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１. 地震当日の私の体験 

2011 年 3 月 11 日私は教室にいた。５時間目の体育が終わり６時間目の準備をしている

ところだった。みんな友達と話したり、読書をしていたりいつもの光景であった。その

時ふいに私は微かな揺れを感じ、隣の席の子に「なんか揺れてない？」と言った瞬間、

大きな揺れがきて電気が消えた。みんな反射的に机の下に隠れて先生が来るのを待った。

先生はすぐに来て私は少し安心した。しかし揺れは断続的でとても怖かった。その後緊

急下校となり歩いて横手駅に行った。交通網は完全に麻痺していて代行バスで家まで着

くのに一時間以上かかった。 

 

２. 地震後三ヶ月間の私の動き 

連日報道される地震や原発に関するニュースを見るたびにこの大震災がいかに多くの

命を奪い、人々の人生を台無しにしたかと思うと胸が痛んだ。東北６県の中で一番被害

が少なかったのは私たちが住んでいる秋田県である。生き残った私たちにできること、

やるべきことは何か考えた。 

 

３.今私にできること 

震災後、清陵学院では募金活動をしたり節電を心がけたりした。このような小さなこと

が積み重なれば被災者の方を救うことができるのではないかと思う。でも今の私が被災

者の方にできる最大のことは「生きる」ことだと思う。この大震災によって亡くなった

人、被災して大変な思いをした人、復興作業に向けて必死に頑張っている人たちが送り

たかった当たり前の生活を精一杯生きることだと思う。日々の当たり前に感謝しながら

どんなことがあってもくじけずに生きていきたい。 

＊いま私が伝えたいこと 

 

「要約文」 

I was in the classroom on March 11, 2011. The physical education of the fifth hour 

ended and the sixth hour was prepared. Everyone spoke with friends and read. It 

was the usual spectacle. A faint shake was felt, and a big shake came momentarily. 

"Don't you feel shake?” said a student in the next seat. The electricity disappeared. 

Everyone hid under the desk. And our teacher came. Because he came at once, I was 

relieved a little. However, the shake was intermittent and I was scared very much. 

The school took an urgent leaving state. I went to Yokote Station on foot. I had to 



take an urgent bus. The trains were stopped entirely. 

 

My heart was pained when I knew the fact that a lot of people were killed in the 

disaster. Everything was reported on TV including nuclear power plant problem. It 

was in our Akita prefecture that damage was the least in Tohoku 6 prefectures. 

What should I do? I thought so. I thought it was the duty as survived one. 

 

The fund-raising activity was done at our school after the earthquake. A power 

saving was borne in my mind. If such a small thing is piled, we can help the victims. 

I think so.  

However, I think, "I will live seriously" is the most important for the victims who 

can not keep their natural lives and the people who are working hard for recovery.  

I want to live without depressing in any unexpected happening. I will not forget to 

keep mind of thanks. 

 

 

 

 

リンク先 ウィキペディア「東日本大震災」 

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

%E9%9C%87%E7%81%BD  
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