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私の体験                                 

３月１１日卒業式の前日、離散会が終わり、学校でクラスのみんなと思い出話をしたり

遊んだりしていた。そして運命の２時４６分、いきなり大きく揺れはじめた。揺れは１分

くらいでおさまったが、経験したことのない大きな揺れで驚いた。揺れがおさまった後の

校内は、鮭の稚魚を飼育している大きな水槽はひっくり返り、卒業式のための装飾も台無

しで、無惨な姿だった。 

家に帰ると電気は消えていた。いつものようにすぐ復旧するだろうと思っていたが、電

気はいっこうにつかなかった。現在の状況が気になり、ケータイのワンセグでニュースを

見た。ニュースを見たとき、ものすごくショックをうけた。東北は停電。岩手県と宮城県

では津波で海沿いの町が壊滅し、福島県では原発事故が起こっていた。ショックをうけた

が、岩手県、宮城県、福島県のことを考えると秋田県は恵まれているほうだと思った。 

この日の夜は電気が使えずとても寒かった。幸い家にはガスコンロがあったので夕食は

作ることができた。普段はテレビを見るが、もちろん見ることができなかったので、早め

に寝た。風呂にも入れずにとても気持ち悪かった。 

翌日、天気は快晴、大雄のファミリーマートに食料や携帯の充電器を買いに行った。し

かし、食料もほとんど売り切れで、携帯の充電器はすべて売り切れだった。何も買わずに

家に帰った。 

この日の午後、大雄で電気が復旧したと聞き大雄の温泉に行った。久々に風呂に入った

気がしてとても気持ちよかった。そして休憩室で携帯を充電して帰った。 

夜８時頃、電気がついた。やっと元の生活に戻れると思ったが、テレビを見ると秋田県

でも物資が不足していて厳しい状態だった。県外でも特に岩手県と宮城県、福島県の被害

の大きさを改めて実感した。停電が終わったが、元の生活に戻るまでは時間がかかった。 

電気がつき、翌日からはガソリンや食料などの物資が不足していたが徐々にもとの生活

に戻っていった。 

 

３ヶ月間の私の動き 

 この３ヶ月間で私の生活は大きく変わった。例をあげると、節電を心がけたり無駄なも



のを買うのをやめるようにしたりするようになった。また水もペットボトルなどにくみ置

きするようになった。電気の供給が足りていない今、節電は一番必要だし、大切なことだ

と思った。そして、またいつ震災にあうかわからないので、震災に備えての飲食料の準備

も大切だと思った。また、この３ヶ月間、毎日震災に関するニュースを見ている。一刻も

早く復興してほしいと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

East Japan great earthquake disaster and I 

 

My experience 

March 11th the It was the day before of graduation ceremony. The party ended. I was 

playing at the school. And, fate 2:46,it began to shake suddenly and strongly. The shake 

was settled in about one minute. But I was surprised at the strong shake not 

experienced. After the earthquake ended, the campus was a tragic spectacle. 

Electricity had gone off when arriving at my home. I thought that it would recover soon. 

 



However, the light did not light up at all. I was anxious on the situation. And news could 

be seen in the One Seg of the cellular phone. When I saw news, I was terribly surprised. 

The Tohoku region was damaged awfully. However, I thought that Akita was lucky. 

Electricity was not able to be used and it was very cold on the night of the day. Supper 

was able to be prepared because there was fortunately a gas stove in the home. I usually 

watch television. But, I slept early because it was not possible to see. I was not able to 

use the bath and was unpleasant. 

It was fine the next day. I went to FamilyMart in Taiyu to buy food and a portable 

charger. However, most foods were sold out, and the portable chargers were sold out of 

all. I returned to the home without buying anything. 

Afternoon of the day I heard that electricity had been restored in Taiyu. And, I went to 

the hot spring in Taiyu. I stepped into a bath after a long time and was very pleasant. 

The light lit up at about 8 PM. I thought we would be able to return to usual life. 

However, it took time until returning to usual life. 

We returned to former life gradually, but goods such as gasoline and foods were 

insufficient from the next day. 

 

 

 

 

 

 

My 3-month’s movement 

 

My life changed greatly in these three months. For instance, power saving was borne in 

mind and I stopped to buy the useless goods. Moreover, I kept water in PET bottle. The 

supply of electricity didn't sufficient. I thought that power saving was the most 

important. We can not predict next huge earthquake. I thought that the preparation of 

the eating and drinking fee were also important. Moreover, in these three months, I look 

at news concerning the earthquake every day. I thought that they would have recovery 

as soon as possible. 


