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第７章 東日本大震災を体験して

□□□□□□□□□□□□□□□□

１１１１ 小学生編小学生編小学生編小学生編

□□□□□□□□□□□□□□□□

普通に生活できることの幸せ

第一小学校 ６年 阿部 真由子

３月１１日２時４６分，私は教室に

いた。学年はバラバラで，先生がいな

くて不安や心配でいっぱいだったが，

すぐに避難訓練のとおりに落ち着いて

校庭に避難することができた。外は雪

が降り出し，たくさんの人が泣いてい

た。私は，（きっと夢だ。こんなこと

あるわけない！）と思ったが，時間が

経つにつれ，（本当なんだ・・・。）と

実感がわき，恐ろしくなってきた。

その後，すぐに体育館に移動した。

強い余震が何度も来て，とても怖かっ

たが，同級生が全員いるだけで安心で

きた。少し落ち着くと，たくさんの人

が避難してきた。が，水も電気も使え

ないので大変だった。

暗くなっても余震は続いた。全校の

３分の２は帰ったが，私は学校に泊ま

ることになり，薄暗い中，ご飯を分け

合って食べた。

その後，やっと入ってきたラジオか

らの情報に，私はショックを受けた。

それは，幼い子をはじめたくさんの人

が亡くなったというものだった。悪夢

を見ているかのように，頭の中が真っ

白になった。それと同時に，帰った友

達や家族のことが心配になった。頭で

は（大丈夫，きっと大丈夫。）と思っ

ていても，悪いことばかりが浮かび，

涙が止まらなかった。

翌日，私はようやく家に帰ることが

できた。家では，みんなが協力して，

元のとおりの生活に戻そうとしていた。

私も家族のためにたくさん手伝いをし

た。数日間，電気や水，ガスが使えな

い日々が続き，これまでにない苦労を

味わったが，その間，ずっと家族の温

かさやありがたさ，絆を改めて感じて

いた。

長い春休みが終わり，久しぶりに学

校で友達と会った。その日は短い時間

だったが，地震後で一番楽しい時間だ

った。やっと普段の生活に戻ったよう

な気がした。

その後は，世界中の人から支援物資

や励ましの言葉が届いた。本当にたく

さんの人に支えられて，一小は復旧し

たんだと私は思う。本当に感謝の気持

ちでいっぱいになった。

私は，震災を通して友達の大切さ，

避難訓練の大切さなど，たくさんのこ

とを学んだ。その中でも特に命の大切

さ，普通に生活できることの幸せを感

じた。この震災で学んだことを忘れず

に，これからの人生に役立てていきた

いと思う。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

大震災の悲しみや苦労を忘れずに

第一小学校 ５年 太田 峻平

僕は空手が大好きです。２年生の

時から始めて４年になります。去年

の２月に進級試験で合格し，茶帯を

もらいました。それまで使っていた

緑帯にはたくさんの思い出がありま

した。大会に初めて出たことや一生

懸命週３回稽古に通ったことなどで

す。茶帯の認定証と緑帯は神棚の下

に飾っておきました。

去年の３月１１日，東日本大震災

がおきた時，僕は体育館へ避難して

そのまま一晩を過ごし，次の日にや

っと家に帰れました。家は津波で大

変なことになっていました。店も工

場も物がめちゃくちゃでヘドロまみ

れに散乱していて，何が何だか分か

らなくなりました。緑帯と認定証も

家のどこかに流されてしまいました。

今まで通っていた空手の道場（７

か所）が被災して北浜にある道場は

ヘドロまみれでシャッターは何かが

つっこんだように大きくへこんでい

ました。びっくりしてとても悲しく

て，「この後も稽古ができるのか

な。」と思いました。そのほかの道

場も避難所などになっていて使えま

せんでした。

その後，ボランティアの人たちと

家族で掃除や片付けをしました。と

ても疲れましたが，絶対に復旧する

ぞという気持ちで頑張りました。ま

た，時間があれば神社へジョギング

に行きました。境内へ行き，安全祈

願と緑帯と認定証が見つかりますよ

うにと祈りました。

何日かたった日，店のすみっこか

らヘドロまみれの認定証が見つかり

ました。うれしかったけれど，認定

証はとってはおけない状態だったの

で，残念ながら捨てることにしまし

た。緑帯はお父さんが見つけてくれ

て，きれいに洗ってくれました。そ

の緑帯は，今も大切にとっています。

空手の稽古は，５月から北浜の道

場を使うことができるようになりま

した。毎週頑張って稽古に通ってい

ます。

大震災の悲しみや苦労を忘れず，

これからも空手や勉強をしっかりと

頑張りたいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

助け合う気持ち

第二小学校 ５年 坂下 琳花

震災から１年が経ちました。

３月１１日は何が起こったのか分か

らなかったけれど，お母さんがすぐに

むかえにきてくれました。お母さんと

いっしょに学校のなかよし学級にいる

時，お母さんから津波が来たことを教

えてもらいました。私は，津波って何

だろう，と思いました。

次の日も学校にいました。私は２日

間も学校にいたので，そんなに大変な

ことが起こっているのかなと不安に思

い，会っていないお姉ちゃんとお父さ

んのことが心配で，心がいっぱいでし

た。

３日経って，お母さんといっしょに

家を見に行ったら，家の前や家の中が

水びたしになっていて，家の様子がよ

く分かりませんでした。私は驚いて，

お母さんに何を話したらよいのか分か

りませんでした。

５日ぐらいしてから，お父さんとお

姉ちゃんにやっと会えました。私はう

れしかったです。少し経ってから，お

母さんに，

「家が建つまで，マンションに住む

よ。」

と，言われました。

私は，お母さんが引っ越しとかで大

変だから，手伝ってあげなきゃいけな

いな，と思いました。

震災前は，私は自分のことでせいい

っぱいでした。でも，震災があって落

ち込んでいる私を見て，お母さんがエ

レクトーンの楽譜を探してくれたり，

おばちゃんたちがひ難所で食べ物が十

分にない中から，お菓子やみかんをく

れたりしました。私はわがままを言わ

ないで，親切にしてもらった分，お手

伝いや自分のできることで恩返しをし

なくてはいけないと思いました。

この一年間，エレクトーンがない間，

東京からエレクトーンを貸してくれる

人がいたり，全然知らない福岡の人た

ちが家に招待してくれ，家族のように

接してくれたりしました。

私は，生きていれば悲しみの数と同

じくらいの楽しいこともあると思いま

した。いろいろな人に助けられたりか

かわったりしているうちに，心の中が

温かくなり，少しずつ強くなっていく

と思いました。周りの人たちがどんな

ことにもあきらめないで頑張れる心を

教えてくれているのだと思いました。

これから，私は大人になってからの

ために勉強をたくさんして，家族が困

ったりしている時は手伝ってあげたい

です。また，友達が困っていることが

あったら，すぐにかけつけて問題を解

決できるように協力してあげたいです。

そして，震災の時にお世話になった人

たちが困ったことがあったら，私にで

きることをたくさんして，震災の時の

恩返しができるような大人になるよう

に努力していきたいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災

第二小学校 ４年 松山 柊太郎

３月１１日金曜日午後２時４６分。

それは起きた。ゴゴゴゴゴ。という

大きな地鳴りが地面の下からつき上

げてきた。それと同時に，学校がは

げしくゆれ始めた。

「地震だ。」

ぼくは，一しゅんで分かった。ぼく

は今までにない「きょうふ」を感じ

た。みんながいっせいに机の下にか

くれた。数秒で電気が消え，机やい

すがたおれ周りの教室ではひめいが

聞こえた。それでも，学校はようし

ゃなくゆれ続けている。こわくて仕

方なかったぼくに，となりの友達が，

「大じょうぶ。すぐおさまるよ。」

と，声をかけてくれた。なぜか，ぼ

くはとてつもない安心感をもった。

そして，先生の指示にしたがって，

雨の校庭にひなんした。ぼくは，家

の人が迎えに来るのを今か今かと待

っていた。

２時間後だったか，３時間後だっ

たかおぼえていないが，遠くの方か

ら

「柊太郎，柊太郎」

という声が聞こえ，お母さんが迎え

に来てくれた。毎日，聞いているお

母さんの声が，こんなにもうれしい

と感じたことはなかったかも知れな

い。そして，ぼくは，お母さんたち

と一しょに一たん家に戻った。家の

外見は何ともなかった。

中に入って見ると，茶の間，しん

室，２階の部屋は，ぐちゃぐちゃだ

った。その日は，まだ大きな余震が

来るかも知れないので，かたづけは

しなかった。

食べ物やかい中電とうなどをリュ

ックサックにつめこんでいく。遠足

以外でリュックサックに物をつめた

のは初めてだ。いつもは，リュック

サックに物をつめるとき，明日のこ

とでわくわくするが，今日はそうは

いかなかった。

全ての荷物を持って車に乗った。

今夜は車でねることにした。でも，

なかなかねることができなかった。

明日起きたら夢であってほしい，と

思った。

それから６ヶ月ぐらいたった今。

あの時の地震から，ぼくの生活は，

ほとんど元通りになった。ただ，ぼ
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くの頭の中には，まだあの時のきょ

うふがしっかりとのこっている。地

震や津波でこわかったことも。そし

て，学んだことも，たくさんある。

人が困っている時は助けてあげるこ

とや，地震や津波が起こった時には

どこへにげればよいのか，ふだんか

ら食べ物をためておくことなど。ぼ

くは，この大震災を神様が人間に与

えた試練だと思っている。

「人間は楽ばかりしている。」と，

神様が思ったんじゃないかと，ぼく

は思う。

宮城をふくむ東北各地で農産物や

水産物の被害など，今回の東日本大

震災で大きな被害を受けた。ぼくの

住む港町，塩竈も海に出られなくな

り，魚がとれなくなった。とても悲

しい。

今は，少しでも元気な塩竈に戻れ

るように，ぼくもできる範囲で協力

できたらうれしいと思う。

□□□□□□□□□□□□□□□□

詩「あ さ」

第三小学校 ３年 佐藤 代伍

金曜日に

地しんが来たとき

みんな ないていた

世界で三番目に

強いじしんだった

近くまで つなみが来た

でも あんなに海が遠いのに

つなみが来て びっくりした

となりの家の

ピンクのバラが顔を出していた

ちょっとしぼんでいる

地しんがきて

ショックをうけたのかな？

「ことばの移動教室」から
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□□□□□□□□□□□□□□□□

詩「リベンジ」

第三小学校 ６年 佐藤 和香

地震があった三月十一日

びっくりして

私は泣いていた

つなみが来た

私の家はのみこまれなかった

だけど のみこまれた人もいた

避難所にいて

手伝いをしていたらほめられた

私は地震があったとき

混乱していた

私はこれから

地震の事を

考えながら

生きよう

また地震が来る

こないわけがない

またぜったいに来る

その時は

今度の地震の

リベンジだ

今度は

パニックにならず

自分の身を守り

みんなを守れるように

リベンジだ

「ことばの移動教室」から
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□□□□□□□□□□□□□□□□

地震が教えてくれたこと

月見ヶ丘小学校 ６年 鎌田 優

３月１１日午後２時４６分，東日

本を襲うマグニチュード９の大きな

地震が起こりました。

地震のとき，ぼくは，まだ学校に

いました。ワックスがけのため教室

に机はなく，机の下にかくれること

ができなかったので，廊下の端で地

震がおさまるまでしゃがんで待って

いました。とても長い地震だったの

で，まるで電車に乗っているような

揺れでびっくりしました。やっと揺

れがおさまったので，先生の指示に

従い，校庭に避難しました。外は雪

が降っていて，サイレンも鳴ってい

ました。ぼくは，「家の中は大丈夫

なのか。」「津波は大丈夫なのか。」

と，とても心配になりました。

並んで待っていたら，父が迎えに

来たので，何も持たずに急いで家に

帰りました。その後，家族で，まだ

帰ってきていない高校生の姉を迎え

に行きました。行く途中，道路がこ

われていたり，建物がこわれていた

りしました。停電で信号も止まり，

道路が渋滞していました。

やっと家に帰ってきたけれど，家

の中は，危険だと思い，車の中で夜

を過ごしました。

次の日も，また，次の日も電気と

水が使えず，大変でした。停電で電

気が使えないときは，電化製品が使

えず，照明もつかなかったので，夜

は，ろうそくをつけて過ごしました。

また，寒いのにヒーターも使えなか

ったので，洋服をいつもより多く着

たり，布団をかけたりして過ごしま

した。水が出なかったときは，近く

の浄水場などに２時間ほど並び，水

をもらいました。もらってきた水は，

少しずつ大切に使い，トイレの水は，

残っていたお風呂の水をくんで使っ

ていました。

今回の地震で，水や電気の大切さ

を本当に実感しました。ぼくも，電

力や水の使い過ぎに気を付け，使わ

ない電化製品のコンセントを抜くこ

と，水を出しっぱなしにしないこと

などを心がけていきたいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

３月１１日

月見ヶ丘小学校 ６年 佐藤 昭徳

３月１１日，ぼくは学校にいた。

次の授業は，体育でバスケットボー

ル。どうやって戦うかを考えながら

教室で体育着に着がえていた。

そこで，地震が起きた。「ガタガ

タ」，ぼくは机の下にもぐった。す

ぐおさまるだろうと思っていた。し

かし，「ガタガタガタ」，ものすご

い揺れが来た。テレビがたおれ，本

だなもぐちゃぐちゃで，蛍光灯も落

ちてきそうだった。そんな揺れが何

分も続く。ぼくは必死に揺れで持っ

ていかれそうな机にしがみつく。と

てもこわかった。これが前から言わ

れている「宮城県沖地震」なのかと

思った。

それから，５月におばあちゃんが

住んでいる雄勝町に行った。雄勝町

は津波の被害を受け，町が全めつ状

態に近かったけれど，おばあちゃん

の家は高台にあり，家も家族もみん

な無事だった。お父さんが避難所に

いるおばあちゃんたちを迎えに行っ

たときは，町の中心部は何もなくな

っていたそうだ。

（そんなばかな。）

そう思っていた。しかし，ぼくが

行った時もお父さんの言うとおりだ

った。いつも通っていた魚屋さん，

コンビニ，家，全部なくなっていた。

もう信じられない景色だった。悲し

くてしかたなかった。

ぼくは，地震は大切なものを一瞬

でこわしてしまう，おそろしいもの

だと改めて感じさせられた。そして，

いつも当たり前に思っていた生活が，

とても幸せなことだと思ったし，こ

ういった災害には何が必要なのかを

知った。これからの生活で節水，節

電，備えを心がけたい。

ぼくは，本当に幸せ者だと思った。

大切な家，大切な人を失っている人

もいるのに，すべて残されている。

このことに感謝し，被災した人たち

のためにできることを探して，行動

していきたい。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

大きな地しんをけいけんして

浦戸第二小学校 ３年 早坂 至温

３月１１日，ぼくは前に通ってい

た杉の入小学校にいました。いつも

のように帰りの会をしていると，急

に教室がゆれました。ものすごくゆ

れました。大きなゆれだったので泣

いている友達もいました。

校庭にひなんしてしばらくすると，

お母さんがむかえに来てくれました。

それから家族で塩釜ガス体育館に行

きました。体育館に入るとたくさん

の人がいました。ぼくは何もするこ

とがなく，その日は何も食べずにね

ました。

「ごはんだよ。」

という声で目をさますと，夜中の１

２時半でした。ゆかりごはんがくば

られました。おなかがすいていたの

で，とってもおいしかったです。

次の日，家族と家に帰りましたが，

家の周りが水びたしになっていたの

で入れませんでした。ぼくたち家族

は，しばらくの間体育館に住むこと

になりました。

初めは知らない人たちばかりでし

たが，だんだんいっしょに遊ぶよう

になりました。毎日絵をかいたり，

本を読んだりしました。トランプも

しました。体育館のしょくいんの人

たちとはバドミントンやサッカーを

しました。

他の県の人たちや外国の人たちが

来てごはんをごちそうしてくれまし

た。とてもおいしかったのでおかわ

りをしました。

何日かおふろにも入れなくて困っ

ていましたが，自えいたいの人たち

が大きなテントを立てて，おふろを

作ってくれました。とってもいい気

持ちでした。

ぼくたち家族は，４６日間体育館

にひなんしていました。その間，た

くさんの人たちに助けられ元気をも

らいました。

将来，ぼくも困っている人たちが

いたら助けてあげて，元気をあげた

いと思いました。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

大しんさいを経験して

浦戸第二小学校 ４年 本郷笙吾

３月１１日の地震の後，みんなで

交かん日記を書きました。先生がみ

んなの家を回ってとどけてくれまし

た。ぼくはみんなの作文を読んで，

みんなが無事なことが分かったけど，

すごく大変で心配になりました。学

校に行ったり，友達に会ったりした

いと思ったけど，自分の家のことで

せいいっぱいで，そんながことでき

るようなじょうたいではありません

でした。

この作文はその時，みんなでがん

ばろうという気もちで書きました。

大地震が起きてからもう１８日もたちま

した。ぼくの家は，電気や水道などのライ

フラインが正常になりました。でも，友達

の家や，いとこの家はまだライフラインが

正常になっていないので，ぼくの家にとま

りに来たり，お風呂に入りに来たりしてい

ます。身近な人たちがまだ，すごく大変だ

ということがよく分かりました。

学校のある浦戸の島の人たちは，もっと

大変な思いをしているでしょう。津波で家

も仕事もうしなったり，余震で毎日こわい

思いをしている島の方々のことを思うと胸

が苦しくなります。ぼくはみなさんの役に

立ちたいのですが，何をしていいか分かり

ません。和人君，今何がほしいですか？

ここさん，ちゃんとねむれていますか？

あやなさん，ももかさん，ごはん食べれて

いますか？ 島の中学生のみなさん，元気

ですか？ みんなのことが心配です。ぼく

にできることがあったら，何でも言ってく

ださい。

みんなに会える日を楽しみにしていま

す。

あれから１年近くたって，ライフ

ラインはほとんど正常にもどってき

ました。学校はいつもと同じ生活に

もどりました。でも，島の方々は変

わりはてた島のかんきょうの中で，

悲しんでいるのではないかと思いま

す。島の人は，ぼくたちがあいさつ

をすると，とてもよろこんでくれま

す。きっと，ぼくたちの元気なすが

たを見ると気もちが明るくなるんだ

と思います。だから，これからも，

元気のいいあいさつをしたり，勉強

をいっしょうけんめいしたいと思い

ます。それが，自分にできることだ

と思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

詩「ぼくの時計が止まってしまった」

杉の入小学校 ５年 大宮 圭悟

写真にうつっていた

津波のあとの

小学校にあった止まった時計。

ぼくにも時計がある。

それは，ぼくの頭の中の時計，

ぼくの体の中の時計。

そのぼくの時計が，

あの日，止まった。

まるであの写真の時計のように。

あの日が来てしまうまでの時間，

それと，あの日のあとの時間。

同じ時間が過ぎゆくはずなんだけど，

やっぱり前とはちょっとちがう。

今まであたり前だったことが

できなくなった。

水が，電気が，学校が。

今までは全部，あたり前だったのに。

あたり前の生活が

あたり前の時間の中で

まわっていたのに。

今までふつうだったことが

ふつうじゃなくなった。

ふつうの生活が，学校の勉強が，

今までよりも

何よりもうれしくなった。

今，そういえば，ぼくの時計は，

また動き出している。

今までとはちがう時間を刻みながら。

あたり前のことが

あたり前じゃなくなった時間を。

ふつうだったことがふつうじゃなく，

うれしく感じる時間を。

ところで今，ぼくは思う。

このぼくの時計，

だれがまた動かしてくれたのだろう，

と。

きっと，たくさんの人。

だからぼくは言う。

みなさん，ありがとう。

ぼくの止まってしまった時計を

動かしてくれて，

ほんとにありがとう。

※ 河北新報「ありがとうの詩」掲載作品
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□□□□□□□□□□□□□□□□

詩「たくさんの手」

杉の入小学校 ５年 貴田 琴音

「遊びにいくよ」

こう言って，私の手を引いて，

よく公園に連れて行ってくれた

おじさん。

その大きなかたい手を，

私は忘れない。

あのやさしい笑顔を，

いつも，両手をくっつけて

「手と手を合わせて しあわせ」

と言っていた，

あのうれしそうな顔を，

私は，忘れない。

水がこんなに大切だったなんて。

水を手に入れることが

こんなにたいへんだったなんて。

私は給水所へ行くたびに，

ほんとうにそう思った。

「こんな生活いやだ」

でも，そんな中，

給水所の長野県から来たお兄さんは，

いつもやさしく

手を差しのべてくれた。

お兄さんも不安だろうに。

お兄さんにも

自分の家族がいるだろうに。

私はいつも，

そのやさしいお兄さんの手に

ペットボトルを渡し，

そのお兄さんの手から

受け取っていた。

私は，

このお兄さんの手を決して忘れない。

地震で校舎が大きくゆれた時，

クラスメートの手が差し出された。

「だいじょうぶ？」

この手が，

私を校庭に連れていってくれた。

寒くてふるえていたら，

この手が上着を貸してくれた。

お母さんがむかえに来るまで，

この手は泣いている私の肩を

ささえてくれていた。

私は，このクラスメートの手を

ぜったいに忘れない。

私は，たくさんの手に守られてきた。

この忘れられないたくさんの手に…。

※ 河北新報「ありがとうの詩」掲載作品
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□□□□□□□□□□□□□□□□

３月１１日の地震で思ったこと

玉川小学校 ６年 田中 千尋

３月１１日に震度７の地震があり

ました。その時私は，体育館にいま

した。体育館で待っていたらお母さ

んが迎えに来てくれました。

家に帰って中に入ったら皿やコッ

プなどが，落ちていてびっくりしま

した。

水も電気もガスも止まっていて，

テレビで情報を得ることもできなか

ったので，家にあったラジオを聞い

ていたら，津波が来るというニュー

スが流れてきました。

おじいちゃんとおばあちゃんの家

が石巻の海の近くにあるので心配で

した。電話もつながらなかったので

心配していましたが，三日くらいし

たら，ようやく連絡がつきました。

おじいちゃんとおばあちゃんは大丈

夫だったけど，家は津波で流されて

しまいました。とても悲しかったし，

びっくりしたけど，おじいちゃんと

おばあちゃんが，元気でいてくれて

嬉しかったです。

この地震を経験して思ったことは，

普段何気なく当たり前に使っていた

ものが使えなくなると，とても大変

だということが分かりました。

電気が使えなくて困ったことは，

夜に電気が使えなかったことと，ご

飯が炊けなかったことです。ご飯は

鍋で炊いて食べました。

一番困ったのが水です。水が飲め

ない，洗たくができない，トイレの

水も流せない，おふろにも入れない

ので，とても困りました。水を買い

に行っても，お店は開いてないし，

開いていても売っていないのでとて

も困りました。ペットボトル１本の

水をもらうのに，１時間以上も並ば

なければいけなかったので，とても

大変でした。

だから，普段使っているものが使

えないのは，こんなにも不便だとい

うことが分かりました。

もう二度とあんな大きい地震が来

なければいいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を経験して

玉川小学校 ６年 和田野 葵

３月１１日，東日本大震災が起こ

った。その時私は，学校の体育館に

いた。強くて長い揺れで，とても怖

かった。教室にいた人たちが，次々

に体育館に避難してきた。その間，

何度も余震が起きた。私は，どんど

ん不安になった。中には，泣いてい

る子もいて，みんなでなぐさめ合い

ながら，家族が迎えに来てくれるの

を待った。

お母さんが迎えに来てくれた時，

私は安心して涙が出た。家に帰ると，

おじいちゃんとおばあちゃんが心配

して来てくれた。今考えると，おじ

いちゃんとおばあちゃんの会社は，

仙台新港のすぐ近くにあり，地震直

後すぐに私の家に来てくれたから助

かったのだと思う。

妹も幼稚園から家に帰っていたの

で無事だった。ただ，お父さんと連

絡がとれなくて，とても不安だった。

何度も電話したけど，つながらなか

った。みんなで心配していると，夕

方６時位にお父さんから電話が来て，

家族全員で無事を喜んだ。

地震で停電になったので，夜は真

っ暗だった。家にあったロウソクで

過ごした。水も出なくなり，トイレ

は，お風呂にたまっていた水をくん

で流した。

次の日，お店が全部閉まっていた

ので，食べる物に困った。飲み水も

近くの神社にくみに行って大変だっ

た。水や電気のありがたみが初めて

分かった。

電気は三日で，水は六日で使える

ようになった。電気がついた時，水

が出た時は，本当に嬉しかった。寝

ないで働いてくれた電気会社や水道

局の人たちに感謝したい。

電気がついてテレビを見たら，信

じられないような映像が流れていた。

津波で家々が流され，たくさんの人

たちの命が犠牲になっていたのだ。

私は，ショックを受けた。福島の原

子力発電所も爆発していた。

これから日本はどうなるのだろう。

復興するのには，どのくらいかかる

のか分からないけれど，私は，私の

できることをしたいと思う。水や電

気をむだ使いしない事。家族や友達

や自分の命を大切にしたいと思いま

す。


