 年12月3日生、岩手県出身、東京在住
– ブログ（日本語）　http://ameblo.jp/keisatojapan/
– 東日本大震災により最愛の母を亡くして以来、大きな被害を受けた岩手県陸前高田市

の状況、人々の様子について取材を続け、国内外で発表している
– 震災以前はアジア・アフリカ地域の紛争問題を重点的に取材。ジャーナリストになる前

は、日米国際協力NPOを通じ、アフリカ・中南米にて、教育やHIV/AIDS問題に取り組む
• 主な活動

– スターバックスジャパン、松下政経塾等と共同で、陸前高田市にて「道のカフェ」を開催。
被災者を撮影し、励ます。日本各地のスターバックスのカフェに写真を展示

– BBCワールドラジオにて被災地の状況について報告（2011年12月）
– 共著 『ファインダー越しの3.11』（原書房・2011年）
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1. 主催者RSM MBA 日本人学生による RSM学生・職員に対する、 　　　写
真展・東日本大震災に関するプレゼンテーション
– 12:30-13:00 約50名が聴講
– 16:30-17:00 約80名が聴講

写真展オープニング・プログラム（1）
2012年3月5日（月）
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プログラム

1. 写真展および東日本大震災の概要

2. 佐藤慧の紹介、および佐藤慧氏からのビデオメッセージ

3. 主催者による東日本大震災の経験について（東京の状況・被災地でのボランティア経験）

4. 被災地団体の紹介および義援金支援の依頼



写真展オープニング・プログラム（2）
2012年3月5日（月）

2. レセプション
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プログラム 担当

1. RSM同窓生による開催挨拶 金 由梨氏（Business Development Director,）

2. RSM代表による開催挨拶 Hetty Brand-Boswijk氏（Director, Business Development)

3. Nikon Europe上條氏による挨拶 上條速人氏（Senior Advisor）



展示写真一覧

• パネル 29点の展示
– 写真　26点 （震災直後の状況14点、 1年後の状況12点）
– Nikon Europe B.V.よい 開催挨拶 1点、東日本大震災について 1点、佐藤慧紹
介 1点

• 震災直後と現状対比
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2011年3月
震災直後

2012年
1年後



2011年3月・震災直後の様子 (1)
1. Recognizing everything in front of me as scatte

red pieces of people’s lives, I could not help fee
ling dizzy.

2. In city center, there was nothing that was not d
estroyed.

3. Morning has come, but nobody comes around 
here.

4. This scrapped car in town seemed like a cold a
nd heavy coffin.
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2011年3月・震災直後の様子 (2)
5. Night has come, but no light from people’s live

s can be seen.

6. A sudden snowstorm has hit the town. Trying t
o prevent bodies being deteriorated, it seemed 
like a mercy of nature.

7. Standing in the middle of nothing but rubble, variou
s odors stroked my nose. The most acidic odor was 
the one from decomposing dead bodies.

8. White sunshine appeared too bright in dark wet to
wn. I kept walking one street running the middle of 
rubble.
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2011年3月・震災直後の様子 (3)

9. The only photo I found from my fully destroyed 
home captures my parents and our dogs.

10. The only pine tree that survived tsunami among 
70 thousands trees. Despite the effort of preser
vation, it is now slowly decaying.

11. The ground caved in about 80 cm and the sea c
orroded the land for 500 m. Many fish and shel
lfish were washed up on the roads.

12. The squashed road was running randomly with
out any destination. We were moved away fro
m everyday to extraordinary and the extraordi
nary is transforming into everyday.
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2011年3月・震災直後の様子 (4)

13. Massive tsunami destroyed everything without 
leaving even tiny bits. The destruction was ver
y detailed and nothing could remain as it was.

14. Smell of many flowers were covering a photo 
of my deceased mother. I feel like she is still 
there if only I turn around. Though her body 
has been deceased, I still feel her existence 
very closely. 
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2012年・1年後の様子(1)

1. 10 months after the earthquake disaster. Empt
y downtown was covered by snow.

2. Various stuffs for beloved deceased people we
re put in town.

3. A girl running through tiny streets of temporar
y housing.

4. Many new lives are being born in Rikuzen Taka
da.
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2012年・1年後の様子(2)

5. Mutual assistance of people encourages kids’ s
mile.

6. Mr. Kinno is a fisherman who manages apple fi
rm. He has cropped delicious apples.

7. Rubble covered town turning green.

8. Mr. Yoshino is a tatami mat craftsman who has 
re-started his business in a temporary store.
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2012年・1年後の様子(3)

9. Gradually, people are getting daily smile back.

10. Rice-cake making party at temporary facility in 
Yonezaki elementary school

11. Play ground in Takada elementary school, overlook
ing the mountain of rubble in the back.

13. Nature is slowly and gently covering the town that 
has been covered by rubble. 
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