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第６章

後世に残すべき東日本大震災の体験

（教員・保護者・地域の方々編）

第７章

東日本大震災を体験して

（小学生・中学生編）
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☆☆☆ も く じ （２） ☆☆☆

第６章 後世に残すべき東日本大震災の体験 （敬称略）

１ 小学校教員

・避難所の職員となって 第一小学校 教諭 加藤 聡 … １０５

・東日本大震災の記録 第三小学校 教諭 細川 翔太 … １０７

・生きるために 月見が丘小学校 教諭 小嶋 広明 … １１１

・東日本大震災を体験して～地域の給食室として～ 杉の入小 栄養教諭 藤木よし子…１１４

・想定外の東日本大震災を経験して 玉川小学校 教諭 手嶋 幸雄 … １１５

・東日本大震災を体験して 第二小学校 主幹教諭 猪股 一郎 … １２０

２ 中学校教員

・東日本大震災を体験して 第一中学校 教諭 永野 寛子 … １２２

・東日本大震災を体験して 第二中学校 栄養士 門馬 真弓 … １２４

・震災を通して感じたこと 第二中学校 教諭 大橋 範久 … １２５

・震災を経験して 第三中学校 養護教諭 佐々木奈緒 … １２７

・３．１１の東日本大震災 第三中学校 教頭 阿部 芳之 … １２８

・震災の記憶 第三中学校 教諭 中館 輝夫 … １３０

・３月１１日の日記 第三中学校 教諭 遠藤 靖 … １３２

・「わたしたちにできること」を考える 玉川中学校 教頭 菅原 通英 … １３３

・東日本大震災を乗り越えて 浦戸中学校 教頭 黒澤 礼子 … １３５

３ 保護者・地域の方々

・東日本大震災，私の体験から 第一小学校 元Ｐ会長 荻原 勝 … １３８

・思い出が育てる 第三小学校 Ｐ役員 佐藤 則子 … １４０

・私の大切なもの 月見ヶ丘小学校 Ｐ事務長 本多恵美子 … １４３

・東日本大震災に思うこと 月見ヶ丘小学校 町内会長 斉藤 健次 … １４４

・震災当時と避難所運営を振り返って 浦戸第二小学校 副区長 西川 信男 … １４６

・『あの時』 杉の入小学校 保護者 三浦 雪枝 … １４８

・東日本大震災を体験して 玉川小学校 Ｐ会長 青沼 幸也 … １５０

・広報の持つ力を信じて 第一中学校 町内会長 佐藤 秀一 … １５２

・後世への遺産～あの日の悪夢は末代まで 第一中学校 民生委員 小針 靖 … １５５

・東日本大震災を経験して 第二中学校 Ｐ会長 鈴木 信弘 … １５７

・ないないの暮らしの中にあったもの 第二中学校 Ｐ副会長 佐々木正博 … １５８

・東日本大震災を体験して 第三中学校 保護者 村上 博之 … １６０

・家庭の防災～「想定外」を想定する 玉川中学校 保護者 佐々木乃扶子… １６３
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第７章 東日本大震災を体験して （敬称略）

１ 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 … １６５

・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 … １６６

・助け合う気持ち 第二小学校 ５年 坂下 琳花 … １６７

・東日本大震災 第二小学校 ４年 松山柊太郎 … １６８

・詩「あ さ」 第三小学校 ３年 佐藤 代伍 … １６９

・詩「リベンジ」 第三小学校 ６年 佐藤 和香 … １７０

・地震が教えてくれたこと 月見ヶ丘小学校 ６年 鎌田 優 … １７１

・３月１１日 月見ヶ丘小学校 ６年 佐藤 昭徳 … １７２

・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 … １７３

・大しんさいをけいけんして 浦戸第二小学校 ４年 本郷 笙吾 … １７４

・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 … １７５

・詩「たくさんの手」 杉の入小学校 ５年 貴田 琴音 … １７６

・３月１１日の地震で思ったこと 玉川小学校 ６年 田中 千尋 … １７７

・東日本大震災を経験して 玉川小学校 ６年 和田野 葵 … １７８

２ 中学生編

・叶えたい夢 第一中学校 ２年 齋藤 夏海 … １７９

・今，私にできること 第一中学校 ２年 小林 南海 … １８０

・立志発表会「メッセージ」 第二中学校 第２学年一同 … １８２

・『恐怖』 第三中学校 ２年 菊地妃樹李 … １８５

・『思いを伝える言葉』 第三中学校 ２年 橋浦ひなの … １８７

・当たり前のことに感謝 第三中学校 １年 髙橋 翔 … １８８

・震災から学んだこと 玉川中学校 ３年 川瀬 彩音 … １９０

・あの日・あの時を忘れない 玉川中学校 ２年 田畑 育美 … １９２

・震災を体験して学んだこと 浦戸中学校 ２年 内海 実夢 … １９４

・震災を体験して思ったこと 浦戸中学校 ２年 内海もも子 … １９５

○ 著作権及び個人情報等の取り扱いについて

・ 本書に掲載しました体験文集の著作権は，原則として，塩竈市教育委員会に帰属するものと

します。ただし，教育用途に使われる場合は，市の内外を問わず著作権フリーとすることで作

者の了解を得ています。なお，文中の表現や写真等については，個人情報に関するものが含ま

れている場合がありますので，十分にご配慮願います。


