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１．地震当日 2011．3．11（金）私の体験 

この日は学校の給食バイキングでみんなお腹いっぱい食べて、5 時間目の体育は吐き出し

そうな状況で頑張っていた。あの地震が起きたのはその休み時間のことである。 

14 時 46 分 18 秒東日本大震災マグニチュード 9．0、秋田県は震度 5 強。 

「コンクリートでできたこの学校がこれほど揺れるのは相当だぞ。」と職員室から走ってき

たＳ先生。みんな急な強い揺れに驚きと恐怖を覚えていた。中には泣き出す人もいた。こ

れまでにない大きい地震だったためすぐ完全退校となった。電気も止まってしまったため、

電話も繋がらず親となかなか連絡を取れなかった。そして母が迎えにきてくれて家に帰ろ

うとしても道路の信号がつかず、渋滞となっていた。しかし、これよりもっと驚いたこと

があった。それは、母が見ていた車のナビの画面である。早速地震の情報が放送されてい

たがこれ程被害の大きいのは初めて見た。私がその時見ていたのは仙台の状況だったが、

これが本当にあの仙台なのかと目を疑った。ほとんどの建物が津波に流されていて跡形も

なくなっていて、ほぼ壊滅状態だった。ナビの方も電波が悪く、あまり見ることができな

かったが他の地域もこうなっているのかと大きな不安を覚えた。そして、仙台には私の兄

が住んでいたから無事かとても心配だった。母が地震起きてからすぐ兄にメールを送った

らしく家に着いてしばらくしてから兄から返信が「大丈夫。」と来た。とても安心した。家

はあいにく被害に遭っていなく物がずれたりしている位だった。父も帰ってきて、母も近

くに住んでいる祖母を連れてきた。停電のため電気が点かなかったので、ろうそくを立て

て過ごした。ガス、水、トイレは使えたからなんとか生活することができた。でもお風呂

は温めることが出来なかったので、お風呂には入らなかった。その日だけでも余震とみら

れる地震が 15 回以上あった。だから、そのたびにろうそくの火を消して地震が収まるまで

待っていた。 

外部の情報は全てラジオで聞いていた。そのラジオでは地震による被害状況や新たな地震

の情報、停電・断水、避難所などについて放送されていた。結局電気はこの日のうちには

復興せず、次の日の夜の 9 時 30 分に電気が復旧した。 

 

２．地震後３ヶ月間の私の動き 

 秋田県は東北の中でも今回の地震の被害が一番少なかったため、地震前とほとんど同じ



生活をしている。しかし、原発事故が起きて以来節電対策として、電気をなるべく使わな

いよう意識した生活をしていた。そのためクーラーや部屋の電気などをなるべく使わない

ようにしている。 

 それと私は、7 月 10 日に女子バスケットボール部で岩手県の大船渡市にボランティアに

行った。来るときにがれきを撤去しているところを多く通った。初めてのボランティアだ

ったため、私たちは一人暮らしのおじいさんの家の畑の草刈りをした。広範囲だったため、

明治大学からボランティアとして来た学生さん達と一緒に作業をした。草刈りをしている

と、草の中から写真や日用品のかけら、どろまみれの魚など津波によって流されてきたも

のがたくさんあった。そして、その時の大船渡市の空気のにおいはここ秋田とは違う動物

園のようなにおいがした。山に囲まれた土地にまで津波が流れてきたという被害が多く残

っていた。草刈りの作業をしていると震度４の地震が起き、津波注意報が町中に流れた。

初めは驚いたが、第一波、第二波を観測したという情報が入り不安を感じていた。後に津

波注意報が解除され、再び作業に取りかかった。みんなで休憩まで少しでも多くの草を刈

ろうと暑い中、「暑い」「つかれた」などの言葉を禁句にし、「寒い！」などと言って、楽し

みながら作業をした。近所の人達はみんな優しく、アイスをくれたりいろいろな話をして

くれて無事けが人もなく、ボランティアを終えることができた。このボランティアで私は

いろいろな体験をすることができた。そして、被災地の人の分まで自分にできることは頑

張りたいと思った。 

 

３．今私に出来ること 

 太平洋側の電力会社が地震により、電力の供給量が減っているため至る所での節電に取

り組みたい。そして、またボランティアに行って被災地のために様々な仕事をして、被災

地の復興に貢献したい。 

 私たちはこの大きな地震を生涯忘れずに、次の世代の人々に津波の恐ろしさ、地震の悲

惨さを伝えていきたいです。そして、この経験を生かしてつらい事があっても仲間と乗り

越えていける人になりたいです。 

 

東日本大震災の詳しい Web ページはこちらです。↓↓ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81

%BD  

 



 

要約文 

１．The school lunch was Viking style on the day. All students had it until they 

were filling.  

So, the lesson of the gymnastics of the 5th hour was painful. 

It was the rest time the earthquake occurred.  

At 14:46:18, the East Japan earthquake, magnitude 9.0, Akita Prefecture's strong Quake 

measuring 5. 

Mr. S (teacher) who has run from the staff room said, "It is serious that this concrete 

school shakes like this."  

All students were surprised and felt fear to the strong sudden shake. Some students 

began to shed tears. 

All the members became full withdrawal from the school immediately. 

Even if a mother picked me up and we tried to back home, the signal of the road did 

not work and the traffic had been stagnated.  

However, I had been more surprised than this. It was the screen of mother's car's 

Navi.  

The information of the earthquake was broadcasted by Navi. I saw such a serious damage 

for the first time.  

It was an image of Sendai. I could not believe whether this was really that city.  

Since my elder brother lived in Sendai, we were very anxious about his safely. Mother 

sent e-mail to him immediately, after the earthquake occurred. 
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After a while, when we got home, we received the reply came from him. He was safe. 

There was no damage in our house. The grandmother came and we checked safety each 

other. 

Since there was no electricity, we used the candle. The gas, water, and a toilet were 

alive. We were able to live somehow.  

But since the bath was not able to be warmed, we could not take a bath.  

At least on the day, we had 15 strong aftershocks.  

Therefore, we extinguished the fire of the candle at every aftershock until it was 

settled. 

We got all external information through the radio. On the radio, it broadcasted about 

the information on the damage situation by an earthquake, or a new earthquake, a power 

failure and suspension of water supply, a shelter, etc.  

After all, electricity did not revive within that day, and it was restored at 9:30 

PM on the next day.  

 

２．Akita Prefecture had least damage by this earthquake in the Tohoku area. We have 

been keeping our life almost in the same way.  

However, since the nuclear power plant disaster occurred, we keep life style which does 

not use electricity as possible. 

Therefore, we are trying to use neither an air conditioner nor the electricity of the room 

if possible.  

I visited Ofunato in Iwate Prefecture for the volunteer activity on July 10 with the 

members of our girl's basketball team.  

We passed along many places where the rubbles remove construction was actively 

taking. 

Since it was the first volunteer, we mowed the field of the house of an old man living 

alone.  

It was wide range. So, we worked together with the students who came for a volunteer 

from Meiji University. 

When we were mowing, the photograph, the fragment of daily necessaries, the fish with 

mud, etc. which were carried by the tsunami appeared in the grass.  

And there was a smell like the zoo. It was different with ours in Akita. We could see the 

damage in which tsunami had flowed even into the land surrounded by the mountain. 

When we were doing the work of mowing, the earthquake of quake scale 4 occurred, and 

the tsunami advisory flowed into the streets.  

The information that the first wave of tsunami and a second wave were observed came, 



and we felt uneasy.  

The tsunami advisory was called off later and the work was begun again.  

It was hot very much. But we made the taboo to say such as "It is hot." or "I am tired." to 

cut grass as much as possible until the rest time all together. Someone said joke, "It is 

cold!" etc. We enjoyed the work. All neighboring people were kind, ice creams were given, 

or various talks were carried out. No one was hurt during the work and we were able to 

finish the volunteer.  

I was able to do various experiences in this volunteer. And I thought that I would do my 

best for the person in the stricken area as much as possible. 

  

３．The electricity office down countrol electricity by the earthquake. So I want 

to join volunteer to help a lot of people. 

I don’t forget this earthquake and talk to many people about this disaster. 

 


