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第 5章 「震災後」をどう生きるか 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地震が起きた時、私はちょうど家の自室に

いました。揺れが長いことに気づき、普段の

地震と違うと感じ、窓を開けたり物が落ちそ

うなところから離れて揺れが収まるのを待ち

ました。その後、TV で震度を確認した時は

いつもより大きかったのだと思うくらいでし

た。しかし、津波が押し寄せる映像、波に家

が燃えながら流されて他の家も巻き込んでい

く様子を見て、現実感が薄れていきました。

まるで、映画の一場面のように感じていまし

た。地震から一週間ほどは、あまりに大きな

被害や、原発事故により被害が悪化していく

状況に漠然とした不安を感じながらずっと

TVの地震報道を見ていました。あれほどTV

を見続けたのは初めてでした。直接被害はな

かった私が感じたのとは比べ物にならない恐

怖や不安を被災地の方々は感じ続けているこ

とと思います。 

しかし、秩序を保ち、大変な状況を耐え忍

ぶ東北の方々の姿は、海外のニュースで日本

高潔な被災 
 

早稲田大学文化構想学部4年 谷田部 亜希 

 

全国から集った「てらネット」の学生たち（会津若松にて） 
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人の驚くべき美徳と称賛されています。日本

国内でも、困難を耐えて行く東北を誇り、少

しでもその助けにしたいと義援金やボランテ

ィアなどの支援が集まっています。確かに被

災した方々に対しては、そのがまん強さは称

賛に値すると思います。しかし、被災した方々

のこのような忍耐強い姿勢を、高潔なものと

して称える風潮は、被災した方々の本心を押

しこめ、表面化しにくくさせるのではないで

しょうか。東北の方々は耐え忍ぶ人たちだと

ステレオタイプ化されてしまうと、少し多く

の要求が出てくれば、わがまま・ぜいたくと

受け取られる可能性があります。また被災地

の忍耐を高潔なものと尊び、見習わなくては

という気持ちが強まりすぎると行き過ぎた自

粛行動にもつながりかねません。 

 さらに、大人はがまんならなくなれば口に

出して主張することもできますが、子どもの

気持ちをくみ上げるのはより難しいでしょう。

自分の抱えるつらさや要望を言葉にできない

ような小さな子たちも被災地には多くいます。

避難所では被災地の子どもたちがお年寄りに

かたもみをして、癒しになっているというニ

ュースがありました。このように子どもたち

はいるだけで周りを癒し、被災地の未来を支

える明るい希望となりえますが、見た目には

明るく可愛い子供たちへのケアが欠けている

ように感じます。子どもは明るく元気なもの、

被災のダメージも吹き飛ばすはずとは考えず、

子どもたちの恐怖心や不安をちゃんと表に出

させて、消化し乗り越えられるようなケアが

必要であるはずです。 

 またボランティアに対しても、無私・奉仕

の精神が強く求められ、高潔なものととらえ

られがちだと思います。私自身、ボランティ

アは気軽に手を出してはいけないもののよう

に感じていました。やるなら覚悟が要るもの

というイメージがありました。被災地に入る

際には、食や寝床は自力でまかない、被災地

に迷惑をかけないようにするというのは確か

に当然のことです。 

しかし、それにプラスして被災地支援を第

一に考え、物見遊山的な気持ちは持ってはい

けないという精神面もボランティアには求め

られているように思います。被災地が今どう

なっているのか見てみたい、学生が社会経験

や進学・就職活動の一環で、といった理由で

ボランティアに参加するのは不謹慎でしょう

か。現地で真剣にしっかり働ければ、当初は

不純に取られかねない動機が混じっていても

いいのではないでしょうか。 

また、ボランティアに対する高潔なイメー

ジは特にボランティアに参加する（したい）

側に強いように思います。ボランティアに参

加してみたくても、以上のようなイメージか

ら、自分にできるのか不安になってしまいま

す。ボランティアを素晴らしいことと思う程、

参加のハードルが上がっていってしまいます。

はじめは気楽に参加することはできないのか

と疑問に感じます。 

 震災から 4 ヶ月以上が経ち、直後よりも被

災地の状況がメディアで流れることは減って

きました。実際に状況を目にする機会が無い

と、何だかとても大変なことになって頑張っ
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ている東北という印象だけになり、日々の節

電や自分に直接影響があるニュースにばかり

気をとられます。何だか頑張っている遠くの

東北ではなく、自分につながるものとして被

災地の出来事をとらえるよう覚悟をする必要

があるのでしょう。被災した方々や子どもた

ち、ボランティアを高潔なものと考えすぎず、

奇跡の復興がなされるのを待つのではなく、

実害を被っていない地域では難しいことです

が、自分も関係していることと認識する必要

があると思います。  

 

 

 

 

 

 3月 11日の夕方から、僕はバイトが入って

いたため、原付に乗ってお店がある藤沢駅に

向け出発した。原付でも片道 30分程かかるた

め、電車で行く方法もあったが、節約のため

にいつもバイト先までは原付で行っている。 

 震災当日は藤沢市内では停電はなく、お店

も普段通り営業していた。しかし、店内の雰

囲気がどこかいつもと違うようだった。そう、

お客さんの層が違っていたのだ。普段は早い

時間帯には高校生や大学生など若いお客さん

が多いのだが、この日は電車が関東各地で運

休になっていたため、いわゆる「帰宅難民」

のサラリーマンらしき人が居場所を求め、大

勢来店してきたのだ。 

 僕が務めているお店は朝 6 時まで営業して

いるため、帰宅できずに藤沢駅周辺をさ迷っ

ていた人たちが続々とやってきたらしい。お

店としては繁盛して嬉しいのだが、実は電車

が運休した影響で店員の中にも藤沢に着けな

い人がいたのだ。普段は少し対応が遅れたり

するとクレームをつけてくるお客さんも中に

はいたりするのだが、この日のお客さんたち

は事情を察してくれたのか、催促するような

クレームはなく、むしろ「こんな時にバイト

なんて大変だな」など、声をかけてくれる人

もいた。 

更には、オーダーを受けていると、「君の家

族は無事だった？」や「今の電車の状態わか

る？」など普段と比べてお客さんからたくさ

ん話しかけられた。他にも店内からは電車の

運行状況や「被害者は何名だ！」「何 kmまで

津波が来たらしい」といった会話が絶えず聞

こえてえてきた。バイト中だったために携帯

やテレビを見ることができなかった僕でも、

ある程度の近況を把握することができた。 

 余震もまだまだ続いていてので、揺れるた

びにお客さんは不安な声を上げていた。それ

に加え、お店の建物は結構年季が入っていて、

もしかしたら崩れるのではないかと僕は心配

していた。 

 お客さんの中には東京に出かけていて、東

海道線を使って帰宅途中に地震に遭い、藤沢

駅の少し手前で降されてしまったという人も

いた。そのお客さんは一人でお店に来ていた

のだが、お会計の時に「俺の家は静岡のすっ

ごく奥の方なんだけど、電車が停まっちまっ

て仕方なくここで降りたのよ。藤沢なんて一

度も来たことなかったのにさ…けど美味かっ

3 月 11 日 
 

早稲田大学社会科学部4年 八巻 太郎 
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たよ。また何かあって藤沢寄ったらこのお店

来るから！」と言ってお客さんは出て行った。

漫喫に行くらしい。 

 普段のバイト中にも話しかけてくるお客さ

んは結構いるし、「ありがとう」や「美味しか

った」と言われることも結構ある。そういっ

た言葉は何度言われても嬉しい。しかし、あ

の日に言われた言葉は特別だった気がする。

言葉では上手く表現できないけれど、すごく

ほっとした。 

 藤沢市内では地震の影響で人が死亡するよ

うな被害は何もなかった。僕にとっては、福

島や宮城といった近いようで遠い地が地震や

津波でとても大きな被害を受けていることは

知っていたが、現地にいるわけでも、地震で

停まった電車の中に閉じ込められたわけでも

ない。地震の後も結構普段通りに生活して、

夕飯を軽く食べて、原付乗ってバイト先に向

かって 24時まで働いたら帰宅する。そんない

つも通りの春休みの一日を送っていたつもり

でいたが、心の中には大きな不安があったの

かもしれない。 

震災当日は被害の状況が今のようにはっき

り分かっていたわけでなく、どんなことが起

きているのか、また、これからどうなってい

くのかまだわかっていなかった3月11日のあ

の夜だからこそ、不安だったのかもしれない。

その不安な心を、静岡に帰れなくなってしま

ったお客さんの暖かい言葉が和らげてくれた

のかもしれない。あの日はそんな力のある言

葉に出会えたと感じることができる一日だっ

た。 

 被災された方々も心に大きな不安を抱えて

いて、意識的でなくともその不安を和らげて

くれる何かを求めているのだと思う。それは

例えば近所同士の助け合いだったり、自衛隊

の救助・復興活動だったり、様々な地域から

訪れてくるボランティアだったり、形は色々

ある。 

 僕は東日本大震災が起きてから被災した方

のために何の救援もボランティア活動もして

いないので、何を言っても外野からのきれい

ごとになってしまうが、しかし今回の震災に

限らず、どんな時でも、人が抱える不安な気

持ちを少しでも軽くする・和らげることは大

切である。本当に忘れてはいけないことは、

他人を元気づけることは難しく、傷つけるこ

とは簡単なので、こういった緊急事態にいか

に人を元気づけるかを考えるべきであるとい

うことだ。 

 

 

  

 

 

3月11日の前、地震が起こった３月11日、

その直後について振り返り、そして今現在の

自分について考えてみようと思う。 

 2 月 2 日に私は試験が終わり、そこから私

は春休みを満喫していた。遊びに、アルバイ

トに、サークルの練習・合宿などで充実して

いた。3 月にあのような大規模の地震が起こ

るなど、全く考えもしなかった。 

 3月 11日の金曜日、私は久しぶりに中学時

3.11 の影響 
 

早稲田大学社会科学部3年 崎原 真理子 
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代の友人 3 人と遊びに出かけていた。その日

は、埼玉県大宮にあるスイーツパラダイスに

行った。制限時間 70 分でスイーツやパスタ、

カレーライス、スープなどを食べ放題できる

店だ。もうそろそろ終了時刻、というころに

地震は起きた。始めはすぐに治まるだろうと

思い友人とそのまま話していると、揺れは激

しくなる一方で周りのお客さんたちも机の下

にもぐり始め、私たちも下にもぐった。その

ときの状況は、机の食器がどんどん落ちて割

れ、スープをかぶったり、チョコファウンテ

ンのチョコレートが周りに飛び散っていたり

というような感じだった。 

その日のお客さんには女子高生も多く、彼

女たちは叫んでいたため余計に恐怖があおら

れた。スイーツパラダイスは７階にあったた

め、揺れも結構大きかった。揺れている中、

私は何度も「とまって」と念じた。しばらく

して揺れが落ち着いたころに避難経路の階段

を使ったが、壁が崩れていたりひびが入って

いたりして怖くなった。外に出ると街路樹が

風で揺れているのではなく、地震で揺れてい

ることが見てわかった。そして大宮駅からの

アナウンスが聞こえ、電車は全線停止だとわ

かったため地元の最寄り駅に向かって歩くこ

とにした。 

結局、友人のお父さんが車で迎えに来られ

るということで送っていただいて、21時ごろ

には無事に家に着くことができた。地震が起

きた直後すぐにしたことは、家族などの安否

確認だ。あのときは携帯電話がなかなかつな

がらず焦り、不安でいっぱいになったことを

覚えている。公衆電話や携帯電話などが使え

ないと誰とも連絡がとれないことに気がつく

ことができた。 

これは当たり前のことだが、普段どれだけ

さまざまな通信手段に頼っているのかが思い

知らされた。また、あとから考えてみると、

心配する相手がいることや自分を心配してく

れる人がいることは、ありがたくてとても幸

せなこと私は感じた。私たちは、いつ死んで

もおかしくない環境で生活している。交通事

故に遭うかもしれないし、天災に見舞われる

かもしれないし、急に病気にかかるかもしれ

ない。地震の直後には、日常での出来事、人

とのかかわり方を見直し大切にしようという

意識が高まった。 

 地震が起きて数日たつと、どのスーパーも

コンビニも品薄状態になった。私はトイレッ

トペーパーを探しにいくつものスーパーや薬

局を回ったが、どこも品切れだったことがよ

くあった。そのころは、遊びの予定もサーク

ルの練習も中止、アルバイト先も営業時間を

削減していた。運休していた電車も少しずつ

回復していたが、お花見なども自粛モードで

しばらく遠出はしなかった。ほとんど身動き

できなかったため、不謹慎かもしれないが正

直なところ暇としか言いようがなかった。 

関東地方の内陸の方は、福島県などと違っ

て震災の被害があまりなかったため、通常の

生活に戻るまでが早かった。確か３月の後半

には、すでに電車に乗って出かけていて、サ

ークル活動のように中止になっていたものも

徐々に再開していた。 
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 現在は、余震がまだ起こっている状態だ。

今生活している中で、私が特に気をつけてい

ることは節電だ。今までより電気のつけっぱ

なし等に敏感になるようになった。家ではク

ーラーがもう５年ほど故障しているため、扇

風機のみで暮らしている。これは自ら進んで

始めたことではないが、結果的に環境にも社

会にも、健康にも家計にもよい影響を与えて

いると思う。バイト先でも、冷房の温度は 28

度設定で、電気も一部消灯して営業している。

たまにものすごく寒いスーパーがあるが、そ

れはよいのだろうかと疑問に思う。節電を意

識してみると、日常生活で無駄は大量にある

ことを改めて実感した。それは電気以外のこ

とについても言えるだろう。 

 阪神淡路大震災があった 1995年、私は大阪

に住んでいた。幸いなことに、私が住んでい

た地域はあまり揺れなかったらしい。そのこ

ろ４歳だったため、布団の中でずっとビーズ

で遊んでいたという記憶ぐらいしかない。し

かし、地震への恐怖心は人より少し強いので

はないかと感じている。 

4歳のときと違って、今回の3月 11日の地

震では多くのことを考えさせられた。原発に

ついても今まで考えたことはなかったが、チ

ェルノブイリ事故についての資料も読んで調

べてみた。3月 11日のことや、そこから考え

たことはこれから忘れないだろうし、忘れた

くない出来事である。 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の死者は7月31日の警察庁の

まとめで、1万 5650人、行方不明者は 6県で

4977人となった。原発の問題、エネルギー問

題、農畜産物汚染の問題、被災者の労働・住

宅問題、震災孤児の問題など、震災から 4 カ

月以上も経った今もなお、日本は「災害」の

さなかにある。 

今私たちが最優先に考えるべきことは、こ

うした現実の問題をいかに解決すべきか、と

いうことである。しかし一方で別の視点から

見たとき今回の震災は、日本人の「日本人ら

しさ」が際立って表出する出来事にもなった。 

 

震災における日本人の行動の背景とは 

東日本大震災における日本人の行動や態度

が世界中で称賛されたのは有名である。以下

は海外のメディアによる評価である。 

 

『「商店の襲撃や救援物資の奪い合いが見られず、市民が

苦境に耐えていたことに感嘆」「日本の人々には真に高貴

な忍耐力と克己心がある」（NYタイムズ） 

 

「他の国ではこんなに正しい行動はとれないだろう。日本

人は文化的に感情を抑制する力がある」（BBCワールドニ

ュース）』 

【J-CASTニュースより】 

 

海外の日本に対する称賛・驚きの対象を 3

震災に見る日本人 
 

早稲田大学社会科学部4年 山崎 耕平 
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点にまとめると、日本人の①「震災に対する

平常心」②「他者への思いやり」③「秩序・

規律の維持」である。 

この 3 点はあくまでも、国民全体を平均的

に見た場合の、外国との比較であり、実際に

は日本でも個々の現場で様々な混乱は当然生

じている。 

しかし、世界中の各国が自国の災害事例―

例えば 2005年、米国におけるハリケーン・カ

トリーナ。各地で略奪・窃盗の報告が多数発

生した―との比較をした上で、共通に言及し

ていることからすれば、この【平常心】【思い

やり】【規律】は日本人の特質と捉えることも

できるだろう。 

ではこうした「日本人らしさ」の背景には

いったい何があるのだろうか。先に挙げた 3

点について述べる。 

 

「震災に対する平常心」 

和辻哲郎氏は著書『風土―人間学的考察』

の中で、世界の風土を、気候や自然との関わ

り方と関連づけて類型化している。この類型

上では日本はモンスーン型風土にあたる。欧

米の自然を「支配する」という自然観とは正

反対に、この風土のもと、日本人は自然に対

して「受容的」であり「忍従的」であると氏

は述べている。 

元来日本は農耕社会を築いてきた。モンス

ーン（季節風）によってもたらされる豊かな

雤は様々な動植物を繁殖させて豊かな自然の

恵みをもたらした。その一方で自然はときに

猛威をふるい農作物や住居をいとも簡単に奪

っていくことも日本人は知っていた。 

そこで日本人が身につけたものは「自然に

感謝し、受け入れ、ときにはあきらめて耐え

忍ぶことを繰り返して、自然とともに生きる」

ことだった。 

もしも海外の人々の目に、災害を前にした

日本人が平静を保っているように映るのなら

ば、それは自然との伝統的な付き合い方のな

かで育まれてきた「日本人の血」とも言える

のである。 

 

「他者への思いやり」と「秩序・規律の維持」 

被災地で救助隊員によって瓦礫の下から助

けられた老婦人が最初に発した言葉は「すみ

ませんね。」だった。 

都内で帰宅難民となり地下道で一夜を過ご

す人々は皆、人が通り抜けるスペースを確保

していた。救援物資の受け取りを待つ人々は

整然とした列を作っていた。 

 

こういった一つ一つのエピソードに海外は

驚いた。なかでも熱烈に日本人に称賛を与え

たのは中国人だった。モンスーン型風土、仏

教・儒教と共通点を多く持つ中国にこれほど

に称賛されるからには、日本人固有の背景が

あるはずである。 

 それは「島国」という特質ではないかと思

われる。中国や欧米、その他地球上の大部分

の地域は陸続きの環境にある。そのため太古

から領土や富を求めた民族間の争いが絶え間

なく起こった。略奪・競争の歴史のなかで「自

分のものは自分で手に入れる・守る」「自己主
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張をする」風土が醸成されていった。自らの

手で独立を勝ち取ったアメリカに個人主義礼

賛の傾向があると言われるのも同様である。 

 一方、周囲を海に囲まれた日本は、歴史上、

外敵の襲来が特別に少なかったと言われる。

そのなかで人々の意識は内に向けられ、仲間

同士のコミュニティーが重要視される。コミ

ュニティーのなかでは、調和を維持するため

利他的・協調的であることが最大の美徳とさ

れた。まさに「和」の精神である。 

しかし、これは「個人の利益を優先するこ

とは許されず、コミュニティーからの逸脱者

とみなされる『恥』を人々が恐れる社会」を

も意味し、両者は表裏一体の関係である。 

今回の震災においても、先に挙げたエピソ

ードを表とするならば、裏もやはりある。被

災を免れるために海外に住むことを考えた被

災地住人に対して、批判的な意見が多くみら

れたそうだ。 

個人の責任・判断で自分の身を守らねばなら

ないという意識の強い欧米人から見たとき、

それは「村八分」と映るのであろう。 

 表も裏も含めて、【思いやり】と【規律】は

こうした共同体のなかで生きてきた日本人な

らではの態度の現れだと見ることができる。 

 

おわりに 

ここまで、今回の震災を通して浮かび上が

った「日本人らしさ」を海外の目を通して提

示し、その背景を説明してきた。 

しかし、その説明は現代日本人を考えたと

き、必ずしも正確ではない。ことさら【思い

やり】と【規律】に関して、その背景として

説明した島国ならではのコミュニティーの存

在という前提が崩れ始めているからだ。海外

がその規律正しさを称賛する今回の震災にお

いても、事実略奪は発生していた。この事実

とコミュニティーの崩壊を直接結びつけるこ

とは安易にはできない。 

 しかし、略奪などが他国の例よりも圧倒的

に少なかった事実は、日本人である自分の感

覚と照らし合わせても、やはり先に説明した

背景との結びつきは深いのではないかと思う。

地域コミュニティーが崩れかけながらも、歴

史的に養われたその精神は今は「まだ」消え

ずに残っている。 

震災の経験をする前と後において日本はエ

ネルギー、安全管理などの分野で変化してい

くはずだ。その変化のなかには、コミュニテ

ィーの再構築という言葉も並ぶ必要があるだ

ろう。そしてこれらの変化を推進する中心と

なるのは、自分たち若者世代なのである。 

 

＜参考文献＞ 

・J-CASTニュース＜http://www.j-cast.com/＞ 

・和辻哲郎『風土―人間学的考察』岩波文庫、1979年 
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震災発生時の私 

3月 11日、東日本大震災が発生。東北では

宮城、岩手、福島を中心に多くの犠牲者が、

また東京でも震災による犠牲者がでた。 

この日私は何をしていたのか、その日のこ

とを 4 カ月たった今でも覚えている。その時

期私は、就職試験の勉強で毎日塾に通ってい

た。その日もいつもと同じように塾へ行き、

午前中勉強し、午後からも勉強する予定であ

った。しかし、塾についてからノートがなく

なっていることに気付く。そのノートは、自

分で要点をきれいにまとめた一番大事なもの

だったので、そわそわした私は家にノートを

探しに帰ったのであった。そして、家に着い

て 15分後に地震がきたのである。 

今まで大きな地震を体験したことがなかっ

た私は、揺れ始めたとき「死」を考えてしま

い、揺れている最中母に電話した。今までに

ない恐怖感に襲われていたのを今でもはっき

り覚えている。結局、その大事なノートは今

でも見つからないが、私はそのノートに守ら

れたのだと今では思っている。 

地震が発生した直後テレビをつけてみると、

映画にでてくるような映像が目に飛び込んで

きた。原発が爆発する映像、火災の映像、そ

して最も衝撃的だったのが、津波の映像であ

る。こんなことが日本で起きているのか、本

当に信じられなかった。 

 

震災発生後の私 

 震災発生の次の日、テレビではどの局でも

震災の中継をやっていた。余震が何度も発生

する中で、テレビは情報収集のためつけてい

なくてはならなかった。しかし、何度も繰り

返し震災の映像を見るたびに、自分自身も気

分が落ちてうつになりそうになった。さらに、

テレビでどんどん犠牲者の数が増えていくの

を見て、本当に心が痛み、これから日本はど

うなるのだろうと不安でいっぱいだった。で

も、被災地の人は家族や知人を失ったり、家

を失ったり、たくさんつらい思いをしている。 

また、これから生きていく上でも、津波を

見た人はトラウマになっていると思う。被災

地の人を考えると、私たちはどうなんだろう、

何ができるのだろう、どう生きていったらい

のだろう、と考えるようになった。 

 震災発生時、都心では電車が止まり、帰宅

困難者が多く発生し、電話もつながらない状

態が続き、混乱に陥っていた。そして、都心

でいつ直下型地震が発生してもおかしくない

と言われるなか、すごく不安を感じた。 

 震災発生後、私は「生きる」について考え

ることが多くなった。今まで生きていること

が当たり前で、「死」についてそれほど考えた

ことはなかった。でも、震災があって、多く

の犠牲者がでている状況の中で、人間はいつ

死んでもおかしくない、「死」と隣合わせなん

だと思った。私は毎日を普通に生きている、

ただその中には目標をもって努力したり、い

ろんな人との出会いがあったりと、充実した

3.11 以後の私 
 

早稲田大学社会科学部4年 前里 美奈子 
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毎日を送っているつもりである。それは今で

も変わらない。 

ただ震災後私の中で変わったのは、つらい

ことがあってもあまり気にしなくなったこと

である。それまでの私は、つらいことがある

とそのときはとことん落ちて、次の日から笑

って過ごすことで乗り切っていた。でも今は、

このことに加え、生きていることへの感謝の

気持ちを持つようになった。つらい思いをす

ることができるということは、生きていると

いうこと。勉強なんてもうしたくない、と思

っても、勉強したくてもできない人もいるし、

勉強ができる環境にいることだけで幸せだと

思うようになった。 

 そして、今回の震災で一番感じたのが人の

つながりである。東北の人はいまだに避難所

生活をしていたり、大事な人をなくしたり、

つらい毎日を送っているけど、頑張って前を

向いて生きているのは、人と人との支え合い

があると思う。まさに人は一人では生きてい

けないという言葉通りである。 

東京では、人のつながりの希薄化という問

題がある。地域の密着もなくなってきている。

人口が流動化する東京で人とのつながりをつ

くっていくことは難しい。私は今公務員を目

指しているけど、もともとは人が好きでなり

たいと思っていたが、「てらこや」の活動に参

加したり、今回の震災を体験して、地域のつ

ながりをつくっていけるような仕事に携わっ

たり、そういった活動をサポートしていける

ような仕事に携わりたいと思うようになった。 

今後いつ震災が起こってもおかしくない状

況で、人が支え合っていくことができるよう

な社会にしていかなければならない。その際

に、地域での居場所づくりはとても大事にな

ると思う。 

 このように、震災を通して、私は「生きる」

こと、「人のつながり」を考えるようになった。

これらの考えたことを、今後生きる上でもっ

と考えていきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 この度の地震で被災された方々にお見舞い

を申し上げますとともに、お亡くなりになら

れた方々には心よりお悔やみ申し上げたい。 

正直に言うと、私はこの未曽有の大災害に

ついて正面から考えることのできていない日

本人の一人だと思う。実際地震の被害は受け

ていないし、被災地にボランティアに行った

わけでもない。幸か不幸か、地震の被害の生々

しさを直接感じておらず、節電などの日常生

活にささいな影響が出ただけで、おおまかな

ことが元に戻ればまた震災前となんら変わら

ず何不自由なく暮らしている人間である。学

校生活もアルバイトも大して変化もなく、い

つものようにめまぐるしく過ぎていくので、

あんな大震災が起きたことすら忘れてしまう

瞬間もある。 

もちろんたくさんの人がつらい思いをして

いるだろうなあとか、早く復興できたらいい

東日本大震災で感じたこと 
 

早稲田大学社会科学部3年 村井 妙 
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なあ、東北頑張れ！ぐらいの誰でも考えてい

ることは思っているが、やはりどこか傍観者

なのである。 

しかしその裏では、1万人の人が亡くなり、

今もなお行方不明なのだ。自分の周りでは被

害を受けた人は本当にいないから被災地と少

しでも距離があればそこまで多くの人の命が

奪われたとは想像もできず、遠い国で起こっ

たことのように受け止めることから若干逃げ

ているという気もする。自分がそうであるか

らあまり人のことは言えないけれど、そんな

ふうに感じている人も少なくないのではない

かと思う。 

さすがに日本国民全員が被災地の人たちと

同じ気持ちになれるわけはないが、忘れるこ

とはできない事実として私たちは目をそらさ

ずに考えなければいけない。私がこのままの

感情で終わらないためにも、たとえ地震につ

いてほとんど知らなくてもこのテーマにしよ

うと思った。 

 

東京では今はすっかり元の生活に戻ったけ

れど、私も地震が起きた頃は今のような地震

前とあまり変わらない生活ができるなんて思

えなかった。テレビで見る津波の映像も信じ

られなかった。 

そのときはサークルの合宿で群馬県にいて、

宿のテレビからしか入ってくる情報がなかっ

たので、とにかく大変なことが起きていると

いうことしか分からなかった。ニュースの情

報ではどんどん死者が増えていき、流れる映

像も街だったところが海になっていて、日本

で起きている出来事だとは信じ難かった。 

本当に良かったと思えることは、地震が起

きたとき一人ではなく、サークルで約 40人の

人と行動していたので、あの映像を一人で見

て、余震が起きたときに一人で不安になると

いうことはなく過ごすことができたことであ

る。一人だったら本当にもっと恐い思いをし

たのではないかと思う。その日早朝に起きた

別の地震も大きかったがもしも一人だったら

ただただ恐くて、またいつ起こるか分からな

い地震におびえていただろう。 

また幸いなことに 40 人の仲間の安否が分

かったわけだから、大きな不安もなく運が良

かったと思う。そのときはちょうどスキーの

大会で群馬に来ていて地震の次の日は大会最

終日だった。最終日は団体種目で、それの結

果により優勝が決まる大事な日だったのだが、

地震の影響で中止になってしまった。選手で

ある先輩たちはこれが最後の大会なので、こ

の日を思ってずっと練習していたがそれを披

露する機会もなくなってしまった。中止にな

ったと聞いて先輩たちはみんな泣いていた。 

私も残念だとは思ったが、正直泣けなかっ

た。もちろん自分は選手ではなく来年できる

から先輩たちがかける思いとはまた違ってい

るけれど、前日に無数の車が津波に押し流さ

れている映像を見て、自分たちが最終競技ま

でできなくてつらいとは思えなかったのであ

る。頑張ってきた練習の成果を披露できて毎

年感動する大会なのだが、その感動というの

は安全な環境のなかで当たり前のことが当た

り前にできるという条件のうえにあると思う。 
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多くの命が犠牲になり、危険にさらされて

いるという状況のなかで今までと同じ気持ち

でものごとを考えられるかというと、そうで

はないはずである。自分たちがいかに恵まれ

た条件のなかで生きてきたかということを思

い知った。私たちが今まで積み上げてきたも

のはすべてその条件があってこそのものだか

ら、揺るぎないものだと思っていても想定外

の出来事が起こってしまえば、こんなにも脆

く崩れてしまうのだなあと思った。 

しかし、被災地の人々は常識が通じないほ

どのこの災害の中で大きな混乱も出さずに毎

日をしっかり生きている。そこには想像でき

ないほどの苦労があると思う。私は恐いと思

っても、結局自分自身のことしか考えてなく

て、自分の生活が普段通りになれば、震災の

ことを忘れかけてしまうのだ。 

人間は自然の前ではちっぽけで無力な存在

であり、人間の思想だとか正義だとかは簡単

に吹き飛ばされてしまう。しかし生きていれ

ば一度吹き飛ばされたものでももう一度立て

直すことはできるのだ。まだ実現できてはい

ないが、そんな気持ちを持ってこれからもっ

と被災地のために自分のできることを見つけ

ていきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3月11日に起きたこのたびの東日本大震災

は、被災地に甚大な被害をもたらし、日本だ

けでなく海外の国々にも物理的、精神的に

様々な分野で多大なる影響を与えた。 

 私自身、大地震の揺れを東京駅付近で体感

した。大地震といえば私がこの世に生を受け

てから国内外問わずいくつか起こっており、

そのたびに世の中を騒がせていたイメージが

あるが、私は今回の東日本大震災が、世間的

にそれまでの震災とは一味違うものに感じら

れてならなかった。 

東日本大震災が起こって早４ヶ月が過ぎ、

事あるごとに大震災の事やそれにまつわる事

に触れたり考えたりしてきた。それらを踏ま

えてこの機会に改めて、今回の東日本大震災

がなぜ特別なものに感じられたのかを分析し、

そこから得られる社会的な影響をみていきた

いと思う。 

特別に感じた理由としてまず初めに、あれ

だけの規模の地震を実際に多くの人が体感し

た、ということが挙げられる。 

就職活動のために東京駅付近のカフェにい

た私は、周りの人がパニックになってビルの

外に駆け出していく姿を見、私も外に避難す

る際に高層ビルが大きく左右に振れている状

態を見た。実は東日本大震災が起こる前に、

スマトラ島やニュージーランドでも大規模な

東日本大震災による 

価値観の変容について 
 

早稲田大学社会科学部4年 甲斐 大輔 
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地震は起きており、日本でも報道は頻繁にさ

れていた。しかし、それらの報道を他人事の

ように捉えていることに、今回の地震を体感

して初めて気付かされた人は多いのでないだ

ろうか。私自身もそうであったが、距離は離

れていれども当時の被災者に対して、大した

感情や思考を持てていなかった自分自身にシ

ョックを受けた事を覚えている。 

それと加えて、これまでの震災と今回の震

災を隔てる最も大きな要因となったものは、

情報の量や質がこれまでと比べ向上した事な

のではないかと考える。そしてその一翼は新

しいメディアが担っていると思う。 

大震災では良くも悪くも新たなメディアが

大活躍した。ここでいう新たなメディアとは、

近年登場した Facebook や mixi などの「ソー

シャルネットワーキングサービス」と呼ばれ

るもの、twitterやtumblrなどの「ミニブログ」、

UstreamやYOUTUBEなどの「動画共有サー

ビス」などのことである。これらのメディア

を利用して、在京キー局が情報発信を行った

り、政府が被災地の要望に答えたりしたこと

も事実としてあった。 

気付けば私自身、余震が収まらない今でも、

地震の情報はテレビやラジオなどの既存のメ

ディアではなく上記のメディアで確認する癖

ができている。それはテレビやラジオを私が

所持していないという理由よりも、情報の取

得速度が既存のメディアと比較して速く感じ

ることと、より“真実”に近い情報が得られ

ると思っているからだ。 

新しく登場したメディアはその性質からそ

れぞれが得たい情報を見つけやすい仕様にな

っており、今問題となっているスポンサー等

によるバイアスのようなものもかかりにくい。

その代わりその情報が真実か否かを判断する

のはそのメディアを利用する側に委ねられて

いる。何が正しくて何が間違った情報なのか

を自分自身で見極める事が前提としてあり、

その事を大部分のユーザーが認識している。 

 昨今では「ユビキタス社会」という用語が

叫ばれ、このようなメディアも登場し利用者

数も増加してきたが、そのおかげで人々はよ

り臨場感を持って今回の東日本大震災を受け

とめている感触を持つ。以下新聞記事を引用

する。 

 

ハンマーで指輪破壊の「離婚式」、震災で問い合わせ3倍に 

 東北を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災は、

夫婦生活にも影響を及ぼしているようだ。結婚指輪をハン

マーで壊す儀式「離婚式」の問い合わせが、震災前の約3

倍に上っている。 

 13 年間連れ添った夫婦が都内で 3 日、離婚届提出の前

日に離婚式を挙げた。2 人は互いにハンマーを握り合い、

最後の共同作業として結婚指輪をたたきつぶした。この夫

婦は大震災を機に人生の価値観を再考した結果、離婚を決

意したという。 

 離婚式プランナーの寺井広樹さんは、離婚式への問い合

わせが急増している理由について、震災が人生の優先順位

を今一度考え直させ、そこで夫婦が価値観の相違に気付く

ためではないかと話した。 

［2011.7.4「ロイター」より引用］ 

 

 上記の記事にある通り、3.11 やそれをめぐ
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る出来事により、自身の今の状況やこれから

の生き方等を見直すきっかけを得た人は少な

くないのではないだろうか。 

 上記の新聞記事に加え、最近私の周りでも

震災によって自分を見つめ直す人が増えたと

感じることがある。私は現在、世でいう就職

活動の時期にあたるため、就職活動をしてい

る友人とよく話すのだが、中には震災を機に

就職活動をぱったりやめた人や、震災前に進

路が決まりそこへ進む予定だったが思い直し、

もう一度一からやり直すという友人もいた。 

 今回の地震を実際に体感した人は相当数存

在しており、実際に体感していなくても様々

な情報源から臨場感の伴った情報を受け取っ

た。それによりそれぞれが大震災そのものだ

けでなく、それに付随する様々な事象から、

世の中や自分を顧みるきっかけを得、上記の

記事のように社会的な立場や評判よりも、自

分の人生をより価値あるものにしていこう、

という機運が高まり広まったのではないだろ

うかと私は感じている。 

 

 

 

 

 

 3月 11日 14時 46分、私は自宅のリビング

でうたた寝をしていました。緩やかな揺れを

感じて地震かなと思った途端、ぐらっと床が

揺れ出し今まで体験したことのない大きな揺

れを感じました。いつものようにすぐに収ま

るだろうと思っていたけど、なかなか終わり

ません。段々揺れが大きくなるような感じが

して、一瞬恐怖を感じました。でも、今まで

で一番大きな地震の揺れ、小学生のころ地震

車で体験したのと同じくらいの揺れを感じて、

途中からはなにかのアトラクションに乗って

いるような楽しい感覚になっていました。テ

レビが倒れないように、食器棚から食器が飛

び出さないように必死に抑えて、長い地震は

過ぎて行きました。 

家族と「大きかったね、長かったね、震源

地はどこだろう」と呑気にテレビをつけると、

大騒ぎでした。各局が関東近郊の地震の被害

状況を伝え東北支部放送に切り替わり、建物

の崩壊や列車の運行状況、停電地域、震源地、

マグニチュード、津波の予想・・・誰もが慌

てふためいていました。そんな状況でしたが、

私は夕方から 2 カ月も待った高校の友達と会

う約束があり、電車の再開を心配していまし

た。みんなと連絡を取ろうと思っても「繋が

らない・送れない・返ってこない」のでmixi

で安否確認や約束の延期などのやりとりをし

ました。 

そんな時間も、テレビでは東北の地震被害

や港が溢れている様子や沿岸部の町に津波が

浸入していく様子を伝えていましたが、まさ

かこれから何千人もの人が亡くなるなんて考

えもしなかったし、こうしてテレビに映って

いる津波の下に飲まれている人がいるなんて

全く思いませんでした。津波が町を侵攻して

いく映像を見て「みんな逃げてーあの車危な

い飲まれそう」と映画を見るように危機感を

抱かずに実況していました。そして私は地震

3.11 東日本大震災を経験して 
 

早稲田大学社会科学部3年 宮地 裕子 
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報道しかしないテレビに飽きて DVD を見始

めました。見終わって普通のチャンネルに戻

したとき、私は目に入ったニュースに衝撃を

受け、言葉を失いました。その時漸く、大変

ことが起こったと状況を把握できた気がしま

す。 

そこには「若林地区の沿岸に 200～300の遺

体」というテロップが流れていました。一度

にこんなにも大勢の人が亡くなることなんて

あり得るのか、その惨状を想像しただけで地

震から 5 カ月になる今でも恐ろしさに震えて

しまいます。私はその時初めて、この大震災

が日本で起きたのだという実感、たくさんの

日本人が亡くなってきっとこれからもっと増

えてしまうだろうという恐怖、世紀末のよう

な日本が 14時 45分以前の状態に戻る日は来

るのかという不安を感じました。そして咄嗟

に「東北に行きたい。助けに行かなくちゃ」

と感じました。 

あっという間に月日は経ち、8 月になりま

した。3月 11日の夜「被災地に行かなくちゃ」

と突然の使命感に襲われてから 5 カ月も経っ

たというのに、私はまだ被災地に行けていま

せん。てらこやの活動で何度も行く機会があ

ったのに、アルバイトを休めなくて行けませ

んでした。 

募金箱にもまだ一銭も入れていません。今

もなお、家族を捜す人や家族の迎えを待つ人、

すべてを失って嘆く人、将来が見えなくて自

ら命を絶つ人…悲惨な状況に身を置く人は数

えきれません。新聞に載っている震災による

行方不明者数は減り、死者数は増え続けます。

これからもどんどん数は増えていくでしょう。

被災者の心身のストレスや負担も半永久的に

消えることはないでしょう。 

それでも私はアルバイトを続け、何も考え

ずに爆睡したり、ゴキブリに怯えたり、遊び

に行くことを企画したり、就活に悩んだり、

くだらないことにイライラします。大地震の

ことや被災者のことはもうとっくに頭の片隅

に追いやられています。あの夜、あんなに衝

撃を受けて涙がこぼれたのに、被災地ではな

い東北に旅行に行きたいなあ、と考えること

もあります。私はとても非情な人間です。あ

の日の感情も結局は偽善だったのかも知れま

せん。 

私の関心は、今はもう大震災から遠く離れ

てしまっています。でも、今も「被災地に行

きたい」という想いが残っています。思えば

「行きたくない、もう行かなくてもいい」と

思ったことは一度もありません。今、日本中

がひとつになってこの震災を乗り越えようと

頑張る姿が、毎日伝えられています。それは

私をはじめとする多くの日本人に、みんなで

がんばればきっと復興できるという希望を持

たせてくれる何かがあるからだと思います。 

それは過去の経験なのか、「信じる者は救わ

れる」精神なのか分かりません。でも、こん

なに多くの人が信じているのだから、東北や

日本はいつか必ず復興すると思います。どん

なに経っても被災者の悲しみは消えません。

犠牲者の苦しみは癒えません。けれど被災地

はもう前を向いて、未来に向かって歩き出し

ています。立ち止まらずに、でも決して忘れ
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てはいないのです。同じように被災地から遠

い私たちも、いつも思っていることはできな

くても、心のどこか片隅に被災地への想いが

在り続けているのだと思います。それだけこ

の大震災が遺したものは大きいのです。この

震災はまだ終わっていません。いつか終わる

その日まで、信じ続けたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 「これは本当に同じ日本の光景なのだろう

か」 

 これが、3 月 11 日に私がテレビを点けて、

初めて東北の惨状を目の当たりにした時に思

ったことだった。 

 私はちょうど実家のある岡山に帰省してい

たため、全く揺れを感じることもなかった。

「大きな地震があったらしい」という情報を

耳にしても、常日頃から地震大国と言われる

国だ、そこまでの大惨事にはなってないだろ

うと思ってしまった自分をどうにかしてやり

たい。 

 始業のため東京に戻るときにも親族にはか

なり渋られ、ここ最近になっても電話をかけ

れば話題に上るのは原爆問題や放射性物質の

ことが多い。 

 思えば私が小学生のころだったからもう

10年近く前になるだろうか、その頃から都市

伝説的に聞くことがちょくちょくあった「大

地震」が本当に起きることになるとは、全く

想像していなかった。 

 阪神大震災も一応経験しているとも言える

が、実家付近はさほど揺れず、その上幼すぎ

たので全く記憶に残っていなかった。この震

災が私にとって初めてといってもいいほどの

衝撃を与えたと言える。 そしてその 3.11の

震災から早くも 5 ヶ月が経過しようとしてい

る。 

 震災以後、私の生活は変わったのだろう

か？ そう聞かれると、そこまでの大きな変

化は迎えていないような気がする。 

 東京へ戻ってきた直後こそ、買い占め騒動

などで近所のスーパーから物が無くなったこ

ともあったが、生活に困窮するほどだったか

と問われればそうでもない。 

 また、現在でもいまだにマグニチュード６

規模の余震が続くが、東京に戻ってきた直後

より揺れに過敏にはなっているものの確実に

「慣れてきている」ことを感じる。（それが決

して良いことだとは言えないのであろうが） 

 そこで私個人の意見だが、大規模な震災後、

そして支援の続く今、比較的被害の少ない地

域の私たちにできることは『つとめて普通の

生活を送ること』ではないだろうか。 

 前述の必要以上の買い占めによる物資不足

は、さらに人々の不安を煽った。しかし冷静

になってよく見てみれば、実は元々家にスト

ックしてあったもので充分に足りることが判

明したというのもワイドショーで取り上げら

れていた。 

 またそれとは逆に、極端な節約生活に身を

震災後に必要なこと 
 

早稲田大学社会科学部3年 奥山 恵梨香 
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置く人たちもいたことだろう。 

 現に、震災直後は少しの娯楽に対しても「不

謹慎だ！」の声が上がることがあった。だが、

だからといって全てを我慢してお金を使わな

い生活に切り替えては、本来の社会における

経済活動が従来通り行われずに社会経済の停

滞を招き、それはさらに自分たちの首を絞め

てしまう結果となるのではないか。 

 震災後しばらくして、護国寺の前を通りか

かったときにこんな言葉が書かれた紙が掲示

されていた。 

 

「奪い合えば、不足する。我慢すれば、足りる。譲り合え

ば、余る。」 

  

この言葉に尽きるのではないかと思う。過

敏になって必要のないものまで買いすぎるこ

とも、逆に必要以上の我慢をすることもない。 

 普通に、自分たちが困らない程度の生活を

送って、そこからわずかにでも出た余裕を困

っている人たちに譲ってみる。ひとりひとり、

または各家庭から出た余裕はわずかでも、心

がける人・家庭が増えれば支援は大きく膨ら

むのではないだろうか。 

 ……これは結局、私自身が被災していない、

いわば「幸せ者」の立場だからこそ言える戯

言に近いものかもしれない。 

 しかし、少しでも心にとどめておくこと、

そして少しでも心がけることで、結果は違っ

てくるのではないだろうか。そしてそれに加

え、この大震災を忘れないことも重要で必要

なことだろう。 

今回で得た教訓を、未来へと活かしていか

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 2011.3.11。地震の瞬間は自宅 2 階の部屋に

いた。家全体が揺さぶられ、身の危険を感じ

た。小学校の時にやった起震車体験が目の前

で現実に起きている感覚だった。隣の部屋か

ら祖母の叫び声が聞こえた。その夜は余震が

続き気になって眠れなかった。それから一週

間は余震が頻繁に起こり、ジェットコースタ

ーに乗った後ふらふらして気持ち悪くなるの

と同じような感覚、いわゆる地震酔いになっ

た。 

 今回の震災で驚いたことは、震災の翌日か

らスーパーやコンビニの商品がみるみるうち

になくなり、棚がすかすかになった光景を見

たことだ。水、トイレットペーパー、米、カ

ップ麺が地元のスーパーからほぼ消えた。祖

母は、戦争とオイルショックを経験している

からか家族の誰よりも落ち着いていた。 

 人は自然災害に対して無力である。普段、

都会で暮らしていると人間は自然を意識して

いるかのような錯覚を覚える。けれども今回

は、改めて自然の力の大きさ、怖さを感じる

機会となった。 

自然というと思い浮かぶのは、出身幼稚園

である。一言で紹介すると、環境も人の精神

自然と価値観 
 

早稲田大学教育学部4年 中野 正子 
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も自然であふれている場所だ。例えば、動植

物が豊富だった。黒猫二匹が園庭を自由に歩

きまわり他にも様々な動物がいる。（ウサギ、

鶏、亀など）園内は平坦でなく、大きな土の

山もある。裏庭には竹藪の森があり自由にた

けのこを掘り木登りができた。近くには小さ

な畑がありサトイモなどを種まきや収穫した。

人の精神面では、先生たちは皆おおらかだっ

た。園児が水たまりで泤だらけになって遊ぶ

ことは日常茶飯事だったが、怒られることは

なかった。よくミミズやダンゴ虫を並べてま

まごとしていたが、誰も気持ちが悪いという

人はいなかった。鶏の卵を手芸用の綿で温め

て、ひながかえるのを待っていた時も先生は

微笑みながら見守るだけだった。 

 そのような環境の中で、のびのびと時間を

忘れて遊んだ記憶がある。勉強はほとんどし

たことがない。けれども、幼稚園時代に野生

に還ったかのように動植物と深く関わりなが

ら遊んだ記憶は何にも代えがたい。楽しい感

覚がまだ体のどこかに残っているのだろうか。

この文章を書いている時もそうだが、幼稚園

時代の話をする時は温かい気持ちになる。卒

園後も小、中、高と幼稚園へ友人などと遊び

に行った。高 3 の時には大学合格の報告に行

った。園長先生が喜んでくれ、自著（注）を下

さった。筆者にとって出身幼稚園はいつでも

ふと寄りたくなる、いつでも受け入れてくれ

る安心感のある場所である。つまり、柔軟な

考え方と寛容がある場である。 

今の日本は「完璧社会」の思想が蔓延して

いるような気がしてならない。筆者も失敗し

ないことが完璧なことだと高校時代まで感じ

てきてしまった。けれどもそれが変わったの

は、大学を入り直した経験からである。一度

つまずくと自分は失敗をしてしまったのだと

いう不安感が進路変更をするまであった。物

事のやり直しについて日本では制度としては

整ってきているが、意識や世間体といった極

めて複雑で何か見えない力がそれを阻んでい

る気がする。一度社会のどこにも所属してい

ない時期があったが、その時社会から疎外感

を少し感じた。今となっては筆者と同じよう

に学校を入り直す人、また社会人から学生に

戻った人、人生で大きな方向転換をした人と

複数出会ってやり直すことはありふれたもの

だと分かった。つまずいても失敗を糧にして

やり直しがきくのだと考え方を大きく変えら

れる経験となった。価値観を変えることで物

事は前進していけるのだと知った。 

震災後、自然や環境、エネルギーの問題が

見直されている。それと同時に人間の精神や

価値観も見直す時がきていると考える。ボラ

ンティアを始めると、自分とは異なる考え方

を持つ人や空間と出会う経験によって今まで

持っていた既成概念を見直し、新しい価値観

が創出されて前進できるのではないだろうか。

そして今よりもっと多様な生き方が認められ

て柔軟な社会に近づくのではないだろうか。  

今まで、ボランティアをする機会を作って

こなかったが、今回の震災を受けて意識が向

いてきた。これからも今まで持ってきた意識

を塗り替えるような新しい価値観に出会いた

い。それによって今よりも自分や他の人・こ
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とに対して柔軟に考えられる人に近づいてい

きたい。 

 

＜参考文献＞ 

井口佳子『幼児期を考える―ある園の生活より―』相川書

房、2004.1 

 

 

 

 

 

 

個人主義と共同体主義 

 今回の東日本大震災を受けて、改めて失わ

れつつある村落共同体の相互扶助の精神が見

直されることになったのではないだろうか。 

 個人主義の国アメリカでは、ハリケーン・

カトリーナ（2005年 8月末、アメリカ南部を

襲った大型ハリケーン。死者1800人、避難者

約 120万人。）によって壊滅的な被害を受けた

ルイジアナ州ニューオリンズの周辺地域で、

当時、強盗や便乗値上げが多数起こったとい

う。 

 その一方で、ハリケーン・カトリーナの何

十倍も被害の大きかった東日本大震災では、

そのような反社会的な行為はほとんど起こら

ず、むしろ助け合い、我慢し合いながら避難

生活を送っていた。 

 この対照的な状況を生み出したのはなぜだ

ろうか。それはおそらく、アメリカが個人主

義の国であり、日本が共同体を重んじる国で

あることが関係しているだろう。 

 例えばアメリカは、人種の坩堝と言われる

ほど様々な民族、人種の人々が同じ地域に暮

らしている。当然、文化や考え方も異なるた

め、「自分が助けてあげれば相手も助けてくれ

るだろう」という期待をし辛い。その結果、

自分の身は自分で守ろうという発想になり、

災害時に強盗や便乗値上げが多数発生したの

ではないだろうか。 

 一方、日本では、古くから村落共同体の繋

がりが強く、共に助け合ったり我慢し合った

りしながら生産活動を行ったり、生活を共に

してきた歴史がある。そのような、相互扶助

の精神が東北の地域では脈々と受け継がれて

きたからこそ、今回のような大震災に見舞わ

れた際にも秩序だった行動をとることができ

たのだろう。 

 

共感の及ぶ範囲の広がり 

 今回の大震災では、強盗や便乗値上げが起

こらなかっただけでなく、積極的に評価され

るべき行動も多数見受けられた。それは、多

くの人が被災地の人々のために何かしらの行

動をとったということだ。 

例えば、多くの人が現地へ足を運びボラン

ティアに参加したり、義援金を寄付したり、

物資を提供したりした。そのような動きは、

国内に留まらず海外からも起こった。アメリ

カ等の先進国のみならず、アフガニスタンや

バングラディッシュといった国からの支援も

あった。 

かつて、ジャン・ジャック・ルソーという

フランスの哲学者は、このように言っていた。 

震災と共同体の可能性 
 

早稲田大学人間科学部4年 味野 安紀子 
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「人道主義の精神は、世界全体に広げると

薄まり、弱まってしまうようだ。私たちヨー

ロッパ人は日本で起きた災害に、ヨーロッパ

を襲った災害と同じだけの衝撃を受けるわけ

ではない」 

 

 確かに、これはあながち間違いではない。

しかし、必ずしもそうであるとは言えないこ

とが、今回の大震災とそれに対する世界各国

からの援助によって証明されたのではないだ

ろうか。 

 近年、著しく通信技術が発達し、地球の裏

側で起こっていることが、さも自分のすぐ傍

で起こっているかのように感じられるように

なった。それによって、人々の共感の範囲も

文化や国境を越えたのだろう。 

 このように、通信技術の発達やグローバル

化の流れの中で、共感の範囲を広げていくこ

とによって、地球全体を一つの共同体と考え

られるようになれば、国際的な不和をも緩和

させることができるかもしれない。 

 

3月 11日以後をどう生きるか 

 ここまで、共同体に由来する助け合いの精

神が、今回の東日本大震災のような災害の際

に人々の支えになるということを主張してき

た。 

 先にも述べた通り、日本では古来から村落

共同体の中で相互扶助の関係を築きながら生

活を営んできており、その精神が今なお受け

継がれていた東北地方では、助け合い、我慢

し合うことで震災直後の最も厳しい時期を乗

り越えた。 

 しかし、日本の歴史を振り返ってみると、

科学技術の発展に伴い分業化が進むにつれて、

共同体を形成して互いに助け合わなくても快

適な生活が送れるようになってきた。また、

村落共同体の負の側面、例えば生活に多くの

制約が設けられる点などに嫌気がさした人々

も多く、都会に移り住んだ後は、あえて共同

体を形成しないようになった。 

 その結果、特に都市部では、地域の繋がり

が絶たれ、隣の家に誰が住んでいるかも分か

らないような状況が蔓延することとなった。 

 もし今回のような大震災が東京直下を襲っ

たとしたら、果たしてどうなるだろうか。東

北地方のように、地域の繋がりが強くないが

ために、いざという時に助け合うことができ

ないかもしれない。隣の家でお年寄りが逃げ

遅れていても気付いてあげられないかもしれ

ない。 

 そう考えた時に、今まさに、鎌倉てらこや

のような地域の繋がりを生む活動の重要性を

再認識する。子どもを中心として、世代を越

えた地域の繋がりを普段から構築しておくこ

とによって、今回のように、いざという時の

心強い支えになるだろう。 

 今回の大震災を機に、昔ながらの村落共同

体とはまた違うかたちで、地域の繋がりを再

構築していく努力をしたい。 

 

 

 


