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地震当日 2011/3/11 の私の体験 

私が地震にあったときは授業中だった。揺れ始めてから長い間揺れていましたが揺れ

ている最中に教室のどこからかは知らないが誰かが叫んでいたり泣いていたりでとて

も騒雑しかった。揺れが収まるとすぐに放送がかかりみんなで体育館に集まりその後す

ぐに帰ることになった。その時には学校の電気がとまっていた。帰る時にバスターミナ

ルまで歩いて帰った、そのときになって初めて学校以外でも停電していることに気づい

た。家に帰って、電気が止まっていたことにまた驚いた私の家の周囲は停電していない

と思ったからだ。その後,暗くなってきてからは本も読めなかったので私はゲームして寝

たのだった。3/11 の地震で私の姉が被災したが無事に生きて怪我もしていなかったので

私はすごく安心した。 

My 2011/3/11 on that day of earthquake experience 

 

I was in the class room and we had lesson when we met the earthquake. 

The shake continued for long time. Someone, in the class room, was crying and it 

was noisy. 

After the shake was calm down, the school public addressing system was used. We 

hurried to the gym. 

After the check of our safety, we went back to each home. The electricity was 

stopped at our school. 



I took a way to the bus stop on foot. Then I noticed the breaking out of the 

electricity outside of the school. 

I was surprised again to see the black out at my home.  

It was getting dark gradually. I could not do anything. I went to bed. 

On this big earthquake, my elder sister had damage. But she had no injury at all. 

I was saved by this. 

 

 

地震後 3 ヶ月の私の動き 

地震から次の日、大学に通うために一人暮らしをしている姉の一人と兄が帰ってきた。

帰ってきた理由は食べ物が家になかった事とストーブやライトがなかったからだそうだ。 

 私の家は新しい家と違ってアナログなものが多い古い家だったので不自由な事あまりな

かった。兄が帰ってきた日に気仙沼にいるもう一人の姉と連絡がついたので迎えに行く

事になった。私はそのとき一緒にいかなかったのでよくわからないが道路にいろんなも

のが落ちていて進むのが大変だったらしい。被災者の姉は当分学校が始まらないので家

に長くいることになった。学校がない間私は朝と昼は本を読んだり兄姉とボードゲーム

などの電気を使わない遊びをし、夜はゲームをするという日々がつづいた。私てきには

地震で学校が休みの間、兄姉とたくさん遊べたので楽しかった。 

My movement of three months after earthquake 

On the next day, my elder sister and elder brother came back to home. 

They were students of colleges. And they lived in another city respectively. 

The reason why they came back was that they had no foods, stoves and lights. 

On the day, we could have contact with another elder sister who lived in the city of 

Kesen-numa. 

So, my family went to the city to pick her up. 

One of my family said that it was difficult to drive on the road because many things 

were dropped on the road. 

My elder sister stayed for long days until her school would be opened again. 

When I was on my holiday, I could play with them. We played game without electricity.  

It was lucky for me to be able to have play time with my sisters and brother. 

 

今私にできること 

  今私にできることはテレビやニュースでよくやっているように節電することだと思い

ます。なので、節電するためにも扇風機やクーラーを使わずにうちわと下敷きを使い、

あついときは家にいないで公共施設やプールに行き、ゲームの充電は夜の夜間電力を使

い地球に優しく自分にできる限り厳しく生きていきたいと思います。 



I should be able to do now. 

I think for me to be able to do now is to save electricity by me as done well by the 

television and news. I want to live in myself earth friendly as severely as possible 

using neither the fan nor the air conditioner to save electricity by charge with the 

game going to communal facilities and the pool, and using the nighttime power at 

night with moderate and a a celluloid board laid under written paper out when it is 

hot. 
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