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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの日の出来事

第一中学校 ２年 四家 李音歌
し け り ね か

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの日は卒業式の練習をしていました。

小さい揺れが大きい揺れに変わり，全生

徒が校庭に避難しました。私は家族と家

のことが心配で頭がいっぱいになり，周

りが全然見えませんでした。「早く来て，

お母さん早く」少しずつ友達が校庭から

消えていくのを見ると焦りました。「リネ

のお母さん来たよ」と言われたとき，ど

れほど嬉しかったか。心からほっとした

のを覚えています。その日は，寒くて冷

たい学校で家族と寄り添いながら寝まし

た。

次の日，親戚の家にお世話になりまし

た。電気，水，ガスが使えないので，蝋

燭２本の明かりでカレーを食べました。

夜は祖父母と川の字になって寝ました。

３日目，自分の家に行きました。でも，

いつも見る風景と違っていました。家は

泥まみれで，ゴミかゴミじゃないのか判

断すらつかない状況でした。津波を甘く

見ていたのが悪かったのです。もっと津

波のことを知っていれば被害も少なくす

んだかもしれないと思うと言葉も出ませ

んでした。片付けは，寒い中毎日こつこ

つと続け少しずつきれいになっていきま

した。

私の両親は自営業で，２店舗経営して

います。でも，北浜にある店はもうあり

ません。震災直後は，もう１店舗に次々

と人が入ってきました。あの時は電気が

使えなかったので，レジが混雑していま

した。そんな時，「自分たちで計算して店

員さんに教えてあげて」と言ってくれた

女性がいました。一人ひとり大変な状況

の時でも周りのことを考え，協力してく

れました。他にも，水がなくなったとき，

親戚が歩いて何リットルもの水を持って

きてくれました。友達の家では，お風呂

にも入れてもらいました。どれほど嬉し

かったか。言葉にできないほどです。今

回の地震で，知らない人が知らない人を

助け，その恩はとても勇気を与えてくれ

るものだと知りました。

これから，いざというときだけではな

く，いつも人と人が支えていける社会を，

私達が築き上げていきたいと思います。

片付けの中で見つけ出したアルバム。

皆ががらくただと思っていた思い出の品

々。今になると宝物に思えてきます。今

当たり前に過ぎていく毎日を，大切にし

ていきたいと思っています。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

社会の一員として

第一中学校 ３年 佐澤 和幸
さざわ かずゆき

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

我が家では，あの震災以来ほぼずっと

続けている取組があります。巨大な復興

支援プロジェクトや，ボランティアの方

の活躍に比べてしまうとささやかです

が，それは「節水」です。

食器を洗う時は水を細く出すことはも

ちろん，すすいだ後の排水はトイレに流

すために使っています。また，排水を出

来るだけきれいにするために，油などの

付いた皿は洗う前にぼろ布で拭くように

しました。これらの取組は，ただ節水が

できるだけでなく，ゴミの再利用ができ

る，洗剤の使用量を減らすことができる

等，環境への影響を少なくすることがで

き，私達にとっても良い点が多くありま

す。

しかし，私も家族も始めから積極的に

取り組めたわけではありませんでした。

この取組を始めたきっかけは，震災によ

る断水でした。その時は断水が復旧した

ら震災前のような生活に戻ることにして

いました。不便な生活に耐えているうち

に水道が復旧しました。しかし，ほっと

安堵したのも束の間，また節水を始める

ことになりました。それは，母が汚水処

理場の復旧が２年はかかりそうだという

ことを知ったためです。それから，少し

でも復旧に貢献できれば，という思いで

再び節水を始めたものの，一度震災前に

戻ってしまった生活習慣を再び節水に向

けることはなかなか難しく，つい水を使

いすぎて母から度々注意を受けました。

内心，自分達が節水をすることは，復興

にとってどれほどの影響があるのだろう

かと考えていました。

そんなある日，節水が身に付いている

自分に気が付きました。面倒に思ってい

た節水が自然と出来るようになっていま

した。現在は汚水処理場がほぼ復旧した

ことを受けて，台所排水をトイレに流す

為に使うことはしていませんが，節水の

習慣は身に付いています。

私は，一人ひとりが社会の一員という

ことを認識して行動することが大切だと

思います。我が家を例にとっても，各個

人や家庭でのそれぞれの行動は微々たる

ものですが，一人ひとりの力が合わさる

ことによって，大きな力になると思いま

す。十代の時に一人ひとりの行動の重要

さを身をもって実感することは，自分達

が未来を担う存在となった時に，社会の

形成者として，日本を変えていく原動力

となると思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を体験して

第二中学校 １年 佐々木 恵那
さ さ き えな

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

私は，あの東日本大震災のことを決し

て忘れることはできません。あの震災で

多くの人々や住み慣れた町，家などが一

瞬にして失われました。地震による火災

や津波は今までに経験したことのない大

規模なもので，たくさんの命を奪いまし

た。

震災は，東日本だけでなくいたる所に

も影響を及ぼし，今でも不自由な生活を

している人が日本中にたくさんいます。

私は，震災によって感じたことがいく

つかあります。

一つは生活する物すべてが使えない不

便さです。不便な生活をする中で今まで

生活してきた事の大切さを改めて感じる

ことができました。この気持ちを忘れな

いために工夫しなければならないと思い，

一つの方法として家では太陽の光を利用

して使用できるソーラーライトを使って

います。夕方になるとすぐ電気がついて，

一晩中明るくて安心でとても便利です。

その他に普段からの備えも大切なのだ

と思いました。いつくるか分からない災

害のために，私の祖母と母は食料や水や

様々な物を準備していました。今回の大

震災ではそれが大いに役に立ちました。

そして，その時に作ってもらったカレー

ライスの味を私は今でも忘れることがで

きません。まさか，この状況でカレーが

食べられると思いもしませんでした。食

べている間はとてもホッとした気持ちに

なり，ひたすら食べ続け，食べることの

ありがたみを感じました。

二つ目は，命の重さ，尊さ，大事さで

す。震災では多くの命が犠牲になりまし

た。大切な人を亡くす悲しさは言葉では

表せないくらい辛くて苦しいことです。

命だけではありません。今まで住み慣れ

た場所やふるさとは同じように戻ってく

ることはないのです。私には帰る場所が

あります。待ってくれている家族がいま

す。そんな当たり前の毎日を当たり前と

思わず命を大事にして何事にも一生懸命

取り組み，私なりにがんばっていこうと

思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

未来へ伝えること

第二中学校 ２年 石戸 みさと
いしど

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災。今までに体験したこと

のないあの恐怖を決して忘れることはあ

りません。

発生の時，私はかぜをひいていて小学

校を休み，母と姉と共に自宅にいました。

揺れは少しずつ激しさを増して襲ってき

ました。私はどうすることもできないま

ま，揺れがおさまるのを待ちました。そ

の後三人で高台にある祖父の家へ避難し

ました。

数日後，ラジオで津波の被害を知りま

した。そして石巻にいる二人のいとこが

心配になりました。震災から約１週間た

って，やっといとこ達と再会することが

できました。無事な姿を見て，私は涙が

あふれてきました。

いとこは津波の被害に遭いました。弟

は小学校に，兄と母親は自宅にいました。

小学校では，津波は予想を超えて，３階，

４階へとかけ上がりました。その後母親

が迎えに来るまでとても不安だったと聞

きました。自宅では２階の天井近くまで

津波が上がってきて，私が小さい頃から

よく行っていた家が思い出と共になくな

ってしまいました。

あれからもう１年半が経ちました。塩

竈ではヒビが入っていた道路も整備され，

駅前のがれきも片付けられました。あの

大地震は夢だったのかと思うこともあり

ます。しかし，石巻，気仙沼，そして原

発事故が起きた福島県沿岸部ではまだま

だ復興が進んでいません。地震は物だけ

ではなく，大切な命も奪っていきました。

津波に流されたまま，帰ってこない家族

を待つ人，友達が遠くに避難してしまい

淋しい思いをする人など，心に傷を負っ

た人がたくさんいます。

しかし，今回の震災を思い返してみる

と，悲しいことばかりではありませんで

した。被災地には，全国，世界中からた

くさんの支援物資が届きました。

中にはメッセージもあり，とても温か

く勇気をもらいました。そして，人との

つながりも強く感じました。お互いに支

え合いながら，少しずつ前のように，前

以上にと街は復興していくんだなと思い

ました。

他にも命の大切さ，普通の生活ができ

ていることの喜びを感じることができま

した。

今後，震災の経験を一人一人がしっか

りと受け止め，将来また大きな地震があ

った時に生かせるよう，未来へと伝えて

いく必要があります。

また，先ほど述べたとおり，今，復興

の程度は地域によって大きな差ができて

います。塩竈はもう支援を受ける側だけ

ではなく，支援する側にもなったのだと

思います。まだ中学生の私には何もでき

ないかもしれません。完全な復興までに
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は１０年，２０年，またはそれ以上かか

るでしょう。しかし，その時は私達が東

北を支える力を持つことになります。そ

の時には，思う存分に力を発揮したいと

思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

誰かのために

第三中学校 １年 飯 渕 惠 太
いいぶち けいた

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

私は中学校に入学して，バスケットボ

ール部に入りました。初心者の私にとっ

て練習の全てが初めての体験で，疲れま

すがとても楽しく取り組んでいました。

今年の６月１２日。三中にＮＢＡの選

手が来ました。初めて見たＮＢＡの選手

は，背が高くて手足が長くてびっくりし

ました。言葉が通じないのでとても緊張

しましたが，練習が始まると楽しい雰囲

気となり，すごく楽しい時間を過ごすこ

とができました。ＮＢＡの選手と一緒に

練習ができるという，最高の思い出がで

きました。

このような体験ができたのはなぜか。

それは，東日本大震災の支援を目的に作

られた「ＴＯＭＯＤＡＣＨＩプロジェク

ト」の取組のひとつであることを知りま

した。私にとって東日本大震災は，すご

い揺れで大きな津波が襲って来て，家の

周りが変わり果ててしまうという，忘れ

ることができない悲しい体験でした。誰

かが悲しい思いをしている時，自分の好

きなことや得意なことで励ますことが出

来るということは，とても素敵なことだ

と思います。今回の震災では，私以上に

辛く悲しい思いをして，今も苦しんでい

る方々がたくさんいます。だから，日本

中だけでなく世界各国から多くの励まし

が届けられているのだと思います。私は，

震災当時は何もできませんでした。そし

て，周りの人たちにやってもらってばか

りでした。これからは自分が人を励まし

たり，手を差し伸べたりすることができ

る人になりたいと思います。そのために

は，学校の勉強や部活動などに積極的に

取り組み，自分を高めていきたいと思い

ます。

この震災はとても大きな被害が出まし

た。しかし，この震災がなければこんな

に世界中が日本に手を差し伸べてくれる

ことがなかったと思います。震災から１

年以上経過し，震災が昔のことのように

なってきているように感じます。だけど，

震災のことは忘れていけないし，震災で

経験したことを語っていかなければなら

ないと思います。そして，あの震災があ

ったから今の自分たちがいることを忘れ

ないでいきたいです。

［三中］ＮＢＡ来校
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

絆と支援と今

第三中学校 ２年 鈴木 麻莉子
すずき ま り こ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

２０１１年３月１１日の東日本大震災

の直後，全国各地や日本にとどまらず世

界各国から支援として救援物資やボラン

ティアの方々が駆けつけてくださいまし

た。

テレビでは「絆」という一文字がよく

見られ，２０１１年の「今年の漢字」に

もなりました。今でこそ良い意味として

使われている「絆」ですが，この文字の

元来の意味は「動物を繋ぎとめるための

網」で「自由を縛る」という意味が強か

ったようです。それが時代と共に「家族

や友人など人と人を離れがたくする結び

つき」を示すようになったそうです。私

はあの日の震災を通して家族や友人，近

所の人，そして支援してくださった多く

の方々との「絆」が生まれ，強くなった

ようにも思います。

震災から１年３カ月がたった今年の６

月１２日。私にとって忘れられない被災

地支援がありました。ＮＢＡの現役選手

や元選手など十数名の方々が，私たちの

学校に来て下さいました。バスケットボ

ール部に所属している私にとって，それ

は信じられない光景でした。テレビでし

か見たことのない背の高い選手が自分の

目の前にいる。そのこと自体が夢のよう

な出来事で，一緒にバスケットボールを

していると自然に笑顔になっている自分

や友達がいることに気がつきました。そ

して，大好きなバスケットボールがこれ

からもっと上手くなりたいと思うように

なりました。

その他にもたくさんの支援が届きまし

た。その一つ一つが被災地のために送っ

てくださったと思うと，感謝の気持ちで

いっぱいです。これらの支援に対し，今，

私たちは何もできません。しかし，東北

が復興へ立ち上がっていく姿を見せてい

くことが最大の恩返しになると思います。

そして，私たちの世代が，この素晴らし

い東北を復興していく力にならなくては

いけないと思います。被災地の復興には

何年かかるかわかりません。私たち中学

生が大人になっても終わらないかもしれ

ません。しかし，生まれ育った大好きな

宮城が，東北が，必ず復興することを願

い，信じ続けていきたいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

たくさんの人と関わって

玉川中学校 ３年 黒田 麻由
くろだ ま ゆ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの日，私は友達と遊んでいる時に被

災しました。頻繁に起きる大きな余震の

中，周りの人たちは恐怖と寒さに体を震

わせていました。するとそこに，お店の

人が店内から毛布や食料を持ってきてく

れました。それを奪い合うでもなく，で

きるだけ多くの人に行き渡るようにと協

力し合う姿を見て，私は何か心の中に温

かいものを感じました。また，見た目は

派手な感じの若いカップルが，雪の中を

歩いていた私たちに「大丈夫？」と話し

かけてくれたのも嬉しかったです。自分

も辛いはずなのに，他人を気遣って行動

できるなんて本当に強い人たちだなあと

私は思いました。震災後の被災地には他

県からも支援物資を届けてくださり，ボ

ランティアとして力を貸してくださいま

した。日本が団結しようとしているのを

強く感じました。

逆に，人の弱さや醜さも感じました。

テレビで放送されているニュースは地震

の様子だけでなく，流された金庫からお

金を盗んだり，亡くなった方の所有物を

盗んだりした人がいるというものもあり

ました。皆が苦しんでいる中，このよう

な罪を犯す人たちがいると知って怒りが

込み上げてきました。

そして，この震災で私が一番考えさせ

られたことは，亡くなられた方々のこと

です。たくさんの命が一気に奪われたこ

とはとてもショックでした。生きたくて

も生きられなかった人たちのことを考え

ると胸が痛くなりました。そんな人たち

の分まで，毎日を一生懸命生きていかな

ければと思います。

震災から約一年半が経った今，がれき

も少しずつ片付き，だいぶ復興も進みま

したが，これからの社会をつくっていく

私たちが，今後も行動を起こしていかな

ければと思います。

私はこれからも，東日本大震災で学ん

だ人の温かさや優しさ，強さや弱さを感

じながら前向きに生きていきたいと思い

ます。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

風化させないこととは？

玉川中学校 ２年 阿部 優希瑚
あ べ ゆ き こ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

私は，東日本大震災後４日目くらいか

ら父の手伝いで支援を始めました。私が

最初に行った場所は陸前高田市です。

陸前高田市には，全国から送ってもら

った学用品を子供たちに配付しに行きま

した。そこで同じ年の子と友達になるこ

とができました。そして陸前高田市の友

達にも学用品を配付する仕事を手伝って

もらいました。私は，そこでいっしょに

作業をしているときに聞いた，その子の

友達の話が今でも心に残っています。

その子の友達は地震の後，幼なじみの

子のお母さんが迎えに来てくれ，家に帰

り始めました。しかし，帰っている途中

に津波で流されてしまい，亡くなったそ

うです。もう二度と会うことも，お話す

ることもできなくなってしまい，今はと

ても寂しく，とても辛いと言っていまし

た。

陸前高田市の友達のように，現在でも

辛くて寂しい思いをしている人たちがい

っぱいいます。そんな人たちがいること

を私たちは忘れてはいけません。最近，「震

災を風化させないで」という声を聞きま

す。しかし，単に地震や津波があったこ

とだけを語り継ぐことだけが「風化させ

ない」ということなのでしょうか。私は

違うと思います。あの地震や津波でどれ

だけの人が犠牲になり，時間の経過にと

もなって被災地ではどんなことが起きて

いたのか。また，それはどのように解決

されていったのか。それらすべてを語り

継ぐことが，「風化させない」ということ

ではないかと思います。そしてそれが陸

前高田市の友達のように，現在でも辛く

て寂しい思いをしている人たちがいっぱ

いいます。そんな人たちがいることを私

たちは忘れてはいけないと思います。

今回の東日本大震災では，阪神淡路大

震災や，新潟中越沖地震での反省が生か

されていなかったと思います。それは，

過去の大きな災害の出来事が十分に伝わ

らず，広く様々な人たちの記憶に留まら

なかったためだと思います。私たちの記

憶の中で各地の大きな災害がだんだんと

風化されてしまったからだと思います。

私は，被災したたくさんの人達や，震

災で亡くなったたくさんの命，残された

人たちの苦しみを無駄にしないように，

これからも多くの人たちに伝えていきた

いと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災から学んだこと

玉川中学校 １年 小野寺 晴香
おのでら はるか

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

みなさんは，震災から何か学んだことは

ありますか。

私が，このテーマに決めたきっかけは，

震災のことをよく考えてみようと思ったか

らです。震災関係のテレビを見ていて，学

んだことがありました。

私が，震災で学んだことは５つあります。

１つ目は，食べ物を無駄にしてはいけない

ということです。震災のときに，お店は開

いていたけれど，なかなか買えなくてとて

も苦労しました。そこで，私は，食べ物を

残さずに食べようと思いました。

２つ目は，津波や地震が怖いものだと改

めて思いました。今まで，体験したことが

無かったのでとても怖かったし，驚きまし

た。

３つ目は，停電や断水が，とても大変だ

ということです。電気が来ないと何も見え

なくてとても不安でした。私は，エアコン

はあまり使わないようにしました。そして，

使わない電気は消すように心がけています。

４つ目は，協力することです。私の家族

では，協力することがなかなかなかったの

でいい経験だったと思うし，少し家族の絆

が深まったのかなと思いました。

最後は，命がとても大切だということで

す。これは，当たり前のことだけれど，震

災があって，さらに，命の大切さというの

が分かりました。

震災で，電気が何日も来なかったり，水

が出なかったり，すべてのことが初めてで，

とても驚くことばかりでした。震災があっ

たからこんなに考えられたのだと思います。

震災が無かったら，普通の生活が，当たり

前だと思っていたと思います。今は普通の

生活がとても幸せだと感じています。

私はまだ学ぶことがたくさんあるのだと

思いますが，今分かっていることを少しで

も考えられるようにしていきたいです。ま

だ，自分たちのできることがあると思いま

す。だから，それを１つ１つやっていきた

いと思っています。

私はこれからも食べ物を無駄にしない。

使わない電気は消す。誰とでも協力する。

これらのことを考えて，大人になっても，

この３つを続けていきたいです。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

今の気持ち

浦戸中学校 １年 内海 桃花
うつみ ももか

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの日，私は家にいました。あの時，

みんなの生活を一変させたのは「東日本

大震災」です。

私たち家族の生活を一変させた，あの

大地震，大津波は私たち日本人にとって

忘れることのできないもの，そして，私

たち人間の記憶に深く刻み込まれた一瞬

の出来事になりました。

忘れた人，忘れたい人もいるかもしれ

ませんが，私は忘れてはいません。忘れ

たくありません。

私たち家族の「絆」を深めてくれた時

でもありますが，祖父との忘れることが

できないたくさんの思い出が詰まった家

を失うという悲しい時でもありました。

しかし，祖父はそんな状況でも何一つ文

句は言ってはいませんでした。母にとっ

ても，自分が子供の頃から育ち住み慣れ

た実家を失いました。島が大津波のせい

でめちゃめちゃになってしまったことで

泣き崩れていました。泣き崩れた母を，

当時小学５年生だった私は慰めるしかあ

りませんでした。

今，私は中学生になりました。片付い

てきたところもありますが，大津波の爪

痕がなくなった訳ではありません。でも，

震災前の姿よりも，今の姿のほうが私は

すきです。なぜなら，にぎやかだった家

や人々の姿はありませんが，新たな道へ

進み出しているという成果が見えている

ような気がするからです。新しい建物も

もう少しで完成するので楽しみです。

東日本大震災から，二回目の夏をむか

えました。あの日は，まだ冬で雪も降り

寒い日でした。

あのとき私一人でいたらどうなってい

たかと振り返って考えてみると，悲しく

さびしい気持ちになります，１年半経っ

た今でも。あの日，あの一瞬の時が来な

ければ…。あの日，あの一瞬がきさえし

なければこんなに悲しまなくてもよかっ

たのに…。そう思った時もありました。

でも反対に，あの一瞬があったから，友

達も増え，いろいろな支援をしてもらえ

たのだと感謝しています。

今も，支援し続けてくれた方々に「あ

りがとう」と言いたいと思っています。

学校行事「浦戸合宿」から

「笑顔のベンチ」を各島々に届けました。

（H24.7.26）
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災を経験して学んだこと

浦戸中学校 ２年 庄子 天音
しようじ あまね

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

昨年，３月１１日，そのとき私は小学

生で学校から帰ろうとしているところで

した。突然，ガタン！と揺れが始まり，

立っていられないほどの揺れが襲ってき

ました。おさまったのは約３分後，私は

「おとといも大きな地震があったなぁ」

と思いました。

翌日，親戚の家で見た臨時ニュースの

映像は私の想像をはるかに超えたもので

した。津波のあとの泥まみれの土地，強

い揺れや津波によって破壊された建物，

さらに未だ建物の上から救助を求めてい

る人々…。しかし，すぐに救助に向かう

ことのできない現実。歯がゆい気持ちで

見ていました。東北三県の被害はこれま

での常識では考えられないものでした。

そして，私の家も６０センチ程水が入り，

そのとき「あの日『大丈夫だよ』と言っ

てこの家にいたらどうなっていたのか

…。」と怖くなりました。だからこそ，「こ

れくらいなら…」と思うのはだめだなと

強く思いました。

そして，「当たり前のように生活できる

ということのありがたさ」を痛感しまし

た。水も，電気も，すべてのライフライ

ンが切れてしまって不自由だったあの時

のことを今でもよく覚えています。ライ

フラインが切れた状態になったことでも，

今までの生活がどれだけ尊いものだった

ということを思い知りました。

そんな大変な出来事からあっという間

に，１年半が過ぎました。あのとき「こ

の地震でこの国も自分もどうなるのだろ

う」と，とても心配になりましたが，そ

れからの復興は早く目を疑いました。そ

のスピードは被災して悲しいはずの方々

が血のにじむような想いで得た結果だと

思います。人は前に進もうという強い想

いがあれば何でも変えていけるのだと思

い，この貴重な体験を無駄にすることな

く私自身も前進したいと思います。

※中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。


