
「あのときを忘れない」
令和２年４月１５日（水）

文責 佐々木 律 夫

東日本大震災と新型コロナウイルス

令和２年度がスタートし半月が経過しました。学校は３月３日から臨時休業に入り、その間登校でき

たのは修了式、卒業式、離任式の３日間だけでした。そのような非常事態の状況ではありましたが、体

調を崩すこともなく、始業式、入学式を行えたことは本当に良かったと思います。しかし、新型コロナ

ウイルス感染症が収束したわけではありませんから、学校生活が始まったこれからが大切になります。

さて、東日本大震災から９年１ヶ月が過ぎました。あるニュースでは東日本大震災の時よりも今回の

新型コロナウイルスによる影響は大きいと話す人もいます。改めて今回の日本の状況と東日本大震災時

の状況を考えてみたいと思います。

東日本大震災の時は、目に見える被害にたくさんの人々が集まり、寄り添い、励まし合いながら過ご

しました。また、震災後は多くのボランティアが被災地に駆けつけ支援しました。そこで生まれたもの

が「絆」であり、私たちは人とのつながりが大切だということを強く感じることが出来ました。そして

生きるということに真剣に向き合いました。今では毎年３月１１日がくるとあのときを思いながら、自

分を振り返る日になっています。

一方、新型コロナウイルスは人々が集うことが許されず、イベントも旅行も地域によっては卒業式す

ら出来ない状況になってしまいました。さらに、非常事態宣言が出されてからはよりその傾向が強くな

りました。自分たちの行動の何が正しいのかが分からない状況であり、不安だけが募っていく感じがし

ています。しかし、東日本大震災時と大きく違うことがあります。それはネットの力です。東日本大震

災時はＳＮＳが一般的ではありませんでしたが、今は多くの人がネット上でつながり、手軽に会話する

ことが出来ます。会議やテレビへの出演もネットを使用し行われています。時代は大きく変化している

のだと改めて感じることが出来ます。

そのような中ではありますが、３月１１日に追悼式を行ったという記事を読みました。宮城県石巻市

の記事でした。東日本大震災の追悼式は多くの自治体で中止や延期、規模縮小の発表が相次ぎました。

石巻市も規模を縮小して行いました。当初石巻市は追悼式を中止し献花方式に変えるという発表があり

ました。しかし、『東日本大震災追悼3.11のつどい』の実行委員会委員長の黒澤さんはいろいろな想定

をした上で、「完全中止はしない方向で

行こう」と決めました。たとえ無観客で

あっても実施を想定して準備を進めてき

ました。規模は縮小されましたが実施に

踏み切りました。黒澤さんは、開催する

ことへの批判的な声を心配したようです

が、「なんでこんな時にまでやるんだ」

という声はありませんでした。

「3月１１日はご遺族にとって大切な家

族の命日なんですよね」と話しています。

もう一つ心配していること、それは東日

本大震災に関わる報道が年々減っている

ということです。また、政府は震災から

１０年の節目となる２０２１年の開催を （がんばろう石巻の会での夜の灯籠）

もって、国主催の追悼式を取りやめる予定であると明らかにしています。

確かに道路等の基盤整備といったインフラは目処がたってきました。しかし、被災した人や大切な家族

を失った人の心に目処はつかないのだと思います。私たちが出来ることは「震災を風化させてはいけな

い」ということであり、常に被災地に思いを寄せること、そして東日本大震災からこれからも多くのこ

とを学び続けることだと思います。

裏面には首相官邸のウエブサイトに『正しい手洗いの仕方』がありましたので参考にしてください。







「あのときを忘れない」
令和２年6月11日（木）

文責 佐々木 律 夫

今から考えておこう、新型コロナウイルスと避難所

新型コロナウイルス感染症への対策については、未だに出口が見えない状況にあります。そのような

中で今後心配されることは、大規模な自然災害が発生した場合の避難所での生活です。

右の写真はこれまでの避難所の様子です。新型コロナウイ

ルスが発生する前はこのように「３密」状態での生活を送っ

てきました。みなさんも分かると思いますが、このような状

態の中で新型コロナウイルスに罹患している人が一人でもい

れば、どのようなことになるかは予想がつきます。今地方自

治体では避難所での「新しい生活様式」についていろいろと

知恵を絞っているようです。まずはみなさんも知っていると

おり距離をとらなければなりません。

下の写真を見てください。隣の人とある程度の距離をとり

ながらも、自分のスペースも確保できるように工夫されてい

るのが分かります。これは東日本大震災時の避難所生活を教訓にしています。大規模な自然災害等が発

生した場合は、すぐに自宅に帰ることが難しくなります。場合によっては、数日あるいは数週間の避難

所での生活が考えられます。

もう一つ避難するときに考えなければならないことがあります。これまでは災害が発生した場合はま

ず「近くの避難所へ」という考え方でしたが、今は下にあるように「分散避難」という考え方もありま

す。避難所以外にも「親戚・知人宅」「ホテル」「在宅避難」「車中泊」など様々な避難先に分散して避

難することが考えられます。ただし、その避難先が安全であることが前提になりますし、不安や迷いが

ある場合は指定された避難所に移動することが一番です。

広報くじの６月号には「避難するときに

必要なもの」が掲載されていますので見

てください。

衛生用品▶マスク・手拭き用タオル・う

がい用コップ・ハンカチ・ティッシュ・

手指消毒用アルコール・ハンドソープ・

体温計など

食料▶非常食・水・お茶

衣類▶スリッパ・雨具・着替え

情報収集品▶携帯電話・携帯充電器・携

帯ラジオ

便利品▶懐中電灯・ビニール袋

その他▶普段服用している薬・ウエットティッシュや除菌シート・エアマットや座布団など

※避難時は、両手が使えるようにリュックサックに入れて移動するとよいようです。

家族や親戚同士で話し合っておくと、いざというときに慌てず、安全に避難できます。そして、避難

しなければならない状況になった場合は、必ず中学生の力は必要になります。その時は積極的に関わっ

てほしいと思います。



「あのときを忘れない」
令和２年7月13日（月）

文責 佐々木 律 夫

災害時の食を考える
東日本大震災から9年4ヶ月、今回は避難所での「食」について考えてみたいと思います。

東日本大震災発生から1ヶ月後に、国立健康・栄養研究所の国際災害栄養研究室、笠岡室長らが実際

に避難所に出向き食の状況を調査した内容が記事になっています。

みなさんも知っているとおり、東日本大震災では避難所での生活が長期化しました。私たちは大規模

な災害が発生したとき、まずは避難所へ食料を届けようと思います。実際の避難所でもおにぎりやパン、

お湯が使える環境があればカップ麺といったものが届きます。

左のグラフを見てください。笠岡室長らは避難所(69

施設)の食料過不足状況を調査した結果、4分の1の避難

所で穀物、つまり、おにぎりやパンなどの炭水化物の主

食が過剰に提供されていましたが、おかずとなる野菜や

肉類、魚介類などが過剰なほどに提供された避難所はあ

りませんでした。ある避難所では下水道が使えないため、

カップ麺の汁は捨てずに飲み干すように求められたケー

スもあったといいます。つまり、提供された食事によっ

て逆に健康が悪化しかねない状況であったということで

す。また、同時期に宮城県の避難所(114施設)で提供さ

れた食事について、厚生労働省が示した摂取量の目安を

満たしているかを調べ、3点満点で評価をしたそうです。

結果、満点の避難所はゼロ。0点だった避難所はほぼ半

数の47％でした。このことから、避難所で提供された食事は質も量も十分とは言えず、避難所によっ

て栄養格差も目立ったというデータが示されました。

1995年に発生した阪神大震災では、神戸大大学院・救急医学分野の小谷教授が以下のように話して

います。「緊急対応に当たっていたため、自分たちの食糧確保までは手が回らなかった。夕方になって

おにぎりとパンの差し入れが届いた。本当にありがたいと感謝した。翌日も翌々日もおにぎりとパンが

届いた。やがて強烈な便秘に見舞われ、歯が浮く感覚に襲われた。食物繊維不足など栄養のバランスが

崩れた上、柔らかい食べ物ばかりだったためではないか」と振り返っています。3日目にたくあんが届

けられ、歯ごたえもあるので大人気だったようです。

小谷教授は2016年の熊本地震でも現地に入り、避

難所と高齢者施設の食事の不満や要望などを聞き取り

調査しています。その結果が右のグラフです。避難所

で不満が多かったのは、「朝のパンが甘すぎ」「ご飯が

食べたい」「おにぎりが大きい」「量が少ない」「味が濃

い」「レトルト食品が多い」「カロリーが高すぎ」「お菓

子が多く、子どもがつい食べ過ぎる」「テーブルで食べ

たい」等でした。被災直後は食料の配給があるだけで

もありがたいことですが、2週間たっても内容が変わら

なければ受け入れられなくなるということです。一方

高齢者施設は「不満なし」が大半でした。農家と連携

して野菜も豊富に提供されていたこと、パンも甘さを

抑えたものだったからです。避難所の入所者からはま

さに「天国と地獄」との声も聞かれたようです。

小谷教授は「災害発生直後の数日間は、とりあえず届けやすい炭水化物主体の配給もやむを得ないし、

被災者も『ぜいたくは言えない』と納得するもの。ただ、避難所生活が長引けば早い段階で被災者のニ

ーズを把握することが大切」と指摘しています。私たちも差し入れなどをするときは、差し入れするこ

とで「満足」するのではなく「わが身に置き換えて」がポイントになりそうです。

避難したことで「せっかく助かった命」ですから大切にしなければなりません。

さて、いよいよ中総体が始まります。避難所での食事も重要ですが、みなさんは毎日の食事を残さず

食べ、丈夫な体をつくることが一番です。頑張ってるぞ山中生！



「あのときを忘れない」
令和２年8月19日（水）

文責 佐々木 律 夫

あの日から9年5ヶ月
令和2年8月11日で東日本大震災から9年5ヶ月となりました。被災した地域の多くの人たちが、亡

くなった家族を思い手を合わせました。

震災で830人が犠牲になった山田町のニュースを目にしました。古川さん（81）という方のお話で

す。古川さんは地元の高齢者施設で勤務中に犠牲になった夫（当時75）の墓参りに来ていました。そ

して「安らかに眠ってください。これからも私たちを見守ってください」と手を合わせていました。古

川さんは毎年県内外に住む孫5人とお墓参りをするということですが、今年は新型コロナウイルスの影

響で1人での墓参りとなったようです。古川さんは「孫と一緒にお墓参りできないのは寂しいですし、

夫にも申し訳ないです。優しい人だったので、私１人のお参りでも嬉しいと感じてくれると思います」

と話していました。

宮古市でも同様のようです。宮古市田老のお寺に墓参りに来ていた人は「コロナに気をつけながら、

今日は早めに行きましょうということで早めに来ました」「毎年とは全然違いますね。帰省客もみんな

お断りして、それぞれの思いでお盆を迎えて供養しましょうと」

みなさんの家庭ではどうでしたか。いつもお盆に帰ってくる人が帰ってこなかったり、親戚の家に毎

年行っていたのに今年はどこにも出かけないで家にいたり等、いつものお盆とはちょっと違った過ごし

方をした人たちも多くいたのではないでしょうか。私も実家には帰りましたが、今年は日帰りにしまし

た。このようにいつもと違うお盆となりましたが、震災から９年５ヶ月が過ぎた今でも思いだけは変わ

らず霊を弔っている人たちがたくさんいました。

感染症予防と熱中症
新型コロナウイルスの対策が続いている今年の夏ですが、マスクの着用や運動不足で熱中症のリスク

がいつも以上に高まっています。専門家の間では「誰も経験したことのない夏になる」と注意を呼びか

けています。

こんなデータがありますから注意してください。マスクありとマスクなしのデータです。６月渋谷の

街で測定したところ、マスクをしていない状態では口元の温度が３６度前後になっていましたが、マス

クをつけると温度は３９度～４０度になりました。専門家は「マス

クによって一概に熱中症になりやすいということではないが、マス

クをつけると呼吸がしにくくなり、心拍数や呼吸数が１割ほど増え

るというデータがある。そこに運動や気温の上昇が加わるとリスク

が高まる」と指摘しています。昨日の始業式においてもマスクを着

用しながら長袖、長ズボンという生徒がいました。マスクを着用す

る場合は涼しい格好になることも大切です。暑さはまだ続くと思い

ます。そのような中、熱中症を予防しながら新型コロナウイルス感

染を防止するという二刀流の生活を心がけていかなければなりません。それでは熱中症を予防していく

ためにはどんなことに気をつければよいのでしょうか。

下記の「熱中症予防７つのポイント」も参考になると思いますので、自宅でできそうなことはやって

熱中症予防７つのポイント みるのもよいと思います。

①３食きちんと食べる また、『「新しい生活様式」

②のどが渇いたなと感じ始めたら水分摂取 を健康に！』というリー

③経口補水液を家族１人２本×３日分常備 フレットも参考にしてく

④クーラーをすぐつけられるよう調整し、暑いと感じる場所にいない ださい。特に、１．２年

⑤換気をこまめにし、湿度も高くならないよう注意 生はこれから新人大会に

⑥快適な環境でよく睡眠をとる 向けて延長活動に入りま

⑦人混みを避けた散歩や室内での軽い運動を行う す。体調を崩してしまっ

ては良いトレーニングができません。この時期良いトレーニングを積んでいくためには、全校朝会で話

した「暑熱純化」の必要があります。暑さに体を慣らすということです。今年は外出の機会も減り「暑

熱純化」が進んでいない人が多いと言われています。「暑熱純化」を進めていく上で大切なことは、「水

分補給」を忘れないことです。暑さに耐えようとしてついつい我慢をしてしまい水分補給がおろそかに

なってしまいます。この「特別な夏」をみんなで健康に乗り切りましょう。



「あのときを忘れない」
令和２年９月1１日（金）

文責 佐々木 律 夫

あの日から9年６ヶ月
東日本大震災から９年６ヶ月となりました。今日の岩手日報の記事に、東日本大震災の特集記事が掲

載されていました。今日の記事に掲載されていた方は大槌町の三浦さんという方です。三浦さんは東日

本大震災で母、妻、長女、次女、孫の５人を失いました。助かったのは三浦さんと長男だけでした。

実は私は三浦さんの長女の担任をしていました。妹は私が当時顧問をしていた陸上部に所属していまし

た。

東日本大震災の前年のことです。長女から私に連絡が

ありました。「先生、今度出産のため大槌に帰ります！」

長女は東京で結婚していました。無事に出産を終え、し

ばらく大槌にいると連絡がありました。

そして、３月１１日がやってきてしまいました。私は

出産してから１ヶ月以上が経っていたので「東京に戻っ

ていてくれ」と願いました。当時は「○○さん大丈夫だ

ったか？」というような、家族や親類の安否を尋ねるこ

とはしない雰囲気になっていました。私は長女に何度か

メールをしましたが返事が返ってくることはありません

でした。

東日本大震災から１ヶ月程が経った頃、長男から電話がありました。私が大槌中学校から花巻市の学

校に異動になったとき、長女と次女とお母さんの３人で私が勤務していた学校によってくれました。帰

りに４人で写真を撮りました。その時撮った写真が津波で流された家から出てきたというのです。長男

は「先生に報告しなければと思い電話しました」と言っていました。長男は電話口でずっと泣いていま

した。かける言葉は見つかりませんでした。

次女は大学生になっていました。後で聞いた話ですが、３月１２日に帰る予定にしていたと聞きまし

た。

９年６ヶ月という時間は経ちましたがその悲し

みが癒えることはないのだと思います。そのよう

なことを思い出しながら新聞記事を読んでいまし

た。

新聞には県警の捜査で身元不明だった遺骨が三

浦さんの妻のものだと断定され、遺骨の引き取り

を決めたと書いてありました。この遺骨ですが、

実は２０１９年の１２月に見つかっていました。

あごの骨格や鼻筋などの特徴が一致していたの

で、三浦さんの妻ではないかという結果でした。

しかし、震災後の火災で遺体の損傷が激しく、Ｄ

ＮＡ型鑑定は未実施でした。三浦さんは確証がな

いので遺骨の引き取りを保留していたのです。三浦さんは火災後、火葬もされた遺骨のＤＮＡ鑑定は不

可能とされ、全国の研究機関に断られ続けてきました。諦めかけたとき、岩手医大が鑑定を承諾してく

れました。結果はＤＮＡが検出されず「鑑定不能」となりました。三浦さんはその結果を静かに受け止

めました。

三浦さんはＤＮＡ鑑定が行えず「本当に妻なのか正直分からない」と打ち明けています。しかし、Ｄ

ＮＡが全てではないし、県警の地道な捜査を信じる思いも強くなり「万一違っていても、誰かが引き取

らないとかわいそうだ」として、長男と相談して引き取ることを決断したと言っています。今月中に引

き取り、１０月２２日の妻の誕生日に納骨するようです。妻と母は見つかったようですが、２人の娘と

孫は行方不明のままです。三浦さんは「海に帰ったのかな」と思えるようになってきたと言います。そ

して、「長男夫婦と３人の孫に支えられて生きてきた、あの子たちの笑顔が命をつないだ」と感じてい

ます。

大槌町は県内最多の４１７人が行方不明となりました。東日本大震災で肉親を失い、その面影を探し

続ける人たちはまだまだたくさんいます。そして多くの方々は自分の気持ちと常に向き合う日々を送っ

ているのだと思います。私たちは９年６ヶ月が経った今でも悩み、葛藤し、問い続けている人たちがい

ることを忘れてはいけません。



「あのときを忘れない」
令和２年10月12日（月）

文責 佐々木 律 夫

生きることには必ず意味がある
9月30日に「白樺集会」（いじめについて考えよう）を行いました。今回の集会では、「いじめ防止

対策推進法」からみる「いじめ」とは、私たち人間が人間として生まれてくる確率、たくさんの愛情と

思いがこもった「名前」等について全校で考えることができました。ある生徒は家族から送られた手紙

の内容を聞いて「泣きそうだった」と話してくれました。特に私たちは「奇跡」の連続で今ここにいる

こと、家族からの惜しみない愛を受けていることをみなさんは実感したのではないでしょうか。

そんな大切にしている家族がある日突然亡くなってしまったら。今日は宮城県の中学校で校長先生を

されている平塚真一郎先生のお話です。

平塚先生は震災当時3学年主任でした。勤務していた中学校が高台にあったため、住民が続々と避難

してきました。先生方は避難所設営に追われていました。ラジオで「大川小学校が孤立状態である」と

いうニュースが流れていました。平塚先生の娘さんは大川小学校に通っていました。「小晴は裏山に逃

げたかな」と考えながら避難所の運営を行っていました。平塚先生が自宅に戻れたのは4日後のことで

した。そこで家族から「小晴はだめだ」と告げられました。軽トラの荷台に乗り大川小学校に向かいま

した。目の前の現実に言葉を失ってしまいました。上司から休めと言われましたが勤務していた学校が

避難所になっていたのですぐに学校に戻りました。

翌４月、平塚先生は別の中学校に異動になりました。「何があっても生徒の前では笑顔でいよう」学

校の行き帰りの車中で声を上げて泣き、休日は奥さんと遺体を探し続けました。「娘に会えるなら死ん

でもいい」と何度も考えたと話しています。その頃の記憶には色がないと言っています。８月、娘さん

の体の一部が雄勝・名振湾で見つかりました。

平塚先生は大川小の跡地でヒマワリを仲間と育てる活動をしています。あるとき、孫を２人亡くした

男性にこう言われました。「なぁ平塚さん、大川小のことがこんなに知られるようになったのに、なん

でまた災害で犠牲者が出るんだベ？」この言葉は平塚先生の胸に刺さりました。「大川小のことを伝え

るだけでなく、大川小で起きたことを生かさなければだめなんだ。学校を中から変えていかなきゃなら

ない」そう考えました。そして自分事として災害を考えて欲しいと平塚先生は願っています。中高生に

は「君たちの学びが未来の命を救うんだ」と講演会では話をしています。

（鳥取敬愛高校で講演をされたときの新聞記事です）

これまでもこの通信を通して、東日本大震災だけではなく、様々な自然災害にどう対応していけばよ

いのかをみなさんと考えてきました。地震のようにある日突然来るものもあれば、台風のようにある程

度予想できるものもあります。私たちは多くの犠牲の上に学んだ知恵を生かすことで被害を最小限にく

い止め、その経験を次の未来へと繋げていかなければなりません。嬉しいことに、この通信をファイル

に保存し、孫の将来に役立てたいと思っているおばあちゃんがいることを私は知りました。多くの人に

伝え、共に考えること。それは生きる意味の一つかもしれません。



「あのときを忘れない」
令和２年11月11日（水）
文責 佐々木 律 夫

《あの日を忘れない、それが一番の防災》
3月11日。この日が来るたび、 左の写真は、2017年
私たちはあのときのことを振り返 3月に東京銀座のソニー
る。東日本大震災から、早くも6 ビルの壁面にYahoo J
年が経った。災害なんて、もう起 APANが出した広告で
きるな。毎年のように私たちはそ す。
う思うけど、災害はいつかまた、 この広告には写真や絵
たぶん、いや確実におきてしまう がなく文章だけですがネ
だろう。あの日岩手県大船渡市で ットで話題になりまし
観測された津波は、最高16．7 た。壁面に出した広告の
ｍ。もしもここ銀座の真ん中に来 内容は左に書いたとおり
ていたら、ちょうどこの高さ。想 です。（赤いところが16.
像よりも、ずっと高いと感じたは 7mです）
ず。でもこの高さを知っているだ この広告の目的の一つ
けで、とれる行動は変わる。そう。 は「想像してもらう」と
私たちは、今、備えることができ いうことです。また、被
る。被災した人たちの記憶に想像 災者の心情に配慮するこ
力をもらい、知恵を蓄えることが とを考え、「テキスト」
できる。あの日を忘れない。それ と「津波の高さ」を組み
が一番の防災。ヤフーはそう思い 合わせるアイデアになっ
ます。 たそうです。

《津波の威力》
みなさんは津波についてどの程度知っているでしょうか。山形町に住んでいると普段海を間近に見る

ことがないのでピンときませんが、30分ほど車で走ると海はすぐ目の前に現れます。今日は『津波』
について少し学習しましょう。
【２０ｍ以上の高台まで津波が襲った】
気象庁によれば、東日本大震災で起こった津波の最高値は、岩手県大船渡市の16.7ｍといわれてい

ます。上の写真にあるように、ビルの4～5階と同じくらいの高さです。津波警報と共に発表される「予
想される津波の高さ」は海岸に達した時点の高さのことをいいます。さらに津波は海岸から陸上を進み
高い場所にも乗り上げるため、発表よりも高い場所に波が到達することがあります。この陸地に乗り上
げた波の高さを「遡上高（そじょうこう）」といいます。予想される津波の高さの４倍程度になること
もあります。（東日本大震災では40.1mという報告もあります）東日本大震災では２０ｍ以上の高台へ
避難したにもかかわらず、背後から回り込んだ波に飲み込まれて流されてしまったケースもありました。
【津波が見えてからでは逃げ切れない】
津波は水深が深いほど速く進みます。水深5000m地点では時速800km。ジェット機並のスピード

です。水深100m地点で時速110km。水深10mでも短距離選手と同じくらいの時速36kmといわれ
ています。海岸近くで揺れを感じたらすぐに高台へ避難することが大切です。誰かが避難するのを見れ
ば周りの人も避難行動を始めます。（ウサイン・ボルトの100mの平均時速は37.6km）
【津波は1回では終わらない】
津波は押しては引きを繰り返し、何度でも陸地を襲います。津波は陸地に近づくほどスピードを落と

すので、後からできた波が前の波に追いつき、上に乗ってさらに高い波となります。東日本大震災でも、
第二波以降に最大波を観測したところがあります。過去の震災では、第一波が引いたところで自宅に戻
り、第二波に飲み込まれてしまうケースがありました。また余震で新たな津波が発生し、もっと大きな
災害になる可能性があります。
【少しでも高いところに逃げる】
津波が起きたときはできるだけ高いところに逃げることです。以前にも伝えた釜石東中学校は指定さ

れていた避難所よりもさらに高いところに避難しました。その後津波は指定されていた避難所を完全に
飲み込んでしまいました。津波が来るまでには少し時間があります。周りの雰囲気に惑わされず、自分
自身で判断し、命を守る最善の行動をとりましょう。

東日本大震災 県内の被害者数 死者4674人 震災関連死469人 行方不明者1111人
【2020．10．31現在】



「あのときを忘れない」
令和２年1２月１１日（金）

文責 佐々木 律 夫

２０２１年３月に東日本大震災から１０年を迎えることになります。仙台市ではこの１０年間を振り

返るウエブサイトを開設しています。復旧・復興や災害に強いまちづくりに取り組んできた方々のイン

タビューや被害・復興状況等を時系列で振り返る内容となっています。今日は震災当時、児童や教職員、

地域住民ら320人が避難し、校舎の2階まで津

波が押し寄せた荒浜小学校を紹介します。

仙台市の沿岸部に位置する荒浜地区は、震災

前約800世帯、2,200人が暮らすまちでした。

周辺には避難施設がなかったため、津波に対す

る避難先として４階建ての荒浜小学校が指定さ

れていました。荒浜地区では年に１回、学校と

地域が連携し、地域合同防災訓練を行っていま

した。小学校の近くには『仙台市消防ヘリポー

ト』があり、ヘリコプターを使った引き上げ救

助の訓練を行っていました。引き上げ救助の訓

練に参加できる人数は限られていましたが、参

加者は真剣に訓練に参加していました。また、

火災発生を想定した煙の中を歩く訓練や、包帯

や当て布の使い方なども学んでいました。 （荒浜小学校は現在震災遺構として当時のまま残されています）

このような取り組みから荒浜地区が防災意識の高

い地域であることが分かります。

震災当日荒浜小学校には３２０人が避難していましたが、児童や教職員、地域住民が安全に避難でき

たことにはもう一つの理由があります。偶然にも、震災前日に荒浜小学校では教職員による地震や津波

にどう備えるかの机上の訓練が行われていたのです。地域住民が避難してきたとき、どの入り口から受

け入れるか、お年寄りや体が不自由な人はどの教室に誘導するかなど、様々な場面を想定し意見交換が

行われていました。

みなさんの避難訓練を思い出してください。一般的に学校では、建物が崩壊する恐れがあるため、地

震が起きた場合は校庭に避難しています。荒浜

小学校でも訓練の時は校庭に避難していました

が、校舎の耐震工事が行われていたため、避難

場所を校庭から屋上に変更したのです。この判

断が結果的に３２０人の命を救うこととなりま

した。

当時５年生の担任だった阿部先生は、「帰り

の会の最中に激しい揺れに襲われました。なか

なか揺れがおさまらなかったので、子どもたち

はとても怖がっており、泣き出す子もいました。

私は『もう少しでおさまるから、みくんな頑張

って』と必死に励ましました」と言っています。

また、普段は松林で海が見えない場所にある小

学校ですが、震災の時は松林の上に真っ黒い水

（荒浜小学校１階の様子です） 平線が見え、すぐに大津波が押し寄せ、校舎に

も海水が入りました。３２０人は訓練の通りスムーズに行動し、屋上に無事避難することができました。

その後全員がヘリコプターなどで救助されました。

阿部先生は、「しっかり訓練していれば万が一の時にも役に立つ。災害時に一人でも多くの命を救う

ためには地域住民一人一人の防災意識が大切だと、経験を通じて痛感した瞬間だった」と話しています。

これは釜石東中学校の防災訓練や防災意識に似ていると思いました。日頃の訓練がいかに大切である

か、そしていかに真剣に取り組むことが大事なのかを教訓としています。

現在の荒浜小学校は写真にもあるように、震災遺構として当時のまま残されています。中の展示室に

は、地震発生から避難、津波の襲来、そして救助されるまでの経過が写真や映像で見ることができ、災

害の備えについて学ぶことができます。



「あのときを忘れない」
令和３年1月１８日（月）

文責 佐々木 律 夫

２０２１年も１７日が過ぎました。今日から３学期がスタートです。よろしくお願いします。

さて、２０２１年１月１１日は「成人の日」でした。いつもの年であれば日本各地において開催され

る「成人式」の様子がトップニュースになる日です。しかし今年は新型コロナウイルスの影響により緊

急事態宣言が発出され各地方自治体では、中止、延期、規模の縮小、Ｗｅｂでの配信など、新成人が一

同に集まる機会がなくなった自治体が多くありました。そのような状況の中ではありますが、被災地に

おいて成人式を開催したところもありますので紹介します。

宮城県女川町では津波で８００人以上が犠牲となりました。女川町は１月１０日に新型コロナウイル

スの感染対策をとって成人式を開催し、新成人と保護者など１５０人が出席しました。

津波で祖母を亡くし、自宅も大きな被害を受け、７年間仮設住宅で生活した和田さんが誓いの言葉を

述べました。「何度もつまずきながらも家族や地域の方々に背中を押していただき、少しずつ成長する

ことができました。復興のため多くの方々に支援していただきましたが、そこで感じた人とのつながり

や温かさ、感謝の気持ちを忘れず、支えられる人から支える人へと成長していけるよう努力していきま

す」と決意を語りました。和田さんは祖母の写真をカバンに入れて式に臨みました。「おばあちゃんに

振り袖姿を生で見てもらいたかった」と言っています。お母さんは「すごく大変な思いをしてきたので、

無事に成人式ができたことがすごく嬉しく、言葉になりません」と話しています。

宮城県山元町では震災当時小学校４年生だった

新成人９２人が参加しました。新成人を代表して

高橋さんと川村さんが誓いの言葉を述べました。

「あの日から当たり前が当たり前ではなくなった

が、苦しみや葛藤を乗り越えて成長につなげてき

た、自らの手で明るい未来を切り開きたい」と決

意を述べました。母親を亡くした亀井さんは、震

災の２年後に閉校した母校、中浜小学校の同級生

や恩師たちとの再会を喜び合っていました。また、

中浜小学校に通っていた磯部さんら５人は成人式

に駆けつけた当時の校長先生たちと記念写真を撮

っていました。（右の写真です）磯部さんたちが通っていた中浜小学校は震災で高さ１０ｍを超える津

波に襲われましたが、当時の在校生５９名は校舎の屋上にある倉庫で一夜を過ごし全員無事でした。津

波の被害や児童数の減少により２年後に閉校しており、今年の新成人が最後の卒業生となりました。多

くの住民が内陸へ移住したため、かつての町の面影はなくなってしまいました。同級生の中で中浜地区

に住んでいるのは現在では磯部さんだけとなりました。式の後、磯部さんは「久しぶりにみんなに会え

て楽しかったです。これまでは町の人に支えられてきたので、中浜小学校の卒業生として、地域の活動

にもっと積極的に参加して、全力で地域に貢献したい」と語っていました。

みなさんもあと数年で「成人式」を迎えることになります。みなさん一人一人がどのような大人にな

るのかとても楽しみです。

※今年は積雪が多く、除雪作業中の事故や屋根の雪下ろしで

の事故のニュースを耳にします。気をつけたいものです。

・水分を含んだ雪は重く、家屋に負担がかかります。無理なく適度に雪下ろしを行いましょう。

・雪下ろしをする場合は、命綱、ヘルメット、滑り止め、はしごの固定などの措置を行いましょう。

・雪下ろしは一人で行わず、家族や隣近所に知らせたり、複数の人数で行いましょう。

・除雪機の雪詰まりは、エンジンを切ってから取り除きましょう。

・水路に雪を捨てる際には、滑って転落しないように気をつけましょう。

・外出する際は、滑りにくい靴を履き、両手が使える状態で歩き、転倒に気をつけましょう。

・降雪時、車で外出する場合は、滑り止め措置を必ずしましょう。

・雪をのせたまま車を走らせるのは危険です。雪を下ろし、窓ガラスも見通しのよい状態にしましょう。

・自宅のまわりや地区の歩道などは自分たちで除雪しましょう。

・屋根からの落雪に注意しましょう。積雪後の晴れの日には特に注意が必要です。

・登校・出勤途中では決してあわてず、時間に余裕をもって行動しましょう。

※上記は岐阜県のＨＰに掲載されているものです。

雪害から身を守るチェック表



「あのときを忘れない」
令和３年２月１２日（金）

文責 佐々木 律 夫

東日本大震災から９年１１ヶ月となりました。今月号は震災当時の学校の様子(大槌町立吉里吉里中

学校、大船渡市立赤崎中学校)をお知らせします。地震後に大津波が襲来するまでに、どんなことが起

きていたのか、どんな判断をしたのか等、非常に切迫した状況が伝わる内容です。

※NHKの東日本大震災アーカイブスから

大槌町立吉里吉里中学校の様子
※沼田は沼田校長先生、ＮＡはナレーション

沼田：あの地震というのは、今までにない強さの揺れでしたので、私は、チリ地震を経験しております

ので、もうそれよりも高い波が来ると感じました。危ないから上さ逃げろ、上さ上がれって、騒

ぎました。

ＮＡ：大槌町立吉里吉里（きりきり）中学校校長の沼田義孝（ぬまた・よしたか）さん。

地震のあと、校庭に避難していた生徒たちを、裏山へと避難させました。

ＮＡ：震災当日、沼田さんは自宅で強い揺れに襲われます。

前日に亡くなった父親の葬儀を行う直前の

ことでした。

沼田：ダーッと揺れて、それを押さえて。これだ

ともうすごい高い津波が来るなと、そう思

いました。

ＮＡ：生徒たちを守らなければいけない。

沼田さんは、葬儀の事は家族に任せ、すぐ

に学校に向かいます。

ＮＡ：生徒数１００人余りの吉里吉里（きりきり）

中学校は、海から６００メートルほど離れ

た高台にあり、大槌町の避難所に指定され

ていました。

ＮＡ：沼田さんが到着したとき、生徒たちは、す

でに校舎の外に避難していました。また、

地域の人たちも５０人ほど集まっていました。 （学校のすぐ下まで津波が押し寄せました）

沼田：みんな右往左往していましたし、大変なこう、

騒ぎでいました。女の子は泣き叫んでいたんで、担任にその子どもを抱っこするとかして安心さ

せろって言いました。

ＮＡ：その直後、沼田さんは海の異変に気がつきます。

沼田：私が来て、3時5分、6分から、ダーッと波が引き始めて、灯台があそこにありましたけれど、

灯台のですね、下のもとの部分が見え始めたんです。それが滝みたいに流れて引いていったんで、

これはすごい津波が来るなと感じました。

ＮＡ：沼田さんは、校庭にいた生徒たちを、さらに高い裏山へと避難させます。

沼田：まず上がれ、まず命だと思って、これを駆け上がらせたんです。軽くやって上がっていく子ども

たちもいましたしね、いろいろ様々です。みんなバーッと上がっていきましたね。

ＮＡ：生徒が全員避難したあとも、沼田さんは校庭に残ります。

沼田：地域の方々が（中学校の下の）農村広場に5〜6人いましたので、その人たちにも声をかけて、

高台に逃がそうとしたので。「上に上がるよ！」

ＮＡ：沼田さんは、中学校よりも低い場所にいる人たちに、こちらに逃げて来るように、呼びかけを続

けます。しかし、その時、津波が迫ってきます。「上に上がれ」

沼田：校長先生、波来たよ。もうだめだから上がれって言われました。おじいちゃんが、こっちまで駆

け寄ってきたんですが、すでにひざかぶの所まで波が来ていまして。私も申し訳ないんですが、

下りようとしたんですが、（津波が）もう上がってきましたので、ごめんって言って逃げました。

ＮＡ：ぎりぎりのところで、裏山によじ登った沼田さん。

沼田さんが振り返ったとき、津波は、学校の前にある駐車場に押し寄せ、校舎のすぐ手前まで迫

っていました。

沼田：まず子どもの命が守られたこと。それから先生方も一丸となって子どもたちを避難させたこと。

そういうことが一番大きかったかなとそう思っています。



大船渡市立赤崎中学校の様子
※坂本は坂本先生、ＮＡはナレーション

ＮＡ：津波によって校舎が壊滅的な被害を受けた岩手県の大船渡市立赤崎（あかさき）中学校。

ＮＡ：当時、3年生の担任だった坂本琢磨さん。生徒を高台に避難させた後、寒さをしのぐためのシー

トを取りに戻ったところで津波に襲われました。

ＮＡ：あの日、坂本さんは、生徒と一緒に翌日の卒業式の準備をしている時、大きな地震に襲われます。

坂本：揺れがかなり大きかったので、すぐ津波の事はパッと頭に浮かびました。まずこれは揺れが収ま

ったら避難だなと。

ＮＡ：坂本さんは生徒とともに、学校の裏の高台へ向かいます。

坂本：避難訓練をして、学校の裏山に逃げるということは、全校生徒はわかっていますので、その辺は

みんな大丈夫でした。

ＮＡ：全員の無事を確認。動揺する生徒たちに落ち着くよう声をかけました。

坂本：着のみ着のまま、生徒は避難してきましたので、すごく寒かったし、揺れが大きかっただけに、

かなり動揺している生徒が多かったことは覚えています。この後どうなるか予想もつかなかった

ので、もしかしたらここで一晩過ごさないとならないということも頭に浮かんだ。

ＮＡ：坂本さんは、寒さをしのぐためのブルーシートを取りに校舎に戻ります。その時、校門に一人の

保護者が、車で娘を迎えに来ました。

ＮＡ：学校のマニュアルには、子どもの引き

渡しについて規定はなかったため、坂

本さんは裏山からその女子生徒を連れ

てきました。生徒が車に乗り込んだそ

の時でした。

坂本：ドアを閉めて、ふっと見たら、黒い波

が押し寄せてくるのが見えた。ちょう

ど砂利道の始まる辺りの所まで、波が

来ていました。「津波だ、波だ！」っ

て大きな声で言ったけど、お母さんは

気づかなかったので、車に寄っていっ

て、ドンドン（窓をたたいて）向こう

を向かせて、波に気づかせた。

ＮＡ：母親と生徒は、そのまま車で裏山へ逃

げました。坂本さんも、全速力で走り

ます。斜面を登り、後ろを振り返ると、 （体育館には車が流されてきました）

津波に飲み込まれていく校舎が見えました。

坂本：この木の隙間から見える所に波が見えました。

ＮＡ：津波は、校舎の２階まで押し寄せ、１階部分は水没していました。

坂本：ただただ、ぼう然とするだけでした。これがもし３０秒でも２０秒でも時間がずれていたら、お

母さんと生徒と私と、３人とも命はなかったと思うと、本当にぞっとします。

ＮＡ：卒業式で渡すはずだった卒業証書やアルバムは、津波ですべて流されました。しかし、生徒が全

員無事だったことが、坂本さんにとって救いだったといいます。

ＮＡ：赤崎中学校では、今回の震災を受けて、避難マニュアルを見直しました。そこには、津波警報や

注意報の際、安全が確認されるまでは、生徒を保護者に引き渡さないと書かれています。

坂本：もう大丈夫だというところまでは、安全の保証がつくまでは、絶対に親には引き渡さないという

ことですかね。命を守るということが大事だと、つくづく思いました。

2021年3月11日で東日本大震災から10年となります。この震災から私たちが学んだことはたく

さんあります。まずは「命を守る」ということです。「つなみてんでんこ」の教えのように、自分の

命は自分で守ることが大切です。命を守ったならば次は「命をつなぐ」ことです。避難所での生活や

被災地を救うボランティア活動等、みんなで助け合って命をつなぐことです。そして次は「備える」

ことです。日頃からの備えや過去の教訓を生かすこと、避難の仕方を見直すこと等、私たちは地震や

津波だけではなく災害全般について備えをするようになりました。最後は「前進」です。被災地の方

々の様子をテレビで見たり、新聞を読んだり、実際に話を聞いたり等、たくさんの人たちが前を向き

力強く歩んでいる様子が伝わってきます。これからの1ヶ月、東日本大震災関連の報道をたくさん目

にすると思います。みなさんも関心をもちながら今一度考えて欲しいと思います。



「あのときを忘れない」
令和３年３月１１日（木）

文責 佐々木 律 夫

２０２１年３月１１日は東日本大震災から１０年目です。今日は令和２年９月１１日に発行した「あ

のときを忘れない」に掲載した三浦さんのお話です。記事でも紹介したとおり、三浦さんは大震災で

母、妻、長女、二女、孫の５人を亡くされました。助かったのは三浦さんと長男の２人だけでした。

先日三浦さんの長男に、この１０年間で経験したこと、考えたこと、感じたこと等を生徒に伝えてく

れないかとお願いをしたところ快く引き受けてくれました。そして大変忙しいところではありました

が、みなさんにメッセージを届けてくれましたので紹介します。

山形中学校の皆さん、こんにちは。私は佐々木律夫先生の教え子の三浦崇（みうらたかし）と申しま

す。

2020年9月の「校長室だより」で律夫先生の教え子として登場したのが、私たち家族です。私たち

家族のことにも心を寄せ、また私の姉をはじめ、亡くなった家族のことを10年経った今でも語り継い

でくれている律夫先生の優しを感じる「校長室だより」を私も拝見致しました。皆さんももう一度読み

返して頂けると大変嬉しいです。

今回「震災から今日まで頑張ってきたことを生徒たちにつたえてくれないか」とお話を頂きました。

このような機会を頂いたことを誇りに思います。

【自己紹介】
簡単に私の自己紹介を致します。

・大槌町の出身の34歳、妻と3人の子供と、父と、

今は盛岡で暮らしています。

・3人きょうだい（2歳年上の姉と、3歳年下の妹）

・律夫先生との関係・・「姉の担任の先生」「妹が

所属していた陸上部の顧問の先生」「私の体育の

先生」

・東日本大震災で、祖母・母・姉・妹・甥の5人

が亡くなりました。

・震災時、祖母と母は大槌町に住んでいて、姉は

東京に住んでいましたが子供を出産し大槌町に

帰省中、妹も東京に住んでいましたが姉の子ど

もに会いに大槌町に帰省中でした。

・私は千葉県で働いていました。その後は、岩手と千葉を行き来しながらも千葉県で働き続けていまし

たが、2013年に父が震災からの心労により体調を崩したため、岩手に帰ってきました。

・4年前に父から（株）カネマンという会社を引き継ぎ、現在は社長として会社を切り盛りしています。

・1年前からプロバスケットチーム「岩手ビッグブルズ」のオーナーをしています。

【私の東日本大震災】
私も震災を経験しました。

当時は千葉県で働いていて、津波を目の当たりにはしていません。しかし、大槌に住む家族と連絡が

取れず、翌日12日に姉の夫と一緒に車で岩手に向かいました。13日深夜に盛岡に到着し、盛岡に住ん

でいた父と合流、14日の明朝に大槌町に入り、家族を探すことに奔走しました。誰もが経験したこと

がない未曽有の状況に、情報が錯綜し、混乱を極めていました。多くの方が、離れ離れになった家族の

情報や、生きていくための情報、救援物資の情報を求め避難所に押し寄せている状況でした。そのよう

な状況の中、全ての避難所をめぐり家族を探しましたが、探しだすことは出来ませんでした。翌日15

日からは遺体安置所で家族を探すことに集中しました。しかし家族を探し出すことは出来ませんでした。

震災から半年後の2011年9月に祖母がDNA鑑定により見つかり、9年6か月後の2020年9月に母の

遺骨が警察の捜査により断定されました。他3名の家族は未だに見つかっていません。

【震災後の私】
震災当時、皆さんはまだ未就学児で、そんな小さな子供にとっては、本当に本当に大きな不安だった

と思います。本当に恐ろしい出来事だったと思います。皆さんもそれぞれ被災し、多くの大きな悲しみ

を乗り越えてきたと思います。



私も大きな悲しみを乗り越えてきました。

長男が2011年5月に誕生し、私にとって家族の存在が、震災の悲しみを乗り越える大きな存在でし

た。2013年に長女が誕生、2017年に次男が誕生し、新たな家族の誕生が私に大きな勇気を与えてく

れました。

そのような私でも、震災を思い出し、震災当時の大きな悲しみがフラッシュバックし、気持ちが落ち

込んでしまう事が多々ありました。岩手に帰ってきた2013年ごろからです。子供たちが楽しそうに遊

んでいる姿を見るだけで、なぜか震災と紐づいて悲しみが込み上げてくるのです。「お袋にもこの姿を

みせてあげたかったな～」「姉の子供が生きていたら、一緒に遊んでいたのかな～」というような思い

で気持ちがいっぱいになると、震災当時の大きな悲しみを思い出し苦しくなる、このような日々が断続

的に続きました。

【岩手ビッグブルズとの出会い】
このような時に、プロバスケットチーム岩手ビッグブルズと出会いました。私が住んでいたアパート

の隣の部屋に岩手ビッグブルズの選手が住んでいたのがきっかけで、初めてバスケットの試合を見に行

きました。私は、迫力のプレー、ファンの熱狂、

そして選手とフャンとが一体となった会場の雰

囲気に衝撃を覚えました。震災を忘れ、熱狂し、

家族とともに応援している自分の姿がそこにあ

りました。いつしか、岩手ビッグブルズに触れ

ている時間が、震災を忘れ、私を楽しませてく

れる時間になっていきました。

この頃から、被災地の子供たちにもこのよう

な体験をしてもらいたいと思うようになりまし

た。岩手ビッグブルズから少しでも元気と勇気

を受けて頂きたいと。そして、大槌町の子供た

ちを岩手ビッグブルズの試合に招待しました。

この経験がきっかけとなり、一人でも多くの

方に岩手ビッグブルズを知ってもらい、元気と

勇気を得て頂きたいと思うようになりました。

大げさに聞こえるかもしれませんが、私は岩手 （中央 ケーキを持っているのが三浦崇さん）

ビッグブルズの試合を見ることで、今より幸せになることが出来ると信じています。

震災の悲しみを忘れ幸せになって頂きたい、この思い一つで、現在は岩手ビッグブルズのオーナーと

して、「震災復興のシンボルを目指し、県民の皆様とともに歩み続けます」をクラブ理念に掲げ活動し

ています。これは、震災復興における私にとっての大きなチャレンジです！

【私が思う震災と私のチャレンジ】
震災を忘れることは出来ません。忘れてはいけないとも思っています。しかし、震災時に受けた大き

な悲しみを上手に忘れることは大事なのではないかと思っています。なぜなら、悲しみを抱えたままだ

と、いつかはその悲しみに押しつぶされて自分自身が幸せでは無くなってしまうと思うからです。

震災から10年が経ち、ハード面の復興から、ソフト面（心）の復興が重要だと感じています。岩手

ビッグブルズを通して、少しでも「元気になれた」「勇気をもらった」と言っていただけるように、私

はチャレンジし続けていきたいと思っています。

【山形中学校の皆さんへ】
皆さんは、これからの岩手・日本・世界を背負ってたつ貴重な人財です。自分自身では気付くのは難

しいかもしれませんが、皆さんは大きな大きな可能性を秘めています。また、地域や大人たちにとって

も、皆さんは可能性でしかありません。ここでいう可能性とは、皆さんが持つ「潜在力＝まだ表には出

てきていない内にひめた力」のことです。この可能性を開花させるためにも、大小かかわらず色々なこ

とにチャレンジしてもらいたいと思っています。

チャレンジは自分自身を成長させてくれます。失敗とは、成功しないことではく、チャレンジしない

ことです。チャレンジした結果が自分の思い描いた結果とは違うものだったとしても、それは失敗では

ありません。その結果から得たものは、自分自身の大きな成長につながります。

皆さんの周りには、震災復興をはじめ、多くのチャレンジをし続けているたくさんの大人がいます。

そのような大人たちの話を熱心に聞いて、小さなことでもなんでも良いので、果敢にチャレンジするチ

ャレンジャーになってください。


