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□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を経験して…

第一小学校 ５年 横田 ほのか
よこた

□□□□□□□□□□□□□□□□□

わたしは，３年生の３月１１日の時，

放課後いつものように校庭で友達と遊

ぼうとしていました。その日は，たま

たま，い残りで，友達から「はやく遊

ぼう！！」と言われていたので，急い

でい残りを終わらせて，一人でみんな

の元に走っていきました。

そしたら体育の授業が終わった５年

生に，

「走っちゃだめだよ。」

と言われました。そして，下駄箱まで

ついて，くつをはこうとすると，ガタ

ガタ大きくゆれだしました。わたしの

まわりには，誰もいませんでした。わ

たしはどうしたらいいかわからなく

て，教室に向かおうとしたら，さっき

の５年生が，

「大丈夫？」

と聞いてくれたり，わたしをかこんで

守ってくれたりしました。その時は，

何が起きたか全く分かりませんでし

た。わたしは，その後校庭に行って体

育館に避難しました。

その時は，初めて学校の体育館にと

まりました。その日の朝，ねぼうして

パーカーしか着てこなかったので，と

ても寒かったです。体育館は，氷みた

いになりそうなぐらい冷たくて寒くて

ねむれないし，ザワザワしていて，

「ここにいて，わたしは大丈夫なのか。」

と思いました。苦しくて苦しくて，た

まりませんでした。そうしているうち，

朝になって，おばあちゃんが迎えにき

てくれました。その時はとても安心し

たけれど，学校の教室から見えた海は

黒っぽくて木のえだや葉っぱが海にう

かんでいる景色をわたしは一生わすれ

られません。

地震の後の塩竈の町並みを見たとき

わたしは，心の中で泣いていました。

とても，とっても津波はひきょうです。

あやまりもせず，町並みをこわし，み

んなの笑顔をうばったことを思うと悔

しいです。

わたしは，今年，兵庫県神戸市とい

う所に招待されて行きました。そこも，

東日本大震災と同じように地震を経験
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していました。阪神淡路大震災は，津

波ではなく，火災があったそうです。

そのことについても学んできました。

「火災はどうして起きたのか。」

「地震はどのようにして起こるのか？」

「人はいなくなってもどこかでつなが

っている。」

ということなどをビデオなど見て学び

ました。

神戸市は大きな災害がおきたのに，

復興していて，とてもキレイな景色を

見ることができました。それを見て，

東北，宮城県にも明るい希望と想いが

つたわったと思いました。宮城県も復

興してきていますが，それ以上にキレ

イな町並みにして，招待してくれたみ

なさんに宮城県のキレイな町を一度み

てほしいです。

また，このような災害がおきたら共

に，助け合い，だれでも大切にしてあ

げられる人になりたいなと思います。

兵庫県広域防災センターにて(H24.8.22)

□□□□□□□□□□□□□□□□□

忘れてはいけないあの日

第一小学校 ６年 畠山 華歩
はたけやま か ほ

□□□□□□□□□□□□□□□□□

東北地方太平洋沖地震から間もなく

１年半がたとうとしています。忘れて

はいけない事なのかもしれないけれ

ど，私はあまり思い出したくはありま

せん。

平成２４年３月１１日，その日は朝

から１日，震災のテレビ番組ばかりで

した。私は，見たくなくてずっと自分

の部屋にいました。地震の事，テレビ

で見た津波の様子，そして何より私の

大好きな父の事を思い出すからです。

私の父は，仕事で休みの日でも夜中

でも，震度４以上の地震が来れば職場

に行かなければなりません。だから大

きな地震が来た時は仕事に行ってしま

います。

あの日，父は普通に仕事に行ってい

ました。そこにあの震災が起き父は帰

ってこないかも知れないと不安に思い

ました。でも，体育館でみんなと一緒

にいると心強かったです。でも１人，

また１人とおむかえが来て友達が帰っ

て行くと，少しずつさびしくなってい

きました。そんな時，母がむかえに来

ました。真っ暗で雪が降っている中，

母と２人で家に帰りました。家では一

緒に住んでいる祖父母が，ストーブと

ろうそくで部屋を暖かくしてくれてい
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ました。こわかったけど，自分の家に

帰れてうれしく思いました。でも父は

仕事に行ったままで家にいません。連

絡もつきません。

母は，普段父が仕事でいないと不安

になる時があります。あの日もきっと

不安でいっぱいだったはずなのに，そ

んな素振りも見せず「大丈夫」と言っ

てずっと私のとなりにいてくれまし

た。朝方に父と連絡がとれたと朝起き

た時，母が教えてくれました。父が勤

務する事務所は２階建てで，事務所の

１階は水ぼつして２階にいたそうで

す。けいたい電話の電池も無くなりそ

うだから，電源は切っておくと言われ

たのが最後で，次の日は連絡がつきま

せんでした。

震災から２日後の３月１３日。近く

の給水所で並んでいる母の目は真っ赤

で，涙を必死にこらえているようでし

た。家に帰り，いつでも避難できるよ

うに荷物をまとめながら，なぜか母と

２人で父が写っている写真を探しまし

た。今まで我まんしていたさびしさが

一気にこみ上げて，母と２人で泣きな

がら父の写真を見ていました。

そして，その日の夜，突然家の玄関

ドアが「カチャッ」と音がして誰かが

家に入って来ました。だれかなと思っ

たしゅん間，ドアを開けて入ってきた

のは父でした。震災から２日後の夜の

ことでした。

帰ってきた父の話だと「事務所の周

りは水没してどこにも行けない。助け

を呼ぶにもけいたい電話も職場の衛星

けいたい電話もつながらなかった。た

またまイカダに乗ったおじさんが事務

所の前に来たから，そのおじさんのイ

カダを借りて近くのボート屋さんのも

っと大きいボートを借りて，自分で船

をこいで脱出した。」と話してくれま

した。また，「１人に１食分の非常食

で２日を食いつなぐのは大変だった。」

とも言っていました。

私の父は無事に帰って来たので本当

にうれしかったです。でも，震災のテ

レビ番組はまだ見たいと思わないけれ

ど，毎日と言っていいほど放送される

震災からの復こうのニュースでは，少

しずつでも前に進んで行こうとする内

容が多くあります。あの震災は忘れて

はいけない大きな災害なので，私も少

しずつ気持ちの整理をして，震災のテ

レビ番組を見られるようになったら，

あの日何があったかを知ろうと思いま

す。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大しんさい

第二小学校 ５年 髙橋 翔
たかはし しよう

□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大しんさいの当時，ぼくは玉

川小学校の３年生でした。そうじが終

わってトイレに行こうとしたとき，４

年生がまだそうじをしていたので，少

し遠いトイレに行きました。トイレが

終わって，教室に向かってろう下を歩

いているとき，地震が起きました。び

っくりしたので，走って教室に行くと，

みんな机の下にかくれていました。本

がいっぱいたおれてきたり，泣いたり

している友だちもいました。ぼくも，

これはすごいゆれだと思ったけど，友

だちがいっしょにいたから大丈夫でし

た。となりにいた友だちと歌を歌って

いたくらいです。ゆれがおさまったの

で，ぼくは机から出ようとしました。

早く友だちと話したかったからです。

そうとすると，先生が，

「連絡がくるまで机の下にいて。」

と言ったので，机の下にいました。よ

しんが何度もきました。でもやっぱり，

ぼくは大丈夫だと思っていました。

この日は，家族にむかえにきてもら

うことになりました。みんなと教室で

待っていて，家族がむかえにきた人か

ら帰っていきました。だんだん残って

いる友だちが少なくなってきたころ，

お父さんがむかえに来てくれました。

その３ヶ月後，ぼくは玉川小学校か

ら第二小学校に転校しました。あの時

の地震で家が全壊になったからです。

ぼくは，それから今も仮せつ住たくに

住んでいます。ぼくは転校してからず

っと，早く玉川小学校にもどりたいと

思っています。でも，あれから，１年

以上経ちました。今は，第二小学校の

友だちとも，別れたくないです。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

あのときわたしは

第二小学校 ５年 遠藤 栞那
えんどう かんな

□□□□□□□□□□□□□□□□□

３月１１日，あのときわたしは，３

年生でした。学校にいて，６時間目の

最中でした。最初は「ゴー」と音がし

て，風かと思いました。それから小さ

く揺れ始めて，みんなが口々に地震だ

と言いました。ところが，揺れは大き

くなっていき，「ガタガタ」と大きく

音を出して揺れました。先生が，

「机のしたにいなさい。」

と大きな声でさけんだことを今でも覚

えています。チョークは下に落ち，い

すはたおれ，教室の中はぐちゃぐちゃ

でした。そんな中でも，校庭に逃げよ

うとみんなが必死でした。１年生の泣

き声，

「死にたくない」

と泣きながら，体育館から出てくる６

年生。

わたしは，もう怖くてたまりません

でした。そして，仕事に行っているお

母さんや，家にいるお父さんのことを

思いました。外は寒く，雪が降ってき

ました。しばらくして，お父さんがむ

かえに来てくれました。

私の学校は，新校舎と西校舎があり，

西校舎が安全ということで西校舎に避

難しました。

ひどい所は，窓ガラスが割れていま

した。夜になると，とても寒い中，毛

布１枚ですごしたあのときがわすれら

れません。

そして３月１１日からだいたい３ヶ

月ほどたって，わたしは塩竈の海を見

ました。海周辺は，ガードレールがぐ

ちゃぐちゃで，お店などは，まだ復興

する様子もありませんでした。海はと

てもきれいで，とても津波が来たとは

思えませんでした。

この東日本大震災で，亡くなった方

がたくさんいます。塩竈でも亡くなっ

た方がいます。わたしは思います。大

きな地震がきたら高い所へ避難する，

みんなで助け合いともに生きる。けっ

して難しいことではありません。でも，

本当に災害があると，それができなく

なってしまいます。だから訓練するの

です。

「１人じゃない，みんながいる。」

何度その言葉を聞いて前を向いたこ

とでしょう。３月１１日から１年以上

すぎました。

決してわすれない３．１１。

決してわすれてはいけない３．１１。

そう，あのときを。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

家族で大切にしたいもの

第二小学校 ５年 渡邊 南美
わたなべ みなみ

□□□□□□□□□□□□□□□□□

私は震災当時，学校の教室にいまし

た。教室には先生もいなくて，私と他

７人の友だちだけでした｡「ゴゴゴゴ

ゴォォ。」と変な音が聞こえました。

何だろうと思っていると，だれかが

「地震だ。」

とさけびました。それとほぼ同時に，

地面がゆれ，机から物が落ち，すごく

こわかったです。

父は仙台港の工場にいました。父は

津波で車を流されました。夜になって

も食べ物がなく，その工場で一夜をす

ごしたそうです。

そのころ，母と妹とおばあちゃんは

家にいて，母は台所で料理をしていま

した。母は，おばあちゃんと妹と３人

で津波にのみこまれました。

私は，学校でまっていたけれど，だ

れにもむかえに来てもらえず，とても

不安でした。私の家に津波がくるとは，

思いませんでした。そして朝になった

らようやく父がむかえに来てくれまし

た。そして，父と二人で，母の姉の家

に行って，とめてもらいました。その

後，母と妹が見つかって，妹は津波の

ために軽い肺炎にかかりました。おば

あちゃんは亡くなりました。

その後，仮設住宅にうつり，今は，

仮設住宅に住んでいます。前より少し

不便だけど，住む場所が決まって良か

ったと思います。

震災から１年半が経ちました。塩竈

市は少しずつ復興し，きれいな街にも

どってきています。支えん物資も，た

くさんもらいました。震災の悲しいニ

ュースも少なくなり，笑顔がもどって

きています。震災のことを考えると，

(本当によくたえたな。)

と思います。この東日本大震災で経験

したことを忘れずに，おばあちゃんが

守ってくれたこの命を家族で大切にし

て生きていこうと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

これからを生きる

第三小学校 ３年 庄司 幹大
しようじ かんた

□□□□□□□□□□□□□□□□□

ぼくは，今でも，あの日のことをわ

すれません。

ぼくは，まだ１年生でした。帰りの

用意をしていた時，地球がひっくりか

えってしまったような強いゆれを感じ

ました。けい光とうがゆれ，電気が消

え，いつまでつづくか分からないほど，

ゆれは長く長くつづきました。これほ

どおそろしさを感じた事はありません

でした。

「早くつくえの下に，もぐりなさい。」

先生の声で，ハッとしたぼくたちは，

つくえの下に大いそぎでもぐりまし

た。あまりにもおそろしくて，みんな

泣きだしました。ぼくも少しなみだが

出てきました。大声で泣くと，少しス

ッキリしました。泣いても，地震のこ

わさは同じだけど，ふしぎとこわさが

うすれました。もし一人だったらどん

なにこわかっただろう。そうぞうした

だけでもぞっとします。先生も友だち

もみんないっしょだったからだと思い

ます。こわい時は，みんなといっしょ

だとこわくないのだとその時知りまし

た。

あれから１年以上がたち，ぼくは３

年生となりました。ぼくは今でも，毎

月１１日になると震災の事を思い出し

ます。そのたびに，みんなといっしょ

にいる大切さを感じます。

地震のこわさは，こりごりだけど，

楽しい時は一人よりみんなといっしょ

だと大笑いできる，地震はそのことを

教えてくれました。

ぼくは，これからもあの日の地震を

わすれずに，まわりの人を大切にして，

みんなで楽しみながら，大きくなって

いきたいです。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災から

第三小学校 ６年 早坂 俊祐
はやさかしゆんすけ

□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの震災から一年半

時間がたつにつれ

忘れかけていた記憶

しかし

今年の夏の２４時間テレビで

震災関連の特集を見て

改めて被害の大きさを思い知った。

ぼくは

実際に津波を見たわけでない

身内に亡くなった人がいるわけでも

ない

だから

実際に被害にあった人たちの

ショックな気持ちは

わからないと思う

もし自分が

実際に大きな被害にあったら

がんばれるのかと思う

これから復興に向けて

時間は多くかかるだろう

それでも

笑顔でがんばっている人たちを見て

自分もできることを

がんばっていきたい

みんなで助け合って

生きていきたい
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

自分の街 塩竈

月見ヶ丘小学校 ６年 小島 麻理香
おじま ま り か

□□□□□□□□□□□□□□□□□

私は「塩竈こどもゆめ議会」という

のに参加しています。そこで，自分の

街，塩竈をどう復興させるか，どんな

塩竈にしたいか，自分たちに何ができ

るかを調べるという課題が出ました。

そこで私は，友達２人と市内の図書館

に調べに行くことにしました。

８月１日，太陽がジリジリと照りつ

ける日，友達と図書館に行き，手分け

して塩竈に関する書物を探すことにし

ました。でも，なかなか見付からず，

館内の人にたずねようと思い受付に向

かうと，受付の奥に塩竈の資料のコー

ナーを見付けました。そこで，資料を

いろいろ探しました。

私は宮城県のすし屋のみなさんのお

話がのっている本を見付けました。私

はその中で「今こそ自分たちがしなけ

れば。」「灯りがなければゴーストタウ

ン。」そのような言葉に同感し，他人

事ではないと思いました。それを踏ま

えて，塩竈をどう復興させるか，どの

ような街にしたいかということを，い

ろいろ考えてみようと思いました。

真っ先に思い浮かんだのが，「希望」

という言葉でした。「希望」という言

葉は，“生きる希望”“未来への希望”

・・・いろいろな「希望」がつまって，

ひとつの「希望」だと思います。

「希望」というテーマで具体的に浮

かんだ私のアイデアは，震災を乗り越

えた塩竈の魚市場の外装を，「希望」

が持てるように新しくしてはどうかと

いうことです。しかし，ただ新しくす

るのではありません。市場の方や私達

市民が，みんなで「希望」が持てるよ

うな絵を描くのです。魚市場は塩竈の

“顔”です。その“顔”に明るい希望

に満ちた絵が描かれれば，地元の人も

喜ぶし，観光客にも楽しく見てもらえ

ると思います。そして，みんなが明る

い「希望」に向かって，進んでいこう

という気持ちになると思います。

私は，あの震災を乗り越え，希望を

持って生きていくことが，復興のパワ

ーになるのだと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

防災キャンプを体験して

浦戸第二小学校 ４年 本郷 祈和人
ほんごう き わ と

□□□□□□□□□□□□□□□□□

今，学校は電気や水が使え，普通の

生活にもどっています。

震災後，始まったばかりの学校は，

登校する時にはがれきの中を通り，校

舎の１階はひなん所として使われてい

ました。

今は作文を書きながらあの時のこと

を思い出していますが，最近はあまり

思い出さなくなってしまいました。

先週ぼくは，志津川自然の家で行わ

れた，「防災キャンプ」に参加しまし

た。大地震を想定してその後の不便な

生活を二泊三日で体験しました。

５．５キロメートルの道を歩いた後，

たくさん汗をかいたのに一人バケツ一

杯のお湯で体を洗いました。次の日の

朝は，一班七人で洗面器一杯の水で顔

を洗いました。一人で顔を洗うには，

片手にコップを持ち，もう片方の手で

水をくむのでこぼれてむだになってし

まいます。だから班の人に両手で水を

くめるように手伝ってもらいました。

食べ物はアルファ米と缶詰を班で分

け合いました。みんな食べたいけど食

べたい量だけ取ろうとはしませんでし

た。みんなお互いを気遣っていたから

です。

夜は体育館でねました。広くて天じ

ょうが高くて家とはちがいました。他

の班の人と話ができてとてもうれしく

て，すぐにはねむれませんでした。夜

中にトイレに起きました。でも，明か

りはロウソクだけだったので，暗くて

こわくて行けませんでした。

防災キャンプの閉校式で所長先生

が，

「普通の生活がいかにきせきか分かっ

てもらえたかと思います。」

と話していました。ぼくは，不便な生

活を通して協力することや相手を思い

やることの大切さを知りました。

浦戸のひなん所の人たちは，きっと

ぼくより大変だったと思います。でも，

ぼくたちには，いつもやさしくしてく

れました。

ぼくは今の生活を大切にしたいと思

います。ぼくを支えてくれた人や友達，

先生そして，家族に感謝していきたい

と思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

ありがとう

浦戸第二小学校 ６年 及川 晃
おいかわ あきら

□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災から一年以上たちました。

ぼくたちは，今までたくさんの人か

ら，たくさんの支えんをいただきまし

た。食べ物，お金，物，メッセージ，

手紙，色々な所へのしょうたい…，と

ても書ききれません。他にもぼくたち

の知らないところで，もっとたくさん

支えんをいただいたと先生から聞きま

した。その全てを書くことはできませ

んが，ぼくが心に残っているものを書

きます。

新品のサッカーボールをいただい

て，みんなでサッカーをしたり，キッ

クベースをしたりして楽しんでいま

す。

アンダーアーマーのＴシャツをプレ

ゼントしていただいて，とてもうれし

かったです。

富士登山にしょうたいされました。

朝日が登る直前に頂上に着きました。

そして，とてもきれいなご来光を見る

ことができて，勇気がわいてきました。

神戸にもしょうたいしていただきま

した。４泊５日の長い神戸の旅行でし

た。他の学校の子とも仲よくなれたし，

神戸の高校生とも仲よくなれました。

神戸に行くことができて，とてもうれ

しかったです。

インドからカレーを作りに来てくれ

たこともありました。本場のカレーは，

とてもおいしかったです。

リストバンドをいただきました。同

じリストバンドをみんなで持っている

と，一体感を感じてうれしかったです。

外国からの支えんもありました。ア

メリカの方からバックをいただきまし

た。中には防災用の防空頭巾や鉛筆な

どが入っていました。

様々な支えんをいただいて感じるこ

とは，人は人とつながっていること。

人はひとりぼっちではないということ

です。ぼくもいつか大人になって，こ

まっている人を助けてあげる人になり

たいです。

４泊５日の神戸招待プログラムの一コマ



- 13 -

□□□□□□□□□□□□□□□□□

生きるすばらしさ

杉の入小学校 ６年 竹内 克哉
たけうち かつや

□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの日，ぼくが学んだことは，『生

きる』ということでした。あの日から

ぼくは，生きる喜び，生きる辛さ，そ

して，命の大切さについて考えるよう

になりました。

まずぼくが考えたことは，「生きる

ために，必ず何かをしなければならな

い。」ということでした。震災があっ

たからこそ，学べたことでした。

この体験で，「働かざる者食うべか

らず」の意味も分かりました。

また，生きるためには「助け合い」

が必要だということも分かりました。

被災して，近所の人には本当にお世

話になりました。今でも，感謝の気持

ちでいっぱいです。

「食べる，寝る，動く。」これも生

きるために必要だということに気が付

きました。

ちゃんと食べる，ちゃんと寝る，ち

ゃんと動く。こんな当たり前のことが，

こんなに幸せだということにも気が付

きました。

最後に，『生きる』ということから

気付いたのは，「家族の大切さ」でし

た。震災をとおして，一番強く思わさ

れたことでした。どんなに大変なこと

があっても，一番に頼れるのは家族で

す。家族がいて，生きているのです。

生きるためには，どんなことがあろう

とも，家族と仲良くしなければなりま

せん。

ぼくは，いろんなことを学びました。

そして，それは全て，生きるすばらし

さにつながっています。この震災で，

当たり前のことが，やっと分かったよ

うな気がしています。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□

「夢と希望のプロジェクト」に参加して

玉川小学校 ５年 吉田 祥
よしだ しよう

□□□□□□□□□□□□□□□□□

ぼくは，神戸市のボランティア団体

の招待で，塩竈市内の仲間と交流事業

で神戸市と淡路島にいきました。

神戸市は，１７年前に阪神淡路大震

災という大災害がありました。淡路島

では，地震が起きた時のままにしてあ

る北淡震災記念公園に行きました。震

災当時の写真があり，それは去年ぼく

たちが被災した東日本大震災よりすご

かったんだなと思いました。

阪神淡路大震災では，大勢の人が亡

くなり，東遊園地で「１．１７希望の

灯り」を見たときには，ふん水の下の

地下のような場所に地震で亡くなった

人々の名前がきざまれていました。こ

んなにたくさんの人が亡くなったんだ

なあと実感しました。また，兵庫県広

域防災センターでは，地震が起きた時，

どのような行動をとればいいのか，も

し火災になった時，消防士さんたちの

使うホースをどのように使うのかなど

の体験をさせていただきました。

去年の震災当時，塩竈も水や電気も

使えず，津波も来て大変な経験をしま

した。でも，今回，このプロジェクト

で神戸市に行き，どんなにつらいこと

があっても，みんなで努力すれば時間

はかかるけど必ず復興できることを学

びました。

この大切な経験をずっと忘れずに生

活していきたいと思います。

必ず復興できる!! 神戸の近況(H24.8.20)

神戸しあわせの村にて(H24.8.22)

※小学生の作品は全て平成２４年度の

所属校及び学年で掲載しています。


