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１．当日の私の体験 

平成２３年３月１１日、私は明日卒業式だった。明日の日程などを確認し、最後に先生の

話を聞いているときに・・・・・・ 

突然起きた東日本大地震。明日へ控えていたそれぞれの思いをいっきに不安に・・・ 

2 時間近く学校にいただろうか？余震がある程度落ち着き帰宅が許された。  

そのとき秋田県は停電が起きていた！だがテレビが見られないので被害の大きさがいまい

ちわからなかった・・・・・ 

 

２ 地震後三ヶ月の私 

時間が経つに連れ被害の大きさを目の当たりにした・・・ 

私達が体験した停電・断水だけでは収まらなかった。津波・地震による燃料・食料不足・・

時間が経つほど震災による被害がどのくらいかを感じさせられた・・・ 

私は震災があってからの三ヶ月間高校入学の準備などをしていた。 

秋田県は停電・断水という被害があったが短期間で起きていたので大した被害ではなかっ

た。しかし地震そのものによる被害よりも二次災害による被害が大きかった・・・ 

 

３今後私にできる事 

 

私に今できることはほんの小さなことだし限られていると思います。節電や募金など小さ

なことでしょう。しかしやっているのは自分だけではありません！ 

世界中の人々が力を貸してくれると思います。  

一人一人が協力すればとても大きな力になると思います。 

 

1. My experience in the day 

March 11, 2011, our graduation ceremony was planned on the next day. 

We checked the schedule of the next day and heard the instructions by our teacher. 



The northeast Japan huge earthquake occurred suddenly. It pushed down us to the sea 

of uneasy at once. 

For about 2 hours, we were at the school. When the aftershocks got calm down, we were 

able to back to our home. 

The electricity was stopped in our prefecture Akita. So, we could not watch the TV.  

And we could not get information about the damages. 

 

２．My movement in these 3 months after the earthquake 

According to the progress of the time, we could get information of damage. 

It was not only power line and water supply failure but also the tsunami and lack of 

foods and oil. 

We could recognize the scale of damage. 

I had been making preparations for the senior high school for 3 months after the 

earthquake. 

In our Akita prefecture, we did not get serious damages without short time failure on 

electricity and water. 

But, we had the secondary damage, for example, it was the decrease of sightseeing 

visitors. 

 

３，What should I do? 

What can I do now? 

That is very few and small. 

It would be to cooperate to the donation campaign or to save the electricity. 

But, if everybody in the world does this, it will be a great power. I believe this. 



 

 

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4363f.html  

 

４、なぜこれを選んだか？  

被害の状況、大きさを知るために乗せました。また一昔前の阪神淡路大震災の時と比べる

ことで被害の大きさを改めて理解できると思いした。 

 

                            完成日７月 ２１日 
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