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・ 地震当日 2011.3.11 の私の体験 

地震当時、僕は横手南中にいました。 

卒業式予行を終え、F 見君と対談していたときのことでした。突然ガタガタと学校が揺れ始めまし

た。 

「おお ww  地震じゃん（笑）」 

とはじめはのんきに笑っていました。とても大きな揺れだったので、叫んでいる人、悲鳴を上げてい

る人、走っている人、いろんな人がいて、僕はそんなみんなを見て爆笑していました。 

しかし、このとき僕は、この地震の本当の恐ろしさを知りませんでした。 

家に帰るとテレビや電気がつかず、水もだんだん弱まっていました。停電と断水のダブルパンチ

を喰らってとても不便な生活でした。ただ、中２のときに作った充電式の LED ライトが驚くほど役に

立ちました。ちなみにその日は AKB48 の篠田麻里子さんの誕生日でした。 

その翌日、僕たちの中学は卒業式でした。僕は焦りました。前日、お風呂に入れなかったからで

す。しかたなく水で入りました。はい。過酷でした。卒業式が延期になったという知らせを聞いたの

は、その数分後でした。 

そしてその夜、水や電気が復活しました。そしてさらにその数日後、卒業式が行われました。 

まあ、無事に卒業式ができて、よかったです。 

 

・ My 2011.3.11 on that day of earthquake experience 

I was in Yokote Nantyu (Junior high school) when the earthquake occurred.  

The graduation ceremony rehearsal was finished, and I was talked with Mr.F(a friend) . With the 

creak, school began to shake suddenly.  

I said “Oh earthquake”. 

But I didn’t scared of this earthquake. 

We got double punches that were power failure and suspension of the water supply. 

However, I did not know true fear of this earthquake at this time.  



 

 

ゲ
オ 南中 

Neither the television nor the light worked when returning to the home and water also has become 

weak gradually.  However, the rechargeable LED light that had been made at the second grade of 

junior high-school was useful. By the way, the day was a birthday of Mariko Shinoda of AKB48.  

Our junior high school would have a graduation ceremony on the next day. I was in a hurry. It was 

because I was not possible to use a bath the day before. I entered reluctantly to water. Yes, it was 

severe. After a few minutes, I heard the news that the graduation ceremony was postponed. 

And, water and electricity revived on that night. And, the graduation ceremony was held several 

days later.  

Oh dear, the graduation ceremony was able to be done safely, and it was good. 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 地震後３ヶ月間の私の動き 

電気が復活し、テレビを見ると内容がほとんど地震の報道でした。まさか津波であんなにすごい

ことになっているとは思ってもいませんでした。しかもそれだけではなく、福島原子力発電所でも大

変なことになっていて驚きました。そう考えると僕の住んでいるところは停電や断水だけですんでラ

ッキーだったと思いました。被災地の状態を知って何かしようと思い、僕はローソンの義援金の箱に

小銭を入れました。 

 

Most content was reports of the earthquake when electricity revived, and I watched television. I 

did not suppose such a terrible situation caused by the tsunami surely. Moreover, I was surprised 

to hear the problems in the Fukushima nuclear plant. I thought that we were somewhat lucky. We 

had only power failure and suspension of the water supply.  

.When I knew the state of stricken area, I thought that I would do something. I put small change in 

the box of the relief and condolence money of Lawson. 

 

・ 今私にできること 

今、地震の影響で福島原子力発電所が事故にあって電気が少なくなっています。ですから、僕

たちが今できることは、『節電』だと思います。僕も節電のために知恵を出して取り組んでいきたいと

思います。 

 



 

 

What should I do now? 

Fukushima nuclear power plant is in an accident by the earthquake, and electricity decreases now. 

Therefore I think that "is economy in power consumption" for us now. I will give me wisdom for 

economy in power consumption. 

東日本大震災の詳しい詳細はこちら↓ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%
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