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１．地震当日 2011.3.11 の私の体験 

 14 時 46 分、誰もが予想していないことが起きた。当時中学生だった私たちにとっては当

然体験したことのない震度 5 強の大地震。そのとき、私たちは教室で学級活動を始めよう

としていた。まだ教室には先生が来ていなかった。私たちはそれぞれいろいろな話をして

盛り上がっていた。 

 すると突然ガタガタ揺れ始めた。長い揺れだった。そしてすぐに停電になった。 

 みんな動揺し始め、先生が走って教室にきた。そしてすぐ机の下にかくれるようにと、

指示が出た。すでに泣き出していた生徒もいた。少しして地震はおさまったかのように思

った。すると、またすぐに揺れだした。その繰り返しが何回かあった。だいぶおさまった

とき全校生徒は体育館に集められた。そこでも再び揺れていた。 

 すぐに帰るようにとの指示が出た。 

 家に帰ってからももちろん電気はつかなかった。そのとき父は偶然にも東京に行ってい

て帰って来られなくなっていた。 

 家では母と二人でこれからの生活について考え、電気の大切さをしみじみと実感した。 

 

２．地震後３ヶ月の私の動き 

 福島原子力発電所の事故もあり、節電が重要視されるようになった。自信当日の停電で

電気の大切さを実感した私は、最大限の節電をしようと試みた。まずは、コンセントをこ

まめに抜くことから始めた。これからも家族みんなで小さなことからコツコツと節電に取

り組んでいこうと思う。 

 

３．今の私にできること 

 今、私たちにできることの最優先はやはり、一人一人がエコ、節電についての意識は高

め、それに取り組んでいくことだと思う。みんなで心を一つに、取り組んでいくことがで



きたら日本は復興へと向かうでしょう。一日でも早く元の活気のある日本に戻るように願

いながら一丸となって頑張っていきましょう。 

 

１. My experience on the day of earthquake March.11, 2011  

No one expected it, but it has happened at 14:46. At that time, we were junior high 

school students. We have never experienced the Quake measuring 5. It was the time 

when we start classroom activities. A teacher had not come to the classroom yet. We 

were taking talks each other a lot. Then the things in the room were suddenly rattled 

and began shaking. It was a long swinging. And soon became a power outage. Everyone 

was upset. Our teachers run and came into the classroom. We hide ourselves under the 

desk and went out with the instructions soon. Students had already begun to weep. I 

thought this earthquake was settled. But, it began to quake again. Repetition had 

several times. When the main quake was settled, we were gathered in the gymnasium.  

We felt the quake again so many times there. We got the instruction to back to our 

homes as quick as possible.  

 At the home, we could not use the electricity of course. My father was in Tokyo by 

chance. He could not have the way to come back to home. I and mother were thinking 

about future life. And we felt keenly the importance of the electricity. 

 

２．My motion after 3 months from the earthquake 

Fukushima nuclear plant accidents, and power saving are important factors. I realized 

the importance of electricity in confidence on the day of blackout. I tried to maximize 

power savings. I keep pulling off the outlet plug when we do not use the electrical 

machines. I think from this, we will cooperate to save the power. 

 

３．The top priority right now  

I can now increase awareness about ecology. We can do power-saving for each and every 

one. If everyone could do cooperation each other to reconstruct Japan, we can overcome 

the disaster. Until that day, let’s keep together. Until we can arrive to the day, let’s keep 

our effort together. 



  

 

 

東日本大震災の詳しい Web ページはこちら！ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9

%9C%87%E7%81%BD  
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