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私は驚いた。なぜならカタカタ揺れたから。 

近くにあった窓ガラスは大きく揺れ、電気はバチバチと音をたて消えた。みんなが地震だ

と気がつく頃には、誰かの泣き叫ぶ声が教室中に響き渡っていた。 

２０１１年３月１１日、大きな地震が東北地方を襲った。 

泣いている生徒の背中をさすって必死になって「大丈夫だ」と言っている先生や男の子を

今でも鮮明に覚えている。私の手を握りながら安心させるように笑ってくれていた隣の子

もきっと不安だったと思う。 

何回かけても親につながらない電話、電気がつかない、水がながれない、寒い、トイレに

いけない、冷たいものしか食べられない、情報が伝わらない、何もできない。様々なこと

が重なって不安や恐怖が大きくなるばかりだった。やっとつながった携帯の、電話越しの

母親の声に安心して涙がでた。 

家に帰ってからは、もう寝ることしかできなくて、しょうがなくその日は寝たのだ。 

次の日になってもまだ前の日と同じ状況で、みんなで悲しくなっていた。「おじいちゃんと

おばあちゃんが心配だから」って実家に帰ろうとしたときに、水道から変な音聞こえて、

もしかしてと思って水道へいったら、水が出ていた。「テレビもつく～！！」って喜んでい

たのに、テレビに映る被災地をみて愕然とした。全部が全部嘘のようで、CG が流されてい

るのかと思うくらい、被災地は荒れていた。 

昨夜から開いていなかっかた携帯をみると、学校の友達、全然メールしたことのない人、

遠くにいる家族、いろんな人から電話やメールがいっぱい入っていた。友達のところはま

だ電気がついてないみたいだった。友達の部屋は崩壊していて、新しく買ったゲームも壊

れていたらしい。どんまい！！ 

その夜もずっと地震があって、寝て起きたら死んでいるのじゃないかと思った。だから友



達とのメールは絶対やめようとしなかった。ずっと「怖いね」っていうメールのやりとり

をしていた。 

つまり怖かったのだ。 

 

 

I was surprised. Why? Every thing shook. The window glasses swung very much. The 

lights went out with sounds "bachi-bachi". 

When we noticed the earthquake, someone's crying echoed in the class room. 

March 11, 2011, the huge earthquake attacked us in Tohoku area. 

I remember clearly that our teacher and a boy student were rubbing the back of crying 

students, even if they had fear also. I tried to call my mother. But, the telephone could 

not connect. The lights did not work. We could not use the tap water and the rest room. 

No information we had. We could not do any thing. 

By these things, my fear grew up. Finally, I could have contact with my mother by a cell 

phone. I had tear in my eyes hearing mother's voice through the phone. 

 

I had nothing to do after I returned to my home. So, I only slept. On the next day, we 

had the same situation. I was anxious about my grandparents. So we thought to visit 

their home. 

Just on the moment, I heard the strange sounds from the faucet of the water service. It 

was recovered. Then we could see the TV. I was delighted. But, I was surprised to see 

the scenes on the stricken area. 

I could not believe it as real. I misunderstood it as CG. The attacked areas were serious. 

 

I opened my cell phone and found many e-mails. From my friends, a member of my 

family in the different city and a new person, I received many e-mails. And I received 

recorded messages in it. Some of my friend had not electric recovery yet. 

The room of one of them was fallen down and the new game machine was broken. 

 "Don't mind!" 

 

Many aftershocks we had in the night. I thought I would be dead if I slept there. So, I 

continued to exchange e-mails with friends. 

Anyway I scared. 

 

 

２.地震後３ヶ月間の私の動き 



この３ヶ月間の中で募金をする機会がたくさんあった。学校での募金では、少ないけれど

３０００円募金し、スーパーなどにある小さな募金箱にはポケットマネーを入れるように

した。 

 

There were a lot of opportunities to cooperate to the fund-raising-campaigns during 

these three months 

To one of it which was planned at our school, I donated 3,000 yen. And to small boxes in 

the super markets, I donated small pocket moneys.  

 

３.今私に出来ること 

これからもっともっと暑くなり、それにともなって使用する電気の量も増えていく。だか

ら、節電・節水をするべきだと思う。日本のために、東北のために自分に出来ることをや

っていこうと思う。 

It will be more hotly in this summer. The amount of the electricity used with that will be 

also increasing. So, I think I should save electricity and save water. I think I will do 

anything which I can do for northeastern Japan. 

 


