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１．地震当日２０１１．３．１１の私の体験 

大震災が起きたあの時、中学校はすでに下校時間で私は車から降りるところだった。車

を出た瞬間地面が揺れ、車や電線、木なども揺れだした。大きな横揺れが数分間続き、私

はしばらく動けないでいた。やっと揺れがおさまり、とりあえず家の中に入ろうと思った

震央 



が停電が起きてしまったので、自動ドアを自分で開けて中に入った。ゆっくりとした揺れ

だったので物は散乱していなかった。しかし地震の影響で、２日間も断水と停電が続き、

食料も十分に無くてとても不便な生活をした。屋根にはまだ多くの雪が残っていたので、

大きな余震が起こる度に不安になった。電気がようやく通ってテレビを見ることが出来て、

初めてこの地震がどれほどの影響を及ぼしたのか解った。この地震だけで津波や原発事故

などの二次災害も引き起こされ、岩手や福島の人が秋田よりひどい被害を受け心の休まら

ない生活を強いられていることを思うと、とても悲しい気持ちになった。 

 

２．地震後３ヶ月間の私の動き 

 地震後すぐ、父の知り合いの人から連絡を受けた。被災地では必要な物資がほとんど足

りておらず、特に防寒具が必要だということだったので、うちの店で余ったセーターなど

を救援物資として被災地に送った。スーパーなどの店頭では義援金を募っているので、見

かけたらお釣りを入れることにしている。 

 

３．今私にできること 

 やっぱり、ありきたりでも被災地への援助を続けることが一番大事だと思う。子供に出

来ることは限られているし、自分たちの生活もあるから、なかなか直接的な援助活動は出

来ないので被災地への義援金を絶やさないことがいいと思う。 

 それと今の時期、深刻なのが電力の問題だ。この夏はなるべく扇風機で過ごし、電気を

こまめに消すことを徹底している。テレビでもそう呼びかけているし、日本全体がそのよ

うに意識していることはとてもいいことだと思う。それに、今被災地を応援しているのは

日本国内だけではない。世界の国々が日本を援助している。このような大きな援助はでき

０ないけど、私が今やっていることをこれからも続けていきたいと思う。 

 

1. My experience of earthquake day 2011.3.11 

On the time of the huge earthquake, my school work was finished already. I was just 

getting off from a car. 

At the moment, the ground shook very much and car, power lines, trees were swinging 

seriously. 

The horizontal quake continued for several minutes. I could not walk at all. 

The quake settled down gradually. I wanted to go into my home. But, the auto-door did 

not work by power line failure. 

I opened door myself. Nothing was disturbed in my house. 

 

After that, we spent inconvenience two days because of failure of electricity and water. 

And we had also the lack of foods. 



A lot of snow remained on the roof. We were anxious it, when we had every aftershock. 

 

When we could watch the TV, we could have information for this earthquake. 

The tsunami and accident in nuclear power plant gave serious damage to people in 

Iwate and Fukushima. 

These are more serious than that in our Akita. 

When I thought this, I was very sad. 

 

2. My movement in 3-month after the earthquake 

We got information from one of my father's friends. They had no winter cloths especially. 

So, we sent some sweaters to him as the relief supplies. These were products at our 

shop. 

I have cooperated to the fund-raising-campaign in the super market. 

3. The thing I can do now 

It is natural that to continue assisting for the people in the stricken area. 

For the child, it is limited to do direct actions. So, I wish to keep cooperating for the 

fund-raising-campaign. 

And to save the electricity is important too. I will not use an air conditioner. I will use 

fan as much as possible. 

I will turn the light off frequently. TV requests these actions. 

Now, not only Japanese people but also every people over the world make assisting 

them.  

It is difficult to do this kind of big assisting, but I will continue my small action all the 

time from now on. 


