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東日本大震災における学校の対応とその後

第一小学校 校長 竹 田 幸 正
た け だ ゆきまさ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１ はじめに

東日本大震災を体験し，私たちは自然災

害がもつ恐ろしさと，それに対する備えの

大切さについて問いただされたように思

う。

本校の被害は，体育館の基礎部分のコン

クリート剥離，中央校舎と南校舎との連結

部分に亀裂が生じたが，校舎本体に異常は

無く，また，児童や教職員も全員無事であ

った。

地震発生後，学校は２１日間避難所とな

り，その間市職員と教職員が一丸となって

避難された方々への対応に当たり，感謝の

言葉をいただいた。私たちも，避難所への

対応を通して，地域と共に在り地域と共に

生きるという学校の役割を再確認すること

ができた。

震災から１年と７か月が経とうとしてい

る。新聞等で震災の記事を目にする度に，

あの時に生じた様々な問題に対して判断は

適切であったのかと反省することが多い。

当時のことを振り返り，改めて災害におけ

る学校の対応について考えてみたい。

２ 地震発生時の学校の対応

（１）地震発生直後の対応

２時４６分地震発生後，教頭先生が非常

放送を通して，机の下に隠れるなど安全確

保の注意をうながしたが，直ぐに停電とな

り，大型メガホンを使って各階の教職員や

児童に校庭に避難するよう指示を出した。

地震発生時の各学年の状況は，下校直後や

授業中であったが，児童は先生方の指示を

聞き，冷静に行動し，全員が無事に校庭に

避難することができた。このことは，学校

が４年前に耐震化工事が終了していたこと

をはじめ，校舎内の掃除ロッカーや靴箱等

も事前に固定されていたことやこれまで繰

り返し実施してきた避難訓練の成果が表れ

たものだと思う。

（２）避難者の動揺を防ぐ

大津波警報発令により，保護者や地域の

方々が体育館に集まり始めた。避難所配備

職員の方々も早々に学校に到着し，避難所

開設の準備に取り掛かった。体育館内は，

保護者や地域の方々の他に観光客も押し寄

せ，異様な雰囲気に包まれていた。

この時の最大の課題は，余震が続く中，

体育館に避難した児童の安全確保と不安を

いかに和らげるかであった。配備職員に相
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談し，体育館を半分に仕切り，ステージ側

のフロアを児童用に確保し，学級担任には

引き続き児童に対する励ましと体調の管理

をお願いした。

また，避難された方々に対して，携帯ラ

ジオを通じて収集した地震や津波に関する

情報を約１５分間隔で伝えた。さらに，学

区内の被害状況等について情報を収集し，

随時知らせするように配慮した。

（３）保護者への引き渡し

体育館に避難後，保護者から「子供を連

れて帰ってよいか」という問い合わせが出

始めた。しかし，大津波警報が継続中であ

ることや通学路の安全確認ができていない

ことなどから，今は体育館の中にいた方が

安全であると判断し，現時点での引き渡し

はしないことを保護者の方々に伝え理解し

ていただいた。

その後，津波が収まったことを確認して

から，高台の地域の児童から引き渡しを行

った。その場合も，各担任が確実に名簿で

点検して引き渡すことや状況を教務主任に

報告することなどを徹底した。午後９時ま

でに引き渡した児童は２２０名で，約７０

名が体育館に残った。中には，児童を引き

取るために仙台から歩き続け深夜にやっと

学校にたどり着いたという保護者もいた。

全員の引き渡しが完了したのは，翌日の午

前１１時頃であった。

（４）避難所の夜の状況

その後も避難してくる方々が増え続け，

体育館の他に多目的ホールを開放すること

になった。さらに，体調が悪い方や，乳幼

児を抱えている方々に対し，保健室と学童

保育室を準備し職員を配置した。

夜になると体育館内の気温は氷点下まで

下がり，備蓄倉庫から毛布を出して児童や

避難者に１枚ずつ配布したが，毛布が足り

なく，２人で１枚の毛布にくるまっている

方々もおり申し訳なく感じた。また，発電

機を利用し，体育館と校舎１階トイレ通路

に２台の照明器具（学芸会等で使用するラ

イト）を設置し，最低限の明かりを確保す

ることができた。

夕食は，配備職員の方々の献身的な努力

のお陰でおにぎりを準備することができ

た。通常の半分の量のおにぎりであったが，

児童やお年寄りの方を優先しながら混乱す

ることなく配給することができた。飲料水

は，備蓄倉庫に保管されていた水を使用し

た。

１１時頃には，家に帰った方々もおり，

校舎内には約７５０名の方々が避難してい

た。男子職員にはトイレの水の準備や校舎

内外の巡視，女子職員は児童の体調管理を

お願いし，その日の仕事は終了した。しか

しほとんどの職員は寒さや不安，児童の世

話等で一睡もしていなかったように思う。

３ 避難所運営に対する学校の支援

翌日から，学校は避難所となり，教職員

も手伝うことになった。長期化することが

予測されたことから，次のことを先生方に

お願いした。一つは，学校の施設設備を最

大限に活用できるように協力すること。二

つ目は，避難した方々が少しでも安心して
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生活することができるようにすること。三

つ目は，これまで培ってきた学校の組織力

や各自の持っている専門性を十分に活用す

ることである。また，避難所の運営を円滑

にするために，避難所配備員との打ち合わ

せや情報交換を綿密に行うことを心掛け

た。

教職員が手伝った主な仕事は，食料や支

援物資等の配付，飲料水やトイレ用水の準

備，案内等の表示，名簿の作成，情報の提

供，夜の巡視等であった。

ある教員は，避難した方を元気付けるた

めに朝のラジオ体操を思い付きそれを実行

してくれた。福岡県から旅行に来ていた女

性は，その体操で勇気付けられ，仙台まで

歩き続け，その後福岡に無事帰ることがで

きたということであった。また，女性教員

は，衛生管理に気を配り，特にトイレの清

掃や消毒を徹底して行ってくれた。悪条件

の中であったが食中毒等の事故は起きなか

った。重病の患者が出て，自衛隊に連絡し

ヘリコプターで搬送する事態も生じた。ま

た，校庭で「車中泊」している方々に対し

て，エコノミークラス症候群や一酸化炭素

中毒にならないようにと一台一台に声掛け

をしてくれた教員もいた。このように先生

方が避難者に対して一生懸命にお世話をし

てくれたことは嬉しいことであった。

３月３１日の避難所最後の日，避難者の

方々とお別れする際に，涙を流して感謝し

ていただいたことは忘れられない。

４ 学校再開に向けて

（１）臨時校長会開催

震災後第１回の臨時市内校長会が，１３

日午後１時に教育委員会で開催された。各

校長の移動手段は徒歩によるものであっ

た。協議内容は，塩竈市災害対策本部から

の情報と指示，児童生徒，教職員に関する

安否確認と健康状況，今後の学校再開に向

けての準備，避難所支援に関すること，各

学校の被害状況等について。指示や報告は，

コピー等が使用できないため，全て口頭で

なされた。また，翌日からは，毎日午前９

時３０分から校長会と午後４時から連絡会

が開催されたが，このことは，正確な情報

共有や避難所運営を支援する上で大変有益

なものであった。

（２）各種行事の変更

市教委の早期の判断により，学校は３月

１４日から臨時休業となり，修了式と卒業

式は，３月２４日の午前中に実施すること

に決定した。

まず学校でやるべきことは，震災当日休

んでいた児童１０名と教員１名の安否確認

に全力を尽くすことであった。２日後に全

児童と職員の安否が確認された時は全員で

喜んだ。児童の安否確認や健康状況の把握

のために，家庭訪問を２回実施している。

修了式には，先生方の努力で児童全員に

通信表を渡すことができた。また，卒業式

は体育館が使用できないため，多目的ホー

ルで実施した。震災の影響を鑑み，式場の

装飾も無く，児童と保護者と教職員だけの

質素な式であったが格別の思いの卒業式と
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なった。

新年度の行事については，始業式と入学

式は４月２１日午前中に実施することにな

り，それまで，入学児童や転出入児童数の

確認，通学路の安全確保，教育課程の見直

し，学校給食の再開に向けての準備が主な

内容であった。

（３）児童・教職員の心のケア

地震の恐怖や津波による家の喪失，避難

所生活による精神的な苦痛から集中力の低

下や不眠などの症状が表れる児童もいた

が，大事には至らなかった。今後も症状が

出ていない児童を含め，きめ細かく状況を

把握し，心のケアを行っていく必要がある。

また，教職員の中には，自ら被災してい

るにもかかわらず，不眠不休で避難所運営

の支援や児童生徒の安否確認や心のケアに

当たり，心理的にも肉体的にも極めて厳し

い環境に置かれた者もいる。教職員に対し

ても継続的な心のケアが必要であることを

感じている。

５ 終わりに（これからの防災教育）

震災後，各学校では震災の教訓を生かす

べく，地震発生時やその後の対応について

分析し，避難場所の設定や誘導の仕方，避

難所開設や学校の対応について検討を重

ね，防災教育や防災計画の改善を図ってき

た。危機管理マニュアルについては，授業

時間だけではなく，校外学習や登下校中の

災害も想定し，それぞれに対応した緊急措

置を定めた。また，児童を保護者に引き渡

す場合の方法を明確にして各家庭に周知し

ている。

しかしながら，防災教育や防災計画の実

効性を高めるためには，日頃の避難訓練を

充実させる以外にない。立地条件を十分に

考慮しながら，今後も危機意識をもった緊

迫感のある避難訓練を実施していくことが

必要である。

学校は，児童が危険を予知して安全な行

動をとることや自他の生命を尊重し地域の

安全活動等に進んで参加する能力や態度を

育成することが求められている。また，こ

れまで国内や世界各地から激励の言葉，義

援金や物資等の支援をいただき大きな勇気

をいただいたが，今後は，世の中に貢献で

きる児童を育成することが大切である。

今回の体験を通して実感したことは，学

校と地域の結び付きが深いほど，避難所の

運営がスムーズにいくということである。

地域から寄せられた食料の支援や様々な物

資の支援は何よりも心強かった。当校に配

置された配備職員の方々も思いやりの心を

感じる丁寧な対応をしていただいた。今後

も，地域とのコミュニケ－ションを大切に

しながら，学校と地域の揺るぎない信頼関

係を築いてまいりたい。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

これからこれからこれからこれから，，，，教職員教職員教職員教職員としてとしてとしてとして大事大事大事大事にしていきたにしていきたにしていきたにしていきた

いこといこといこといこと

第一小学校 教諭 浦 山 正 幸
うらやま まさゆき

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

はじめにはじめにはじめにはじめに

平成２３年３月１１日，私は，３年１組

２２人の担任をしていました。５時間目の

授業を１４時３５分に終え，いつものよう

に帰りの会を終えました。校庭でサッカー

をしようと外に出る子供たちを見送りなが

ら，教室に残る子供たちと何気ない会話を

していました。その直後１４時４６分に地

震が発生しました。

今回の大震災を経験して，これから，教

職員として大事にしていかなくてはならな

いと強く思わされたことがあります。その

ことを書き記したいと思います。

１１１１．．．．学級担任学級担任学級担任学級担任はははは子供子供子供子供をををを安心安心安心安心させさせさせさせ，，，，全員全員全員全員のののの命命命命

をををを守守守守りりりり抜抜抜抜くくくく最前線最前線最前線最前線にいるというにいるというにいるというにいるという自覚自覚自覚自覚

地震発生直後，子供たちは日頃の避難訓

練同様に，自ら素早く机の下に入って身を

守っていました。無言で非常に素早い行動

でした。私は，外に出て行った子供たちの

ことが心配で窓から昇降口を見ると，車か

ら降りたばかりの学校出入りの業者が，子

供たちを集めて校庭の真ん中辺りに座らせ

ているのが見えました。教室の子供たちは，

始めこそ無言でしたがあまりにも揺れが長

く続いたため叫び声や泣き声を出し始めて

いました。

私は，学校は絶対に崩れないから大丈夫

であること，静かにして先生の言うことを

よく聞くこと，を強い口調で話して子供た

ちを落ち着かせようとしました。後日に子

供たちに聞くと，「あのときの先生は怖か

った」と言っていました。

そして学年主任として，隣の２組の様子

確認しました。補欠に入っていた先生が適

切な指示を出して子供たちの安全を確保し

ていることが分かったので安心しました。

やがて，私の想定以上に揺れが大きくな

っていきました。教室の戸口に立って，教

室から校庭に避難するための出口となる戸

口が崩れないように押さえながら，揺れが

収まるのを待ちました。職員室につながる

廊下を見ていると，廊下がゆがんでいるよ

うに見えました。遠くから校庭に避難する

ようにという声が聞こえてきました。

その後，どのように校庭に避難したのか

は，なぜかよく覚えていません。校庭では，

避難訓練と同じように学級毎に整然と並び

始めていました。私も校庭に出た子供たち

を列に加えて，人員の確認を行いました。

すると男子児童１名がいないことが分かり

ました。外に出た子供に聞くと，地震発生

の前に，急いで家に帰っていったというこ

とでした。家について家族といるのだろう

かと不安な気持ちが高まりました。そして

間もなく校長先生の指示の下で，避難場所

が校庭から体育館に移りました。校庭には

雪が降り始めていました。

やがて体育館には，子供を迎えに来られ

た保護者，高台にあるということで避難し

てきた近隣の方々が集まってきました。ス

テージには，避難所の本部が設置されまし

た。
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体育館に避難しても，声を出して泣き続

ける子供がいたり，不安そうにこちらを見

ている子供がいたりしました。私は，でき

るだけ笑顔になって優しく語りかけて少し

でも安心させようと思いました。

一方で，家に帰った一人の子供のことが

心配でした。体育館に集まってきた保護者

から情報を集めました。そのうちに，その

子供の母親が子供の引き受けに体育館に来

られました。家から学校に来る途中で我が

子に会わなかったということでした。母親

は子供を捜しに戻られました。その家は学

校から約１キロメートル程の場所で一本道

なのに，徒歩で来られた母親が子供に会わ

なかったのはなぜなのかと考えていまし

た。やがて，その子供を連れた母親が戻っ

てこられました。子供は，家に帰る途中で

地震に遭い，近くで仕事をしていた大工さ

んに，助けられていたとのことでした。

現在，第一小学校では，学校管理下内に

起きた地震だけではなく，登下校中や在宅

時に発生した際を想定した対応を具体に行

っています。様々な状況下を想定した避難

の在り方を考えさせる指導をしています。

各家庭には，地震が発生したらどこに逃げ

るのか，保護者をどこで待つのか，どのよ

うな手段で連絡を取るのかを話し合って決

めて頂いています。今でも，あの日に安否

が確認できなかった子供のことを思うと，

指導は十分だったのかと自戒します。

教職員として，子供の生命を守るのは自

分であるという自覚を持って職務に励もう

と思っています。

２２２２．．．．正確正確正確正確なななな情報情報情報情報をををを根拠根拠根拠根拠にしたにしたにしたにした組織的組織的組織的組織的なななな行動行動行動行動

３月１１日，夕方を過ぎると多くの保護

者が，子供を引き取りに集まりました。そ

の中に多賀城の親戚の家に，子供を連れて

今すぐに行きたいと強く要望された保護者

がいました。私は，子供も不安そうにして

いたので，早く保護者に引き渡したいこと

を校長先生に伝えました。しかし，本部で

ラジオからの情報や口コミの情報を収集し

ていた校長先生からは，大津波警報が発令

されていることと学区内の安全の確認がで

きていないことから，現状では引き渡しは

できないという指示を受けました。保護者

の父親にはなんとか納得頂いたことを思い

出します。その後，校長先生は，避難所全

体にこの状況を説明し，引き渡しの時期を

待つ対応を取ることへの理解をいただきま

した。

翌朝の新聞で，多賀城方面に大きな津波

が来たことを知りました。甚大な被害が発

生していました。私は，あの時にすぐさま

引き渡さずよかったと心から思いました。

非常時には正確な情報が重要です。そし

てその情報を根拠にした冷静で組織的対応

が重要であることを実感として理解できま

した。

３３３３．．．．避難所運営避難所運営避難所運営避難所運営をををを積極的積極的積極的積極的にににに担担担担うううう役割役割役割役割

地震発生時の夜，避難所を運営していた

教職員には子育て中の方も多数いました。

教職員も家庭と連絡がつかずに不安な気持

ちになっていたはずです。しかし，誰もが

そのことを表だって言い出すことはありま

せんでした。そして，目の前に生じている
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ことに対して誠心誠意の対応をしていまし

た。

夜更けになって迎えに来られた保護者と

子供を笑顔で見送っていました。また，保

護者が迎えに来れない子供たちの気持ちを

少しでも安らげようとずっと語りかけてい

ました。そして，深夜までトイレで使う水

を運んだり，泥や砂まみれの体育館や通路

を清掃していました。

それでも，トイレの水を運び，炊き出し

のおにぎりを配りながら，私は，ふと我が

子のことを思っていました。長男の小学２

年生は学校で同じように先生方のお世話に

なっているのだろうか，保育所の二人は無

事だろうかと。しかし，同僚の献身的な姿

が私の気持ちを落ち着かせてくれました。

私は，現在，あの時の第一小学校の一員

であったことを誇りに思っています。

第一小学校は避難所に指定されていま

す。私達，教職員は市町村の職員と連携し，

子供と保護者，地域の方々の命を守る避難

所運営の最前線を担う役割があることが分

かりました。教職員は，このことを家族と

話し合っておくことが大事だと思いまし

た。

結結結結びにびにびにびに

地震発生から数日後，生野菜がまったく

不足しているある日に，ある教職員が野菜

を煮浸しにして振る舞ってくれました。そ

の方にも小さい子供がいて家族にとって貴

重な食材だったに違いないのです。たかが

煮浸しの野菜です。しかしその時は，とて

も貴重なものでした。大げさだと思われる

かも知れませんが，私はそのようなことが

できる生き方をその時に美しいと思ったの

です。自分にはできない行動だったからで

す。

助け合う，絆とは誰にでも簡単に言えま

す。でも，自分に余力がない場面で，人を

思い，助けることは簡単ではありません。

どんなときにも美しく生きたい，恥ずか

しくない行動をとりたい，それが現在，教

務主任として私が常に意識していることで

す。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災を乗り越えて

第一小学校 教諭 三澤 恵
みさわめぐみ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１１１１ 地震地震地震地震がががが起起起起きたきたきたきた日日日日

３月１１日，卒業式まで１週間。６年生

の担任をしていた私は，卒業を控えた子ど

もたちと一緒に，卒業前の奉仕作業として

校内の清掃に取り組んでいました。普段な

かなか手の届かない部分を，みんなで一生

懸命きれいにして，そろそろ終わりにしよ

うかと子どもたちに声を掛け，１０人くら

いの子どもたちを連れて教室に戻る途中，

地震が起きました。

私たちがいた場所は昇降口だったので，

子どもたちには階段の脇に座って揺れが収

まるのを待つように指示を出しました。す

ぐに収まるだろうと思っていた地震は驚く

ほど長く続き，これはいつもと違うなと感

じていたものの，昇降口には大きく揺れる

ものや落ちてくるもの，動くものが何もな

かったので，まさか震度６強の地震だとは

思いもしませんでした。揺れが異常に長か

ったことと，非常事態の中でも子どもたち

がお互いに肩を抱き合って「大丈夫だよ。」

と声を掛け，励まし合う姿を見て，とても

頼もしく思ったことを鮮明に覚えていま

す。最初から電気のついていない場所にい

たこともあり，地震で電気が消えたことも，

教室は大変なことになっていたことも，全

く分かりませんでした。そのせいか，私自

身も一緒にいた子どもたちも，割と冷静だ

ったように思います。

「校庭へ避難するように」という指示が

出たとき，初めて近くの防火扉が閉まって

いたことに気付きました。やはりすごい地

震だったのかもしれないと思いましたが，

このときもまだ「マグニチュード９」とい

う未曾有の大地震だったとは全く思ってい

ませんでした。避難した校庭は，強い風で

雪が横殴りに降っていました。雪が舞う中

でも空は不気味なほど明るく，何か不自然

な感覚を覚えたことと，大勢の人間が避難

しているにも関わらず，校庭が信じられな

いほど静まり返っていたことを覚えていま

す。

校庭から体育館へ避難したものの，凍え

るほど寒かったので，子どもたちと自分の

上着を取りに校舎へ戻りました。余震が続

いていたので私もとても不安でしたが，子

どもたちを校舎へ戻らせるわけにはいかな

かったので，勇気を振り絞って職員室と更

衣室，教室に戻りました。職員室に入った

瞬間，私は初めて尋常ではない地震が起き

たのだと痛感しました。開いたままの引き

出し，ものが散乱した机，ものをよけなが

らでないと歩けない床。急に恐怖を感じ，

必要なものだけを取って子どもたちの上着

を取りにすぐに教室に向かいました。教室

の黒板の上の壁にかけてあった時計は，地

震の起きた１４時４６分を指して，床に落

ちて割れていました。このときにも地震の

大きさを改めて感じてはいましたが，津波

については全く考えていませんでした。

持てるだけの上着を抱えて体育館に戻っ

た後，校長先生から大津波警報が出ている

こと，荒浜に何百という遺体が上がってい

ることなどを聞いたものの，まるで作り話
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のように思えて，実感を伴って聞くことが

できませんでした。その日は体育館に泊ま

ることとなりましたが，その日一晩，私の

携帯電話には日本だけでなく海外からも多

くの安否を確認するメールが届きました。

学校からすぐ近くの本町や南町にまで津波

が来ていることを知らなかった私は，なぜ

こんなにメールが来るのだろう，海外にい

る友人たちまでもがどうして地震のことを

知っているのだろうと不思議に思っていま

したが，後に電気がついてテレビを見たと

きにその理由が分かりました。

凍えるような体育館で過ごした一晩は，

今まで生きてきた中で最も不安な夜でし

た。トイレの窓からは，港で燃え上がって

いる火が赤々と見えました。入口の発電機

による明かりしかない寒い体育館で，毛布

にくるまってひたすら朝が来るのを待った

ことは，一生忘れないと思います。

２２２２ 卒業卒業卒業卒業のののの日日日日

地震から１３日目の３月２４日，卒業式

を行いました。予定していた卒業の日を６

日過ぎての卒業式は，体育館ではなく多目

的ホールでの卒業式でした。前日までに先

生方が多目的ホールをきれいに掃除して飾

り付けしてくださったので，震災の影響が

色濃く残る中でも，とても温かな雰囲気の

中で卒業式を行うことができました。でも，

震災直後であり，まだ余震の不安があるこ

となどから，震災当日まで心をこめて練習

してきた「別れのことば」や校歌以外に練

習してきた合唱曲は，卒業式で発表するこ

とができなくなりました。学年主任の先生

のアイディアで，卒業式で歌うはずだった

「旅立ちの日に」と「YELL」の合唱を卒

業式の前に歌って録音し，入場や証書授与

のときに BGM として流してもらうことが

できました。子どもたちの歌声が流れてき

て，必死に涙をこらえながら呼名したとき

のことは，これから何度卒業学年を担任し

ても，きっと忘れないと思います。

卒業式のときには，そのときできる最高

の卒業式をしてもらったと心から思ってい

ましたし，今でもその気持ちに嘘はありま

せん。卒業式の日にクラスの子どもたちに

見せるために，震災後に作った２年間を振

り返るスライドにも，「あんなに練習して

きた卒業式ができないのは残念だけど，全

員が生きていること，そろって卒業できる

こと，それが何よりも幸せなこと」，「当た

り前と思っていたみんなとの毎日が，どれ

だけ貴重で大切だったか思い知る」と，そ

のときの私の思いを書いて伝えました。そ

して，何度も「やっぱり合唱曲を歌いたか

った」と言う子どもたちに，「練習してき

たすべてを発表できなくても，全員が無事

にそろって卒業式ができることが幸せなん

だ」と話しました。実際，震災の影響で卒

業証書が流されてしまったり，卒業式がで

きなかったりした学校も多くあったと聞き

ます。そのことを考えれば，私たちは十分

幸せだったと思うのです。でも，次の年の

卒業式のときに，やっぱり去年の卒業生に

もこの正式な形の卒業式をさせてあげたか

ったなと思う自分がいました。そのときに

はそれがベストの形だったことは分かりす

ぎるくらい分かっているのですが，今考え

るといろいろなことが悔やまれるのです。
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人間は，つくづく欲張りな生き物だなと思

います。

３３３３ 終終終終わりにわりにわりにわりに

震災から１年半が経ち，新たな子どもた

ちと毎日を過ごしています。避難訓練や引

き渡し訓練をしていて思うことは，自分も

含めて被災体験を少しずつ忘れているとい

うことです。震災直後は，危機感をもって

取り組んでいた避難訓練も，ほんのわずか

ですが気の緩みが感じられるのです。自分

自身の生活を考えてみても，震災前の生活

スタイルにすっかり戻っているような気が

して，何か大事なことを忘れてしまってい

るように感じることもあります。電気や水

が使えるようになったとき，これからは電

気や水を大切に使おうと誓ったのに，１年

半が経った今，行動が伴っていない自分に

気付いてがく然とすることがあります。不

便な生活で学んだことや感じたことを忘れ

ているわけではないのですが，目の前の便

利さに慣れていく自分を少し怖いと思うこ

とがあります。また，教師として，子ども

たちと楽しく過ごせる毎日が間違いなく続

く保証なんてどこにもないことを，時間が

経つほどに忘れているような気もするので

す。あたりまえに続くものなんて何一つな

いということを嫌というほど感じたはずな

のに，今の自分はそれを覚えているのだろ

うかと疑問に思うことがあります。つらい

体験をいつまでも覚えているのは苦しいも

のですが，苦しくても決して忘れてはいけ

ないこともあると思うのです。自分自身も

含めて，子どもたちにもそのことを伝えて

いきたいと思います。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を振り返って

第一小学校 養護教諭 近 藤 匡 子
こんどう きようこ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの大震災から，もう１年半が経とうと

しています。あの日，職員室で卒業式に向

けての装飾を準備している時に，強い揺れ

を感じました。揺れが収まった後，避難の

ために校庭へ，さらには体育館へ，児童を

誘導しながら，「今，自分がするべき事は

何であるか？」ということを頭の中で繰り

返し考えていました。

地震直後の児童への対応

まず，厳寒の中であったため，児童の保

温に努めなければなりませんでした。毛布

を確保したり，着替え用の衣類を着せたり，

何人か固まって毛布にくるまり温め合うよ

う指示しました。精神的に恐怖感や不安感

で一杯の子どもたちに，身を寄せて「大丈

夫だよ」と声をかけるぐらいしかできませ

んでしたが，避難所である学校に，みんな

で一緒に居るという事は，ある程度の安心

感をもたらしたのか，明るい表情を見せる

子も意外に多く見られました。体育館のス

テージ奥に体調不良児童の休養スペースを

確保していましたが，校舎の安全が確認で

きてからは，喘息で体調の悪い児童，免疫

機能が落ちている児童を保健室に移動させ

休養させました。

保護者が迎えに来始め，引き渡しが始ま

ってからも，多くの児童が残ったままでし

た。日が落ちて，暗くなった頃，炊き出し

の味付けご飯が届きました。今後のことも
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考えて，全部は配給せず，１パックのご飯

を二人で食べさせました。満腹にはほど遠

い量でしたが，何より温かいご飯が食べら

れたのはうれしいことでした。食べた後は

もう，休む以外にすることもありません。

しかし，あまりの寒さになかなか寝付くこ

ともできませんでした。寒さのために目が

覚めるということを初めて経験しました。

忘れられないのは，夜半，他の子が寝てい

る中，一人の女の子が目を覚まして起き上

がり，不安そうに辺りを見渡していたこと

です。親とも会えず，どんなにか不安なの

だろうと思い，近くに行き「大丈夫だよ，

みんないっしょだからね」と声をかけ，休

むよう促すと，コトンと眠りにつきました。

翌日まで保護者が迎えに来られなかった児

童も多くいたのです。

日が昇り明るくなった時，夜が明けたと，

心の底から安心することができました。徐

々に暖かくもなっていきました。空腹の子

どもたちに何か食べさせられないかと，給

食室から，その日に使う予定だった食材の

カシューナッツを頂きました。一人５粒ず

つ配りました。テレビで見る戦後の食料の

配給みたいで，新鮮な体験でした。その後，

朝食用に炊き出しのおにぎりやみそ汁が届

きました。水が出ず，洗うことができない

ため，汚れがつかないよう，食器をラップ

でくるんで使用しました。

そのような中で，児童が全員保護者に引

き渡されたのが，地震翌日の午前１１時で

した。

避難所運営への協力

翌日からは，学校も臨時休業になったの

で，私の職務は，避難所へ避難している児

童の健康状態の把握，学校環境の衛生状態

を改善すること，避難所への協力でした。

避難所への協力としては，主にトイレに流

す水をプールから汲み運ぶことと，避難所

で体調を崩した人が，保健室を利用してい

たため，その人たちの様子を見ることでし

た。特に学校の衛生状態はひどいもので，

当初下足のまま出入りしていたため，津波

後のヘドロの汚れ等が廊下中に散乱してい

る状態でした。トイレもバケツから水を流

し入れるため，便器のまわりが汚水で水び

たしになりました。用を足した後のトイレ

ットペーパーも流さず，ゴミ袋に貯めてい

たので，臭いもひどいものでした。この後，

学校が始まるまでに，本当に元のきれいな

状態に戻せるのかと大変不安でした。幸い

だったのは年度末の時期だったので，トイ

レットペーパーやアルコールティッシュ，

マスクやプラスティック手袋等の買い置き

が十分あったことです。避難所へも提供し，

学校職員にも十分衛生について気を配らせ

ることができました。

保健室利用者の中には，がんの治療後の

方や寒さで体調を崩す方，給水車に並んで

いる際中に低血糖で倒れる方等，様々な理

由で利用される方がいました。医療行為は

できないので，静かな環境で休養を取って

いただけるよう環境を整え，お話を聞いた

り声がけをすることぐらいでしたが，でき

るだけ心穏やかに休養できるよう，環境整

備に努めました。
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学校再開へ向けて

第一小学校では，体育館と多目的ホール

が避難所となり，一階のほとんどが避難し

てきた方の利用場所でした。水，電気，ガ

ス等のライフラインが復旧し，避難所が閉

鎖され，学校が再開されることになった時，

一番重要だったことが，通学路の安全確保

と学校の衛生状況の改善でした。学校環境

を教育の場として整えるために，全職員が

協力し合い，清掃作業に取り組みました。

特に体育館・ホールは全て消毒し，ワック

スを塗りました。下水で汚れ，異臭を放っ

ていた場所が，元のきれいな学校になった

時，これで子どもたちを迎えることができ

ると安心することができました。

新年度が始まり･･･

塩竈市では，３週間遅れで新学期がスタ

ートしました。１か月以上学校へ来ていな

かった児童たちにとって，学校の再開は待

ちに待ったものだったらしく，明るい笑い

声があふれました。そのような中でも，学

校でみんなと一緒にいれば元気であって

も，家に帰り夜を迎えれば，また震災の経

験がよみがえり不安感を持つ児童がいない

か，不安感から不定愁訴を訴えてくる児童

はいないか注意を払いました。幸い，児童

たちも順調に学校の再開に適応していき，

特に問題もなく新年度をスタートすること

ができました。非常事態に遭っても，でき

るだけ早く平常の暮らし，児童にとっては

平常の学校生活を取り戻すことがとても大

切なのだと実感しました。自分自身も学校

が開始するまでは，職場に来て仕事はして

いても悲壮感が伴い，心が晴れない状態だ

ったのが，新学期が始まり児童が学校に来

ることで，やる気や元気をもらうことがで

きました。児童在っての私たちの仕事なの

だと，初めてこの仕事に就いた時に感じた

思いを，改めて感じることができました。

この震災を経験し，養護教諭が被災時に

どんな職務を果たさなければならないのか

を，多々学びました。災害の程度や状況に

よっては臨機応変に対応しなければなりま

せんが，根本的なものは変わらないと思い

ます。いま，塩竈市の養護教諭部会は，一

人一人が震災を振り返り，“養護教諭”が，

“いざというときにどのように動くか”と

いうマニュアルを作成しています。たくさ

んの犠牲を払いながら学んだ貴重な体験

を，記憶が風化する前に形として残すこと

が大変重要だと考えたからです。学校全体

の災害時対応マニュアルはあっても，養護

教諭独自のものがある学校は少ないです。

今後，私たちだけでなく多くの養護教諭の

参考になるようなマニュアルを作り上げら

れるよう，頑張りたいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災の記憶

第二小学校 教諭 大友 美佐子
おおとも み さ こ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

塩竈市立第二小学校は，「いそやま」と

いう高台の上にあります。東日本大震災で

は，いそやまのふもとまで津波が押し寄せ，

北浜や藤倉地区の子どもたちの家が被害を

受けました。震災当日，子どもたちは全員

無事で校庭に避難し，保護者の迎えを待ち

ました。

今回の体験文では，その一部始終につい

て，私が見た事実を中心に書きたいと思い

ます。その時の心情については，未だに整

理が付いていないところが多く，どうして

も表現できませんでしたので，あえて簡潔

に書かせていただきました。

平成２３年３月１１日，当時，私は２年

１組を担任していました。３５名の子ども

たちは，２学年の学習もほぼ終わり，まと

めの時期に入っていました。

３月１１日午後２時半，いつもなら，子

どもたちは清掃を終え，自分たちで帰りの

会を始める時刻でした。しかし，この日は，

２時３５分になっても，子どもたちはおし

ゃべりに夢中で，誰も帰りの会を始めよう

とはしませんでした。いつもはできること

なのに，めずらしいとは思いましたが，こ

こはしっかりしつけておきたいと思い，３

分程度の時間をとって，子どもたちに指導

しました。

「掃除を終えたら，静かに席に着き，日直

が前に出て，帰りの会を始める。今まで，

毎日やってきたことなのに，今さらできな

いようでどうするのですか。」

そう言いながらも，私は時間が気になっ

ていました。いつもだったら，もう４０分

ごろには解散していたからです。遅くとも

４５分には，教室から出したいと思いまし

た。そして，帰りの会が終わる頃，隣の２

年２組ではちょうど解散したところだった

ようで，数名の子どもたちが，駆け足で階

段を降りて，昇降口に向かっていくのが見

えました。この時，私は振り返って時計を

見たのを今でもはっきり覚えています。時

計の針が４５分を指していました。

すると，その時，小刻みに机がゆれ始め，

子どもたちが，すばやく，机の下にかくれ

ました。揺れは強さを増して続き，いつ止

まるとも分からないような気味の悪い揺れ

でした。２年２組の子どもたちが数名，走

って階段を上がってきて，教室に戻ろうと

していました。私は，廊下に出て，「急げ，

早く教室に入れ。」と叫び，子どもたちを

２年２組に押し込みました。子どもたちは，

一目散に，自分の机に戻って隠れました。

私は，教室の廊下側前方のドアを開け，そ

こに立ち塞がる形で立ちました。地震が起

きたら，右手で戸を押さえ，左手で柱に捕

まりながら，この位置に立つと決めていま

した。教室全体を見るためです。

揺れは大きく２度続きました。１度目の

大揺れは，徐々に強くなってピークに達し

ましたが，その後だんだん揺れが小さくな

り，そのまま，おさまるかのように思われ

ました。

（たいしたことなく済みそう，良かった。）

そう，思った瞬間，急に２度目の大揺れが



- 40 -

やってきました。猛烈な勢いで強さを増し，

もう，立っていられませんでした。バリバ

リ，ガシャン，ゴゴー，キャー，いろいろ

な音が一瞬のうちに重なって大きく鳴り響

きました。ほんの数秒だったと思うのです

が，精神的にはもう限界でした。天井から

白い砂がこぼれているのが見えました。恐

怖で，足がすくみ，自分の体のことを思い

ました。

しかし，その時，それまで机の下で黙っ

て耐えていた子どもたちが一斉に泣き叫

び，私は，その声で我にかえりました。

「うわぁーん，怖いよぉぉ。」

「お母さーん。」

子どもたちの声が，

（あなたは教師，今こそ仕事をしなければ。）

と言っているような気がしました。自分で

も驚くほど，とても冷静になれました。

まず，子どもたちの心理的安定を図り，

危険物を除去しなければなりませんでし

た。落ちてきた窓枠を持ち上げながら，で

きるだけ，ゆっくりと優しい口調で，声を

かけました。

「みなさん，よく頑張りましたね。怖かっ

たよね。でも，みんなはいい子だから大丈

夫。ちゃんとお家に帰れますよ。今，先生

が危ないものが落ちていないかどうか確か

めているので，そのまま，もう少し待って

てね。危ないものは，全部，先生がよけて

あげますから，大丈夫ですよ。」

廊下側の窓ガラスが２枚，窓枠ごと外れ

て教室側に落ちてきました。運よくガラス

は割れずに，ちょうど机と机に挟まれて落

ちていました。その他，大型テレビの固定

ベルトが外れ，テレビが机と机の間に落ち

ていました。机の上のものは床に散乱し，

ロッカーのランドセルやジャンパーもすべ

て入り乱れて落ちていました。２年１組は

ちょうど，校舎と校舎のつなぎ目にあり，

廊下の壁も大きく崩れ落ちていました。放

送は回線が切れて通じず，職員室から教員

が走ってやってきて，各教室に，校庭に避

難するように呼びかけていました。

すぐに防寒具を着用させ，校庭に避難し

なければなりませんでした。しかし，ジャ

ンパーは入り乱れて落ちていて，子どもた

ちが各自ジャンパーを拾うことは，とても

困難に思われました。自分のジャンパーが

見つからないといってパニックになる子も

出てくるかもしれません。結局，私ができ

る限りのジャンパーを拾い集め，持ち主と

は関係なく，とにかくできるだけ素早く子

どもに渡して避難させることにしました。

ジャンパーは全員分でなくてもかまわない

と決め，次のように指示を出しました。

「机の上に，自分のジャンパーではなく，

他の人のジャンパーがのっています。とに

かく，それを着て校庭にでます。ただし，

（５着ぐらい）数が足りません。机の上に

ジャンパーがのっていない人もいます。そ

の人は，そのまま校庭に避難し，その後，

お友達に入れてもらって，二人でジャンパ

ーを羽織りなさい。今日はジャンパーの（持

ち主との）交換は一切行わないこと。次に

学校に来るときに，学校で交換します。で

は，廊下に整列。」

早口だったにも関わらず，子どもたちの

行動は速やかでした。当時，私の学級には，
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片足治療中で，松葉杖の子どもがいました。

私は，１組の子どもたちを２組の担任に託

しました。２組が先頭になり，その後を１

組が続いて避難を開始しました。そして，

私はギブスを付けた子どもを背負って最後

尾につきました。

校庭に出て整列し，全員の無事を報告し

ました。その後，現状についての連絡，今

後についての指示があるはずなのですが，

現状把握に時間がかかっているようでし

た。

とにかく，そのまま子どもたちを待機さ

せました。しかし，１０分もしないうちに，

子どもたちの列が乱れ始めました。１年間，

厳しく指導してきたつもりでしたが，２年

１組の子どもたちは，普段の集会などでも，

静かに待つということがとても苦手でし

た。こんなことでは，３５名の児童全員を

安全に待機させることはできない，と不安

になりました。もう男女２列の並びで，子

どもたちを管理することはできないと判断

し，子どもたちをできるだけ私の傍に集め，

私を中心にドーナツ状になって待機させま

した。

雪が降ってきて，寒さがこみ上げてきま

した。ジャンパーが全員分ないことが心配

でした。ジャンパーがない子どもたちは，

友達と２人で，片寄せあって羽織っていま

した。しかし，恥ずかしいのか，２人で羽

織ることを嫌がって，我慢する子どもがい

ました。私も，その時点では，セーター１

枚にスカートだったので，貸してやれるも

のがありませんでした。一度，校舎に戻り，

私の防寒服を取ってきて，子どもに貸した

いと思いましたが，結局，それは，できま

せんでした。子どもたちは，とても静かに

待っていられるような様子ではなかったの

です。「長い時間でも静かに待つ」という，

普段のしつけがいかに大事であるか身にし

みました。

３０分ぐらいたった頃から，保護者の方

々が迎えに来られました。引き渡しについ

ては，学校からの指示は特に出ていません

でしたが，体中ががたがた震えるほどの寒

さの中，これ以上，校庭での待機は難しい

と判断しました。学級担任としての判断で

した。待機してから，１時間ほど過ぎた頃，

いそ山のふもとまで津波がきていることを

聞きました。

２時間が過ぎた頃，残っている児童は数

名になりました。１人はジャンパーを着て

いませんでした。友達と一緒に羽織るよう

に言いましたが，「僕は大丈夫。」といって，

震えながら我慢していました。本当にひど

い寒さで，全身の震えが止まらず，気が遠

くなりそうでした。再び，自分の体のこと

を思いました。私は，このとき妊娠３ヶ月

でした。

同僚の教員から，プールの更衣室に入れ

ると聞き，そこに避難しました。先輩であ

る同僚が私の体調を気にしてくれて，自ら

厚手のジャンパーを脱いで，貸してくれま

した。しかし，一瞬，躊躇しました。１人

の子どもが，ジャンパーを着ていなかった

からです。でも，私は，同僚の好意をあり

がたく受けました。

（大き目の大人物のジャンパーだ，子ども

と一緒に羽織ればいい。）



- 42 -

と，安易に考えていたのです。その後，西

校舎の安全が確認されたと，同僚から聞き，

残っている子どもたち４名とともに，移動

しました。西校舎ではすでに，保護者の方

々が入って，子どもたちをさがしていまし

た。その時点でも，１人の子どもがジャン

パーを着ていませんでした。私と一緒に羽

織るように促しましたが，それも恥ずかし

かったようで，

「いや，大丈夫です。」

と我慢していました。普段から我慢強く何

でもよく頑張る男の子でした。私は，困っ

てしまいましたが，さすがに自分のお腹の

ことも心配で，結局は，ジャンパーを着続

けたまま，西校舎に入りました。何人かの

保護者から冷たい視線か注がれているのが

分かりました。当然です。妊娠しているこ

とは，まだ，保護者にも子どもたちにも公

表していませんでした。自分は最後まで，

ジャンパーを着るべきではありませんでし

た。今でも，その時のことを思い出すと，

後ろめたい気持ちで，涙が出ます。

夕方，５時ごろ，あたりが暗くなり始め

ました。この時点で，子どもが１人残って

いました。

「お家の方は，きっと明日迎えに来るから，

大丈夫，安心して待っててね。」

と声をかけ，学校にあった少しのお菓子と

毛布を渡しました。その子は，不安な思い

を口にせず，避難所となった西校舎の教室

で，地域の方と一緒に眠りにつきました。

西校舎の教室は，人であふれかえって，狭

いのが心配でしたが，他の場所より，暖か

く安全に過ごせると思いました。

それにしても，これだけのことが起きて

いるのに，塩竈市には，救助等のヘリコプ

ターもとんでいなかったことが不思議でし

た。一体何が起きているのか，状況も把握

できませんでしたが，ラジオからは，「大

槌，全滅。」「仙台で，火災あり。」「名取に

多数の被害者。」など，耳を疑うような情

報が流れていました。

その日の夜空は，不気味なほど，星が青

白く光っていたのをはっきりと覚えていま

す。一体，どれだけの範囲の灯りが消えて

いるのか，想像できるような気がしました。

それは，本当に，今までに一度も見たこと

がない美しさでした。

（まるで，太古の昔のよう。自分たちは，

今，何の心構えもないまま，いきなり，厳

しい自然の中に，放り出されてしまったの

だろうか。）

ふと，そんなことを思って，背筋が寒くな

りました。

私も含め，帰る手段がなく学校に残った

職員は，職員室のあちこちで，眠りました。

私は，この時，自分のロッカーに戻って，

厚手のジャンパーの上からスキーウェアを

上下で着込むことができました。そして，

職員室では３台ほどストーブを焚いていま

した。これなら，朝まで眠れるだろうと思

いました。しかし，さすがに深夜になると，

底冷えするような寒さとなりました。私は，

暖かさを求めて，あちこち場所を変えて横

たわったり，机の上に伏したりしましたが，

もともと冷え性の体質でもあったので，な

かなか眠れませんでした。朝方，ストーブ

の前に横たわり，漸くうとうとと眠りまし
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た。

翌朝，残っていた子どもの両親が迎えに

来てくださいました。この一晩をどんなお

気持ちで過ごされたのかと思うと，かける

言葉が見つからず，ただ胸が熱くなりまし

た。

その後，震災から３ヶ月後ぐらいまでの

ことは，できれば，もう思い出したくあり

ません。周りの方も気を使ってくださって，

聞かれることもなかったので，人に話した

こともほとんどありません。それは本当に

ありがたいことで，何よりもうれしく思い

ました。ふと，何かのきっかけで，思い出

すことがあり，その都度，傷口をえぐられ

るような苦痛を伴います。おそらく，この

思いは，自分が死ぬまで背負っていくのだ

ろうと思っています。

今は，特に大変なことは何もありません。

大事なことは，毎日，当たり前のことを当

たり前にこなし，地道に生きる，それだけ

です。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

思いやりの心を育てる学校づくりの工夫

～東日本大震災からの復旧・復興活動をと

おして～

第三小学校 校長 山 内 順
やまうち

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１ はじめに

私は平成２４年４月に南三陸町立志津川

小学校から塩竈市立第三小学校に赴任し

た。震災当時，私が勤務していた志津川小

学校での取組を基に，震災後の教育活動を

紹介したい。

平成２３年３月１１日に発生した東日本

大震災の時の大津波（以下大震災）で南三

陸町は人的・物的に壊滅的な被害を受け

た。児童の自宅の６割及び教職員の自宅の

半数近くが全壊・流失し，児童は避難所等

での不自由な生活を強いられた。本校体育

館・校舎内も避難所になった。大震災の傷

跡は非常に深く，学校再開が大幅に遅れた。

本校では学校再開までの間，児童が身を寄

せている避難所を職員が訪問して学習指導

を行う「あおぞら教室」を実施した。また，

始業式は宮城県内で最も遅い５月１０日

に，入学式は５月１２日に実施した。大震

災当初と比較して２００名以上減員の全校

児童２４０名でのスタートとなった。大量

のがれきが町全体を覆っていることや地盤

沈下及び大潮・高潮による通学路の冠水等

の事情により徒歩通学ができずに全校児童

はスクールバス通学になった。大震災から

の復旧・復興活動をとおして思いやりの心

を育てる学校づくりの工夫を述べる。

じゅん
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２ 事 例

（１）児童に安全・安心感を持たせる取組

① あおぞら教室

大震災から学校は臨時休業となり，児童

は自宅や避難所で待機することになった。

学校の授業再開には「交通手段の確保」「教

室の確保」「飲料水の確保」等の難しい課

題があった。職員会議で児童の学習指導及

び心のケアをどのように進めていくか相談

した結果，学校から職員が各避難所に出向

いて児童の学習や心のケアを支援する「あ

おぞら教室」を実施することになった。３

月２４日から町内７カ所の避難所に職員が

７班編制で訪問し，５月８日まで実施した。

学級担任が学習指導を行うとともに，児童

の近況を聞きながら子どもたちの悲しみや

願いを共感的に受け止め，東日本大震災で

自宅や避難所にこもりがちだった児童に安

全・安心感を持たせることを重点目標に掲

げ指導に当たった。「あおぞら教室」を進

めるにつれて会場の確保等の問題点が浮上

してきた。荒砥地区は旧荒砥小学校跡地に

建設中の特別養護老人ホーム「いこいの海」

のご厚意によりフロアの一角を借りて運営

した。机もイスもなく床の上に横になって

学習しなければならなかった。

「いこいの海」での学習

しかし，一週間後，避難者受け入れを優

先するため志津川小学校関係者の立ち退き

を迫られた。代替施設を模索し，教頭は平

磯地区にある特別養護老人ホーム「ハイム

メアーズ」の事務長との話し合いにより同

施設を借用することになった。１階フロア

の床上では児童が大変であろうとの配慮か

ら，施設の事務長のご好意により入園者が

使用しているイスと机を「あおぞら教室」

に提供していただいた。また，旭が丘地区

は「旭が丘コミュニティーセンター」を借

用して「あおぞら教室」を実施した。同地

区は児童数が最も多く，同センターの大広

間（約１０畳）でも約５０名の児童が学習

するには手狭だった。同センターは避難所

にもなっていたが，避難していた皆様の配

慮で「あおぞら教室」の時間帯は部屋を提

供していただいた。保護者には児童の送迎

及び会場の清掃等の協力を得た。

児童は地域の皆様に支えられ「あおぞら

教室」で楽しく学習に取り組んだ。「あお

ぞら教室」実施期間中は，ほとんどの児童

が参加した。十分とはいえないまでも学習

を継続できたことは児童の学習意欲を継続

でき，心の安定につながった。保護者から

学校への信頼と積極的な支援を得ることに

もつながった。

（２）児童自身が活動する場の設定

① 大震災直後の活動

巨大地震が本校を襲った時間帯は１・２

年生が放課後で３～６年生は授業中であっ

た。児童は避難訓練で学んだように机の下

に潜り自主的に身を守った。揺れが収まり
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児童が校庭に避難していると，晴れていた

空が暗くなり「ゴォー」という低音のうな

りとともに沖から巨大な海の壁が押し寄

せ，町はあっという間に水没した。津波は

「バキバキ」という破壊音を伴い本校の登

校坂に迫ってきており,このままでは児童

が飲み込まれてしまうと判断し,校庭から

さらに高台へ避難した。気温が急激に下が

り吹雪いてきた。児童は恐怖と寒さからふ

るえが止まらない状態で防寒具が必要だっ

たが,数分ごとに激しい余震が繰り返し襲

い校舎に近づくことは困難だった。しかし,

我慢の限界にきており職員が校舎に入り児

童の防寒具を各教室から運び出した。大津

波が襲来している中,職員は６年生に「町

は大変なことになっている。学校は君たち

６年生が後輩たちを守ってほしい」と呼び

かけた。６年生から「はい」という力強く

大きな返事が返ってきた。

夜は氷点下のきびしい冷え込みになっ

た。寝具は何もなく，６年生が手分けして

後輩たちに新聞紙を配給し，全校児童は新

聞紙を衣服の間に挟んで寒さをしのいだ。

体育館は大津波の濁流から這い上がり，着

の身着のまま避難してきた１,５００人も

の町民で膨れあがった。重篤な方もおられ，

教室のカーテンや体育館の暗幕や卒業式で

使用するために設置した紅白幕等を毛布代

わりに提供した。６年生は泣きやまない１

・２年生の後輩たちを一生懸命励ました。

食べ物も水もなく，児童は理科室にあった

わずかなローソクの明かりだけで余震や津

波の音が止まない不安な一夜を教室で過ご

した。職員も手分けして各学年の教室に入

り児童を励まし続けた。児童にとって自分

のできることを進んで行うことができたこ

とは，何よりも大きな経験として，被災後

の意欲的な活動へのきっかけになるととも

に心の耐性を大きく成長させたようだ。

② 水くみボランティア

大震災当日から志津川小学校は避難所に

なった。体育館と１階の教室は町民へ避難

所として提供し，２～３階の教室は児童と

児童に付き添う職員が寝食を共にした。「町

が大変な時だから小学生もがんばろう」を

合い言葉に，自分たちで出来ることは自分

たちでやろうと一生懸命働いた。校舎内の

整頓や避難所の清掃など学校に宿泊しなが

ら働いた。大震災による断水で飲料水が不

足した。５～６年生の児童は南三陸町水道

局から給水車で支給された水をポリタンク

に入れて後輩たちの待つ教室に運んだ。ま

た，水洗トイレ・手洗い水・掃除用の水も

不足した。毎朝，職員・児童・避難所の皆

さんが総出でプールからバケツで水をく

み，トイレ・手洗い・掃除用水を補充した。

ポリタンクで後輩たちの待つ教室へ
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③ 仮設住宅の皆様との交流

本校校庭に仮設住宅６０棟が設置され，

１４８人の被災者が居住している。日本全

国はもちろん世界各国から多大なる支援を

受けた。その中には仮設住宅の皆様に宛て

た支援の品々もあり，５～６年生が手分け

してリヤカーや一輪車で届けた。また，運

動会には仮設住宅の皆様や地域の皆様を招

待し，全校児童と一緒に地元志津川の踊り

「トコヤッサイ」を踊った。

仮設の皆様と踊る「トコヤッサイ」

④ 感謝の気持ちの醸成

日本全国や世界各国からの支援メッセー

ジがたくさん届けられた。児童に紹介する

際に，担当者がどこのどなたからどのよう

な願いが込められたものかをプリントして

添えて学級ごとに配布した。学級担任は感

謝の気持ちを児童とともにかみしめ，御礼

の気持ちを込めてメッセージを返信してい

る。ある小学校からは学校農園に野菜の苗

を植栽し育て収穫したサツマイモなどを販

売して得た収益金を義援金として支援を受

けた。また，プルタブ等のリサイクル活動

やバザーの収益金を義援金として支援を受

けた。児童には感謝の気持ちを忘れずに持

ち続けてほしいと願っている。

３ まとめ

大震災の影響で児童の家庭環境が激変し

た。学校では児童の居場所作りを最優先し，

学級編制は町外避難児童が帰校しやすくす

るためにクラス替えをせず居場所を確保し

た。また，外部団体の支援での居場所づく

りとして校地内への仮設児童館設置，大学

のボランティアによる預かり保育等を実施

してきた。

仮設住宅への入居等により，２月３日現

在，児童数２９１名になった。上記の事例

のような取り組みを継続したことの成果な

のか，心配された児童の集団への不適応や

学習意欲の減退等は，症状が顕著に表れる

児童は意外に少なかった。しかし，大震災

で受けた心の傷が，いつ，どんな形で現れ

るか，予想できかねる状況にあり，今後も

一人ひとりに目を配りながら時間をかけて

ケアに努めていきたい。

仮設住宅に特別支援学級製作のプランターに植え

たヒマワリを届けました ［H23.7.28］
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

子どもの心に寄り添って

月見ヶ丘小学校 教諭 清水 仁
しみずひとし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ あの日

私は，特別支援学級（在籍１名）の担任

で，教室は，１年生の教室と同じフロアに

あります。学級で，下校の準備を終え，あ

いさつをしようとした時でした。

ゴゴゴゴー，ガガガガー・・・。

受け持ちのＧ児は，驚いて，すぐ机の下

に隠れました。

その時，トイレの方から，悲鳴とともに

泣き声が聞こえてきました。１年生の女の

子たちが，トイレの中で，「こわいよ～。」

「死にたくないよ～。」「お母さ～ん･･･。」

と泣き叫んでいました。

たまたま来ていたトイレの修理工事の業

者さんが，子どもたちをトイレの扉付近に

しゃがませていました。私と業者さんは，

女の子達に「大丈夫。死なないよ。もうす

ぐ終わるから。大丈夫。」と落ち着かせよ

うとしましたが，廊下の揺れは収まらず，

蛍光灯は，バチバチ点滅し，しまいには消

えてしまい，昼間とはいえ，暗い廊下に不

気味さを覚えました。しばらくして揺れが

少し収まったので，女の子達を自分の教室

に走って行かせました。

外から，「校庭に避難!」と叫ぶ声が聞こ

えましたので，私は，すぐ，Ｇ児に上着を

着せ，ランドセルを背負わせ，避難用の階

段に向かいました。

でも，さっき，トイレにいた子達の学級

の教室の子どもたちは，まだ，机の下にい

たままでした。

私は，その学級の先生に，

「外に避難するよ。」「上

着を着た方がいい。」

と声を掛け，校庭に避難

しました。

集合場所のプール管理

棟の前に整列すると，子

ども達も先生達もただた

だ無事に逃げることがで

きたことを確認するのが

精一杯でした。

市の防災無線のスピー

カーからは，「津波警報。

６ｍの津波が…」と，何

度も繰り返し放送されて

います。そのうち「１０

ｍに訂正されました」

と，とんでもない数値

に上がっていきました。

それでも，海が見え

ないここでは，３階の

校舎をもすっぽりかぶ

せてしまう波など到底

思い浮かびませんでした。

校庭に並んでいる間にも何回かの余震が

あり，そのたびに子どもたちは，これから

一体どうなるのだ，と震えていました。

避難した子どもたちをどうするか，結論

として，マニュアル通り，「引き渡し」を

することにしました。しかし，チェックす

る名簿さえ，先生達は持ち出すことができ

ませんでした。先生達は，職員室に戻り，

名簿と自分の携帯電話を持ち出しました。
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雪が強く降ってきたので，先生達は，プ

ール管理棟と校舎からブルーシートを持ち

出し，屋根を作り，その中で，「引き渡し」

をしました。

「引き渡し」後，私達教職員は，職員室

に集まり，今後の行動を確認しました。校

長以下何人かは，泊まる体制を取り，明日

以降の行動は，翌日話すことにしました。

校舎内の教室は，後ろにあるロッカーか

ら，ランドセルや鍵盤ハーモニカ等の荷物

がずり落ちていました。中には，テレビが

落ちたり，蛍光灯が片方垂れ下がったりし

ていた教室がありました。子どもに当たっ

たら，と思うとぞっとしました。廊下や階

段の壁，ベランダの壁にもヒビが入りまし

た。ヒビが目立ったのは，開口部である窓

枠や出入り口の四隅からです。外壁にも，

細かいヒビはたくさん入りました。

特別教室で一番怖かったのが，保健室で

した。部屋の前方にあった黒板が壁から剥

がれて，倒れたのです。もし椅子にでも座

っていたら，大けがどころではなかったで

しょう。体育館は，照明器具や吹き抜けの

一部が落ちていました。時期が時期だけに，

卒業式の練習でもしていたら，大変なこと

になっていました。ステージ下にはパイプ

椅子が保管してありましたが，卒業式練習

のために，移動階段を置いていたため，そ

の引き出しは少し前にずれただけでした。

こうしてみると，崩れ落ちた，或いは倒

れたものは，教室の前後にあったものが多

いです。図書室の書棚もそうですし，保健

室の黒板もそうです。校舎は，どちらかと

いうと東西に長いので，多分，地震が東西

に強く揺れたと推測できます。

私は，ひとまず帰宅

し，家族の無事を確認

し，学校に戻りました。

学校では，避難所とし

て，４年生の教室を使い，

近くの住民の方が身を寄

せていました。

市の職員の方が，シー

トやら毛布やらを出し，

電話や簡易トイレを設置

し，今までにない長期戦

に備えていました。まだ

まだ寒いので，学級の備

え付けのファンヒーター

で教室全体を温かくし，

廊下には，特別教室

から持ってきたスト

ーブを運び，暖を採

りました。

夜８時過ぎでしょ

うか。昼間に「引き

渡し」に来ることが

できなかった親が，

女子児童を迎えに来て，やっと一安心しま

した。先生達の中には，まだ我が家に帰っ

ていない先生もいましたし，自宅を津波で

流された先生もいました。

先生達で，教室で寝る準備をしましたが，

ブルーシートだけでは床が冷たいので，毛

布を敷き，段ボールをシートの下に入れま

した。でも，誰もぐっすり眠ることはでき

ませんでした。

廊下には，お菓子や飲み物もありました
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が，何もすることがないので，ストーブを

囲み，毛布にくるまり，テレビの画面を黙

って見つめるだけでした。地震や津波の報

道番組とともに，同じ歌と映像が何度も流

れましたが，誰もスイッチを切ろうとはし

ませんでした。

翌日，先生達は，地区ごとに分担し歩い

て各家庭を訪問し，子どもたちと家族の安

全確認をしました。安全確認が終わると，

日曜日も含め２４時間，先生達が交替で避

難所にいる方々への援助活動をすることに

し，何日か分の予定表を立てました。市の

職員の方々が，活動の中心になってくださ

るので，先生達は，トイレの水流しと食事

の配膳の手伝いです。

食事は，近くの町内会の人たちがテキパ

キと三食とも炊き出しをしてくれました。

何日経っても，ぐっすり眠ることができ

る時はなく，微震にも目が覚める日が続き

ました。

Ⅱ 被災地の様子とボランティア

私は，この災害を伝えなくてはいけない

思いで，市内を見て回りました。

道路という道路は，冠水した泥のままで

したし，車も放置されていました。本塩釜

駅は，中にも泥が入っていて，玄関は封鎖

されていました。北浜も藤倉も店のガラス

は割れ，家財が外に出されていました。牛

生では，大きな船が道路を塞いでいました。

浦戸の桂島は，浜まで全てなくなり，寒風

沢は，桟橋付近が全て瓦礫の山でした。

また，石巻の学校の何校か訪問し，被災

の実態を自分の目で確かめてきました。校

庭も体育館も一面泥の海の学校，プールの

中に自動車が入ってい

る小学校，大事な書類

を１枚１枚並べて乾か

していた中学校，音楽

室を職員室として間借

りしていた中学校…。

私の娘とも友人とも時

間が許す限り見て回り

ました。七ヶ浜，野蒜，鳴瀬，宮戸，石巻，

女川，雄勝…，大川小も。亘理，山元，中

浜，大学の合宿所があった磯浜も。テレビ

や新聞では分からない匂いや３６０度全て

が何もない世界を，自分の体で感じ取るこ

とは大切なことだし，まず自分の目で見る

ことから支援が始まると思いました。

それから，私自身，仮設住宅での炊き出

しや物資配給等，少しばかり支援活動もし

ました。東京の友人から子どもの外靴と体

育着袋を送ってもらったり，全国の人から

ジャージをもらったり，プロレスの団体か

らは，Ｔシャツをもらったりして被災地に

届けました。

今年の夏，ボランテ

ィア特休を取って県内

の学校に出かけました。

汚れた廊下磨き，学習支援

やプール監視，図書の整理

でした。普段，職員がやっ

ていることですが，そんな

ことさえもゆったりとでき

ない状況に，支援はま

だまだ必要であること

を感じ取ってきまし

た。
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Ⅲ これから

１）防 災

避難訓練や防災計画は，「実際」にあっ

た実践をすることが大切です。

細かいことかもしれませんが，出席簿や

名簿等，先生方の携帯電話の保管場所です。

いざという時のために，緊急用名簿や連絡

手段となる先生方の携帯電話を，普段どこ

に置くかです。携帯電話も，名簿とともに，

非常時持ち出し用品に入るかもしれませ

ん。「担任の判断」も重要です。実際の時

には，放送やハンドマイクによる指示がな

いかもしれません。指示が聞こえない時も

あるし，担任は聞こえない所にいるかもし

れません。地震の大きさを自分で判断し，

指示に頼らない避難をすることが求められ

ます。「指示通り」と言われつつ，「指示待

ち」ではダメな場合もあります。判断の見

極めは難しいところです。

避難訓練は，基本の行動を身に付けると

ともに，これまでの型どおりの避難訓練を

見直す必要があります。市の防災計画とと

もに進めることも必要でしょう。大きな地

震であれば，避難後そのまま引き渡しにな

りますので，避難訓練と連動した「引き渡

し訓練」も必要です。今までの「被災記録」

の中に，理科室の教材備品，教室のカーテ

ン，体育館のマット，給食室の食材の活用

が命を救ったことも書かれています。また，

屋上への階段や扉の鍵の保管もどこがいい

のか，鍵そのものを掛けない方がいいのか，

検討を要するところです。

２）子どもの心に寄り添って

３．１１以後学校再開まで休まざるを得

なかった１か月半は，自分の心に納得をさ

せないままの「緊急避難」でした。

授業が再開され，子どもたちは，何でも

ない顔で登校し，勉強し，遊んでいきまし

た。しかし，子どもたちの動きに「何とな

く，力が出ていないなあ。」「動きにメリハ

リがないなあ。」と感じたのは私だけでは

なかったようです。震災があり，生活がが

らりと変わり，１学期が延び，夏休みも短

くなり，気持ちの切り替えが行かなかった

のでしょう。「絆」「頑張ろう」との励まし

の言葉に，元気をもらうと同時に，「我慢

してね」「少しの辛抱だから」と言われ，

自分の心に無理矢理言い聞かせているよう

にも見えた子どもも少なくありません。本

当の気持ちを出してはいけない自分になっ

てしまっていたのです。

学校でできること

は，時間を掛けて，

子どもたちの笑顔を

取り戻すことです。

笑顔が出せる環境を

作っていくことです。多くの人と時間で，

子どもと先生が接することです。

子どもたちは，家庭の全てを全身で受け

とめて生きています。

表面は，元通りに見え

ても，心の中は，自分

でも表現できないもの

があるものです。「昨

日のこと，家のこと，明日のこと，将来の

こと…」を聞いてあげることが大切です。

「何でも話してごらん。」と言いつつ，そ

の話を聞いてあげる人や時間がなかった

ら，子どもは話せないでしょう。うわべば

かりの「学力向上」のために時間を取るこ

とよりも大事なことです。

この“震災（後）”が，あと何年続くか

分かりませんが，子ども達には，物心両面

の支援がまだまだ必要です。これからも，

子どもの心に寄り添って生きていきたいと

思います。

（文中の写真は，清水撮影）
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

平成２３年度

杉の入小学校 教諭 大宮司 淳
だいぐうじじゆん

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

はじめに

平成２３年３月１１日の発災から開

設された杉の入小学校体育館の避難所

が，平成２３年３月３１日をもって閉鎖

された。帰宅困難のため塩釜ガス体育館に

移られる被災者の皆さんを見送り，恐怖と

混乱の年度末が終わった。

翌平成２３年４月１日，新年度の始まり

とともに学校再開への準備も急ピッチで進

んだ。

学区の被害状況や通学路の安全の確認，

新入学児童の家庭訪問等児童や保護者との

連絡，校舎内外の被害状況の再調査，教室

内の整理，避難所であった体育館や会議室

の清掃等，めまぐるしい毎日を送っていた

４月７日深夜，塩竈市で震度６弱を観測す

る余震が起きた。それまでも余震は頻繁に

起きてはいたものの，揺れを感じ，直後に

停電したときには，思わず３．１１の再来

かと恐怖を覚えたものである。

幸い，３．１１を超える被害はなく，そ

の後も順調に通常の学校生活への復旧に向

けた準備が進められた。その道のりを，人，

物，施設，その他の４つの観点でふり返っ

てみたい。

その１ 「人」

塩竈市は，宮城県沿岸部としては比較的

被害が少なかったこともあり，被害が甚大

だった市町村からの転入児童を受け入れる

自治体となった。本校でも新入生を除き，

１１名の被災児童を転入生として受け入れ

た。受け入れに際しては，支援関係の情報

を森谷教頭先生や和田事務主事から伝えた

り，同じ小学校の同じ学年から転入してき

た児童を同じ学級に在籍させたりするなど

の配慮を行った。また，前年度からの在校

児童にも被災した者はおり，十分な支援が

行き渡るよう，連絡や事務処理を行った。

全児童を対象とした心のケアには，鈴木

由紀子養護教諭が中心となって学級担任と

ともに対応した。

震災で転入した児童は，平成２３年度中

にその大部分がもとの学校に戻ることがで

きた。児童が転出することは，一抹の寂し

さが伴うものだが，今年度に関してはそれ

ぞれの土地の復旧復興が進んでのことと感

じられ，喜んで送り出すことができた。

教職員に関しても，鎌倉校長先生を先頭

に骨身惜しまず働いていた。４月１日付人

事異動で新しく職員となった先生方が，十

分な打合せをする暇もなく児童の家庭訪問

や学区内の安全確認に奔走する姿が見られ

た。特に新任教頭として赴任された森谷教

頭先生は，学校内外のさまざまな調整から

支援物資の受け入れまで，休む暇なく働か

れ，それがその後１年間そして今年度も続

いているにもかかわらず，職員に接する態

度や言葉の温かさには本当に頭が下がる思

いである。

その２ 「物」

発災以来，全国各地から善意の支援が寄

せられた。それは，年度が改まった４月以
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降も続いた。衣類，靴，学用品といったも

のから，図書カード，自転車，毛布に至っ

ては，防災備蓄用の教室（防災室）いっぱ

いの１０００枚が届けられた。義援金もユ

ニセフやＰＴＡ，教育諸団体から数多く寄

せられた。学校の窓口である森谷教頭先生

や和田事務主事は，本務以外のそれらへの

対応で多忙を極めた。これらの支援は平成

２４年度に入っても件数は減ったものの続

いており，その度ごとに感謝の思いを新た

にしている。

その３ 施設

校舎の耐震補強工事が終わっていたこと

もあり，目に見えて大きな被害がなかった

ように思われた学校施設であるが，実は学

校を運営する上で最も大きな影響があっ

た。

まず主な被害を書き出してみると，

① 校庭南側の芝地に，大きな陥没が見ら

れた。

② 校舎から南の校門に通じる，通称『ス

マイルロード（通学路）』に数カ所地割

れが発生した。

③ 校舎周辺に１０数㎝（場所によっては

それ以上）の地盤沈下が見られた。

④ 校舎１階床が，会議室から保健室にか

けて多数の亀裂が生じ，特に校長室から

保健室にかけては床が陥没し，徐々に進

行した。

⑤ 校舎東階段の側壁，４階ベランダの外

壁等に亀裂が入った。

⑥ プール管理棟周辺，体育館渡り廊下周

辺の床，側壁にひびやはく離が起きた。

⑦ 校舎北側の道路との境界法面上部で，

コンクリートブロックの破断や浮きが見

られた。

上記以外にも，電気施設や配線の不良，

防火シャッターの不具合，体育館天井のワ

イヤーの弛み等が発生したが，これらが直

接震災の影響によるものなのかは不明であ

る。

さて，施設の被害については，塩竈市教

育委員会に迅速に対応していただいたり，

学校開放利用団体（オール杉小様）のご協

力をいただいたりしたおかげで，修繕可能

なものから徐々に復旧していった。

とはいえ，職員室と校長室の修繕のため

に１１月から１月までの３か月間職員室を

会議室に移したり，その修繕工事の粉塵が

ひどいために臨時の大掃除を行ったり，漏

電の影響で２階教室の学年が５月の１か月

間別の階に引っ越したり，東階段２階の防

火シャッターが下りたままになっていた

り，会議室の床の亀裂が現在でも少しずつ

拡大を続けていたり，震災後数ヶ月を経て

から校庭に突然穴が開いたりと，震災の影

響は平成２３年度を通して続いた。

その４ その他

年間行事に関しては，始業式が４月２１

日に延期されたために１学期の行事を簡略

化するなどの措置をした。また，２学期の

始業式が早まったことで授業時数の確保が

できたことは，夏休みが短くなった子ども

たちには申し訳ないが，学習進度を管理す

る立場としてはとても助かった。特に１０

月頃から断続的に流行したインフルエンザ
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による学級・学年閉鎖があったことを考え

ると，あの８月の１週間がどれだけ貴重だ

ったかと今でも思っている。２学期以降は

修繕工事等の影響はあるものの，ほぼ例年

どおりの学校の姿に戻ることができた。

終わりに

そして，３月１１日が巡ってきた。１年

前の震災を思い出し，未だ復旧復興に至ら

ない自治体が多い中，杉の入小学校は，ほ

ぼ震災前の学校を取り戻すことができた。

支援をいただいた全国の人々，学校の復旧

修繕に率先して取り組んでいただいた塩竈

市当局や塩竈市教育委員会にまず感謝申し

上げるとともに，物不足，人手不足の中，

日常を取り戻すために奮闘してくれた本校

教職員と保護者の皆様のご協力，ご支援に

も改めて感謝申し上げたい。

復旧復興への活動は，現在進行形で継続

している。杉小が掲げる『夢と感動に満ち

た安全で楽しい学校』が，震災以前にも増

して具現化できるようにしていきたい。

［杉小］地域防犯ロードの一角にて

［杉小］震災後の卒業式のようす
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

希望のはじまり

玉川小学校 教諭 赤間 章夫
あかま あきお

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１ はじめに

私の職場は幸い最小限の被害であったた

め，一連の災害の中で，特段の苦労があっ

たわけではない。

震災，その後の未曽有の状況については

多くの，貴重な記録が集積されつつある現

在，被害と本務に関わる記録を述べること

は，私の任ではない。ここでは私的な所感

を述べることで，いささかでも記録の一部

となれば幸甚である。

２ 人と人とのつながり

震災直後の我が家（利府町東部）は，地

震によって屋根などに大きな被害を受けた

が，居住には問題はなかった。

ライフラインについて，我が家はプロパ

ンガスだったために，煮炊きには問題はな

かった。震災当日の深夜，一時様子を見に

帰った私を迎えたのは，娘（高３）が停電

の中で作った温かいカレーライスだった。

水道は半月以上に渡って断続的に断水が

続いた。しかし，私の地区は井戸が多いた

め，あまり困ることはなかった。実家でも

らい風呂もできた。

暖房であるが，我が家は薪を焚いている

ので停電中も問題はなかった。生活スペー

スを薪ストーブのあるリビングに移して家

族全員が一緒になって寝た。普段以上に暖

かい生活だった。

母が，

「宮城県沖地震でも電気は２日でつながっ

た。」

という話のとおり，停電は２日目に復旧し

た。

このように記録をたどると，ライフライ

ンの苦労はあまり無かった。食糧について

は，田舎暮らしのために米や野菜は十分だ

った。各家庭にある野菜や備蓄したものを

近所で互いに声掛けをしながら提供しあっ

た。人と人のつながりの強固な東北の田舎

暮らしの素晴らしさである。シンプルな生

活様式は，時として本当に有難いものであ

ると実感した。

一度だけ買い物に並んだことがある。町

内の小売り店の店主は，客の列に，

「みなさん，ご苦労様です。夜通し各地を

駆け回り，食料を仕入れています。たっぷ

りあります。安心していくらでも買ってく

ださい。みなさん，がんばりましょう。」

と言った。寒さの中，並んでいた客は一斉

に大きな拍手を送った。

便乗値上げをしない経営者，整然と並ぶ買

い物客。お年寄りを次々に先に送る人々の

姿に心を打たれた。自衛隊をはじめ，復旧

支援に尽力された専門家，数知れぬボラン
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ティアの皆さん・・・。この国の道徳心の

高さを誇りに思った。

インターネットや携帯が復旧してから

は，私の携帯には全国から数多くの友人，

先輩，教え子からの安否確認，お見舞いの

メール，電話が蓄積されていた。私は，関

西の大学だったために全国に知人がいる。

安否確認，健康を気遣う内容。

流通が良くなってからは，個人宛の支援

物資が届くようになった。米，水，カップ

麺，毛布，乾パン(笑)。ありがたくも，間

に合っているものが多く，交通手段を持た

ないご近所のご老人にお届けした。

その中で忘れられないプレゼントがあ

る。小さな喫茶店のマスターから。

私が学生時代によく通った京都の老舗の

コーヒー店で長らく重役を務められた方。

引退後，コーヒーの現場への情熱を断ちが

たく，山梨県八ヶ岳南麓の森の中に小さな

喫茶店を開き，採算を考えずにコーヒーの

おいしさを伝える伝道師。温和な職人気質

に，家族みんながマスターを尊敬している。

その方からの短いメール。

「希望を捨てないことです。取りあえず，

貴殿の好きなブレンドの豆を送ります。多

い時は，苦しんでいる人に上げて下さい。

この後，私は次の行動に入ります。」

抑えた表現は，マスターを慕う名優ＴＫ氏

の後ろ姿と響き合う。送られた段ボールに

は，芳しいブレンド豆が詰まっていた。有

難さで，しばし言葉が無かった。

地震後の生活で，一番，困ったのはガソ

リンの不足である。私の車はハイブリッド

車だったことと，通勤距離が短かいことが

あり，それほど緊迫感はなかったが，いつ

までも供給状況が好転しないことに焦りを

感じていた。

３月末のある日，突然，電話があった。

２０年ほど前から公私ともどもお世話にな

っている方である。

「先生の学校，避難所だろう？ガソリン困

っていない？少しならあるけど？」

耳を疑った。工務店を経営しているので，

ある程度の備蓄があるらしい。

しかし，２４時間体制で各地の復旧工事

に走り回っている。当然，普段以上に燃料

が要ることであろう。

「いや，仕事の方で大変でしょ・・。」

私の言葉が終わらないうちに電話が切ら

れ，１０数分後，その方はガソリン缶をも

って我が家にやってきた。感謝の表しかた

が分からなかった。私が震災後初めて給油

をしたのは，仙台に桜が咲きそろってから。

実に，３・１１から１ヶ月以上経過してい

た。

人間は一人では生きていけない。人の助

けを得て生きている。不義理を続けていた

人づきあいではあるが，今回，人と人のつ

ながりがいかに大事か，改めて学んだ。

３ 自分にできること

地震後の４月，長男（大４）は被災地の

救援に，また，長女（大１）は，被災地の

避難所勤めの家内を助け，自宅の家事を引

き受けた他，地域おこしＮＰＯの仕事に取

り組んだ。

私は，数日おきに勤務校での宿直に従事

した。ＴＶやインターネットで被災地の無
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残な状態を見るにつけ，無力な自分が情け

なかった。

自宅で，今の自分にできる仕事。被災地

の実情を全国に訴えることはできないか。

そこで，私は知る限りの人々，各機関に窮

状を伝え，支援のメールを出すことにした。

友人，恩師，卒業大学の本部，同窓会，趣

味のサッカー関係，教育や趣味のＭＬ（メ

ーリングリスト），ツイッター，フェイスブ

ックに発信，掲示板に書きこんだ。その多

くから有難い返事をいただいた。

いつもお世話になっている教育出版会社

の社長さんから次のような返事をいただい

た。

題名 助けたい

>赤間章夫 さん

>2011.3.17. ○○○○

>とりあえず，生きていてくれて，よかったです。

>世界中の人が日本の東北を助けようとしていま

す。

>日本中のひとが，注目し，助けたくて，やきも

きしています。

次のメールは，私が学生時代に定期演奏会

に通っていたあるオーケストラの広報の方

からのメールである。

赤間様

いつもご支援ありがとうございます。このた

びの大震災，こころよりお見舞い申し上げます。

楽員一同，メディアの報道に心を痛めておりま

す。今回，赤間様をはじめ多くの皆様が３月の

定期演奏会にお出でいただけなかったことを本

当に残念に思います。チケットの再発はできま

せんが，いつの日か必ず赤間様に演奏会におい

で頂けるよう手配することをお約束いたします。

さて，本楽団では，今回の震災に対して，常

任指揮者の○○が先頭に立ち，楽員一同でチャ

リティコンサート，募金活動を開始いたしまし

た。微力ではありますが，同じ音楽仲間，そし

て東北の皆様が笑顔で生活できますよう，支援

活動を続けて参ります。東北ではまだ寒さ厳し

いことと存じます。お体にお気をつけてお過ご

しください。

同様なメールを何通もいただいた。新し

いメディアの通信能力の大きさを改めて認

識したが，それ以上に感じたのは，「人の心

に応じる心」をもつた日本人精神の尊さで

ある。

我々は日常多くの訴えや要求を子どもか

ら受ける。それにどれだけ真摯に聴き，対

応していたことか，我が身を振り返る貴重

な経験となった。

さらに，今できることで一歩進むことの

重要さを学ぶ機会となった。

復旧の今，「自分にできること」とは，教

員としての職務である。命の大切さ，人と

人とのつながりの大事さ，そして感謝の心

を丁寧に教えていくことが仕事である。

４ 希望としての子どもたち

時間が前後するが，震災直後の学級通信

を引用したい。

（以下，引用）

その日の２時。午後，いくつかの用事を抱え

ていた私は少し，気が急いでいた。
せ
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「今日は金曜日。来週の金曜日は卒業式なので4

連休になるよ。」ワーイ。笑顔一杯の子どもたち。

「3年生最後だから，気をゆるめないで。今日は

・・・。」「魔の金曜日！」

「そう，車に気をつけてね。」「さようなら。」

その時だった。

午後２時４６分。

当初は，このところ続いていた揺れの続きだ

と思っていた。子どもたちは余裕の表情。ちょ

っと大きい。指示なしでも机の下に隠れる。楽

しそうな声が聞こえるのでたしなめる。

あれ？揺れが長い。何度も繰り返す。３度目。

大きく横揺れ。棚から物が落ちる。

「うわあー。」「こわい！」

あちらこちらで泣く声。

「大丈夫。もうすこしがんばろうね。」

バチンと電気が消える。

「お母さん！」「うちだいじょうぶかな。」

騒然とする。

「「「「だいじょうぶだよだいじょうぶだよだいじょうぶだよだいじょうぶだよ。。。。玉川玉川玉川玉川はははは下下下下がががが岩岩岩岩でででで強強強強いからいからいからいから

おうちもおうちもおうちもおうちも壊壊壊壊れないよれないよれないよれないよ。。。。」」」」

元気者のＳ君の慰め励ます声。力強い声。みん

なも落ち着いてくる。私は窓から周囲を確かめ

るが火の手も上がらず，特に変わった様子もな

い。

教室で待機するうちに次々と保護者の皆さん

が引き取りにいらっしゃる。不安で涙が止まら

ない子がいる。抱きしめあって励ます子。いつ

もの地震とは違うことが分かる。

会議室に移動する。寒い。体を寄せ合い１枚

の毛布を分け合って，暖めあう。炊き出しが本

当に有難い。

その後，我々が見たことはもう言葉にするま

でもない。

人生の折り返しをとうに過ぎた私がかつて経

験したことがなかったことばかりだった。

悲しいことばかりではなかった。（人間ってこ

んなにすごいのか）そんな思いをもつこともで

きた。

職場，地域・・・それぞれで一番つらい時期

に，食料を分けあってきた。

道端で，

「大丈夫ですか」

と，お年寄りに声をかける若者の姿があった。

玉川でも多くの子どもたちが重い水汲みを頑

張っていた。避難所で掃除をしたり，食事の準

備をがんばった。

復旧も早かった。ライフラインの復活を待ち

望み，不平を言い続けていたが，不眠不休でが

んばっていた関係者のみなさんには頭が下がる。

凄絶な状況でも冷静さを失わない日本人に，

世界は，「偉大な国民」「尊敬に値する日本人」「英

雄」と報じました。

避難所や校庭で元気に遊ぶ子どもたちの姿。

明るい笑顔。子どもたちこそ希望です。

長い春休みが終わり，私は２年生の担任

になり，キラキラ光る眼の子どもたちと出

会った。最初の日に，私はこう告げた。
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「皆さんは，１年の時に教室が壊れて，玉川

で一番怖い思いをしました。しかし，こうやっ

て元気に会えて本当にうれしいです。

でも，３月の地震で沢山の人たちが亡くなり

ました。皆さんと同じ，小さな子どもたちも亡

くなりました。悲しいことです。ですから，先

生は皆さんにこの１年間，次のことをお願いし

ます。

① 命を大切にして下さい。友達を叩いたり，

嫌なことを言わないで下さい。

② 友達を『さん』，『君』で呼んで下さい。こ

の世にたった一つの命の名前です。大事に呼

んであげて下さい。」

人を大切にする。人とのつながりを大事

にする。これが温かい社会を築く原則であ

る。

２つの願いを守れるなら，きっといい１

年を過ごすことができると私は信じてい

た。子どもたちは真っ直ぐに私を見つめ，

「はい。」

と返事をしてくれた。１年から献身的に指

導をいただいている補助員さんが，

「あんなに真剣な顔は見たことがありませ

ん。」

と驚いていた。

子どもたちが，私の言葉を受け止め，男

女を問わず「さん，君」付けで呼び合った。

保護者からは，

「幼稚園から呼び捨てをし合うことが当た

り前だったのですが，今年は仲良く，可愛

く呼んでいる姿に涙が出るほど感激しまし

た。」

というお便りをいただいた。

やんちゃな子も多いクラスだったが，み

んなでひとつの目標に全力で取り組む素晴

らしいクラスとなった。子どもたちなりに

何かを感じてくれたのである。

気仙沼市・階上中学校の卒業式で，

「命の重さを知るには，大きすぎる代償で

した。しかし，苦境にあっても，天を恨ま

ず，運命に耐え，助け合って生きていくこ

とが，これからの私たちの使命です。」

と語り，未来を切り開いて歩きはじめた少

年の健気な姿は多くの人々に感動と勇気を

与えた。

震災後，多くの若者，子どもたちの頑張

りが報道された。未曽有の悲しみを経験し

た子どもたちは必ずや人に優しい，素晴ら

しい日本，世界をつくってくれると信じて

いる。あの雪の日が「希望のはじまり」で

ある。

５ おわりに

３月１１日，午後３時３６分。

北上川が太平洋に注ぐ河口付近。河畔の

穏やかな美しい里。津波は追波湾から川を

逆流して約５キロ先の小さな小学校を襲っ

た。

ここに務めた教頭は玉川小学校のかつて

の職員。常にユーモアを忘れず，だれに対

しても温かい励ましを忘れない，素晴らし

い指導者だった。笑顔と活気の溢れる学び

舎を創りあげた。豪放な彼の大きな声と笑

顔が今でも胸に浮かんでくる。

たくましい彼の腕は小さな子どもたちを

何人も何人も抱きしめたことだろう。地を

揺るがす轟音，荒れ狂う黒い渦の中で彼は

何を思ったのだろうか。
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一人につながる家族，友人。夢，願い，

そして思い出。それらが一瞬の黒い波が遥

か彼方に連れ去ってしまった。どれだけ多

くの理不尽な哀しみ，無念がこの山河に残

ることか。

残された私たちができること。人と人が

つながるこの東北，宮城の美しい故郷に生

きる子どもたちにより豊かな教育を授ける

こと，そして生きることの素晴らしさ，あ

りがたさを伝えることである。今は世界を

隔たれた我々。彼らの命を我々の命として

ともに生きる。それが残されたものの責務

である。

この１年で何度も思い浮かんだ言葉が

「懐かしさ」である。破壊された故郷の風

景の慕わしさ。そして，人と人との温かい

助け合い，思いやりは昔に見た日本人の姿

を思い浮かばせる「懐かしさ」がある。そ

こに見えた「希望」は決して儚い一時の現

象ではなかったと信じたい。

年長者は，子どもたちに，

「未来は絶対に明るい。」

と伝えなければならない。我々が希望を語

らなければ，子どもたちは希望を知らず，

行く末の指針を持たないだろう。希望を語

ることが人生である。希望を語ることが教

育である。

「希望としての子どもたち」が幸多い人

生を送れるよう，日々，全力で職務に当た

ることを誓っている。


