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第６章 後世に残すべき東日本大震災の体験

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１１１１ 小学校教員小学校教員小学校教員小学校教員

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

避難所の職員となって

第一小学校 教諭 加藤 聡

１ 避難所開設

東日本大震災が起きたとき，児童の避難は

訓練どおりスムーズに行われました。校庭へ

避難した後，気温が低く，間もなく雪も降り

始めたため，校長先生の指示で，安全が確認

された体育館に移動しました。朝会の時のよ

うに，子どもたちをステージよりに並べ，座

らせました。体育館の後ろ半分は，避難して

きた人々，子どもをお迎えに来た保護者のス

ペースとなりました。私たち学校職員は，ス

テージの上に配置しました。地震発生後，約

３０分で市の職員の方も学校に到着し，避難

所が開設されました。避難所の職員であるこ

とがわかるように，学校職員は緑色のベスト

を着ました。私たちは，ステージの上で校長

先生中心に打合せをもち，分担して様々な作

業をしました。児童の健康確認，避難してき

た人からの情報収集，毛布の配布等。その中

で，避難してきたみなさんから，学区内のあ

ちこちでブロック塀や家の外壁が壊れている

ことや御釜神社まで津波がきたことを知らさ

れ，地震の規模が大きかったことが分かって

きました。得た情報や決定事項は，大型拡声

器により館内のみなさんに知らせました。大

津波警報が解除されない中，通学路の安全が

確認できないため，児童の保護者への引渡し

はされないでいましたが，そのことも，校長

先生からきちんと説明をしていたため，混乱

はありませんでした。

２ 避難所１日目

午後６時過ぎ，体育館は，295人の全校児童

とお迎えに来た保護者，避難してきた人でい

っぱいでした。間もなく暗くなる時間でもあ

り，津波の浸水域を通らないで帰れる地域の

児童の保護者への引渡しを開始することにな

りました。引渡しも，大きな混乱もなくスム

ーズに行われました。その後，校長先生から，

学校職員は，全員泊まりで避難所の職員とし

て活動するように指示されました。引渡しが

終わって，９０人ほどの児童が残りました。

暗くなる前に，備蓄倉庫にあった非常食を配

りました。アルファ化米のまぜご飯でした。

一人分の量は，プラスチックの折り詰めに半

分でした。床は冷たいので，体育用のマット

を敷いてその上に座っていました。食事が済

むとトイレを使う人も増えてきました。水道

は止まっていたので，トイレ用の水として，

プールからバケツで水をくんで２０個ほどを

３箇所のトイレの前に置きました。トイレへ

の水の配置は，その後，水道が復旧する３月

１８日まで，私たちの日課になりました。暗

くなるまでには，ラジオから様々な情報が入

ってきて，この地震が大震災であったことを

知りました。引渡しが終わっても，体育館の

避難者は９００人ほどの人々で混み合ってい

たため，校舎１階の多目的ホールも避難所と

なりました。備蓄倉庫にあった発電機で灯り

が点いたのは，夜８時頃。ビデオライトのよ

うな照明が，体育館と多目的ホールに一つず

つ，その間を結ぶ１００ｍほどの廊下の途中
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途中に３箇所設置されました。

夜も１０時を過ぎ，仕事が一区切りついた

ので，自分の家族の安否を確かめようと思い

ました。教頭先生に許可をもらい，学校の公

衆電話から，災害伝言ダイヤルを利用してみ

ました。家族からのメッセージはありません

でした。自分が無事であるメッセージを吹き

込み，受話器を置きました。体育館に戻りま

したが，暖房がないので館内も冷えていまし

た。毛布にくるまり床で寝ている人がほとん

どでした。真夜中頃，お子さんを迎えに来た

保護者の方もいました。勤め先の仙台から，

歩いて帰って来たそうです。寝ていた我が子

を確認し，安心されていました。

３ 避難所２日目

朝になり，窓の暗幕を開けたり，トイレの

水をくんだりしました。朝の食事はありませ

ん。備蓄されていた食糧は，１日目で終わり

でした。学校が避難所である期間が長くなり

そうであることから，学校職員は，２班に分

かれ交代で宿直をすることになりました。明

るくなって保護者の方が迎えに来始めました。

１１時過ぎに最後の児童の引渡しが終わりま

した。職員の間にほっとした空気が流れまし

た。家族の安否を確かめるために体育館に来

る人も増えてきました。そういった方に対応

するため，体育館の壁に大きな紙を貼り，避

難されている皆さんに地区と名前を書いても

らいました。お昼頃，学区内の洋菓子屋さん

が大量のブッセを体育館に届けてくれました。

避難している人たちのために，あちこちの避

難所を回って届けていたそうです。午後にな

り，地域で炊き出しをしている方からおにぎ

りをいただけることになりました。男性職員

で西町まで受け取りに行きました。

食べごたえのあるおにぎりと汁物は，避難

している人々に元気を与えてくれました。た

だ，水が出ないので，食器を洗えず，ラップ

を貼って使い，破らないように食べていただ

くようお願いしました。色々な仕事をしてい

るうちに２日目はあっという間に過ぎました。

４ 避難所３日目

また，寒い夜が来ました。それでも，いく

ぶん体が慣れたのか，１日目よりは長く休め

ました。寝ながら考えたのは，家族のことで

した。もしかすると，自分の家族も今，同じ

ように避難所で不安な気持ちで過ごしている

かもしれない。その避難所は避難している人

に対して，よくしてくれているだろうか。何

か気持ちがほぐれるようなことをしてくれる

といいのだけれど。ラジオ体操なんかしてく

れると少し気持ちが軽くなりそうだな。など

と考えていました。そして，そこまで考えて，

今この避難所にいるみなさんに，自分はそれ

をしてあげられる立場にあることに思い至り

ました。「明日の朝はみんなでラジオ体操をし

よう。」そう思いついてしまったら，あとは，

もう早くラジオ体操をしたくてたまらなくな

りました。朝になると，すぐ教頭先生に相談

しました。即，賛成していただけました。そ

こで，ラジオ体操のＣＤを用意し，ニュース

を流していたラジカセでかけてみましたが，

鳴りません。電池が弱くなっていたからでし

た。あきらめかけていると，電池を管理して

いた事務長が残り少ない新しい電池を出して

くれました。用意が整い，朝食を食べたあと，

体育館にいる皆さんにラジオ体操をしましょ

うと呼びかけました。かえって迷惑がられて，

誰もやってくれなかったらどうしようと心配

しましたが，皆さん，すぐに立ってくれまし

た。同僚とステージの上に立ち，ＣＤに合わ

せてラジオ体操をしました。避難されていた
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皆さんも，それまでとは違うやわらいだ表情

で体を動かしているように感じられました。

笑顔のおばあさんもいました。やってよかっ

たと思いました。

５ その後

その後も避難されていた皆さんは，秩序を

保って避難生活を送っていました。そして，

私たちの緑のベストを見るといつも明るくあ

いさつをしてくれました。３月３１日に一小

の避難所は閉鎖となりました。市の体育館に

移動する皆さんは，バスから私たちに笑顔で

手を振ってくれました。

この避難時のことに対して感謝のお手紙を

もらいました。学校が避難所になっていたこ

の期間は，自分が，何かしら人の役に立つこ

とを実感させてもらえた貴重な２０日間でし

た。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災の記録

第三小学校 教諭 細川翔太

富津小学校の皆さんはじめまして。私は宮

城県の塩竈市立第三小学校で５年生を担任し

ている細川といいます。今回の震災では，私

の住む宮城県だけでなく，東日本全体に大き

な被害をもたらしました。皆さんの住む千葉

県でも液状化や津波の被害があったと聞いて

います。そのような中で皆さんが，未来に向

けて自然災害や，被害を最小限におさえるた

めの防災について学習しているという話を聞

きました。将来，そのような皆さんが富津の

町を守る姿を想像すると，とても頼もしく思

います。そこで，何か学習のお手伝いをした

いと考えて，３月１１日からのことをお手紙

にしました。少しでも皆さんの学習の役に立

つことができればうれしく思います。

１１１１ 地震地震地震地震のののの瞬間瞬間瞬間瞬間のののの様子様子様子様子

３月１１日（金）は担任していた３年３組

で６時間目の授業を行っていました。ローマ

字のワーク集をしているところでした。授業

が始まってから２０分後，いきなり突き上げ

るような揺れに襲われました。すぐに机の下

に潜るよう指示を出しました。子どもたちは

訓練通り，とても素早くもぐっていました。

これまでに体験したことのないような大きな

横揺れが続き，天井の電灯も大きく揺れてす

ぐに停電になりました。１分くらいたっても

横揺れが収まらずに，ついに泣き始めた子ど

もがいたので，「もう少しで終わるからね。大

丈夫！大丈夫！」と必死に声をかけ続けまし

た。また，子どもたちの近くには大きな本棚

があり，倒れそうだったので声をかけながら
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必死に押さえていました。

揺れ始めてから１分後？（実際にはもっと

長く感じていた）さらに１～２段階大きな揺

れに襲われて，もう立っていられないほどで

した。その時初めて，校舎がくずれるのでは

ないかと思いましたが，子どもたちに「がん

ばれ！もう少しだから！」と声をかけ続ける

ことしかできませんでした。揺れが大きすぎ

て，机の下からはみ出てしまう子どもがいた

ので，斜めに机の足をもつように指示しまし

た。そのときには半分以上の子どもたちは泣

いていたと思います。

ただただ大きな揺れに耐え続け，ようやく

揺れが収まりました。とても長く感じました

（後からの報道で５分くらい？と知りました

がもっと長く感じました）。教室内はランドセ

ルや図工の作品，筆記用具やワーク集など，

ほとんどの物が床に散らかっていました。訓

練通り，職員室からの放送を待ちましたが，

停電のためスピーカーからは何も聞こえませ

んでした。大きな余震も続いていたので，訓

練通り校庭に出た方が良いのか，机の下で待

ち続けるかはとても判断に迷いました。

２２２２ 避難避難避難避難のののの様子様子様子様子

ふと，教室の窓から校庭を見ると，６年生

が体育館から避難している様子が見えたので，

廊下に並ぶことにしました（訓練では教室に

整列していましたが，とても並べませんでし

た）。「訓練とは違うからね。外に出たら走る

んだよ。」ということを確認して避難を始めま

した。３年生は避難経路通りに落ち着いて避

難することができました。後から聞いた話で

は，５年生教室の近くの壁が崩れたり，ちょ

うどパソコン室で授業をしていたりして，い

つもとは違う場所を通って避難したクラスも

あったそうです。３年生も慌てて昇降口で靴

を履き替えている子どももいました。

校庭で人数確認後，雪が降ってきて，寒さ

で震えている子どもがたくさんいました。地

域の人が上着を貸してくれました。それでも

足りなかったので，上着を取りに校舎に戻り

ました。大きな余震が何回もあったのでとて

も怖かったです。途中で町の防災無線から大

津波警報が聞こえました。放送のたびに，６

メートル，８メートル，１０メートルと予想

が上がっていきましたが，上着を取りに行く

ことに夢中で，正直そこまで気にはしていま

せんでした（三小から海までは１．５キロメ

ートルの距離です）。上着を着せて学年ごとに

トイレをすませている間，１時間くらい校庭

で待機していました。結果的に，そこで時間

をかせぐことができたので，三小の子どもた

ちは家の人と帰る時に津波の被害にはあいま

せんでした。それから雪もさらに強くなった

ので体育館へ避難することになりました。

３３３３ 子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子

教室で揺れ始めたときはまだ落ち着いてい

ましたが，揺れが大きくなると何人かの子ど

もが泣き始めました。その後は連鎖するよう

に半分以上の子どもが泣いていたと思います。

机の足を斜めに持つなどの指示はしっかりと

聞いて行動することができていました。避難

するときは自分のことよりも，「おばあちゃん

大丈夫かな」，「お母さん仕事に行ってるんだ

けど無事かな」と家族のことを心配している

子どもが多かったのが印象的でした。校庭で

待機している間はとにかく寒さで震えていま

した。体育館に入ってからは，家族も続々と

迎えに来ていたので安心した表情になってい

きました。少しおしゃべりする余裕もでてき

たようでした。
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それから家族への引き渡しが始まりました。

そのときはわかりませんでしたが，学校のす

ぐ下まで津波が来ていたそうです。そのため，

お迎えに来てもらえなかった子どもはとても

不安そうにしていました。

４ ３４ ３４ ３４ ３月月月月１１１１１１１１日夜日夜日夜日夜のののの様子様子様子様子

体育館に避難したのが夕方４時過ぎだった

ので，すぐに暗くなりました。私はまだ家族

が来ない子どもたちと待つことになりました。

フロアは地域の人が数百人規模で避難してい

たので，小学生はステージに上がることにな

りました。とても寒かったのでみんなで固ま

って過ごしました。少しでも気を紛らわせよ

うと，しりとりなどをして待ちました。停電

していたのですが，地域の方が工事用のトラ

ック発電機をもってきてくださったので，体

育館の中では電気を使うことができました。

いつまで停電が続くかわからなかったので，

最低限の暖房や照明用として大切に使いまし

た。

夜７時ごろ，学校にあったクッキーを残っ

ていた子どもたちと分け合って食べました。

それから備蓄倉庫には３００人分の非常食や

毛布が入っていたのですが，その時点で１，

０００人以上の方が避難していたので全く足

りませんでした。そのため子どもたちも２人

で１パックのごはんにふりかけをかけて食べ

ました。水もコップに少しだけ入れてなんと

か飲むことができました。その日はそれしか

口に入れることができませんでした。

９時ごろになると寝る準備を始めました。

子どもたち８人くらいで保健室にあった毛布

を１枚使うことができました。それだけでは

寒いので，新聞紙をステージに引いて，体に

もかけて横になりました。夜にも何度も大き

な余震があったのでそのたびに起きて，子ど

もたちの頭を守るように抱きかかえていまし

た。その時間になってもお迎えがまだだった

子どもたちはとても不安そうな表情でした。

トイレも真っ暗で，懐中電灯を持って行きま

した。

朝８時ころ，ようやく３年生は全員の子ど

もが家の人と会うことができて，とても安心

したのを覚えています。１，２年生にはお迎

えがまだの子どもがたくさんいたので，残っ

ていた６年生が図書室の紙芝居を読んでくれ

ました。自分もまだ迎えにきてもらえないの

に，低学年のために読み聞かせをしてくれて

いるのを見て，とても感動しました。

５５５５ 学校学校学校学校がががが再開再開再開再開されるまでされるまでされるまでされるまで

震災から４月２１日まで学校は休校になり

ました。その間に学校の片づけをしたり，通

学路が安全かを点検したり，家庭訪問をした

りしました。特に教室や図書室の片づけが大

変でした。また，休み中に子どもたちは家の

手伝いを一生懸命頑張っていました。毎朝，

校庭には給水車が来ていたのですがたくさん

の子どもたちがペットボトルなどを持って並

んでいました。買い物でも並んでいたそうで

す。

６６６６ 避難所避難所避難所避難所

震災の当日から体育館は塩竈市の避難所と

なりました。最大で１，２００人以上の方が

避難していたそうです。三小の子どもたちも

家族と一緒にたくさん避難していました。翌

日から少しずつ支援物資が到着し，食事は１

日３食とることができるようになりました。

一番困ったことは水です。飲み水は分け合っ

て少しずつ飲むことができましたが，生活用

水がとても不足していました。その中でも特
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にトイレに流す水に苦労しました。毎朝，プ

ールの水をバケツリレーで運んでトイレの前

にためていました。

７７７７ 塩竈塩竈塩竈塩竈のののの被害状況被害状況被害状況被害状況

○塩竈市内の様子

○仙石線本塩釜駅前の様子

○ 三小前の道路

○三小から一番近い港「マリンゲート」前の道路
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

生きるために

月見ヶ丘小学校 教諭 小嶋 広明

１ 学校で

見えるものが，全て揺れた。机，蛍光灯，教

室……。担任する１年生の子どもを２つある机

の１の下へ入れた。

「大丈夫，大丈夫。」

子どもへ掛けた言葉が，震えていたのが自分

でも分かった。それでも，声を掛け続けた。

もう１つの机の下には，１年１組の子どもが

いる。この子は，トイレへ来て，教室へ戻ろう

としていた。それに気づいた私が，その子の腕

をつかみ，急いで机の下へ入れたのだ。

私は，２人の子どもが隠れた机の上へ覆いか

ぶさりながら，

「大丈夫，先生がいるから。」と，まだ震えた声

で言い続けた。

廊下では，逃げ遅れた１年生の子どもたちが，

泣き叫んでいる。机下の２人の子どもたちの安

全を確認できたので，急いで廊下をのぞいてみ

た。１０人弱の１年生が，トイレの前に動けず

にしゃがんでいた。丁度，トイレの換気扇修理

に来ていた業者の人たちが数人，子どもたちの

身を守ろうと，その周りを囲んでいた。校舎は，

まだ揺れている。

揺れがおさまると，廊下にいた子どもたちは，

自分の教室へ，業者の人達は階下へ戻って行っ

た。机下にいた２人も出てきた。そして，１年

１組の子どもを自分の教室へ戻らせた。私は，

担任する子どもと一緒に校庭へ避難した。そこ

で，初めてホッとしたことを覚えている。

しばらくすると，雪が舞ってきた。

体育館からブルーシートを出し，職員で四隅

を持ち，子どもたちの頭上へ掲げた。

その間，続々と子どもを迎えに家族らが来る。

次々に引き渡し，６０人程度になったところで，

４年生の教室へ移動し，子どもたちをそこで待

たせた。

私は，子どもたちの担当になった職員へ子ど

もたちを任せ，職員室へ戻った。その間，１時

間ぐらいだろうか。職員室でテレビを見て，初

めて大津波を目の当たりにした。画面を通して

見たことのない光景が，飛び込んできた。血の

気が失せた気がした。

「自宅や妻の実家は，大丈夫だろうか？」

自宅は，港から遠くない。妻の実家は，閖上

の川向かいで，貞山運河のそばにある。

２ 自宅へ

午後四時過ぎ，自宅へ帰ることにした。後で

使うことが出てくると思い，車は，学校へ置い

ていくことにした。このとき，ガソリンは，半

分弱であることを確認した。

リュックサックに財布，目薬，携帯電話，タ

オル，筆記用具，ノート，500mlのペットボトル

入りお茶一本等を入れて，学校を出発した。

赤坂の交差点まで坂を下り，自宅への近道で

ある鹽竈神社前を通って行こうとした。しかし，

そのルートは，閉鎖されていた。仕方がなく東

北本線塩釜駅方面へ向かった。私の背後から，

「神社の所まで，津波が来ているぞお！」

と男性の叫ぶ声が聞こえた。（えっ）信じられな

かった。

玉川郵便局前で，スーパーのカートに食料品

を山盛りにして，押してくる２０歳ぐらいの２

人の若者とすれ違った。何が楽しいのか，誇ら

しげに大笑いしている。後から考えると，近く

のスーパーから持ち出してきたのかもしれない。

塩釜駅前から白寿殿，下馬方面へ向かった。

国道４５号線を横断し，赤石病院前を通り，塩

竈三中前。そこから，観月山を通って自宅へ向

かった。出発して約１時間。全身汗ばみ，疲れ

を感じた。
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玄関を開けようとしたが，鍵がかかっている

のか開かない。幸い居間のサッシには，鍵がか

かっていなかったので，家の中へ入ることがで

きた。居間は，めちゃくちゃだった。家の中で

台風か竜巻が，大暴れしたような感じだ。足の

踏み場もない。家の中で，一番ひどい状態だっ

たのは，私の書斎だった。本棚が倒れ，本が散

乱し，中へ入れなかった。家族は，誰もいなか

った。（きっと，三小か三中へ避難したのだろう）

と思った。

背負ってきたリュックサックへ飲み物と食べ

物を詰めるだけ詰めようと考えた。

荷物を詰めていたところ，急に玄関が開き，

妻と二女が家の中へ入って来た。

「お父さん！」

娘が目を大きくして言った。

「大丈夫だったんだな，よかった。どこに行っ

てたんだ。」

「三中だよ。車で行ったんだよ。」

「そうだったんだ。会えてよかった。」

私も娘も，一気に話をした。妻に長女のこと

を聞くと，

「仙台から歩いて，塩竈へ来るんだってよ。」

と，あきれたと言わんばかりだった。仙石線は，

止まっている。

年老いた両親と私の弟家族も，一緒に，車３

台で三中へ無事避難できたことが分かった。そ

して，妻の家族の安否が分からないことも明ら

かになった。

家の被害は，土台や壁，駐車場の亀裂である。

また，強い地震があったら危ないと思い，三中

に避難したという。

３ 避難所へ

三中まで歩いて行った。道路に亀裂や陥没が，

至る所にあった。

三中へ着くと，校庭には，あふれるほどの車

が止まっていた。体育館の中は，避難してきた

人たちでいっぱいだった。

既に夕食の配給は終了していた。私は，家族

から，取っておいたおにぎりをもらって食べた。

その日は，暖房もなく，余震の続く中，体育

館で寒さに震えながら，熟睡することもできず

に一夜を過ごした。

朝は，地震前と変わらぬ気温なのだろうが，

寒さが体にまとわり付いてくる感じが強かった。

遠くで，空が赤く焼けていた。仙台新港の火

災が，鎮火せずにその朝も燃えていたのだ。今

でも，鮮やかにその光景を思い出すことができ

る。（戦時中の空襲の後は，きっとあのように見

えるのかなあ）と思った。

朝食は，７時頃。おにぎりとおでんのような

練り物の味噌汁。おにぎりは一人に２個。１個

だけ食べて，もう１個は，昼食用にすることに

した。

その日から，職場での昼食は，炊き出しで出

されたおにぎりやパン，家から持ち出してきた

カップ麺にした。

私は，家族と一緒に，３月１１日から１０日

間，避難所生活をすることになった。

４ 学校へ

私は，１時間かけて，徒歩で学校と避難所，

学校と自宅の間を通い続けた。ほぼ１ヶ月間で

ある。

学校での仕事は，次の５つである。

（１） 避難者のお世話

避難してくる人たちが増えるたびに，教室の

机や椅子等を廊下へ搬出し，部屋の確保をした。

また，職員が交代で泊まりの番を行った。（私は，

両親の体調が思わしくなかったので，泊まりの

番には加わらなかった）

（２） 給水の手伝い

校庭に給水車が来る前に，水を入れる容器や

ペットボトルを置いていく人たちがいる。それ

らを順序よく並べる仕事をした。また，給水車
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が来た時には，給水車の運転手へそれらを手渡

しして，水を入れてもらった。また，集まった

人たちの整理も行った。

（３） 炊き出しの手伝い

道具や材料の移動，炊き出しをもらいに来た

人たちへ手渡すことを行った。

（４） トイレで使う水の確保

プールにたまっている水をバケツでくみ出し，

体育館のトイレまで運んだ。そして，トイレ前

に置いた大きなポリバケツへ水をためていった。

ポリバケツの水がなくならないように，定期的

にプールから水をくみ出した。

（５） 授業の準備や教室経営

時間を見つけて自分の教室で，授業の準備や

壁装飾等の教室経営を行った。

５ 避難所生活

避難所は，ただただ寒かった。ジャンパーを

着たまま寝起きした。初日は，毛布１枚。数日

たつと２，３枚。暖房器具は，石油ストーブが

数台。（これは，個人的に持ってきた人が使って

いた。）従って，電気が使えるようになってから，

ジェットヒーターが２台設置された。

朝食は７時，夕食は１７時。その時刻に本人

がいないともらえない。私は一度，夕食をもら

うことができなかった。それで，私は，校長の

許可を得て，夕食へ間に合うように帰宅するこ

とにした。

食事のメニューは，主食がおにぎりや白米，

パン。汁物の具は，練り物や餃子，マグロ等。（マ

グロは，一匹を解体したものらしい。数日間，

おかずとしても続いた）野菜は，極めて少なか

った。炭水化物が多く，年配者には，かなり高

カロリーだったと思う。

仕事は，市役所職員やボランティアが中心で

行ったが，避難者も手分けして手伝った。内容

は，炊き出しの手伝い，掃除，トイレへの水運

び等である。私は，水運びをした。早朝，プー

ルからバケツ２つを使って，体育館のトイレの

前の大きいポリバケツへためていった。平均１

０往復した。また，プールのトイレを使った後，

避難者一人一人が，使った分をプールからバケ

ツで水をくみ，所定の場所へ置いていった。

６ 妻の実家と義父

妻の実家は，津波で流された。土台しか残ら

なかった。田畑もめちゃくちゃだった。どちら

も跡形もなかった。

義父も流された。丁度，震災から１ヶ月後に

見つかった。利府のグランディで見つけること

ができた。しかし，展示されていた顔写真では，

分からなかった。妻やその姉や妹でも分からな

かった。体の特徴と照らし合わせてもらい，初

めて間違いないと判断できた。変わり果てた義

父と対面して，目頭が熱くなった。義父は，さ

ぞ無念だっただろう。私は，どこかでひっそり

と生きているものとばかりと思っていたので，

とても悔しかった。

学校で，

「実は，行方不明だった妻の父親が，グランデ

ィで見つかりました。」

と，私は校長へ話した。

「行方不明の時点で，報告しなきゃ駄目だよ。

そのぐらい分かるだろう。」

本当にその通りである。報告すべきであった

と思う。自分でも，報告するかどうか迷った。

でも，敢えてしなかった。私としては，（どこか

で生きていてほしい）という思いを持ち続ける

ことで，義父が，ひょっこり現れるのではない

かという願いをもっていたのだ。その願いは叶

わなかった。この気持ちは，誰にも分かっても

らえないだろう。

７ 最後に

今回の震災で，「生きること」を強く考えさせ

られた。生かされた私たちは，亡くなった人た

ちの分まで生き抜かなければならないと考える。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を体験して

～地域の給食室として～

杉の入小学校 栄養教諭 藤木よし子

１ 震災発生

３月１１日１４時４６分，職員室で電話中に

最大震度７の東日本大震災が発生しました。強

い揺れが何度も続きます。地震だから電話を切

ると告げ，外に出て終わったばかりの耐震工事

の梁を眺めながら，「工事の後でよかったね」と

みんなで言い合ったことを覚えています。大き

な揺れがおさまったところで，子どもたちが校

庭に避難することになりました。慌てて将棋倒

しになっては大変だと思い，階段の防火扉のと

ころにつきました。日頃の訓練のたまものか中

・高学年はスムーズでしたが，低学年では防火

扉の段差につまずいて転ぶ子や泣き出す子もい

ます。励ましながら全員が無事に出た後，余震

で揺れている中，他の先生と誰も残っていない

か４階から確認に走りました。絶えず大きな余

震がきている状態だったので子どもたちは校舎

内には戻さないこととし，迎えにきた保護者と

帰る子どもたちが，荷物を取りに校舎内に入ら

ないよう昇降口で声がけです。そこへ調理員の

チーフが給食室が全員無事であることを報告に

きました。電気・ガスは止まっており仕事にな

りません。家族との連絡も取れない状況だった

ので管理職に相談し非常勤職員の方々は帰宅と

しました。

大津波警報が発令され，海の近くの高台にあ

る当校にもたくさんの人たちが避難してきまし

た。そのため，トイレの水はすぐ出なくなりま

した。市の水道管と直結している給食室はまだ

水が出ます。残った職員で水槽や回転釜にいっ

ぱいに溜めると共に，トイレ用ポリバケツへの

水汲み，そんな間にどんどん日が落ちて暗くな

ってきます。暗い中遠くに見える仙台新港コン

ビナート火災の赤い火と爆発音を聞きながら１

日目が過ぎていきました。

２ 避難所に犬や猫？

児童の引き渡しも一段落した頃，近くのスー

パーからバナナやパンなど善意の支援物資が届

けられました。校内にある災害備蓄庫の水やク

ラッカーなどと合わせると，避難してきたたく

さんの人たちに何か１つは配れるだろうという

ことになりました。調理員から「バナナは洗う

んですか」の問いがあり，こんな状況なのでバ

ナナはそのまま洗わず配ろうと確認し体育館に

荷物を運びだしたところ，すぐ戻ってきた調理

員が，「体育館の中に犬や猫がいる，衛生的に心

配だ」と訴えます。確認するとたくさんの人た

ちの中に猫を抱いた人，首輪をつけた大型の犬

までいます。これから多くの人たちがここで食

事をし，生活をすることを考えると動物と一緒

では確かに心配です。

ちょうど近くの保健所の方々が避難して来て

いたので，教頭と共に相談したところ，「ペット

として飼い主と生活を共にしている動物なので，

衛生的に問題だから避難所を出るようにとは言

えない。しかし避難してきている人の中には動

物がダメな方やアレルギーの方もいるだろうか

ら，ペットと一緒に移る部屋を用意してもらえ

ればそこへ行くように話すことはできます。」と

のことでした。そこで協議し校内の一室を準備

し，そこに移ってもらうことになりました。そ

の後３週間，避難所となった体育館で多くの人

たちが生活し，ステージに支援物資(主に食べ物)

を置くしかなかったことを考えると動物と一緒

では無理だったと思います。避難所開設時に，

ペットに対する表示や，校庭に専用の場所を設

定することも今後は必要になるかと思いました。
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３ 心配は感染性胃腸炎

震災当日の避難者数はおよそ1,200人(学校概

算)，あまりに人が多すぎて入れず，駐車場とト

イレを開放してくれた近くのスーパーへ行き車

の中で過ごした人も多かったと後から聞きまし

た。そんな状態の中で食事をし生活をします。

少ないトイレをみんなで使います。断水で手も

洗えません。届いた支援物資(主に食べ物)はス

テージに置き，その前に避難所担当職員がいる

ため，調子を悪くした人がそこへ来て嘔吐をし

てしまうこともありました。雪が舞う寒さの中，

体育館に反射式のストーブが数台あるだけです。

津波で被害を受けた自宅の心配や，冷たい食べ

物ばかりが続くことなどもあり調子を崩してし

まう人も多かったようです。

そんな中で一番の心配は，感染性胃腸炎の流

行でした。保健室にはスーパー次亜水，給食室

には次亜塩素酸ソーダの在庫があります。そこ

で養護教諭と相談し次のようにしました。嘔吐

物の処理用に次亜塩素酸ソーダを準備し,確実に

処理してもらうようにしました。食事の前には

スーパー次亜水での消毒を徹底することにしま

した。配付する人たちは手をしっかり消毒して

もらい，直接食べ物にさわる時には使い捨て手

袋を使用する，食べ物の配付に並ぶ人は「シュ

シュ隊」に手をスーパー次亜水で消毒してもら

ってから受け取ることにしました。食事前の消

毒や「シュシュ隊」の活躍のおかげで，感染性

胃腸炎の流行もなく過ごすことができました。

４ 地域の給食室

市町村が実施主体で大量調理ができる施設で

あり，日に一食提供なのだから災害時には地域

のため学校給食施設を役立てることができるの

ではないか，特に避難所に指定されている学校

の単独調理場だからと思っていました。しかし，

実際は思うようにはいきませんでした。

その１つがライフラインの復旧に時間がかか

ったことです。幸い給食室内は，壁や床の亀裂，

タイルが落ちましたが使えないほどの被害では

ありません。しかし，液化プロパンを電気で気

化させて使用する方式の熱源だったため，電気

が復旧しガスの点検がすみ使用できるまで８日，

水道が復旧するまで１２日かかりました。特に

ガスは，地震でもれや器具の破損があっては危

険です。点検が必要ですが，ガス業者も津波で

被災し連絡がとれず，教育委員会が他の業者を

探し依頼してくれるなど点検までにも時間がか

かりました。

災害備蓄倉庫にはカセットコンロが準備して

ありましたが，アルファ化米や乳児のミルクの

湯を沸かすことが精一杯でした。大きな炊き出

し用の釜とコンロのセットも備えてありました

が熱源はなく，使用できるまでに時間がかかり

ました。その上，いざ使用しようとすると，避

難所の側に使用できる排水設備がないなど多く

の課題がありました。

その２つ目が食材です。当日納品，当日調理

の原則で実施している給食室には調味料ぐらい

しか食材はありません。年度末だったこともあ

り，その調味料もごくわずかでした。支援物資

はパンやカップ麺など調理の必要ないものが多

く，作る食材がありません。八百屋や精肉店な

どの納入業者の多くは津波で被災し，近くの店

は長蛇の列，長時間並んでやっと店に入っても

陳列棚に品物はわずかで購入個数制限があり，

食材が手に入らない日々が続きました。

そんな中，移動販売の方から野菜ときのこ，

芋をいただきました。水道の復旧はまだでした

が，給食室のガスが使えるようになったので支

援物資のチャウダーの素を使って炊き出しをす

ることになりました。給食室の横に給水車に来

てもらいシンクに水をため，そこで洗浄をする

ことにしました。流水での洗浄は無理，材料ご

とに水を替えての洗浄も無理とできないことが

多いですが，その時にできる最良と思われるこ
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とで対応しました。水を汚さないよう野菜の順

番を決め，異物に注意して慎重に洗います。最

終加熱をしっかりし中心温度を確認し記録しま

した。また，避難所には年齢層の高い人たちが

多かったので，材料の一部で味噌汁も作りまし

た。久し振りの野菜料理に大喜びで，避難所に

笑顔があふれました。

その後，善意の炊き出し隊のトラックがカッ

ト野菜や肉・水や調味料まで運んできてくれま

した。おかげで豚汁やはっと汁（宮城の郷土料

理），八宝菜などいろいろな料理を提供すること

ができました。学校の避難所が閉鎖になる最後

の夜は，みんなで楽しくバイキングでお別れを

しようということになり，残った支援物資を工

夫し，スタッフや教職員も一緒に楽しい思い出

の夜を過ごすことができました。

３つ目は，調理員の雇用形態です。今回当校

で恵まれていたのは非常勤職員の他に正規市費

調理員が２名いたことです。はじめは避難所対

応でしたが，途中から市職員は避難所勤務を命

ぜられ，調理員はこれまで通り炊き出し担当と

なりました。現場を知っている調理員だったか

ら，環境が整わない中でも考え工夫をし，避難

している人たちの食事を衛生的に提供すること

ができたのだと思います。

５ 日本有数の鮮まぐろの水揚げ港

避難所に滞在している人たちの状況を調べる

ため，調査用紙を配って記入してもらうことに

なりました。記入しようと住所を聞いたところ

「鹿児島県･･･」とのこと。「お仕事でこちらに

いらしたのですか？」「ご家族とは連絡が取れま

したか？」と話すうち，まぐろ漁船の乗組員と

いうことがわかりました。

塩竈港に入港し休日を楽しんでいる時に地震

がおき，船は津波を避けるため地震後すぐ沖に

でたため取り残されたとのことでした。その当

時は交通機関が止まったままだったので，なん

とか仙台まで行き高速バスを使って船に戻りた

いとの希望でした。記録を取りながら，チャン

スとばかりに，まぐろはえなわ漁について教え

ていただきました。もちろん,後日給食のまぐろ

料理の日には，その時教えていただいたまぐろ

漁師さんの話が満載の「給食室だより」が教室

に配られたのは言うまでもありません。

６ 感謝の日

本当に多くの皆様からご支援いただき感謝し

ています。震災直後に走っている救急車は他県

の地域表示，(塩竈市では)信号の止まった交差

点には神奈川や山梨県警の方々が立って交通整

理，地域の治安維持には沖縄県警の方々が見回

り，当校担当の給水車は小諸市，水道の復旧に

は三重県の方々･･･，そして多くの人たちや様々

な企業から支援物資をいただきました。

水産練り製品生産量日本一だった塩竈市には

多くの工場があり，震災直後からたくさんの練

り製品をいただきました。おかげで主食がなく

てもかまぼこを食べることができ，避難してき

た人たちは飢えずに過ごすことができました。

学校再開後も，子どもたちへの文房具を始め

給食の食材など多くのご支援をいただきました。

朝会での校長の話，励ましメッセージの展示，

またお礼の手紙を書くなど感謝の気持ちを育ん

でいます。

給食でも，毎月１１日は「感謝の日給食」を

実施しています。お世話になった人々の郷土料

理給食と思いを伝えるおたよりで感謝の気持ち

を育んでいます。

７ おわりに

災害時の緊急避難所としての学校は，心身の

健康の専門家である養護教諭，食の専門家であ

る栄養教諭や学校栄養職員，調理の専門家であ

る調理員，そして多くの知識と経験を持った教

職員がいて避難してきた地域の人々を受け入れ
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ることができました。今回も，市の担当者と連

携をとりながら，調子を悪くした人がいれば養

護教諭が対応し，食に関することは調理員や栄

養教諭が対応し，様々な予測できない事柄にも

教職員が対応しました。

しかし，「４ 地域の給食室」に書いたように

食の面で言えば課題もありました。児童生徒の

ための施設として考えるだけでなく，災害時に

は地域全体の命を繋ぐ場という視点で学校給食

施設・設備を見直すことも有効ではないかと思

います。備蓄食品についても学校給食と連携す

ることにより無駄なく備蓄できるのではないか

と考えます。

東日本大震災の甚大な被害の中で生かされた

命，今後もこの体験を伝え活用し，そして子ど

もたちの指導に役立てていきたいと思います。

学校全体で避難所の対応にあたりました

炊き出し配膳･･･学校給食の食缶も活躍しました

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

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

近い将来大きな地震と巨大な津波が発生する

かもしれないと多くの学者が唱えていたが，想

像を超えた東日本大震災が発生し，私たちの生

活を根底から覆してしまった感じがします。

平成２３年３月１１日（金）の５校時目は，卒業式が

間近に迫り，体育館で，卒業証書の授与の仕方や

「別れの言葉」を在校生の５年生と一緒に練習した

後，教室に戻り「帰りの会」をしているとき，正に忘れ

もしない２時４６分に突然強い横揺れを感じました。

当時，私は特別支援学級担任をしており，教室には

６年生男子１名がいて，緊急放送により，児童と担任

は机の下に身を隠し，揺れが収まるのを待ち続けま

した。少し長い揺れを感じましたが，ようやく収まった

かと思った直後に，前の揺れよりかなり大きな揺れを

感じ，次第に揺れが段々大きくなり，一階の天井が

落ちてくるのではないかと思う位の揺れなので，児

童は恐れを感じて，机の下から教室の隅に移動して

しまいました。教室の棚からは本などが無造作に落

下してくるので，私は，とっさに児童の上に覆うように

ガ－ドしたまま何分かそのままの状態に体を保ち続

けました。床下から地鳴りが聞こえ，建物全体が左

右に揺れながら「ミシミシ」と音を立てているので，こ

のまま建物の下敷きになってしまうのではないかと思

い，必死に大きな揺れが収まるのを待ちました。本

当に生きた心地がしませんでした。棚からは色々な

物が私の体に落ちてくるのをじっと我慢するだけで

した。揺れが激しくなり，私は突然「助けて－」と大き

な声を出したことを覚えています。何分続いたのでし

ょうか。正確には計測していないので分かりません

が，２回目の揺れはかなりの時間だったと記憶して

います。

その後，緊急事態発生のために，午後３時に

全校児童３７０人を体育館に学年毎に集合させ，
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保護者が児童を迎えにきたのを確認してから帰

宅させることにしました。普段から非常事態に

備えて「引き渡し訓練」を実施していたため，

大きなトラブルもなく保護者に児童を引き渡す

ことができました。

体育館に残っている児童の数が少なくなった

段階で，児童を体育館から会議室に移動させて

迎えを待つことにしました。

また，体育館が避難所になるということで，

塩竈市役所の職員と学校職員が一緒に校庭の隅

にある備蓄倉庫から，テントを校庭の隅に，毛

布・銀色のシ－ト・非常食などを体育館に運び

ました。体育館に避難する近くの住民が避難し

てきたので，体育館の床に毛布をある程度広げ

て，さらに，寒くないように１人何枚か毛布を

渡しました｡

午後４時頃に体育館の前にテントを設営する

ことになり，テントを張る準備を男子職員を中

心に手伝うことになりました。緊急のために，

備蓄倉庫から運び出したテントを初めて使用す

るので， 組み立て方が理解できず，かなり時間

が掛かってしまいました。そのうち雪が降り始

め，手足の先が冷たくなり，かなり大変な作業

だったということを覚えています。後で分かっ

たことですが，巨大津波が東北の太平洋側の海

岸部を襲い，たくさんの命や建物を奪ってしま

ったことを知り，自然に体が震えているのを感

じました。電話・都市ガス・電気・水道などの

ライフラインが全て使用できないために，周り

の様子が全く分からないので本当に困り果てて

しまいました。少ない情報源の中でラジオの存

在が貴重な生活の一部になった気がします。

だんだんと暗くなり，体育館には１６０人の

住民が集まりました。体育館は身動きもできな

いほどに住民が床の上に座り頭から毛布を被り，

寒さをしのいでいました。暖房機が１台体育館

の隅にあるだけで全体を暖めるには至っていま

せん。私たちは，集まった住民１世帯に乾パン

１袋を手渡しながら励ましていきましたが，渡

された住民はみんな嬉しそうな顔をして食べて

いました。また，校庭から仙台湾の方を見ると，

あちらこちらから煙が出ており，石油コンビナ

－トのタンクから炎上しているのではないかと

思われる炎も見られました。

最終的には，午後１０時過ぎには会議室に残

った児童も帰宅したので，同僚の先生からワン

セグテレビの画面を見せられてびっくり。仙台

空港に津波が押し寄せて使用不可能だと分かり

ました。街灯もつかない真っ暗な中を車で自宅

に戻りました。玄関を開けて部屋の中に入ろう

としたとき，玄関には花瓶が落ちており，靴箱

のドアは全て開いていました。懐中電灯を取り，

恐る恐る部屋に入って行くと，台所のサイドボ

－ドの戸が開き，コップやガラスが細々になっ

て床に落ちていたこと。神棚や仏壇もひっくり

かえっていたこと等，主な点だけでもこれだけ

被害がありました。仏壇から蝋燭を取り出し，

火を付けようとしても突然に余震が発生するの

で怖い思いをしながら蝋燭と懐中電灯の灯りの

中で，簡単な食事を取りました。家内が勤務校

からまだ戻らないので，自宅から歩いて勤務校

まで行きましたが，途中歩道は波打っていて，

真っ直ぐに歩くことはできず，道路からは水道

水が噴水のように高く上がっていて，現実は大

変だなあと思いました。途中警察の方から「ど

こにいくのですか。」と職務質問され，「家内が

○○小学校に勤務しているので安否確認に行く

ところです。」と答えました。職場に行っても体

育館や校舎に千人ほどの住民が集まっているの

で安否確認はできませんでした。校庭から石油

コンビナ－トを見ると炎が赤々と燃え広がって

いるのを見て，まるで戦争映画を見ている感じ

がしました。仕方なく自宅に戻り，布団に寝ま

したが，余震が続いているので熟睡はできませ

んでした。

次の日になり，車に反射式スト－ブ・蝋燭・
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毛布・枕などを積んで職場に直行しました。

職員全員でしたことは，児童が住む地区の危

険箇所点検と安否確認です。職員２～３名で１

組になり，担当地区を周りながら児童の安否確

認を行い，更に，危険な所はないか確認してい

きました。危険な所はどういう状況なのか，メ

モした内容を職場に戻った後，玉小学区の地図

に記入して職員全体で共有できるようにしてい

きました。４月７日夜に縦揺れの地震が発生し

た時も，地区毎に周り，児童の安否確認と危険

箇所の確認を行いました。ライフラインが不通

になり，水洗トイレも使用できないので，緊急

に時間を限定して，プ－ルの水を地区の住人に

分けてあげました。１人でバケツ３つも持って

くる人もいましたが，もらった時に大変喜んで

いました。自宅の水洗トイレも使用できません

でしたが，近くに井戸の出る家庭があり，毎朝

バケツ２つずつ井戸水を汲み，４・５回繰り返

して浴槽の中に入れたことを覚えています。

【玉川小学校危険個所マップ】

震災後，男子職員が交代で校長室に泊まるこ

とになり，３日に１回は，ソファの上に毛布を

敷き，毛布と毛布の間に身を置いて寝ることに

なりました。体育館に避難している住民もいる

ので夜は，１時間毎に体育館に行き，市役所の

人と情報交換をしたり，何か変わったことはな

いか確認していきました。午後１１時頃就寝す

るのですが，あまり熟睡はできず，すぐに夜が

明けた感じがします。起床後，職員室で食事の

準備をしますが，ウィンナソ－セ－ジをボイル

したり，即席みそ汁とご飯で朝食を済ませまし

た。私は計５回職場に泊まりましたが，一番辛

かったのは，泊まった次の日が卒業式だったと

いうことです。体が相当疲れており，目を開い

ていることは大変でしたが，無事に卒業式がで

きて本当に良かったと思います。

震災後，確保が難しかったことの一つとして，

ガソリンが挙げられます。３月も半ばを過ぎる

と職場の話題は「どこのガソリンスタンドが開

いているか」「どこのガソリンスタンドが一番安

いか」です。良い情報を入手すると，防寒具に

身を包み，夜中からスタンドの前に車で並び，

オ－プンするのを待ちます。整理券を配るとい

う情報を聞くと早朝から並びもしました。うま

く整理券をもらったこともありますが，私の前

で何回かアウトになったこともあり，ガソリン

を調達するには体力と気力が必要なことが分か

りました。一時，車ではなく職場の自転車を借

りて通勤したこともあります。自宅から職場ま

での通勤距離は短いのですが，坂が多い塩竈市

内はきつく感じました。

災害が起きた時，一番使用する防災用具（ラ

ジオ・乾電池・懐中電灯・非常食・蝋燭・マッ

チ・防災頭巾・カップ麺・通帳・印鑑）などを

それぞれ別の場所に置くのではなく，いつも同

じ場所にあると，いざという時に役立つと思い

ます。諺に「災害は忘れたころにやってくる」

という言葉があります。私は，今回の東日本大

震災を経験して，多くの友達やたくさんの思い

出を一瞬にして失いましたが，日本だけでなく，

世界各地の多くの友だちから多くの物資や温か

い励ましの言葉やメッセ－ジをたくさんいただ

き，感謝しています。私は，東日本大震災のこ

とを忘れずにこれからもしっかりと生活してい

きたいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を体験して

第二小学校 主幹教諭 猪股 一郎

平成２３年３月１１日から１年が過ぎようとしている。連

日の新聞やテレビ等の報道，市内の様子からも復旧

や復興にはまだまだ多くの時間と労力が必要であるこ

とを痛感している。

３月１１日は，私を含め，すべての人々にとって，決

して忘れることのできない日となった。あれから１年が

経とうとしている今も，昨日のように鮮明に思い起こさ

れる。

私は，震災直後から現在まで，その時々の出来事

や思いを，時系列に沿いながら，ありのままに書き留め

ておこうと思う。

３月１１日，私は職員室で仕事をしていた。突然，上

の階から物音がしたかと思うと，大きな揺れが学校中を

襲った。揺れの大きさと長さから，尋常ではない地震で

あるととっさに思った。揺れの収まりとともに，校長の指

示のもと，職員室にいた職員が手分けをして，校舎内

を回り，校庭に避難するよう告げた。体育館では，卒業

式の合同練習があり，５，６年児童がおびえながらイス

の下に潜り込んでいた。体育館の床は，天井から降り

てきた建材の粉で真っ白になり，まるで雪でも降ってい

るのではないかと見間違えるほどであった。その後，校

庭に全児童が担任の誘導のもと，避難してきた。担任

が児童の確認を行っていたところ，地域に住む方々や

保護者の方々が，ぞくぞくと，車や徒歩で来校してき

た。学校では，避難住民への対応と，迎えに来た保護

者への対応を同時に行うことになり，当初は混乱も見

受けられたが，担任が引き渡し名簿を確認しながら，

迎えにきた保護者への引き渡しを行っていた。

私は，避難所の担当職員でもあったため，校長の指

示のもと，いち早く駆け付けた市の避難所職員ととも

に，避難所開設の準備を行い始めた。その間，市の防

災無線からは，サイレントとともに「大津波警報」が繰り

返し流され，また，市の広報車が高台への避難を呼び

かけていた。初めて聞く「大津波警報」という言葉に，

家や家族は無事なのか確認をしたいという思いにから

れはしたが，電話もつながらない状態となり，一抹の不

安を抱えながらも避難所開設のための準備を続けた。

震災当初は，５００人に近い地域住民の方が避難の

ために来校していた。避難所であった体育館が使用不

能のため，耐震工事が完了していた西校舎の各教室

を，急遽，避難所として開放し，避難をしていただいて

いる間に，備蓄倉庫から，毛布や飲料水，非常食のク

ラッカーを運び出し，当面の手当として配布して回っ

た。その後，ろうそくを各階の廊下や手洗い場に設置

しながら，避難所生活初めての夜に備えた。避難所の

本部とした教室でラジオをつけながら，今後の避難所

運営について話し合っていたところ，ラジオから流れる

県内各地の被災状況を耳にし，被害の甚大さを初め

て知り，しばし声も出なかったことを覚えている。唯一

の情報であるラジオからも，依然，市内の様子につい

ては詳しく把握できないでいたことが一層の不安を駆り

立てていた。避難所の開設も一段落したところで，職

員室へと戻った。夜，職員室の窓からは，石油コンビ

ナート付近から，炎が時折爆発音を立てながら音を立

てて燃え上がっている光景が見えた。戦争を体験した

年代ではないが，まるで映画やテレビの一コマを見て

いるような光景がしばらく続き，見るたびに気が沈んだ

ものだ。

震災当日，職員室には職員のほとんどが待機して

おり，その中には，家族の安否や家の被害状態などの

確認もできないでいる職員もいた。また，避難所となっ

た教室の一角に，夜遅くまで保護者の来校を待ってい

る児童も６０人ほどいたが，児童に付き添いながら保護

者の到着を一緒に待つ職員もいた。

電気，ガス，水道，電話の不通から復旧までのおよ

そ一週間，ガソリンの確保さえままならない中で，近隣

に住む職員は，自宅から学校に徒歩や自転車で通勤

をしたり，また，遠距離に住む職員は学校で寝起きをし

ながら勤務を継続した。その日以降，勤務の始まりは，

学校に来る給水車から飲料水を確保することが日課と

なった。また，電話が不通の期間，職員は，手分けをし

て，地域の被災のようすや児童の安否確認のために，

徒歩で地域に出向きながらの調査を継続した。
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私事で恐縮であるが，震災当時，仙台新港近くで勤

務していた娘と連絡がとれず，心配していた。翌日の

夜遅く，当座の日用品を取りに自宅に戻ったところ，徒

歩で帰宅した娘と再会し，安堵したことを鮮明に覚えて

いる。事情を聞けば，多賀城のホテルで一時避難して

いたとのこと。大津波警報とともに，従業員も避難を開

始したが，車で避難中，道路に水があふれだし，車を

乗り捨て，近くのホテルに駆け込んだのだそうだ。職員

の中には，大規模な被災に見舞われた地域に住む家

族の安否確認がとれずにいた職員もいたが，黙々と仕

事に取り組む姿には頭の下がる思いだった。

３月末までに及ぶ避難所生活で，忘れることのでき

ない出来事もあった。二小の避難所へ避難をされた住

民のなかに，市内で「シェヌー」というレストランを営む

シェフの赤間さんとその店のスタッフの方々がいた。日

中は店の片付けに行き，午後は避難所に戻り，連日，

避難された人々のために，夕食の炊き出しを行ってく

れた。以降，本部兼炊き出し場で，手際よく調理をする

姿を見ながら，赤間さんやスタッフの方と世間話をする

ことが，私にとってもささやかな楽しみとなった。いつも

のように，炊き出しをしながら，赤間さんが，「こうして料

理を作っているときが一番安心するね。」と話してくれ

た。

学校は臨時休業中で，私も，まさしく学校は子どもが

いて初めて成立するものだということを痛感していた時

期でもあり，その何気ない一言に共感を覚えた。炊き

出しのための食材，調味料の多くは，自分の店から調

達してきたものである。「使わなければどうせ腐る物だ

から。」という言葉からも，料理人としての心意気と奉仕

の気持ちが伝わり，身にしみてうれしく，ありがたかっ

た。

一週間ほどが経過し，家に戻ったところ，私が所属

する町内会でも，役員さんが中心となり，飲料水の給

水活動や食料品の支援を行っていた。また，ガソリン

が貴重な時に，遠方から水と野菜を持参してくれた親

族や，飲料水を差し入れしていただいた知人の方がい

たこと，市内や近隣にある商店や飲食店で，物品や食

事の無料で配布や提供をしていたこと，残り少ないガ

ソリンを節約するため，半日ががりで近隣のスーパー

に行き，食材を調達したことなどの話を聞き，人は支え

られながら生きているということを再認識させられたもの

だ。

その後，停電や電話が復旧してからの数週間は，児

童の被災状況の確認や校舎内外の整備作業と避難

所の手伝い，３月２４日に設定した卒業式，修了式の

準備に奔走した。そして，３月３１日に塩二小の避難所

が閉鎖された。

あの日から約１年が経過しようとしている今，市内の

至るどころに山積みされていた自動車や水没した家財

も撤去され，道路の舗装，住宅の改修工事も目にする

ようになった。鉄道の再開や，休業中だった商店や大

型店も営業を再開するなど，徐々にではあるが，塩竈

の町並みも以前のような姿を取り戻しつつある。

私は，多くの人々が，将来の希望も見えないまま，と

もすれば折れそうになる心にむち打ちながらもなお，

明日を生きるために，助け合い，支え合い，励まし合い

ながら，学校という避難所で生活をともにした１ヶ月間

を決して忘れることはないだろう。

そして，震災以降，私は，自分の来し方，行く末を以

前にも増して考えるようになった。

６年前，職場の歓迎会の余興で，私に出題されたク

イズがある。ある学年のスローガンの一部を当てるとい

うものであった。スローガンは，「人は○○のために生

きる」というものであったように記憶しているが，余興に

もかかわらず果たしてだれのために生きるのか心の中

で自問自答を繰り返しながらもとうとう答えることができ

なかった。震災を体験した今であれば，迷うことなく「と

もに生きる。」と答えたい。

最後に，避難所の開設から閉鎖に至るまで，避難を

余儀なくされた方々が少しでも快適に過ごせるよう，避

難所運営に取り組まれた市の職員の皆様，４月１日の

転勤にもかかわらず３月３１日まで学校再開のために

取り組まれた職員の皆様，また，震災当初から現在に

至るまで，各方面，各地域の方々から心温まる励ましと

多大なる支援を頂いていることに感謝しながら，筆を置

くことにする。


