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１．地震当日２０１１．３．１１の私の体験 

その日、私たちは次の日にある卒業式の予行を終えみんな家に帰ろうしていた。私は友人

の５人と一緒に駅に向かっていた。その最中、友人の一人が「なぁ、なんか揺れてない？」

といった。その瞬間に一気に揺れがきて周りの雪が崩れ始めた。 

まわりの街灯が一気に消えある程度、地震が治まったときみんな駅に向かった。駅で家に

電話が通じるか確認したが全然通じず途方に暮れた。 

駅にいる間も何度も地震があった。物が落ちるということはなかったが天井の一部が落ち

そうになり、地震がある度に外に出なければならなかった。 

そうして１時間以上駅にとどまっていたとき先生が駅にきて緊急でバスがでることになっ

た。そうして家に帰ったのはいいが家は当然電気がすべて消えていて祖母と父が蝋燭に火

を灯していた。家には蝋燭があったのでよかったがない人は大変だろうと思いながら自分

も蝋燭に火を灯していた。そしてラジオで災害の被害を聞いたときには自分の耳を疑った。 

それもそうだろう。防波堤を優に超えるような津波がくるとは予想できるはずがなかった



かれである。そのときは津波の高さは最大７ｍと言っていたが後々聞くと７ｍも優に超え

ていたらしい。 

そしてもう一つ気になったことは宮城にいる父の弟夫婦であった。しかし当然電気が止ま

っているのだから携帯電話などが通じるはずがなかった。そうこうしているうちに夕食の

時間となった。幸いなことに家にはインスタント食品や保存食などがたくさんあり食べ物

に困ることはなかった。お湯に関してもガスストーブがあったため足りなくなることはな

かった。停電して２日目食事はインスタントで済ませ、夕方には電気が回復した。テレビ

を見たとき私は今回の震災の被害を改めて知った。被災地はまるで爆撃があったかのよう

に建物は何もなかった。その建物がない代わりに漁船が打ち上げられていた。そして津波

があったときの映像が何度も繰り返し流されていた。 

（詳しいことはこちら） 

 

 

２．地震後３ヶ月間の私の動き 

地震があった後から１ヶ月間はずっとテレビを見て被災地の様子を知ることしかできなか

った。テレビを見ている限りでは被災地は順調に復興しているかと思っていたが事実は違

った。被災してから２ヶ月間テレビで映されている場所以外のところはずっと瓦礫がよせ

られることはなかった。今ではいろんなところの瓦礫が見せられるようになったが今でも

たくさん残っている。自分が何もできないことを悔やみながらずっとテレビを見ていた。

本当に悔しかった。ただただ見ていることしかできないことが悔しかった。しかし最近で

は被災地の映像より原発の対応に追われる政府のことしか報道されなくなったのである。 

本当におかしなことだ。政府は今苦しんでいる人より利益を優先する。それは仕方がない

ことなのかもしれない。今の政府の考えは１を捨てて９を取るような方向になっている。             

 

 

 

３．今私にできること 

今自分にできることは募金をしたり、贈れる物があったら被災地に物を贈ったりと簡単な

ことしかできないがやれることをコツコツとやっていきたいと思っています。 

そして日本全体のことを考えて電気の消費を極力おさえて夏の電気供給量を超えないよう

に電気を使うなどして夏を超えたいと思います。 

 

 

 

 

 



 

1.My 2011.3.11 on that day of earthquake experience 

We were doing to finish the rehearsal of the graduation ceremony that was on the next 

day. And it was the time for everyone to return to the home. I was facing the station 

with five friends. One of the friends said "Do not you feel shake?” At the moment, a 

surrounding snow began to collapse.  

When the streetlight went out and the earthquake was calmed down, everyone hurried 

to the station.  

 

I tried to make call to my home at the station. But it was not connected. I was worry in 

that situation. 

While I was in the station, there were many aftershocks repeatedly.  

A part of ceiling was likely to fall. So, we had to go outside. 

Then, when we remained in the station for 1 hour or more, a teacher came to a station 

and he said about the urgent Buss. 

Then, I could come back to my home. But, all the electricity was turned off. My 

grandmother and father used the candles. 

When I heard the news of the disaster, I was not able to believe every thing. 

I could not expect the tsunami which exceeded the breakwater. 

In the news, the maximum height of the tsunami was 7 meters. But, later, I heard it 

was more than 7 meters. 

I was anxious about my uncle and his wife who lived in Miyagi. 

However, a cell phone etc. could not be available because the electricity had failed.  

The time of supper came. Fortunately we kept much instant food, preserved food, etc. in 

a house, so we were not troubled with food.  

Since there was a gas heater also, we could use hot water. 

  

On the 2nd day, since the electric current was cut off, we had meal by the instant-foods. 

The electricity recovered in the evening of the day.  

When I watched the TV, I got to know the damage of this earthquake disaster anew.  

The building did not have anything as if the stricken areas were bombed. 

The fishing boat was launched instead of the building. And an image when the tsunami 

attacked there was repeated many times. 

 (Details are here. ) 

 

 



 

2.My movement of three months after earthquake 

For one month, after the earthquake, I could get information about the stricken area 

through the TV simply. 

By the TV, I thought that the stricken area would have revived favorably, but the fact 

was different. 

The rubbles were not treated and brought away in many places except in some reported 

place by TV. 

Now, the rubble in various places can be shown. Even now, it remains in large numbers. 

I had been merely watching TV without any action. I regretted this. It was really 

regrettable for me. 

However, the TV reports only the reaction of the government which is busy on the 

nuclear power plant problem. They do not treat images of the stricken areas recently.   

It is strange truly.  

The government gives priority to profits of it than those who are in pain now.  

It may be an unavoidable thing.  

The idea of the present government has become in the direction which throws away 1 

and takes 9. 

 

 

3. Be born to me now 

I can only cooperate to the fund-raising campaign and to present the relief goods. 

I will press down the electric consumption as much as possible. I will make effort not to 

exceed the electric amount of supply in summer. 

 

 

 


