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2011.3.11 14:46 東日本大震災 マグニチュード 9.2 の地震発生… 

 

 

2011.3.11 の体験 

 私はまだ中学校 3 年生だった。私たちは卒業式を 2 日後に控えていた。その日は、授業

は 5時間目までだった。放課後、後輩は卒業式の準備、3 年生であった私たちはいつもより

はやく帰宅する予定だった。私は私の友達 5 人と卒業の記念品を作るために学校のコンピ

ュータ室にいた。 

運命の時間が来た・・・。 

友達が「なんか揺れてない？」と言った瞬間、大きな揺れが私たちを襲った。立ってい

るのができなくなり、私たちはすぐに机の下に隠れた。揺れは 1 分ほど続いた。揺れがお

さまった後、パソコンを見ると画面が消え、作っていたデータがなくなっていた。最初の

大きな揺れがおさまったあとも少し大きな揺れが何度もきていた。体育館に集合し、先生

から帰宅するようにと言われた。全校生徒が下校することになった。歩いて帰っている途

中も揺れを感じられた。信号の明かりは消え、車がなかなか止まらず道路を横断すること

が難しかった。いつもより時間は掛かったが無事に家に着くことができた。家に帰ると祖

父が家にいたが、家の中は真っ暗だった。電気をつけようとしたがつかなかった。16 時過

ぎに母と兄が帰ってきた。その後、なにもすることがなかった私は寝ていた。起きると父

が帰っていた。夜になっても電気はつかず、家の中は真っ暗だった。ろうそくやライトを

使って明るくしていた。そして、私はいつもよりはやく寝た。 

 

 

 

 



地震後 3 ヶ月間の私の動き 

 地震が起きた次の日に電気がついた。病院が近かった

のではやく電気が復旧した。1 ヶ月くらいは食料を買い

に店に行くことが多かった。長い時間並んで買ったこと

もあった。父が会社の人たちとボランティアで岩手に行

ったのでなにか役に立つものはないかと探し、準備を手

伝っていた。電気が復旧してからは被災地のために電気

をたくさん使用しないように節電をして生活していた。 

 

 

今、私にできること 

◎クーラーや扇風機などを使わないようにし、節電をする。 

◎節水をする。 

◎被災者のための募金やボランティアに積極的に参加する。 

 

 

 

 

 

 

 

East Japan great earthquake disaster. 
 

2011.3.11 experiences 

 I was still a junior high school third grader. We had the graduation ceremony two 

days later. On that day, there were 5 classes. After school, younger students prepared 

of the graduation ceremony, and we who were a third grader intended to return home 

early. I was in the computer room of the school to make the graduation souvenir with 

my five friends. 

... That time of the fate came. 

 My friend said,”Don't you feel the earth is shaking?”. Then, the earthquake attacked 

us. We could not keep standing, and we hid immediately under a desk. The earthquake 

lasted approximately one minute. The screen disappeared after the shake. And the 

artificial data was lost. A small shake came many times after the big shake settled. 



We were said,”You must go home.” All the pupils of our school left school. The shake 

was felt by me also on the way back to home on foot. It was difficult to cross the 

road because the traffic signals were stopped and the cars did not stop easily. But, 

I arrived at my home safely. It took much time than usual. My grandfather was in the 

house when I returned. However, it was pitch-dark in the house. I tried to turn on 

the electric light but it was impossible. The electricity was stopped. My mother and 

the elder brother came back home at 4 PM. Afterwards, I didn't have anything to do, 

and I felt sleepy. My father came back home when I got up. The light did not light 

up even if the night came, and it was pitch-dark in the house. We used the candle. 

On that day, I slept earlier than usual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災での被害を忘れないようにして 

これからの生きていくべきだ… 

外部リンク 

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4362a.html  
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