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1 ．あ るべ き 「復興」 とは何 か、あなたは どのよ うに考 えます か。

一人一人のか けが えの ない生 に思い を馳せ、希望 をもって生 きてい く現実 を一緒に構成 してい

くこ と。 「そん なこ とは ‘‘現実的 に’’無理だ」 と思 える場合 にこそ 、既存 の枠組 みに とらわれ

ず、智恵 と体力 を絞 って生 き抜 く姿 勢が “あるべ き’’だ と思 っています。 学術的な議論 、思想

のぶつか り合い 、もめご と、誤解 、 どれ も 「被 災者 を視野 に入れて行 うな ら」歓 迎 され るのが

‘‘あ るべ き ’姿 か と思い ます。

2 ．あ なたの復興観 にお けるキー ワー ド （最大 10 個前 後）

かけが えのない生 、希望、 寄 り添 う、思 いを馳せ る、待つ

＜暴力 ＞への ＜抵抗 ＞、贈 与、知、物語（り）、 ローカ リテ ィ

3 ．あ なたがそ のよ うな復興観 を持 つに至 った背 景につ いて

阪神 ・淡路大乗 災に遭遇 し、なぜ か生き残 る ことができま した。 ボランテ ィア と呼 ばれ て、実

に様々 な人 々 と関わ らせ ていただきなが ら、研究者 として何が できるかを考 えて きま した。 当

時、まだ駆 け出 しで した ので築 いてきたものはな く、特 に失 うもの もあ りませんで した。 だか

ら、色 々なこ とに取 り組む ことができま した。 しか し、駆 け出 しで したので、何がで きるか も

わか らないまま で した し、実際、でき ることも限 られ ていま した。 先輩 の皆 様の研究や活動 に

学ばせてい ただ きつつ 、常 に、それ で よいのか と自問す る ことが多 かった よ うに思い ます。試

行錯節 の毎 日で した。 で も、 自分 が試行錯誤 しているばか りで、被 災者 に とって ど うなのか を

結局わか らない ままに過 ごしたよ うに思います。 中越地震 が起 こ り、あ る N P O の方 にボン と

肩 を押 して も らう場 面があ りま した。 中越 に関 わ らせて いただきなが ら、K O 8 E （へ の 自分 の

関わ り） は、あれ で良かったのか と問い直 し、答 えが出ないまま寮 災 10 年 を迎 えま した。 多

くの人 々に支 えていただきなが ら、K O B E を考 え、中越 を思いま した。rそ して、塩谷集落 の皆

さん に出会 い、■いわば一か ら出直 した ように思 います。 また刈羽村 の皆 さんに も考 え直す きづ

か けをた くさん 与えていただいています。 出直 してみて初 めて腑 に落 ちる こともた くさんあ る

こ とに気 づきま した。 そ うした 15 年の中で、常に傍で語 らうかけがえのない研究者や 学生 さ

んや N P O や ボランティアの方々 と出会 い、また、出会 い直 しま した。研発 着で ある前 に何 が

で きるのか、何 をすべ きでないか。研 究者 として何 をすべ きか、何 をすべ きでないか。まだ悶々

と考 えなが ら、動 いてお ります。今 になって阪神 ・淡路 大寮 災の頃 に出 され ていた声 が響 き ま

す。お そ らく、 こんな風 に過 ご して きた 15 年が、私 の復 興観 の背景です。

4 ．上記 を理解す る上で参 考 とな る文献

「仮設 」声の写真集 （19 98　 神戸新聞総合 出版 セ ンター）／ 歌 「しあわせ運べ る よ うに」

′1、説　 研健 二　 「未 明の悪 夢」（光文社文庫） ／ 震災 を機 に出版 され た詩集 ・歌集 ・句集 （例 え

ば、安 永稔 和氏 の詩）／ 渥 美公秀 「ボランテ ィアの知 」 （大阪大学 出版 会）／ 見田宗介 「現

代社会 の理論 」 （岩波新書）／ 槍垣立哉 「生 と権力 の哲学 」 （ち くま新 書）／ 鷲 田清 一　 「＜

待つ＞とい うこと」 （角川選書）


