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１．当日 2011.3.11 の私の体験 

 地震当日、私は家にいた。家にはおじいちゃんとおばあちゃん、そして私の３人だけだ

った。揺れがきたのはそう、お昼ご飯を食べてそれから数時間後の事だった。最初は小さ

い揺れ、そしてだんだんではなく、私には一気に揺れが強くなっていく感じがした。壁が

揺れる。本棚の漫画が落ちる。その時の私には「死んでしまうのではないか」という、死

への恐怖しかなかった。 

地震が長く、壁に手をつきながら一階へと階段を降りる。幸い、おじいちゃんとおばあ

ちゃんが無事であった事に一息の安心が得られた。 

 その時の私はまだ、この地震がどれほどの被害を及ぼしていたのか、知るよしもなかっ

た。ただただ、自分の事、家族の事で精一杯だった。 

 家族みんなが家に帰ってくる。電気はつかない。暗闇の中、唯一の心の頼りは家族と、

二つのろうそくと、ラジオだった。一つの部屋で家族全員が毛布を持ってきて寝た。私は

近い間隔でくる余震のせいか、なかなか眠りにつく事ができなかった。 

 もし、この時、一人だったら、私はきっとただただ泣いていただろう。でも、家族がい

たから。私は泣く事もなく、強くその日を乗り越えられたと思う。この時家族の大切さを

改めて強く、実感させられた。 

 

 
 

 

 



２．地震後３ヶ月間の私の動き 

 この３ヶ月間、私が何か大きな事をしたかと聞かれれば、力強く頷く事はできないけれ

ど、でも、それでも、今できる精一杯の事をしたと思う。なんの経済力も持っていない学

生の私は、ただ祈る事。募金をする事。節電をする事しかできない。でも、そんな小さな

事でも、たくさんの人がやれば、何日も何日も積み重なれば、それは大きな事になると思

う。そう信じて行動した。 

 やっぱり、最初のうちは、気持ち的に沈んでいて、うまく気持ちの切り替えをする事が

できなかった。でも、たくさんの人のあたたかい言葉を見て、もらって、感動している私

がいた。だから、頑張ろうと、立ち上がろうと思えた。いざという時、誰かを想える日本

人はすごいと思った。 

 

３．今私にできる事 

 今、私にできる事。それはやっぱり限られているかもしれない。この３ヶ月間とあまり

変わらないかもしれない。でも、これからも、祈っていこうと思う。募金をしていこうと

思う。節電をしていこうと思う。 

 そして、普通と言えば少し語弊があるかもしれないけど、これからも普通の生活をして

いこうと思う。被害が少ない私たちまでもが落ちていてはいけないと思う。だから、気持

ちを強く持って、一日一日を大切に生きていく事。 

 これが、今できる私の精一杯の事ではないのだろうか。 

 

要約文 

1. My 2011.3.11 on that day experience 

On the day, I was in my home with my grandfather and grandmother. 

After several hours of the lunch, the heavy quake came. 

At first, it was a small quake. Then the big shake occurred suddenly. I felt so. 

The wall was shaking. Magazines were fallen down from the rack. 

I felt a fear of death. "I might get death", so I thought. 

Holding myself by hands against the wall, I went down the steps to the first floor. 

My grandparents were safe. They were lucky. 

I could not know how huge damages this earthquake made. 

I was worrying only about us. 

All of my family came back to home. But, the electricity was stopped. 



I was saved by my family, two small candles and a cell radio in the real darkness. 

We slept with blankets in the same room altogether. 

The aftershocks often occurred and I could not sleep. 

If I had not family at that day, I would only cry.... 

I had a family. I did not cry at all. I could overcome the day. 

I recognized the importance of the family indeed. 

2. My movement of three months after earthquake 

In these 3 months, what did I do? I can not answer it well. 

But, I think that I did the thing as hard as possible which I can do now. 

I have no economical power. I am a high school student. I can only pray. 

I cooperated to the fund-raising-campaign. I have been keeping action to save 

electricity. 

These are very small. But, I believe, if a lot of people act altogether in this way, it will be 

a big power. 

At first, my will was not high. After I heard and met with a lot of hot hearts and actions, 

I was impressed deeply. 

So, I could encourage myself. 

Japanese people are wonderful. We are able to consider for other people in these 

emergency. 

 

３. Things that I can do now 

What can I do? It may be limited very much. 

It may not differ with my actions in these 3 months. 

But, I will keep praying for everybody. I will cooperate for many campaigns and saving 

energy. 

And I will keep the usual and simple life. 

I will keep my life with a strong mind.  

These are all of what I can do now. 

 

地震についてはこちら 

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

%9C%87%E7%81%BD  


