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１． 地震当日 2011.3.11 の私の体験 

地震当日、私は東京にいた。 

下北沢のお店の中にいて、いきなり床や棚が動き始めて急いで外に出た。 

店の中にいた人たちは一斉に外に出てきてじっと地震が止まるのを待っていた。 

たくさんの店の入り口や壁はコンクリートが崩れ始めて、電柱は今にも倒れそうだった。 

しばらくしてから近くの不動産のおばあさんにテレビをみせてもらい、初めて震源が宮城県であ

ることを知った。それを見てまず自宅が心配になり電話をかけたが、全く繋がらなかった。 

すでに被災地はみたこともないような状態になっていて、これ以上被害が出ないことを祈って

いた。２時間ほどしてからようやく自宅とつながりみんなが無事だということを確認できた。 

 しかし、同時に電車も走らなくなってしまったため私たちは帰る手段を失ってしまった。 
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帰りの夜行バスの時間に間に合うはずもなく、私たちは下北沢からバスに乗ったが道路が込んで

いて全く進まず結局三軒茶屋から渋谷駅まで徒歩で行った。ところが着いたと同時に渋谷駅は閉

まってしまいコインロッカーに入れていたものも出せずにその日は渋谷駅で夜を越すしか方法

がなかった。まだ冬だったためとても寒くて本当に大変だった。このままどうなってしまうのだ

ろう、無事に秋田に帰ることができるのか、などいろいろなことを考えながら何とか過ごし朝に

なった。12 日になってからたくさんの満員電車を乗り継いで千葉駅に到着し、千葉にいる姉に 

迎えにきてもらった。再会したときは感極まってみんなで千葉駅で号泣。 

秋田に帰れるかはまだわからなかったけれど、とりあえずもう駅に泊まることはないだろうと思

い安心した。そのあと、車の中で現在の状況を知り、唖然とした。死者、行方不明者の数も大幅

に増えていた。日本の歴史に残る震災なのだと実感した。 

 

２． 地震後 3 ヶ月間の私の動き 

 地震後、5 日ほどしてから秋田に帰ってくることができたが、相変わらず食糧やガソリンがと

ても不足していて大変な日々が続いていたけれど、私たちは被災地の方がもっと大変だというこ

とでたくさんの人々に呼びかけをして支援物資を集めた。その支援物資を私の父はトラックで被

災地に届けに行った。その後も募金など少しでも被災地のためになることをするように心がけて

いる。 

 

３．今私にできること 

 今は、節電や無駄遣いをしないことなど普段の生活で気を配っていくことが大切だと思う。 

これからまた日本が元に戻れるように小さなことでも積み重ねていく努力をしていきたいと思

う。 

 

On the earthquake day, I was in Tokyo. 

I was in a shop at Shimokitazawa. Suddenly, the floor and the shelf began to shake and the 

customers including me went out of the store hastily. 

We waited for the settling down of the shake. 

The walls at the entrance of the shop and of many shops, concrete began to collapse. The 

telephone pole seemed to fall down at any moment. 

I could watch the TV in a real estate agency nearby.  I knew that the seismic center was 

Miyagi for the first time.  Then I tried to call my family in Akita, but I could not connect at 

all. 

The stricken area had been already serious situation. I had never seen such a miserable 

scene. I prayed they would not have other damage any more. After 2 hours later, I could 

connect with my family and could confirm the safety of them.  However, I have lost means 

to return to Shibuya because the train did not run. 



I could not be in time for the time for night coach to Akita. But, I got on a bus from 

Shimokitazawa to Shibuya. But it didn’t run at all by the stagnation. So, I had a way to 

Shibuya from Sangenjaya on foot.. However, when I arrived at Shibuya station, it was closed. 

I could not pull out my goods from a coin locker. I had only one way to spend the night. I 

stayed in the station. It was very cold day and it was very serious to stay there.  

On next morning, I visited the elder sister who lived in Chiba. I changed many crowded 

trains and I could arrive at Chiba Station. 

When I met her there, I was deeply moved and wept bitterly together. 

Though I did not know whether I could return to Akita or not. I thought that I would not 

stay at night at the station again. Then, I heard the present situation about the earthquake 

in her car and was surprised. The number of missing people and the dead person were 

largely increased. I realized the earthquake should be recorded in the Japanese history. 

 

 


