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1.震災当日の私 

２．震災三ヶ月後の私の動き 

３．今私にできること 

English！ 

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E

9%9C%87%E7%81%BD/  

↑東日本大震災のついてのサイト！是非みて！ 

 

１．震災当日の私 

２０１１年３月１１日あの日、受験も終わり、私はクラスのみんなと教室で離散会を楽しんで

いた。そのとき、いきなり大きな地震が起こった。はじめは「どうせすぐ収まるだろう。」と安

易に考えていたが、とても長く続きしまいには泣いてしまう友達もいた。電気がいきなり消え、

暗くなった教室の中で、私たちはずっと揺れが収まるのを待っていた。 

今まで感じたことのない揺れだということにはうすうす気がついていたが、まさかその後二日

間にもおよび停電、断水、ガソリンの不足、携帯電話が使えなくなったりするとは、夢にも思っ

ていなく、この地震により日頃当たり前に使っているもののありがたさを実感した。 

 

２．地震後三ヶ月間の私の動き 

 地震後の三ヶ月間、はじめのうちは余震も多く、とても怖い思いをした。特に寝たきりの祖

父などは、とても不安な日々を過ごしただろう。テレビだけの話じゃなく、今度大きな地震がき

たときに備えて、私の家でも何かしなければいけない！と強く感じた。皮肉ながらこの地震のお

かげで、地震、津波の怖さを身近に感じ、改めてその脅威を実感することができた。 

  

３．今私にできること 

 被災地の人のために高校生である私たちにできることはなにか？それは第一に節電だと私は

思う。車もお金も持たない私たちにはそれくらいのことしかできないが、それが被災地、日本の

復興につながると信じて、みんなでがんばっていきたい！そして、この地震は現在だけの問題で

はなく、私が大人になってからもきっと様々な影響が残っていることだろう。だから私は日本が

完全に復興できるまで、節電や、そのとき自分にできる最大限のことを続けていきたい！ 

 

 

I am afraid of earthquakes. But Japanese people will very storong! 

I sould save electricity in summar. Idecid to save electricity.! 

 



1.I am on the day the earthquake 

March 11, 2011. I was finished the entrance exams already. On the day, I enjoyed the 

disintegration party with my friends in our class room. 

Then, huge earthquake occurred suddenly. I was thinking easily that it would be settled 

soon. 

But, it continued for long time. Some friend began crying. 

The electricity went off. In a dark class room, we were waiting the cooling down of the 

shakes. 

I had never experienced this scale of shake. I noticed we might meet the serious situations. 

Blackout for 2 days...Stop of the tap water...Lack of gasoline...Cell phone trouble etc... 

I did not expect these at all. I had the feel of thanks to everything which I use naturally. 

 

2. I move between three months after the earthquake 

After the main quake, we had many aftershocks and I felt fear in it. 

Especially, my bedridden grandfather might spend fearful days. 

I thought I have to make preparations for the next huge quake in my home too. This should be 

the action not only on TV but on us also really. 

It was an irony for me to notice the menace of earthquake and tsunami. 

 

3. Now I can  

What can we (high school students) do for the victims in the stricken area? 

I think that is to save electricity. We have no cars and no money. We can do only this. 

I wish to make effort to do this believing this will have relations to the recovery. 

This would not be a problem of only in nowadays but be a problem in future when I grow up to 

adult. 

I will continue saving electricity and doing everything what I can. 

 

 

完成日 平成２３年 ７月２０日 

 

 

 



 

 


