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はじめに 

 

NPO法人さくらネット 代表理事  石井 布紀子 

 

2016年に発生した熊本地震から、3度目の春を迎えようとしています。 

街の様子が折々に変化したことへの喜びとともに、新たな生活環境が整わない方へのお見舞いを申し上げます。 

さて、私たちの法人は、「1.17防災未来賞ぼうさい甲子園」(以下、「ぼうさい甲子園」、阪神・淡路大震災から10年の時を

経て生まれた取り組みであり、小・中・高・大学の優れた防災・減災活動を表彰しています)の事務局を担っています。 

年間を通じ、学校や地域での防災の取り組みを応援するとともに、災害発生時には、被災地の現地支援者のみなさまへ

の支援活動も続けています。 

 

熊本地震の後、「ぼうさい甲子園」の受賞校のみなさんが募金活動を重ねて下さり、学校再開支援を試みました。その後、

「心のケアと一体的に進める復興防災学習」の導入を願って被災地でのお声かけを続ける中で、さまざまな出会いの機会を

頂きました。 

そして、平成30年度は、「熊本地震から得た教訓や思いを、子ども・若者たちの言葉で語りつぐ機会を創りたい」「語りつぎ

を行う中で、生命を大切にする力を育みあうことができることをお知らせしたい」という思いのもと、熊本県内の学校・NPO関係

者、そして熊本日日新聞社とともに、ユース熊本地震を「語りつぐ」会が生まれることとなりました。 

この冊子は、ユース熊本地震を「語りつぐ」会についてご報告しています。 

夏と冬の２回にわたり開催した合宿の様子、作文コンテスト結果、が主な内容となっており、さまざまな被災の体験がそれ

ぞれの視点から語られています。 

また、「語りつぐ」ことの意味や力についても寄稿を頂いています。 

ぜひともご一読のうえ、ご活用頂きましたら幸いに存じます。 

 

ご参加下さったみなさま、ともに歩み・支えて下さったみなさま、寄せて頂いた言葉の全てに感謝しています。 

引き続き、「語りつぐ」ことを大切にする社会づくりへの応援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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第一章 子どもたちが見た 熊本地震 

１．平成28年 熊本地震 概要 

２．平成28年 熊本地震 年表  

３．ユース熊本地震を「語りつぐ」会 概要 

 

４．プロジェクト１ 子どもたちの声を活かすプロジェクト ～夏合宿・冬合宿～ 

• (１)夏合宿（2018.7.28～7.29） 

• (２)冬合宿（2018.12.23～12.24） 

 

５．プロジェクト２ 子どもたちの声を集めるプロジェクト ～作文・詩～ 

• (１)子どもたちの声コレクション ～作文一言ピックアップ～ 

①熊本地震発生！その時… 

②災害後の暮らしと本音 

③ありがとう －ホッとした、嬉しかった、助けられた－ 

④被災体験からの学びと願い 

⑤未来へ動き出す力 

 

• (２)受賞者一覧表 

①【最優秀賞】 作品紹介 

②【優秀賞】 作品紹介 

③【特別賞】 作品紹介 

 

• (３)応募者一覧表 ①～③ 
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１．平成28年 熊本地震 概要 

(１)概要 

• 発生日時：2016年4月14日(前震)、2016年4月16日(本震) 

• 最大震度：震度7(2回) 

• マグニチュード：6.5(前震)／7.3(本震) 

• 本震時に震度6弱以上を記録した市町村人口：約148万人(熊本県人口の83％) 

• 震度6弱以上の回数：7回 

 

(２)人的被害 

• 死者：270人 

∟直接死：50人、豪雨に伴う二次災害死5人 

∟関連死：215人 

• 負傷者：2737人 

 

(３)家屋被害 

• 全壊：8658棟 

• 半壊：3万4492棟 

• 一部損壊：15万5014棟 

 

(４)ライフライン被害 

• 電気：45万5200戸 

• ガ ス：10万0884戸 

• 水道：39万6600戸 

 

(５)その他 

• 避難者数(最大)：18万3882人 

∟2016年4月17日855カ所＝指定避難所集計分) 

• 地震回数(震度1以上)：4129回 

 

＊地震回数：熊本県まとめ（2016年11月4日時点） 

＊死者、負傷者、建物被害：熊本県危機管理防災課発表（2019年1月11日）  



ページ 5 

２．平成28年 熊本地震 年表 

●2016年 

4月14日：21時26分ごろ益城町で震度7、M6.5の前震が発生 

4月16日：1時25分ごろ益城町と西原村で震度7、M7.3の本震が発生 

4月27日：九州新幹線が全線復旧 

4月28日：電気復旧 

4月30日：ガス復旧 

5月 5日：くまモン活動再開 

5月11日：県内の全小中学校で学校再開 

6月 2日：熊本空港の国内線全便運航が再開 

6月 5日：仮設住宅の入居始まる(甲佐町) 

6月18日：木造仮設集会施設「みんなの家」第一号完成(宇城市・当尾仮設団地) 

6月25日：益城町に「益城復興市場 屋台村」オープン 

7月26日：震度1以上の地震がゼロ(前震発生から104日目で初めて) 

7月28日：水道復旧 

8月 7日：甲子園で全国高校野球開会式(被災球児が始球式、入場行進先導を務める) 

11月18日：県内避難所の閉鎖 

12月24日：俵山トンネル開通 

●2017年 

4月29日：くまもと型復興住宅1棟目が完成(宇城市豊野町) 

5月25日：益城町テクノ仮設団地に「みんなの砂場」が完成 

7月 1日：グランメッセ熊本のグランドオープン 

●2018年 

6月10日：災害公営住宅の完成(西原村河原地区) 

7月28日：ユース熊本地震を「語りつぐ」会 夏合宿開催(～29日) 

8月27日：長陽大橋開通 

12月23日：ユース熊本地震を「語りつぐ」会 冬合宿開催(～24日) 

※“電気復旧”は、がけ崩れや道路の損壊等により復旧が困難な箇所を除く。仮復旧含む 

※“水道復旧”は、地震により家屋等が大きく損壊し、地域の復旧に合わせて整備する地域を除く 

※「熊本地震 連鎖の衝撃(熊本日日新聞社編集局編者)」 P211熊本地震の経過 参考 

※電気・ガスの復旧は経済産業省、水道は厚生労働省情報 

※2017年以降は熊本県土木部の「復旧・復興のあゆみ」 参考  
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３．ユース熊本地震を「語りつぐ」会 概要 

(１)ユース熊本地震を「語りつぐ」会について 

 震災から2年。こどもたちの心の中で、あの震災体験はどう受け止められて、どう変化・成長しているのでしょうか。災害後にそ

の体験を語る活動については議論がぶつかってきました。現在では、直後の表現活動は避け、1年、2年が経過して、安心感

が生まれてきたころに安心できる環境で表現活動を促すことが望ましいと言われています。 

 防災教育に長年関わってきた私の体験では、「語る会」という強制的な形式ではなく、同世代の若者・こどもたちがリラックス

した場で共通の目標に向かって話し合う中で（例えば、「防災10か条をつくろう」というワークショップ）、自然と気持ちを出し

ていく方法がいいと思っています。人前では語りにくい体験も、ワークショップの語らいの中で自然と吐き出していけるのですね。 

 東北、関東、関西の中高生が集まった防災会議を何度か開き、ワークショップを重ねたことがあります。防災10か条を考え

るワークショップで、ある班は第1条を「地震の後は津波が来る。高台に逃げよう」としました。その班にいた福島から参加した高

校生が、あの時目の前で流されていった祖父母の話をしたからです。彼女は、同世代の語らいのなかだからこそ、その体験を

伝えられたのです。 

 作文はどうでしょうか？書く作業は心と向き合う作業でもあります。ある体験の意味を考え、いったん書き出し、気に食わなく

て・満足できなくて消し、考え直してまた書いていく、そういった作業の積み重ねが、災害体験を心の中にすとんと落とし込んで

いく過程そのものなのです。 

 災害の体験や教訓は、社会の防災力を高めるためには必要です。でもそういった「社会的な意味」だけではなく、自分の心

にある災害体験をどう受け止めようかといった「個人的な意味」も大切です。 

災害体験の教訓の語りは、ともすれば大人の仕事と受け止められがちです。でも、こどもたち、若者も被災しています。私た

ちは、そんなユース世代が無理せず、緩やかに、だけど思いを込めて体験を語りあい、聞きあっていける場づくりを考えています。

それが、作文での表現であり、語らいの場なのです。 

「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト実行委員長 諏訪清二 

 

(２)目的 

・熊本地震の体験を振り返り、100年後のいのちを守る発信につなげる 

・子どもたちが自分自身の体験やオモイと向き合い、前に進むことを応援する 

 

(３)実施主体 

・主催：「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト実行委員会 

・後援：熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、熊本日日新聞社 

・事務局：NPO法人さくらネット  
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４．プロジェクト１ 子どもたちの声を活かすプロジェクト ～夏合宿・冬合宿～ 

(１)夏合宿 

実施時期：2018年7月28～29日 

実施場所：阿蘇青少年交流の家 

参加者数：40名(子ども28名、大人5名、実行委員会7名) 

参加学年：小学生：5年2名、6年6名、中学生：3年7名 

高校生：1年2名、2年3名、3年6名 

大学生：2年2名 

参加校数：6校 

―熊本県内：3校(小学校1校、中学校1校、高校1校) 

甲佐町立白旗小学校、南阿蘇村立南阿蘇中学校 

熊本県立菊池農業高等学校 

―熊本県外：3校(高校1校、大学2校)  

兵庫県立舞子高等学校、神戸学院大学、大谷大学 

(２)冬合宿 

実施時期：2018年12月23～24日 

実施場所：天草青年の家 

参加者数：41名(子ども27名、大人7名、実行委員会7名) 

参加学年：小学生：5年6名、6年6名、 

高校生：2年7名、3年5名 

大学生：2年2名、4年1名 

参加校数：9校 

―熊本県内：6校(小学校3校、高校2校、大学1校) 

南阿蘇村立南阿蘇西小学校、甲佐町立白旗小学校 

八代市立鏡小学校、熊本県立熊本第二高等学校、 

熊本マリスト学園高等学校、熊本学園大学 

―熊本県外：3校(高校1校、大学2校) 

兵庫県立舞子高等学校、神戸学院大学、大谷大学 

※参加者81名のうち、継続参加が21名（うち子ども11名）、単発参加が39名（うち子ども33名）  

冬合宿 

9校27名 

小学校 

3校 

12名 

大学 

3校,3名 

 5年6名 

 6年6名  

2年7名  
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高校 
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  1校 
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プロジェクト１－(１) 夏合宿（2018.7.28～7.29） 

■合宿スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プログラム① ＜講演：熊本地震を振り返る、「語りつぐ」を考える＞ 

 

 

 

 

  

諏訪 清二 神戸学院大学現代社会学部 非常勤講師 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 特任教授 

 災害の教訓など、正しい知識を教えてくれる話は、とても大切だと思う。でも、知識を覚えておくためには、気持

ちがいる。聞いている人が戸惑うような、気持ちが動く話も大切だと思う。体験をした人には、まっすぐに語ってほし

い。加工してきれいな話にするのではなく、整理できていなくても、悲しいことも、嬉しいことも、自分の気持ちを正

直に語ってほしい。“語り継ぐ”という言葉は、“語り”と“継ぐ”に分かれる。語る人がいて、聞いた人が語って、それ

を聞いた人がまた語って、“語り継ぐ”になる。体験のある人もない人も、自分の思ったことを素直に、まっすぐに語

ってほしい。 

柴田 敏博 元益城町立飯野小学校 校長 

 熊本地震の時は益城町立飯野小学校に勤務していた。安否確認のために家庭訪問をすると、壊れた家の

前でゲームをする児童にたくさん出会った。そこで、4月20日から青空教室をスタートした。みんなで遊んだり、本

を読んだり、避難所で歌を歌ったり、勉強をしたりした。県内で唯一、学校の運動場に仮設住宅が建った。仮設

住宅入居後は、畑や花壇の手入れなど、住民の方との交流も重ねた。高学年の女の子の「スイッチ一つで明か

りがつく。蛇口をひねると水が出る。一日3回ご飯が食べられる。そんな当たり前のことが一番の幸せ」という言葉

が心に残っている。一番大切なのは、感謝の気持ちだと思う。 

奴留湯 雅士 元南阿蘇村立南阿蘇西小学校 校長 

 熊本地震の時は南阿蘇村立南阿蘇西小学校に勤務していた。地震の後は、「地震」という言葉を聞くだけ

で、泣きじゃくる子どもがたくさんいた。みなさんにお願いがある。１つは、地震に遭う前に、自分にどんな力をつけ

ておきたいかを考えてほしい。もう１つは、被災地の方に、どんな声をかけるかを考えてほしい。今後も地震や水

害などいろいろな災害がおきる。小学生、中学生、大人、おじいちゃん、おばあちゃんへと、かける言葉は違うは

ず。私は学校再開の準備が整った後、子ども達にどう言葉をかけるか、何を話すかが一番の悩みだった。「“地

震”はこわい。でも、“地震”という言葉はこわくない」という言葉からスタートした。ぜひ、みなさんにも考えてみてほ

しい。 
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■プログラム②③ 伝えたいこと・知りたいことを可視化する 

伝えたいこと、知りたいことを中心に、自分の体験や想いを言葉にして書き出しました。 

参加者でその紙を交換して読み、感想や考えたことなどを伝え合いました。共感や気付きが生まれました。 

 

 

 

 

 

 

  

・大橋がくずれたときのショ

ックは、私もとてもおぼえ

ている 

・訓練をしたからといって、

安心しすぎてはいけない

ということに気付かされた 

 地震前は、阿蘇大橋を使って、行きたいと思ったらすぐ、行くことができていました。でも、地

震で阿蘇大橋が崩れ、片道で１時間もかかる山を越えて市内に行ったりしないといけなくな

り、とても不便な生活になりました。 

 私は地震が起こった時、避難訓練をきちんとやっているにも関わらず、自分の身を守らずに

ずっとゆれがおさまるのを待っていました。私は避難訓練でいざ災害がおこった時は、自分は完

璧に行動できると思っていたけど、全く、動けなかったので、完璧に出来ていてもあくまでも訓練

なので、自信を持ちすぎるのも、危険ではないかと感じました。 

・私も被災したが、自分の事しか

考えることしかできなかったので、

すごく立派だと感じた 

・大きな被害があっても人のために

動けるのは、尊敬する 

 私の家族はとても多いため、ひなん所でねることが難しく、約２カ月ずっと車中泊の

日が続き、体を伸ばしてねることができなく、とてもきつかったです。ボランティア活動で

は、学校の取り組みではなく、「自分も被災したけど、他の人の役に立ちたい」と思い、

自分からボランティア活動をしました。 

 熊本地震を通してたくさん辛いことがあり、泣いたりすることもあったけど、ボランティア

の人や地域の人などたくさんの人とはげまし合い、助け合いながら頑張ってのりこえるこ

とができたんだと思います。 

・私もこの地震で水の大切さがすごく分かった 

・水が生活に必要ということを書かれていて、

とても備えたいと思った 

・水を大切にしていこうと思った 

 水がないことにより、体を清潔にできなかったり、歯すらみがけなくなり、ストレス

が溜まったり、トイレは水がながせず、すごい悪臭がした。水が無いことは、ご飯を

食べるのも衛生的にも大きな打撃をうけた。だから、常日頃から、水を補給して

おくこと、また、近くに、水源などの自然に水を入手できる場所を見つけ確認する

ことが、大切だと思いました。 

＜知りたいこと＞ 

・なにもできず、人にたよっていたのが悔しい 

・家族全員で安全確認してにげた 

・ひなん所で友達とあったときはうれしかった 

・学校のひなんくんれんがやくに立った。頭を守って丸くなった 

・地震が起きて、最初にとった行動は何かを知りたい。 

・地震が起きた瞬間なにを思ったか知りたい。 

・学校などで行っている避難訓練は役に立ったのか、 

またどのように役に立ったのか知りたい。 

＜伝えたいこと＞ 

・周りとの交流でみんなを笑顔にできるのはとてもいい

なと思った 

・ボランティア活動をしていてすごいと思った。私も機会

があればボランティア活動をしたい 

・みんなが笑顔になっているのを見て、自分もうれしいと

言っていて優しいと思った 

 私は仮設住宅に入っていないけど、学校の行事で、花を植えた

り、暑中お見まいをかいたりして、仮設住宅の方々と交流をし、仲

良くなれました。地震がたくさんの家をこわし、たくさんの人を悲しま

せたけど、それが今は、悲しんでいた人が、笑顔に変わってきている

のがうれしいです。でも、地震でたくさんの人が怖い思いをしたこと

は忘れたくないです。これから、もっと仮設住宅の方や地域の方と

交流をしていきたいです。 

＜気付き・感想＞ 
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■プログラム④ 何を、どのように、誰に伝えるか考える 

【何を伝えるのか】 

• 被害の状況 

• 自分の身に起こったこと 

• 聞こえた音、見えたもの 

• こわかったこと、悲しかったこと 

• 嬉しかったこと、驚いたこと 

• 困ったこと、大変だったこと 

• 学んだこと、気づいたこと 

• 必要だったもの 

• 防災の大切さ 

• つながりの大切さ 

• 支援への感謝 

• 時間が経過してもトラウマが残っていること 

• あたりまえのことへの感謝（水、食べ物、生活） 

• 言われて嫌になった言葉 

• 地震前と後での心の変化 

【どのように伝えるのか】 

• 体験集や絵本を通して伝える 

• 防災ゲームをつくって伝える 

• SNSで伝える 

• イベントで伝える 

• 語り部として伝える(発表・出前授業・まち歩きなど) 

【誰に伝えるのか】 

• 友人、家族、同世代 

• いろいろな人に 

【なぜ伝えるのか】 

• 経験・教訓を風化させないために 

• 自分で避難の判断ができるように 

• 「知らなかった」を減らすために 

• 自分や大切な人・ものを守るために 

• 同じ失敗を繰り返さないために 

• 備えてほしいから 

• 災害をあまく考えてはいけないから 

• 被災者側の気もちになってほしいから  

老人ホームなどにボランティア

に行ったとき、「ゆれや音がこ

わい」という話を聞いた。地震

から2年以上たっても、トラウ

マはあるんだと思った。 

地震が起きて、本当に

つらかった。こんなつらい

思いを、もう誰にもして

ほしくない。 

自分事じゃなくなるこ

とが「風化」だと思う。

いろいろな人に伝えて

いきたい。 

学校に、芸能人が支援で来てく

れた。「自分も●●に住んでい

たらよかった」という言葉をSNS

で見つけた。被災した人の気持

ちを考えてほしいと思った。 
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■プログラム⑤ 「語りつぐ」アクションプランを考える 

『語る会を開こう！』をテーマに、アクションプランを考えました。 

日時、対象、方法、内容、広報、予算、スタッフなどを含め、“語りつぐ”アイデアを出し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「知っとこう！防災」 

日時: 学習発表会 

対象: スタッフ 学校の先生・卒業生・PTA 

お客さん 親・地域の方・保育園の方々 

広報: プログラム・ポスター・手紙・新聞 

内容: 学習発表(防災)＆劇 

名産物市場、動物園 

「防災劇大会」 

日時: 10月31日 

対象: 誰でも 

場所: グランメッセ 

人集め: ポスター・パンフレット 

SNS・バザー 

スタッフ: ボランティア(特典あり) 

予算:  バザーの売り上げの10% 

「未来へつなげよう 被災者の思い in熊本」 

日時: 7月29日 

対象: 熊本県内 小中高生 

規模: 小学生10人、中学生10人 

高校生10人、大学生5人、スタッフ10人 

場所: 市内の公民館 

予算: 15万円 

用意するもの: 被災地の写真、パソコン、 

    プロジェクター、ポストイット、もぞう紙 

<タイムスケジュール> 

   9:50 受付 

 10:00 開会式 

 10:05 アイスブレイク 

 10:20 熊本地震について 

 10:50 休憩 

 11:00 小学生の部 

 11:20 中学生の部 

 11:40 高校生の部 

 12:00 昼休み 

 13:00 ワークショップ① 

 14:00 ワークショップ② 

 14:40 閉会式 

 15:00 解散 

「語っておどってぼうさいホイ！」 

どんなことをするの？ 

 1.くまもとじしん 

 2.みらいに向けて 

 3.ぼうさいたいそう 

●いつ 

 2019.1.17(木) 

●どこで 

 体育館 

●なんのために？ 

 「知らなかった」をなくすため 

 熊本地震を活かすため 

 自分や大切な人を守るため 

「熊本復興祭」 

日時: 4月14日～16日 

場所: 熊本城二ノ丸広場、県立美術館 

対象: 参加者 全国のみなさん 

ゲスト 語り部さん10人、 

(子ども、青年、高齢者) 

会場に来た人 

予算: 150万円 

※屋台の売上額(20%)を予算または募金にあてます 

内容: 屋台 最大100台 

 語る会(ステージ) 

 企画(YouTube) 

 抽選会 

 花火(最終日) 

司会: 内村光良さん 

入場料: 大人200円、子ども100円 

広報: ポスター、YouTube、SNS 
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プロジェクト１－(２) 冬合宿（2018.12.23～12.24） 

■合宿スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プログラム① ＜講演：熊本地震を振り返る、「語りつぐ」を考える＞ 

  柴田 敏博 元益城町立飯野小学校 校長 

 益城町は震度7が2回あった。前震後、校区には瓦が全部落ちた家、倒れたブロック塀などがあった。本震は、前震

から28時間後にあり、関東まで揺れた。小学校の職員室の中がひっくり返った。音楽室のテレビがこわれ、グランドピア

ノがひっくり返った。事務室の金庫が倒れた。校区内はぐちゃぐちゃになり、住めない家がたくさんあった。 熊本は地震

が少ないと言われていたが、129年前の7月28日に地震があり、20人が亡くなっている。その5日後にも震度5の地震

があった。その年の年末まで、地震は約300回もあった。最近、地震は減ったが、平成28年熊本地震でも1年ぐらい

ずっと地震で揺れていた。同じような地震に遭っていた。歴史を知ることは、とても大切だ。なぜ129年前のことを誰も

覚えていないのか。不思議だ。 

 地震が予測されている所は全国でたくさんある。南海トラフ地震は、10年以内の発生確率が20～30％。30年以

内は70～80％。50年以内は90％と言われている。明日起こるかもしれない。1週間後に起こるかもしれない。みん

なが生きている間に、必ず地震がある。防災教育・対策を進めることで、死者や被害は減る。災害に強い国にしよう。 

奴留湯 雅士 元南阿蘇村立南阿蘇西小学校 校長 

 南阿蘇西小学校は桜がイメージカラーだった。地震後、教職員で「桜会」を作り、３つのグループ(子どもの避難・

安否を確認する班、被害状況を確認する班、校舎の危険箇所を片づける班)に分けて避難所を回った。歌を歌

い、深呼吸をし、シャボン玉をした。子ども達に安心してもらいたかった。 

 学校再開前に、先生方と相談し、自分たちの約束を３つ決めた。1つ目は、「1人でできる仕事は、2人でしよ

う」。2つ目は、「明日できることは、明日しよう」。3つ目は、「“頑張ってね”をやめよう」。どうしても頑張りすぎる。避

難所に行くと、誰もが「頑張ってね」を言うけど、とてもきつかった気がする。 

 地震に遭ったことはどうしようもない。「これからどうしたら良いのか」が、課題だと思う。経験した人たちの中には、今

も辛い人がいる。出会いは“言葉”からだ。何か声をかけないと始まらない。災害を経験した人に、なんて声をかけた

らいいだろうか。NGの言葉はあるだろうか。被災体験のある人は、「あの言葉が嬉しかった」「ああいうことを言われて

ホッとした」という言葉があれば、思い出してほしい。被災体験がない人も、ホッとする、元気づける言葉を考えてみて

ほしい。 「本当に震災があったのか」と思うぐらい、阿蘇は美しい所。これからも美しい所は忘れずにいたい。 
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■プログラム② 「なぜ、災害体験を語るのか」を考える 

被災した場所も、被害の大きさも、年齢もバラバラです。 

熊本地震を体験人もいれば、体験していない人もいます。 

でも、「伝えたい」気持ちがみんなにありました。なぜ語るのか、みんなで考えました。 

社会的な意味(社会の防災力を上げる等)、 

個人的な意味(個人の体験、思い、葛藤を伝える等)がありました。 

  

・後悔しないため 

・1人で悩まないようにするため 

・自分が思ったこと、気持ちを伝えるため 

・話すとスッキリするから 

・心を軽くするため 

・気持ちを整理するため 

・命の大切さ、日常の大切さを知ってほしい 

・家族や友達の大切さを知ってほしい 

・災害のこわさを知ってほしい 

・地震や被害の状況を知ってほしい 

・避難所生活を知ってほしい 

・他人事ではないから 

●知る・知ってもらう● 

－わがこと意識－ 

●気持ちに向き合う● 

－被災者、未災者－ 

・みんなの命を守るため 

・パニックにならないようにするため 

・災害で苦しむ人、悲しむ人を減らすため 

・どうすることで力になれるのか考えるため 

・関心を持ってもらうため 

●いのちを守る● 

－自分、家族、友達、地域－ 

・震災を忘れないため 

・自分自身の経験を忘れないため 

・地震の辛い思い出を意味のあるものにするため 

・経験した人がゼロになっても後世に残すため 

・伝えることによって減災につながるから 

・聞いた人からどんどん伝えていってほしいから 

●風化させない● 

－震災体験・経験－ 

・備えを促すため 

・地震が起こったら何をすればよいか考えるため 

・どのように避難するかを考えるため 

・避難生活で役に立つものを知らせるため 

・避難所はどのようになっているか知らせるため 

●防災・減災を進める● 

－次の災害に備える－ 
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プログラム⑤ 「私たちが伝えたい熊本地震」を考える 

怖かったこと、困ったこと、しんどかったこと、嬉しかったこと、大切なこと、防災のことなど、伝えたいことを出し合い、整理しました。 

 

  

A班が考える、「私たちが伝えたい熊本地震」 

１．食料不足 

・私は、きゅうりを１人で１本食べたかった。でも、食べられなかった。 

 それ以来、みんなで分け合う事を知った 

２．心をのっとられ悲しませた地震 

・ニュースを見ているとつらくなる   

・身近にあったものがなくなった 

・部活ができんかった   

・サッカーができんかった 

３．車中泊しんどいけどちょっと楽しかった 

・ねるときにしんどい   

・足がかゆかった 

・ゲームとかユーチューブを見れて楽しかった 

４．日常の大切さ 

・水も電気も食料も何も無い  

・笑顔が無く、楽しくなかった 

５．備え 

・とんでいかないようにひもをかけておく。家具の固定！ 

・食料を多く用意しておく   

・危険な場所を確認する 

６．地震を経験することでいつか自分の＋(プラス)になる 

・みんなで語ることができた  

・新しい友達に会えた 

・地震に応じて動くことができる 

・学校にいるときが１番こわくなる。だから、親といると安心する 

B班が考える、「私たちが伝えたい熊本地震」 

【生活に必要なもの】 

●食料 

 ・食料などのちくせき、食料の備蓄が大切 

 ・食料こんなん 

 ・生ものの食べ物は腐るので、そこも考えて食料を備蓄する 

 ＊１週間分置いておくと良いと言われている 

●保存方法 

 ・食料を冷蔵庫に１週間分ためていても、地震が起きると 

  冷蔵庫は使えないので、冷蔵庫代わりになるものを用意する 

●水・ガス・電気 

 ・水、ガス、電気が必要だから、その代わりとなるものを準備する 

 ・食べ物・水・ガス・電気は絶たい必要だということ 

 ・灯油は確保しておく 

 ・懐中電灯を準備 

【備え〈ハード〉】 

 ・耐震をしておく 

 ・たいしんほきょうなどのたいさくをしてほしい(全てのたてものを) 

●防災グッズ〈ソフト〉 

 ・家具がたおれないようにする 

 ・家具(タンス)などの固定 

 ・家具に扉がついていたらガムテープで閉めるか 

  輪ゴムで取っ手をしばる 

 ・足を守るためにスリッパをおいとく 

 ・家のマンガを使うだっ出方法 

 ・そなえておくと、とってもやくにたつもの(ふえなど) 

 

【安全な避難】 

 ・安全を確認しながら避難する 

 ・冷静に判断できるように事前に家族と話し合うことが大切 

 ・ハザードマップなどのひなん場のことを知ってもらいたい 

 ・ひなん所の場所 

●津波 

 ・つなみがきたらどうするか・津波がきたら高台に逃げる 

●土砂崩れ 

 ・山に近づかない ・土砂災害警戒区域に入らない 

●火事 

 ・火事に注意 ・消火器の使い方 

 ・ガスの元栓をしめておく   ・避難するときにブレーカーをoffにする 

【気持ち】 

●人の大切さ 

 ・家族のつながり ・人とのつながりを感じた 

 ・人と人のつながりの大きさ(大切さなど) 

 ・ボランティアの人たちのありがたさ ・日常生活のありがたさ 

●意識・心構え 

 ・「何かが起こるのかもしれない」という心構えが大事 

 ・我が事意識 

 ・気持ちの共感(つらかった人の気持ちを聞いたり、経験した私たちの 

   話を聞いてもらって、「一人じゃない」ということをわかってもらいたい) 

●命の大切さ 

 ・命の大切さ ・命のありがたさ 
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C班が考える、「私たちが伝えたい熊本地震」 

【いやだったことや苦しかったこと】 

・災害や自身は一瞬にして命をうばってしまうもの 

・熊本地震があって普段できていたことができなくなってしまった 

【たのしかったこともあるよ！！】 

・車中泊ドキドキワクワク 

・いつもと違うごはんめっちゃ「ウマ！」 

・つらいことだけじゃない！！ 

【経験したからこそ】 

・普段から準備や備えをしておく(水・食糧) 

・色々なボランティアをしておく 

【くまもとNEWS】 

・熊本市動植物園再開園！！ 

・白旗小から大阪北部地震支援募金をいただいた 

・合宿や防災活動を通して…「他人事と思ってはいけないと感じた。」 

E班が考える、「私たちが伝えたい熊本地震」 

【気づいた・備えた】 

・火山系の災害ばかりだと思っていたけど違った 

・懐中電灯を置くようにした  

・ローリングストックをはじめた 

・水の用意している量を地震前より増やした 

【たのしかった・うれしかった・よかった】 

・友達と久しぶりに会えてよかった  

・日常の大切さが分かった 

・地域の人とつながろうと思った  

・ボランティアができるようになった 

・アルファ米などを食べ過ぎて、炊飯器で食べた白米のありがたさを感じた 

・震度がだいたいわかるようになった  

・大学の知名度が上がった(福祉避難所) 

・避難訓練が増えたことにより、授業数が減った 

・遠足が遠い場所になった(白旗グラウンド→御船) 

・強歩会の距離が短くなった 

・ボランティアでたくさんの人に出会えたこと  

・みんなに出会えた 

・知らない人と話すことができ、交流が深まった 

D班が考える、「私たちが伝えたい熊本地震」 

【支援のおかげで今ある命】 

・自えい隊の人にたくさんの水をもらった 

・地域の人に神社を建ててもらった 

・多くの企業が食料支援をしてくれた 

 

【地域コミュニティーの大切さ】 

・日頃のあいさつが災害時に役に立つ 

 

【経験していない私たちから】 

・防災を学ぶことで救える命がある 

・記憶の風化を防ぐ、わが事意識を持ってほしい 

・あたりまえに思っていることを大切にしてほしい 

【つらかった・苦しかった・嫌だった】 

・食料がない 

・水と食べ物がなかった(１週間ぐらい)。あるものだけで生活 

・お風呂が入れなかった  

・プールの水を運ぶのが嫌だった 

・バスケができなかった   

・遠足がなくなった 

・クレア(デパート)に行けなくなった  

・最初はボランティアで何をすればいいか分からなかった 

・トラックが通って、揺れると未だに心がざわざわする 

・ひなん訓練が増えた 
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５．プロジェクト２ 子どもたちの声を集めるプロジェクト ～作文・詩～ 

■募集テーマ 

•  あの日のできごと 

•  大切にしたい思い出 

•  その後に考えたこと など 

児童・生徒の皆さんが、熊本地震を通して感じたこと、考えていること、体験したこと、こうしていきたいと思っていることなど。 

■参加資格 

熊本県内の小学校、中学校、特別支援学校、中等教育学校、高等学校、フリースクールに通っている児童・生徒 

■応募総数 

192件 

■学校数 

16校(小学校12校、中学校2校、高校2校) 

■学年 

小学生：1年1件、2年3件、3年51件 

4年31件、5年8件、6年17件 

中学生：2年1件、3年78件 

高校生：2年2件 

 

■学校名 

熊本市立尾ノ上小学校、熊本市立武蔵小学校 

阿蘇市立内牧小学校、小国町立小国小学校 

南阿蘇村立久木野小学校、南阿蘇村立南阿蘇西小学校 

御船町立高木小学校、御船町立小坂小学校 

益城町立飯野小学校、益城町立広安小学校 

益城町立広安西小学校、益城町立木山中学校 

甲佐町立白旗小学校、嘉島町立嘉島中学校 

熊本マリスト学園高等学校、ルーテル学院高等学校 
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プロジェクト２－(１) 子どもたちの声コレクション ～作文一言ピックアップ～ 
 

① 熊本地震発生！その時… 

【発災時の様子】 

・家の中が逆立ちしたみたいだった 

・家具などがぐしゃぐしゃになっていて、とても驚いて声がでな

かった 

・目の前でおばあちゃんの家がつぶれた 

・ベッドの間にはさまれていて、鼻から鼻血が垂れていた 

・机に入るのもやっとのことだった 

・ただ見ているだけしかできなかった 

・くつを探して、外に出た 

・真っ暗な中、パニックになった 

・木がきしむ音、電柱が倒れる音、道路にヒビが入る音、物

が倒れる音、悲鳴だけが聞こえた。夜は冷えてとても寒く

感じた 

・パトカーや救急車の音がいっぱいで、こわかった 

・いつもはキレイに見える星も、少し不気味で怖く感じた。 

早く明るくなってほしいと心の中でずっと思っていた 

【無事を願った】 

・友達は大丈夫か心配だった 

・家にいる犬が心配だった 

・みんなの無事を願うことしかできなかった 

 

【家族と一緒に…】 

・ずっとお母さんから離れなかった 

・母の手をしっかりにぎっているだけだった 

・お父さんやお母さんが私を守ってくれた 

・妹に毛布をかぶせて、物が落ちてきても大丈夫にした 

・泣いている妹と友達を一生懸命励ました 

・お父さんとお母さんが「大丈夫だよ」と言ってくれたので、

少しほっとした 

・お父さんが出張先から帰ってきて心強かった 

【子どもたちが見た大人の姿】 

・父は近くの一人暮らしの人たちの家を回って声かけをして

いた 

・お父さんは、前の家の人を助けに行った。泣きそうだった

けど、お父さんもがんばっているから我慢して寝た 

・おばあちゃんは頭をケガしてしまった。タオルで頭をしばり、

がんばっていた 

・お父さんは自衛隊なので、服を着替えてすぐ仕事に行

った。妹はずっと泣いていた 

・消防団だったお父さんは、すぐに呼びかけや救出などへ向

かった 

・父は役場職員のため、役場に出かけた 

・医者をしているお父さんが仕事場に行った 

② 災害後の暮らしと本音 

【暮らしが変わった】 

・2カ月ぐらい車中泊をした 

・近くの公園で寝泊まりした 

・キャンプが好きなので、外での生活は大丈夫だった 

・土に穴をほってトイレをした 

・みんなが使って流していないトイレを使った 

・お風呂に入れなくて、体にいっぱいぶつぶつができた 

・地震後の生活は、一日がとても長く感じた 

【本音はきつかった】 

・全部テレビの番組はニュースだらけだった 

・ゴミもたくさん出て、生ゴミくさかった 

・水や食料が無くて、とても不便だしきつかった 

・重たい水を運ぶ毎日があった。きつくて行きたくない日

もあったけど、がまんして毎日行った 

・ガソリンスタンドとホームセンターに行った。すごい時間なら

んだ 
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【現実と向き合った】 

・片付けていると涙が出ていた 

・自分が生まれ育った家がなくなっていくのを見ていると、とて

も悲しかった 

・おばあちゃんの家が解体されることになった。おばあちゃんの

家を忘れたくなかったので、リビングをスケッチした 

【怖い気持ちが続いた】 

・玄関に入ることも、怖くてできなかった 

・トイレに行くのさえも怖くなった 

・車で寝るのは嫌だった 

・夜になるとドキドキして眠れなかった 

・地震がおこらないかすごくドキドキしながら暮らしていた 

・余震が来るたびにとても怖かった 

・ヘリコプターが通ると、ドアがガタガタと揺れるので、びっくりし

て、車にかくれたりした 

・今でも少し揺れただけでもこわくなり、涙が出てくる 

・今でも地震のサイレンが苦手 

【ボランティア活動をした】 

・避難所で納豆を配った 

・炊き出しや物資の整理の手伝いをするようになった 

・「ありがとう」の言葉と笑顔が見られるのが嬉しかった 

【いろいろな感情があった】 

・学校に避難したけど、みんながいてあまり眠れなかったし、

元気が出なかった。毎日自分の家に帰りたいと思った 

・避難所は小さい子がたくさんいて、一人が泣くと、みんな泣

いてしまうので、お母さんたちは、大変そうだった 

・県外の避難先で熊本の様子が流れ、「私だけ安全な所

にいるなんて」と罪悪感に包まれる事があった 

【あたり前が、あたり前ではなくなった】 

・やっと学校に行けるようになった時、友達の家は被災したり

していてみんな暗かった 

・お父さんやお母さんが自衛隊の人で、会えない子もいた 

・体育館は地震の影響で約一年間使えず、不安な気持ち

になった 

・益城にあった家に住んで、仲が良い友達と登下校した

りすることができない。クラスの友達と遊べない 

【少しずつ、前へ進んだ】 

・地震がこわくてようちえんに行けなかった。みんなが元気に

なるようにいろいろな人が来てくれて、行けるようになった 

・お父さんと一緒だと安心して寝られた 

・お客さんが気持ちよさそうに帰って行ったのを見たら、お父

さんがなんで無料でマッサージをやっているのか意味がわか

った。その後、お父さんの手伝いをした 

③ ありがとう －ホッとした、嬉しかった、助けられた－ 

【嬉しかった】 

・今は家族といられて嬉しい 

・先生に会えて嬉しかった 

・みんなが心配してくれて、嬉しかった 

・学校が始まったときには「やったー」と思った 

・学校にいける日がきた。みんなはすごく元気だった。すご

く安心した 

・南阿蘇には水源がたくさんあるので、住んでいて良かったな

ぁと思った 

・車中泊だったので、久しぶりに外で走って回り、体を動かし

てのびのびできた 

【ホッとした】 

・家族全員そろって、安心したのか涙がこぼれた 

・電気がついて、安心できた 

・キュウリが一番おいしかった 

・自衛隊の炊き出しの塩おにぎりは、今までで一番おいしい

おにぎりだった 

・温かいものを食べて、体だけでなく、心までポカポカと温

まった 

・みんなで食べるとあたたかくなるなと思った 
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【助けられた】 

・おとなりさんが、パンとツナマヨおにぎりを買ってくれた 

・水や電気が使える家に泊まらせてもらった 

・親戚や友達の家でご飯やお風呂に入らせてもらったりして、

いろんな人に助けられた 

・明るい友達のおかげで不安がやわらいだ 

・友達の顔を見ただけで、一人ではないと思えた 

・全国の人が支援してくれた。ボランティアにきてくれた 

 

・支援物資は、今も大切にしている 

・支援でランドセルをもらった。これからも大切に使っていき

たい 

・地震の時はなんとも と思う 思わなかった。今はありがとう

・避難所でいつも笑って過ごせたのは、ボランティア活動があ

ったからこそだと思う 

 

④ 被災体験からの学びと願い 

【学び】 

・地震のこわさ 

・地震がきたら動けない 

・水の大切さ、ありがたさ 

・食べられることのありがたさ 

・みんなで食べるとあたたかくなる 

・当たり前はとても幸せ 

【願い】 

・もう二度と地震はきてほしくない 

・地震前の暮らしに戻りたい 

・みんなが幸せに暮らせるまちが、早く戻ってくるといいな 

 

⑤ 未来へ動き出す力 

【大切にしたい】 

・復興支援で始まった太鼓チームに入った 

・被災した方々の支えになりたい 

・熊本を元気にしていきたい 

・少しでも復興に協力できたらいいな 

・こわい地震にあっても、明るく笑っていたい 

・大人になったら、困っている人を助けてあげたい 

・今しか言えないことを恥ずかしがらずに伝えていきたい 

・私はみんなに「ありがとう」を一番伝えたい 

 

 

 

 

【防災につなげたい】 

・お母さんに「この地震は忘れてはいけないよ」と教えられた 

・家族で災害がおきたときの備えについて、話し合っていれば

よかったなと思った 

・「自分の命は自分でまもる」を家で予行練習している 

・備えをしていこうと思う 

・語りついでいきたい 

・命を守る方法をみんなで考えていくことが、安心に過ごすた

めに大切 

・慌てても状況が変わらないのなら、冷静に安全に行動す

ることが必要 

・多くの人を笑顔にできたことで、自分自身が元気になった

ことを伝えていきたい 
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プロジェクト２－(２) 受賞者一覧表 

 NO 賞名称 部門 学校名  学年 氏名 タイトル 

１ 

最優秀賞 

小学生 
南阿蘇村立南阿蘇西小学校 5 橋本 藍 熊本地震を経験して 

２ 熊本市立尾ノ上小学校 6 髙﨑 理子 わすれないあの日あのとき 

３ 
中高生 

益城町立木山中学校 3 水上 奈都弥 被災した私たちへのメッセージ 

４ 嘉島町立嘉島中学校 2 大谷 百華 熊本地震が教えてくれたこと 

５ 

優秀賞 

小学生 

南阿蘇村立久木野小学校 6 野中 里歩 私が経験したつらい思い出 

６ 南阿蘇村立久木野小学校 6 林田 みちる 二年前の私 

７ 御船町立高木小学校 2 髙見 仁菜 くまもとじしんをたいけんして 

８ 益城町立飯野小学校 6 石川 元気 荒井小学校のみなさまへ 

９ 益城町立広安小学校 2 森永 千姫 じしん 

10 益城町立広安西小学校 3 ― 楽しみにしていた学校生活 

11 益城町立広安西小学校 3 中島 いつは かなしかったくま本地震 

12 益城町立広安西小学校 3 野口 ゆな くま本地しん 

13 益城町立広安西小学校 3 飯干 さあや こわかった地しん 

14 益城町立広安西小学校 6 橋本 未来 あの日から2年・・・ 

15 甲佐町立白旗小学校 6 岩村 聖 熊本地震を振り返って 

16 
中高生 

益城町立木山中学校 3 井上 愛梨 地震で学んだこと 

17 ルーテル学院高等学校 2 濵津 幸奈 その後に考えた事 

18 

特別賞 

小学生 

小国町立小国小学校 1 麻生 奈央 じしんのこわさ 

19 阿蘇市立内牧小学校 5 阿部 勇征 熊本地震 

20 南阿蘇村立久木野小学校 4 荒牧 芙有香 二年生のはじめ 

21 南阿蘇村立久木野小学校 4 大津 萌菜 じしんがおきての事 

22 南阿蘇村立久木野小学校 4 古澤 愛 あたたかい気もち 

23 南阿蘇村立久木野小学校 6 今村 歩夢 熊本地震 

24 南阿蘇村立久木野小学校 6 新村 響樹 熊本地震を通して 

25 益城町立飯野小学校 4 村上 美咲 こわかった熊本地しん 

26 益城町立飯野小学校 5 森崎 遥香 熊本地しんで感じたこと 

27 益城町立広安小学校 2 森 小羽 わすれてはいけないこと 

28 益城町立広安西小学校 3 池田 ことは くま本地しん 

29 益城町立広安西小学校 3 玉利 ともか 熊本地しん 

30 益城町立広安西小学校 3 亀井 よつは 熊本地しん 

31 益城町立広安西小学校 3 江原 ちは 二年ぶりの夏まつり 

32 益城町立広安西小学校 3 吉村 学人 くま本地しん 

33 甲佐町立白旗小学校 6 坂野 天飛 熊本地震を振り返って 

34 

中高生 

益城町立木山中学校 3 奥村 莉帆 地震から学んだこと 

35 益城町立木山中学校 3 酒見 幸作 僕をすくってくれたもの 

36 益城町立木山中学校 3 藤原 侑世 熊本地震のつらさ 

37 益城町立木山中学校 3 真嶋 伊吹 熊本地震 

38 益城町立木山中学校 3 守嶋 蓮太朗  経験者として 

39 益城町立木山中学校 3 吉住 花 あの日 

40 益城町立木山中学校 3 吉田 愛梨 地震を体験して 
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① 【最優秀賞】 作品紹介 

01．「熊本地震を経験して」 

南阿蘇村立南阿蘇西小学校 

五年 橋本 藍 

 

平成二十八年四月十六日、私は、阿蘇大橋近くの家

で、ねていました。とつぜんのゆれは、家をつきあげて、まるで、

家を持ち上げられているようでした。こわくて、声も出ません

でした。私の上に、お母さんがおおいかぶさり、その上に、お

父さんがおおいかぶさりました。ゆれがおさまると、お父さんが

私をかかえて、まどから外に出ました。そしてお父さんは、別

の部屋でねていたおじいちゃんと、おばあちゃんと、お姉ちゃん

をさがしにいきました。まっている間、外はくらやみで、よけい

にこわくなりました。しばらくすると、みんな出てきて、ほっとし

ました。みんな無事でよかったと、思いました。 

近くの親せきの人も、家にきて、 

「こわかったね。大丈夫だった？」 

と、声をかけてくれました。 

「親せきの人が生きうめになっている。他にもたくさんの建物

がとうかいしている。しばらくここでまっていた方がいい。」 

といって、男の人たちは、救出に行きました。あたりはまだ

真っ暗で、外は寒く、本当に時間が長くかんじました。外に

火をたいて、みんなでかこみました。その後も、何回も何回も

よしんが続きました。しばらくすると、 

「ゴーゴーゴー」 

という音が聞こえました。そして、しばらくすると、 

「ガシャンガシャンガシャン」 

という音が聞こえました。明るくなって、音のしょうたいが分

かりました。それは、山くずれの重さでくずれた、阿蘇大橋で

した。大人の人たちはショックを受けて、泣いていました。私

は、毎日スクールバスで通っていた道でもあるので、とても悲

しかったです。 

水も電気も通らないまま、外ですごしました。食べ物は、

れいぞう庫の中にあった物を親せきのみんなで、分け合って

すごしました。四日目の夕方に、役場の方から、 

「南阿蘇中学校へひなんしてください。」 

といわれたので、親せきの人といっしょに、中学校へいくこと

になりました。ひなんする時は、(もう家には、帰ってこられな

いかもしれない)と思い、なみだがでました。お姉ちゃんもない

ていました。 

 

 

 

 

 

中学校のひなん所に行く時は、道はガタガタでたくさんの

建物がこわれていました。とても不安でしたが、自えいたいの

車を何十台も見て、少し安心しました。 

中学校のひなん所では、自えいたいの方がごはんやおふ

ろの世話をしてくださいました。友達ともいっしょに、おふろを

入りに行ったり、勉強をしました。一カ月間、体育館ですご

し、その後二次ひなん所のファームランドで五カ月間すごしま

した。 

その間、私の家はかいたいされました。とても悲しい気持ちで

した。毎日、当たり前にすごしていた場所がなくなってしまう

のは、悲しいです。 

 この地震を経験して、大事な物はたくさんなくなったけれど、

たくさんの方にしえんをしていただきました。まだ仮設住宅に

住んでいますが、お年寄りの方たちと、ラジオ体操をしたり、

友達といっしょに勉強や遊びをして、元気にすごすことができ

ています。 

 いつか恩返しできる日がくるといいなと思います。 
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02．わすれないあの日あのとき 

熊本市立尾ノ上小学校 

六年 髙﨑 理子 

 

熊本地震が起こったとき、妹は一年生でした。ベッドの中

で、入学したばかりの妹と明日から始まる給食のことを話し

ていると、午後九時二十六分。いきなりはげしいゆれがおそ

ってきました。始めは妹がゆらしたのかと思っていたけど、あま

りに長く、怖くなり、妹と手をつなごうと妹の手を必死で探し

ました。でも妹の手はどこにもありませんでした。先に母のとこ

ろにいったのかと思ったりして、真っ暗な中、私はパニックにな

りました。ゆれがおさまると、一階から 

「地震だよ、早く降りてきて。」 

と言う母の声が聞こえました。すぐに降りていくと、 

「机の下にかくれなさい。早く！」 

と父に言われました。あんなにあわてた父を見るのは初め

てでした。しばらく続いた余震が少なくなってきたとき、私はな

ぜか笑いました。怖い気持ちと、ほっとした気持ちと、いろい

ろな気持ちが混ざり合っていたのかもしれません。 

その日は、父が家にあったタンクに水を貯め、断水に備え

ました。 

そして十六日。誰も予想していなかった震度七の本震。

大きな揺れのあと、 

「バチッ。」 

そうです。一昨日はなかった停電です。テレビも消え、ブレ

ーカーも落ち、ただ家がゆれる音だけが、家中に響き渡りま

した。 

次の日、祖父母が家に来ました。断水になり、水をどうする

かをみんなで話し合いました。その時、私はある事を思い出

しました。以前、妹と習い事の帰り道に井戸を見つけ、 

「ここはね、災害があったときに使うんだよ。」 

と話したことを思い出したのです。 

「ねえ、たしか、近くに災害用の井戸があったよ。」 

「それ、本当。どこ。」 

と父に聞かれ、私は場所の地図を書き、父と祖父に渡し

ました。 

しばらくすると、父と祖父が二リットルのタンクを二つ、水を

満タンにして帰ってきました。この水のおかげで、私たちはトイ

レ用の水には困りませんでした。 

食料は缶詰や学校のボランティアで配られたものを食べま

した。 

 

 

 

 

妹といとこと小学校に行き、ボランティアで納豆を配りまし

た。そこで目にしたのは、水や食料をもらうために待っている

たくさんの人たち、車中泊をしている人たちでした。中には家

族に会えずにいる人もいました。 

 家に帰って、インターネットで衛星写真を見ると、町全体

が青くなっていました。何かと思い拡大してみると、それは屋

根にかけられたブルーシートでした。現在もブルーシートがか

かっている家もあります。 

 私がこの地震を通して学んだことは三つあります。 

 一つ目は、助け合いです。人は一人ではなく、みんなで助

け合い支え合うことで、どんなにつらくてもがんばることができ

ると改めて思いました。 

 二つ目は、備えるということです。私は地震の後、防災グッ

ズを自分でそろえました。そろえた物は、水一リットル、おか

ゆなどのレトルト食品、自分の好きなまん画、筆記用具など

です。これだけあれば、二日間は生きられるそうです。 

 三つ目は、「当たり前」の大切さです。地震を経験してい

ない人は、家族そろってご飯を食べたり、寝たりすること、水

道からは水、ガス管からはガス、コンセントからは電気、そん

なことが当たり前と思っている人が多いのではないでしょうか。

私もそうでした。 

 しかし、地震が起こることで、当たり前のことが当たり前で

はなくなりました。私はこの地震では、「当たり前」のありがた

さを知ることができました。 

 これらのことを忘れずに、これからの生活に活かしていきた

いです。  
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03．被災した私たちへのメッセージ   

益城町立木山中学校 

三年 水上 奈都弥 

 

二〇一六年、四月十四日、十六日、地震が私たちの

住んでいる熊本をおそいました。 

私は、十四日の夜、いつものように父と母との団らんを楽

しんでいました。その頃、兄は自分の部屋で勉強をし、弟は

二階で寝ているところでした。 

そんな時、小さい揺れから大きな揺れへと変わり、電気も

消え、目の前が真っ黒になりました。そして、地面にはいつく

ばり、母と抱き合いました。私と父と母は無事でけがもなく安

心はしたけれど、兄と弟は見える範囲にはいなかったので、と

ても心配しました。なんとか兄は自力で部屋から脱出し、弟

を助けにいってもらいました。弟は地震には気付いておらず

寝ており、その横に大きなガラスの棚が倒れていたそうです。

私たちは数多くの障害物をのりこえ、命からがら家から脱出

しました。すぐさま車の中ににげこみ、暗闇の中で見えた荒

れはてた家、あの空間で感じた恐怖を私は受けとめたくなく

て、いつのまにか泣いていました。私の十二年間の歴史がた

くさんつまったあの場所でこれからも、ずっとずっといつまでもつ

くっていけると思っていました。今が幸せだったとしても、明日、

明後日はそうとは限らないということを痛いほど思い知らされ

ました。 

十六日の夜も車の中で寝ました。深夜ごろに、またもや

二度目の地震が私たちをおそいました。十四日の家での揺

れよりも、十六日の車の中での揺れのほうが強かったことを、

今でも覚えています。その後、消防士の方々に連れていか

れ、避難所での生活が始まりました。 

避難所での生活一日目の夜、たくさんの人々が、現実を

受けとめることができず、道端を歩いて益城町の風景をずっ

とながめて、涙ぐむ人がいました。たしかにその気持ちは理解

できます。なぜなら、とくにお年寄りの方々は、ずっと益城町 

で生活しており、これまでたくさんのものを見てきて、この場所

で思い出をつくったり、色々な成長をとげてきたからです。私

も正直、その時は益城町の状況を受けとめることができませ

んでした。 

私が避難所での生活の中で一番忘れられない出来事

があります。それは、支援物資で、スリッパが配布されること

になり、並んだ時のことです。私は、父と母、兄と弟と私、祖

父母の分をもらって帰っていると、一人の女性が、 

 

 

 

 

「あの人さ、どんだけ持っていってんの。欲張りすぎでしょ。」 

その言葉に私はショックを受け泣きたくなり、涙をこらえな

がら帰りました。そして、母の顔を見ると思わず泣いてしまい

ました。その女性はおそらく、私が一人で七つも使うと思って

欲張りという言葉を使ったのだと思います。その女性以外に

も、私の周りにいる人は、今、生きることにとても精一杯で、

相手のことを考える余裕がなかったから、そういう言葉が出た

のでしょう。 

そして、四カ月間の避難所生活をやっと終えることができ、

現在は、仮設住宅に住んでいます。よく、みんなから、 

「仮設って大変でしょ。」 

と言われます。正直、その言葉を聞く度、いい気持ちはし

ません。たしかに、仮設だから大変というイメージがわくのは

分かるけど、それを理由に動いていると言われているような気

がします。 

今回の熊本地震を通して、失ったものはとても大きかった

けど、それを機に仲間はどんなに大切で必要なのか、人は

誰かに支えられないと生きていけないということを痛感しまし

た。熊本地震で亡くなった方々のためにも、自分の命も周り

の人の命も大切にしていき、一生懸命、生きていこうと思い

ます。 
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04．熊本地震が教えてくれたこと 

     嘉島町立嘉島中学校 

二年 大谷 百華 

 

四月十四日、四月十六日、最大震度七の大きな地震が私た

ちの住む熊本を襲いました。 

私の家族は、六人家族です。お母さんと、お父さん。そして、私

の下に妹が二人と弟が一人の四人兄弟で、長女が私です。 

前震がおきた四月十四日。その日はちょうど、お父さんは仕事で

東京に出張中でした。お母さんは、会議で御船町に行っていまし

た。なので私たち兄弟は、宇城に住む祖父母の家でお母さんの迎

えを待っていました。とつぜんドンッ！と下に落ちたあと横にめっちゃ

ゆれました。私は、寝ていたけれど、ドン！という大きな音と、はげし

いゆれですぐに目がさめました。飛びおきると、祖母が妹を一人だき、

祖父が弟をだいていました。もう一人の妹はというと、あんなはげし

いゆれの中寝ていたのです。頭に物が落ちてこないように座椅子を

頭にかぶせました。ほんの十数秒のゆれでしたけど、何分もゆれて

いた気がしました。ゆれがおさまったあと、すぐにテレビをつけ、今どん

な状態なのかを確認しました。嘉島町は震度六弱ぐらいでした。そ

れを見て私は思いました。私たち兄弟は、両親のいない中家で留

守番していたらどうなっていたのでしょう。私は長女として兄弟みん

なを守れたのでしょうか。だれかに助けを求めることができたのでしょ

うか。私はきっと、いや絶対に的確な判断ができないと思います。

改めて祖父母の家にいてよかったなぁと思います。 

地震がおきてすぐに、東京にいたお父さんから電話がかかってき

ました。 

「大丈夫？だれもケガしてない？」 

と、とてもあわてた様子で、心配した内容の電話でした。お父さ

んも東京でちょうどテレビをみていた時に速報で地震があったと流れ

とてもビックリし、すぐに電話したそうです。お母さんと電話のつながら

ない中、お父さんからの電話がかかってきたので、声を聞いただけで

とても安心しました。そのとき、お父さんのそんざいは大きいなと思い

ました。その後すぐ、お母さんが迎えに来てくれました。お母さんと、

祖父母たちと一緒に近くの空き地に行き、嘉島の家が心配だった

ので兄弟のことを祖父母にまかせてお母さんと二人で嘉島に行きま

した。行くと中も余震で車がゆれるし、私の周りの家は地震のせい

で全てつぶれてしまっていたので、とてもこわかったのを覚えています。

けど、大好きなはとこにも会うことができたのでとてもうれしかったです。

そして、必要な物だけとった後すぐに祖父母の所へもどりました。何

度も続く余震にいつまでたってもなれず心臓がバクバクしていました。

いつもはすぐ寝られるのになかなか寝られませんでした。 

次の日、お父さんは朝から空港に行きその日に帰れる便を探す

ために一日空港にいたそうです。夜七時着に帰れる便があるという

連絡があり、私たちは震源地の益城にある空港へと行くことにしま

した。益城に住んでいるお母さんの友だちに嘉島から益城に行くま

でに何時間もかかるから早く家を出たほうがいいよと教えてもらい、

いつもより早めに家を出ました。益城の道は嘉島に比べものになら

ないほど、道が悪く周りの家も地震のせいでつぶれていて、益城に

私たちしかいないと錯覚させられるほど静かでした。やっと空港につ

き、お父さんが乗っている飛行機が来るまで待っていました。何分

かたってお父さんの顔が見えたときは涙がでそうになるくらいうれしか

ったです。兄弟みんなでお父さんのところに行き飛びつきました。や

っと家族みんながそろいとても安心しました。やっぱりお父さんがいる

のといないのでは、安心感はもちろん、こわい気持ちもうすれていく

のを感じました。そして、みんなで家に帰り、ぐちゃぐちゃだった家の

中を少し片づけたところでふとんをしいて寝ました。 

四月十六日本震がありました。みんなで寝ていた時で、頭はま

わらないし、ゴゴゴ―という音がこわいし、夜だからまっくらでよりいっ

そうこわかったです。おきてすぐのまわらない頭でも反射的に近くにい

た妹の上にかぶさり、かばいました。その妹とは、兄弟の中でも一番

ケンカをし、一番仲が悪いのにいざというときに妹を守るのはやっぱ

りお姉ちゃんだなぁとお母さんが後で言っていました。停電で、電気

もつかなかったけど、ちょうど月の明りで一番近くのまどが照らされて

いたので、月明りをたよりにしみんなはだしのまま、うらの公園へ逃

げました。私は、このとき初めて人間ってあせりや不安を通りこすと

冷静になるんだなぁと思いました。ゆれがおさまったころ家の前まで

もどるときに、 

「子どもたちの声が聞こえんぞ！」 

「まどガラス割るか!?」 

と言う声が聞こえてきました。となりの家の人や近所のおじちゃん

たちが懐中電灯を持って、私たちの家まで見に来てくれました。あと

あと考えてみるとあのときは本当にありがたかったなぁと思います。私

たちは、車の中へ行き、お父さんだけ家の中に入ってくつや毛布な

どをとってきてくれました。その日はさすがに家の中で寝られないので

避難所へと行き、生まれて初めて車中泊をしました。この地震でた

くさんの方々が亡くなられている中私たち家族はぶじみんなで避難

することができ、心の底から良かったと思います。 

私がこの地震で学んだことは、家族の大切さです。今までは、毎

日たくさん妹とケンカしてきました。妹がいてあたりまえ、家族がいて

あたりまえという考えだったけどこの地震のおかげで、家族がみんな

生きていてあたりまえの生活ができることがキセキなのだと改めて学

ぶことができました。人はいつか死んでしまうけれど、今回の地震の

ように急に自然災害がおきたりなどして家族が死んでしまうかもしれ

ません。なので私はこれから、「ありがとう」や「ごめんなさい」、「いっ

てきます」などの今しかいえないことをはずかしがらずに伝えていきた

いと思います。毎日を楽しく、嫌なことも笑ってふきとばして一日一

日を大切に生きていきたいです。たまにはこのように、作文に書いて

地震のことを思い出し、明日が必ず来るとはかぎらないので、今で

きることを精一杯やっていこうと思います。今ある命を大切に、毎日

笑顔で楽しくすごしていきます。
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② 【優秀賞】 作品紹介 

05．私が経験したつらい思い出 

南阿蘇村立久木野小学校 

六年 野中 里歩 

 

「ゴゴゴゴゴゴーー」 

山の奥の方から地響きが聞こえてきたそのしゅんかん。 

「ダダダー。グラグラ。バキバキ。」 

大きなゆれが私たちをおそった。お父さんが私とお母さんの上に

布団と一緒におおいかぶさってくれた。タイミングを見計る父。 

「こっちからー。」 

大声が耳に入った。けれど家がかたむいてドアがあかなかった。お

父さんが、 

「ガッ」 

とあけて外に出た。しばらくして二階のさっしが割れて窓が宙にう

いていた。 

「車のかぎがない。」 

「メガネが。」 

「さむーい。」 

みんなの声が飛び交う。お父さんが、 

「どこにあった？」 

と聞いてから、まだゆれゆく中、家に入っていった。必要なものを

もってきたら、父はまたもや家の中に入った。なんと、地震が続くな

か、父は写真をとっていた。そんなことをしていたから、車にもどってき

た父の手の甲には小さな切り傷があった。だが、そんなことは気にし

なかった。父は近くの一人暮らしの人たちの家をまわって声かけをし

ていた。私は自分のことまでせおいきれないのに、父と母は近くのご

ねんぱいの方々まで気にかけていた。 

いつの間にか日が出ていた。お母さんはガスコンロとのり、前の日

にしこんでいたごはんをもってきて、ガスコンロの上にはなべがあって

火がついていた。そしてのりまきを作って地域の人に配っていた。ひ

なん所でも調理室で朝・昼・晩のごはんを作ってみんなと食べてい

た。水は、水源でくんできたり、となりの人の家の井戸の水を使った

りなど協力していた。私も色々手伝った。 

しばらくたった。外に出ると、いつもの山が、みどりが茶色に見える

所が何カ所もあって地震だと改めて実感した。そしてなにより心配

したことが一つあった。それは、家で一緒に暮らしている猫のニャオ

スケだ。地震後、まだ帰ってこない。たなの下じきにされたりしてるん

じゃないかとずっと思っていた。十日まっても帰ってこない。その次の

日に、やつれてもなくやせほそってもない、いままでのニャオスケが帰

ってきた。私は、『よかった。ねずみでもつかまえて食べたのかな』と

思った。そして、ひなん所で支えん物資をとりにきていたかほちゃんに

会った。つらかった心がホッとした。あそぼうのさとでたくさんあそんだ。

とっても楽しかった。 

夜、ねるころに、父と母のけいたい電話の地震を知らせる音が鳴

った。私はあの音を聞くたびに、またあの夜みたいなゆれがくるんじゃ

ないかと思って大っきらいだった。あの音が。 

学校が始まって、私は家のとなりにある小屋で九月くらいまでくら

していた。もう五カ月くらいたっているのに、私はまだ家に入るのがこ

わかった。とってもこわかった。 

半年ぐらいたって落ちついていたある日、久しぶりに弱い地震が

あった。そんなことだけど、私はこわくてビビりまくっていた。お母さんや

お父さんのそばにいないとこわい状態だった。 

そして、学校で友達と会うのがうれしくて楽しかった。しかし、一

人だけ八代に転校してしまった子がいた。けれど、今では南阿蘇に

もどってきた。私は、自然の力におどろいた。もう、こんな経験はした

くない。 

06．二年前の私 

南阿蘇村立久木野小学校 

六年 林田 みちる 

 

四月十六日、青森県大畑町にいた小学四年生の私には、あ

まり状況が分からなかった。熊本には、お父さんの実家があり、幼

稚園から小学二年生まで住んでいた。そのため、多くの親せきや友

達がいた。おばあちゃん家が市内にあったため、大きな被害にあって

しまった。小学四年で、助けてあげることのできない私には、ただ、

心配してみんなの無事を願うことしか出来なかった。私は、『またあ

の時みたいになっていたらどうしよう…』と不安になっていた。 

平成二十三年三月十一日、家の事情で引越しが多い私は、

仙台の近くにいた。ちょうどその時はおひるねの時間で、保育園の

ホールでクラスのみんなとすやすやとねむっていたその時だった。十四

時四十六分。周りがざわつき、私は目がさめた。『赤ちゃんが泣い

てる。先生達もこわい。どうして保育園グラグラしてるの？何があっ

たの？』どうしてみんながあせって、急いでいるのかが分からなかった。

まどから見えるのは、いつもとはちがうあれた場所だった。ブロックべい

はくずれ、お店のかんばんは折れ曲がり、保育園のシーソーはだれ

も乗っていないのにギッタンバッコンと勝手に動いている。こわい。た

だ、私は安全な所へにげた。ふり返ると見たことのないぐちゃぐちゃの

街。いままでにない恐怖を知った私。どうしてこんなことになったかを

知ったのは、次の日の朝。それでも、あまりりかい出来なかった。 

東日本大震災。それは言葉では表せないくらい悲しく、おそろし

いものだった。小四になってやっと分かった。地震。罪のない人もの

みこむひどい災害。『熊本でもあのおそろしいことが起こってしまった

んだ。』 

地震から四日たったある日、わたしは朝のニュースで熊本へ飛

行機で行って食料などを運び助ける男の人のことを知った。『これ

なら私も出来るかも！』すぐに飛び上がりお母さんに言った。 
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「お願い！私も熊本行きたい！行ってみんなを助けたいの！」 

「何言ってるの！小四の子が行ってもどうしようもならないじゃない。」 

あっけなく断られてしまった。『小四の子が行ってもどうしようもなら

ない？…せっかく行って助けられるって思ったのに…！』くやしい。助

けてあげられない。くやしかった。子どもだから、私がまだ子どもだから。

助けてあげたいのに。プルルルルプルルルル…その時、一本の電話

がかかってきた。『だれからだろう。』 

「はい。もしもし。」 

「あ！やっとつながった！」 

聞き覚えのある声だった。 

「え…おばあちゃん？！大丈夫なの？みんな元気なの？」 

「うん、みーんな元気よー！」 

「さっきね、熊本に行ってみんなを助けたいって言ったら、あなたはダ

メって。ひどくない！？」 

「…でもね。たぶんあんたのことを思って言っとるとだけんね。こっちは

大丈夫だけん心配せんでいいよー！全然大丈夫だけんね！」 

「…分かった。」 

「うんうん、じゃ！」 

『ツーツー…』お母さんがどうして行っちゃダメって言ったのか分かっ

た気がした。 

平成三十年。地震から二年経った。やっと分かった。地震のお

かげで分かった。人の支え合いや思いやりを。あの地震で多くのこと

を学んだ。もしかしたら、あの地震があったからこそ、今の私がいるの

かもしれない。 

07．「くまもとじしんをたいけんして」 

御船町立高木小学校 

二年 髙見 仁菜 

 

四月十四日よる九時三十分ごろ、わたしは、おとうさんとテレビ

を見ながらねようとすると、とつぜんグラグラと大きくゆれました。そし

てけいたいが「じしんです。じしんです。」と音がなり、おとうさんがうえ

にのってきました。これが一回目のじしんです。 

四月十六日しんや一時ごろ、ねていると二回目のじしんがおこり

ました。 

二回のじしんで、いろいろなたいけんをしました。 

すいそうの水がこぼれて、へやが水びたしになり、たなからおさらが

おちてわれたり、てい電でまっくらになり、水がとまって、トイレはちかく

の川の水をバケツでくんでながしたり、どうろがボコボコになっていて、

しんごうがきえていて、スーパーやコンビニがしまっていてなにもかえな

くなりました。 

水がでないので、一しゅうかんくらいおふろに入れませんでした。こう

さ町にすむともだちが、水がでるようになったので、おふろをかしてくれ

ました。まい日入れていたのに入れず、ひさしぶりにおふろにつかった

ときは、とてもきもちよくてありがたかったです。それからまい日、なん

回もなん回もよしんがくるので、ひどいときだけそとにでていました。 

一回目のじしんも二回目のじしんも、けいじどうしゃにおとうさんと

おかあさんと3人でねました。まわりがどうなっているのかわからないの

で見にいきました。そのときは、ほいくえんの年長さんだったので、ほ

いくえんを見にいきました。ほいくえんのちかくのおうちでは、かわらを

おとしたり、かたづけたりしていました。ほいくえんについたらガラスが

われていて、えんていにひびが入っていて、先生たちがかたづけをし

ていました。ちかくのセブンイレブンはあいていて、おにぎりとパンはな

くなり、ジュースはすこしだけありました。かえって車でようすを見にい

ったら、ガソリンスタンドは、あいてなくて、とおくのガソリンスタンドにい

ったら一時間かかりました。ましき町は、ほとんどとおれず大じゅうた

いでした。けんどうにいくと、いえがつぶれてどうろにたおれていたり、

はしらやかべがくずれていたりして、とてもこわかったです。 

そして、まい日水がないので小学校にくみにいきました。学校で

は、たきだしがあったり、しえんぶっしをもらいにいきました。 

じしんをけいけんして思ったことは、いつもできることができなくなって

とてもたいへんでした。じしんがあって、たくさんのしえんぶっしをもらっ

てありがたかったです。 

わたしのほいくえんは、こわれてしまって、かりのしせつでそつえんし

ました。そのときも、しえんでランドセルをもらいました。これからもた

いせつにつかっていきたいと思いました。ありがとうございました。 

08．荒井小学校のみなさまへ 

益城町立飯野小学校 

六年 石川 元気 

 

いつも飯野小を応援していただきありがとうございます。西日本

豪雨や大阪の地震がありましたが、兵庫県では、どうでしたか。熊

本でも二年前の地震のあと豪雨で学校の横の岩戸川がはんらん

し魚やカニが、学校の玄関前にうち上げられていたのを思い出しま

した。通学路にある用水路もはんらんしました。地震の後なので、

いっそう怖さがましました。こわれた家や庭で生活している人達は、

もっと大変だったと思います。ぼくは車中泊をしていたので怖くてね

むれませんでした。 

ぼくは四年生の時、熊本地震を経験しました。一回目の地震

の時は、キッチンのテーブルに座っていました。するといきなり、テーブ

ルといすがとび上がり、本だなが、たおれました。するとすぐ、停電を

してまっ暗になりました。お母さんと妹とぼくで、けいたい電話と、さい

ふを持って自動車に乗りました。お父さんが、骨折で入院していた

ので、その病院に行こうとしました。だけど、救急車などで車がじゅう

滞していて、病院まで迎えに行けませんでした。だからお父さんは、

病院から、一キロメートルほどある所まで歩いて、ぼく達の所に来ま

した。お父さんは、そのまま退院してぼく達と一緒にいてくれました。

その日は、お母さんが勤めていた熊本市内の小学校の駐車場で

ねました。ヘリコプターの音と救急車の音が一晩中なりひびいていま

した。そしてその時いろいろな所が、火事になっていました。次の日

は、熊本市のいとこのマンションに避難しました。しかし本震で大き
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くゆれ、外に避難し、そのマンションの駐車場でねました。となりのマ

ンションの一階がつぶれていました。その後は、二カ月くらい車中泊

をしました。 

熊本地震の後四月二十日から飯野小は、休みでしたが、青空

教室がありました。久しぶりにみんなと会えてうれしかったです。中

庭でレクレーションをしたり、かたたたきをしたりしました。車中泊だっ

たので、外で遊ぶ事ができず、久しぶりに外で走って回り、体を動

かしてのびのびできました。その後学校が始まってから全国からはげ

ましの手紙をもらったり支援に来てもらったりしました。一番心に残

っているのは志村動物園です。たくさんの動物が体育館に来てとて

も元気が出ました。 

全国の方々からはげまされて「ずっとくじけていてはだめだ」「がん

ばろう」と思うようになりました。荒井小学校からは何度も募金して

もらったり、手紙をもらったりしました。とても感謝しています。今度

はぼく達が苦しんでいる人達を支援していきたいと思います。本当

にいつもありがとうございます。 

09．じしん 

益城町立広安小学校 

二年 森永 千姫 

 

四月十四日、十六日大きなじしんがきました。私が三才まです

んでいたアパートは、つぶれてしまい、私のおうちは新しいおうちだっ

たけど、じめんにヒビがたくさん入ってななめになってしまいました。昼

はおうちでかたづけをしたりしていましたが、よるはこわくて、何日か

パパの車でねました。私には三才のいもうとと、七カ月のおとうとが

います。おとうとがかぜをひいてしまい、ひなんじょにいきましたが、人

がたくさんいておうちにかえりました。私のおうちは、二カ月ちかく水が

でなくてトイレのはい水もこわれてしまったので、トイレはお外かオム

ツにして、おふろはじえいたいさんのおふろか、おゆをわかして、赤ち

ゃんのときにつかっていたベビーバスでした。いろいろたいへんだったけ

ど、わるいことばかりではありませんでした。それは、たくさんの人との

出会いがあったからです。それまで近所の人はあまり知らなかったけ

ど、みんなでたすけあいました。それと、じえいたいさん、しょうけいの

おねえちゃんたち、ピースボートの人たち、水道きょくの人、グリーン

コープさん、海上ほあんちょうの人、ハイムさん、とおくからのボランテ

ィアさん、ほりじゅんさん、オレンジパフェさん、かいたい工事のおにい

ちゃんたち、同じましきで大へんなのに、すぐにびょういんをあけてくれ

た、かいが先生、はが先生、ちかくのやきとりやさん、しんせきのみん

な、パパの東京のおねえちゃんのおともだち、ひなんじょでひなんして

いる人たち、とにかくたくさんの人に出会いました。じしんがこわくて、

ようちえんに行けなかった私でしたが、ようちえんにもみんなが元気

になるようにいろいろな人が来てくれて行けるようにもなりました。私

は、じしんがきてすぐ、がんばろうという気もちと、ありがとうという気も

ち、がんばってますという気もち、たくさんの気もちをこめてボードを作

りました。それを見た記者の方が新聞にのせてくれて、とてもうれし

い気もちになりました。 

じしんは、とてもこわく、たいへんだったけど、みんなのあったかい出

会いでがんばれました。私はみんなに「ありがとう」を一ばんつたえた

いです。 

11．かなしかったくま本地震 

益城町立広安西小学校 

三年 中島 いつは 

 

前しんのあの時、何がおきたのか全く分かりませんでした。お母さ

んにおこされ、となりにねていた妹はだっこされて車にひなんしました。

お父さんが帰ってきたのは夜中でした。おそかったので心配しました。 

朝、大切にしていたメダカがたくさんしんでいて、とてもショックでし

た。わたしは、かなしくてしかたありませんでした。 

テレビにうつるわたしの町は、こわれていました。ようち園に行く道

は電柱がたくさんたおれ、道路がわれていました。かなしい気持ちに

なりました。 

わたしは、お水は出ないけど、生きのこったメダカをつれて、なごみ

町のおじいちゃんの家に行きました。 

一カ月以上たって、やっと学校に行けました。友だちと会えてうれ

しかったです。みんながぶじで安心しました。 

その日はきゅう食がなく、きゅう食センターも地しんでこわれてしま

ったので、ざんねんでした。入学して、二回か三回しかきゅう食を食

べることができませんでした。地しんの後、しばらくかんいきゅう食がつ

づきました。りょうも少なく、つめたくて、入学してすぐに食べた温かい

おいしいきゅう食が食べたくなりました。今でもきゅう食センターはこ

われたままなので、となりの熊本市からきゅう食がとどけられます。た

くさんの人から助けられているので、かんしゃしてのこさず食べます。 

わたしの家は、大きなひがいもなく、地しんの前とかわらない生活

ができています。学校には、今もかせつじゅうたくから通っている友だ

ちがいます。自分の家に、一日でも早くもどる日がきてほしいです。 

学校も、みんなで大切に使いたいです。まだまだ地しんの前と同

じ様子にはもどっていないけど、少しでもみんながすんでいたましき

町にもどせるように、わたしもきょう力したいです。こまっている人を助

けられる、強くてやさしい人になりたいです。 

地しんでけがをした人、なくなった人もたくさんいます。わたしの弟

が生まれた熊本しみん病院も、大きなひがいがありました。弟は一

〇六八グラムと、とても小さく生まれたので、NICUという所に五カ

月入っていました。テレビで入いんしていた赤ちゃんが、他の県につ

ぎつぎと運ばれているところを見ました。家族がばらばらになっていて、

かなしくなりました。 

毎日が当たり前みたいにくらしていたけど、地しんがあって、電気

や水の大切さがよく分かりました。今のゆめは、自分やまわりの大

切な命をしっかり守って、人の力になれるやさしいけいさつかんにな

ることです。 
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12．くま本地震 

益城町立広安西小学校 

三年 野口 ゆな 

 

平成二十八年四月十四日午後九時二十六分しんど七の地

しんがおきました。「ゴー」という音と、「ガチャンガチャン」とお皿がわ

れる音。「ガタガタ」と物がたおれる音。いろんな大きな音といっしょ

に、全てが大きくゆれました。わたしは、妹にふとんをかぶせ、わたし

もふとんをかぶり、体をまもりました。 

長い大きなゆれが終わると、ふとんの上でくつをはいて、外に出ま

した。同じアパートの人たちもいっせいに出てきて、ぶじをたしかめあ

いました。わたしもあわてたけど、しっかりしなくちゃと思って、こわさを

わすれ、ないている妹と友だちをいっしょうけんめいはげましました。

なんどもくる地しんに、みんながこわがりました。大人たちが話し合っ

て、小学校にひなんすることになりました。 

そのころ、わたしのパパは、くま本市内にある飲食店ではたらいて

いました。パパからママのスマホに、ぐちゃぐちゃになったお店の写真

がおくられてきました。わたしは、その写真を見て、パパがしんでしま

ったのではないかと、とてもかなしくてなきました。その後、パパと会え

た時は、とてもうれしかったです。 

次の日は、明るい時は家ですごし、夜は車の中にふとんをしきつ

めてねました。本しんの次の日に、ふくおかにあるおじいちゃんの家に

つれていってくれました。 

わたしは、四カ月くらいひなんして、ふくおかの小学校に通いまし

た。みんなとてもやさしくて、運動会ではひさいしたくま本の人たちに、

もくとうをしてくれました。わたしは、たくさんの人たちのおかげで、地

しんのことをわすれるぐらい安心してすごすことができました。今でも、

ありがとうの気持ちでいっぱいです。 

くま本にもどってからは、くずれた家やガタガタになった道を見ると

かなしかったけれど、小学校では、たくさんの人たちがふっこうをねが

っておうえんにきてくれたから、がんばろうと思いました。 

わたしは、くま本地しんを体けんしてから、ぼうさいくんれんの大切

さを強く感じました。さいがい時にあわてずに行動できるよう、自分

のいのちや人のいのちをまもれるように、たくさんのことを知って、くん

れんにさんかしたいと思っています。 

そして、たくさんの人たちのやさしさのおかげで、今しあわせにくらし

ていることへのかんしゃの気持ちをわすれず、わたしができるおんがえ

しをしたいです。西日本ごう雨でくるしんでいる人たちも、早くふっこ

うできるようにねがっています。 

13．こわかった地しん 

益城町立広安西小学校 

三年 飯干 さあや 

 

地しんがおきたのは、わたしは小学校に入学して、四日目のこと

でした。まだお友だちもできていない小学校にもなれていないころで

した。明日の学校のじゅんびをして、お母さんとふとんに入ってしばら

くした時でした。とつぜんおうちがゆれだしておもちゃがたくさんおちて

きて、わたしはこわくてお母さんにだきつきました。ゆれがおちつき、し

ばらくするとお父さんがあわてて帰ってきました。その後もゆれが何

回もあったので、家族四人でひなん所の広場に行くことにしました。 

ひなん所にはたくさん人が集まっていました。空を見上げると、たく

さんのヘリコプターがとんでいて、色いろなサイレンがなりひびき、こわ

い夜でした。その夜は、ひなん所の広場でねました。朝になり、家に

もどると、おさらがたくさんわれ、どろぼうが入ったみたいにぐちゃぐちゃ

でした。お水も出ませんでした。その夜はこわかったので家族みんな

でリビングでねることにしました。 

もっとこわい地しんがおきたのはその夜でした。ぐっすりねていたら、

とつぜん大きい音とゆれがありました。外からは、「バリバリ」「ドーン」

という音が聞こえ、何がおきたかわかりませんでした。おふとんの近く

に置いていたヘルメットをかぶり、車にのりこみました。わたしは、こわ

くてふるえがとまりませんでした。なみだも出てきました。車でひなん

所に行くと中も、かわらがおちてきたり、かべがこわれたりしていて、ち

ゃんと行けるか心配でした。ひなん所につくと、へんなにおいがしてき

ました。お母さんに聞くと、ガスのにおいだと教えてくれました。その夜

は、ひなん所で車の中ですごしました。朝になり家に帰ると、一回

目の地しんより家の中がぐちゃぐちゃでした。ガラスがわれ、色いろな

物が落ち、かべはわれ、穴があいていました。そして一番かなしかっ

たことは、水そうがわれ、ずっとそだてていた金魚がしんでいたことで

した。それからわたしたち家族四人は、しばらく車の中でひなん生

活をしました。ひなん生活はとても大へんでした。ごはんは外で作っ

て外で食べて、トイレはお水をもらってきて流し、おふろは遠い所ま

で入りに行ったり、おなべでお湯をわかし、体をあらったりしました。 

わたしは、毎日当たり前のように温かいごはんを食べ、トイレに行

き、おふろに入り、それがいつもの生活でした。でも、地しんがおき、

それができなくなりました。学校にも行けなくなりました。 

わたしは三年生になり、地しんがおきて二年たちました。いまでも

少しゆれただけでもこわくなり、なみだが出てきます。地しんのときに

たくさんの人にたすけられたことをわすれずにいようと思います。 

14．あの日から２年… 

益城町立広安西小学校 

六年 橋本 未来 

 

四年生になってすぐの四月十四日九時二十六分のことです。

家族全員でテレビを見ていたら、下から「ドン」と大きな地鳴りがし

たあと、すごいゆれが熊本県をおそいました。ゆれが終わったあと、

幸いに私たちの家は停電しなかったけど、お皿や私たちの心からつ

ぎつぎに割れていきました。私はそのとき「全てが終わった。もう死ぬ

んだ。」と思いました。おばあちゃんにも連絡がつかず、不安をかかえ

たまま、なにをしていいかわからず、とりあえず外に出てコンビニにい

きました。コンビニについてすぐに、震度五弱の地震が来て、周りに
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いた人は悲鳴を上げていました。私は、「今なにが起こった？」とい

う気持ちでした。目の前で家がこわれていました。とりあえず、私た

ちはグランメッセにひなんしました。空を見てみると、まるで戦争みた

いにヘリコプターがとんでいました。私は本当に怖くて、夜も眠れま

せんでした。 

そして、朝になって家に行きました。私は心にポッカリ穴が開きま

した。かいだんがひび割れ、家の中がぐちゃぐちゃで、お皿、コップが

ほとんど割れていました。とても悲しくて悔しくてたまりませんでした。

そして、私たちは家を片づけていとこの家にひなんしました。私は、

いとこの家でもずっとびくびくしながら寝ていました。そしたら、本震が

来ました。その夜はずっと外で寝ていました。ずっと余震が続き、とて

も怖い一夜を過ごしました。朝になって、いとこのお母さんが 

「ここはあぶないから、帰った方がいいよ。」 

と言ったので、私は益城町に戻りました。それから、私は二週間

車中泊をしました。車中泊をしていた二週間は、学校で友達と一

緒にボランティアに行っていました。 

私には、大切にしたい思い出があります。それは、六年生になっ

てすぐに友達の家に行っているときに、知らないおばあさんから声を

かえられて、 

「学校にいたよね？」 

と、いわれたので 

「はい…。」 

と答えました。すると、 

「この地震を乗り越えたら、どんなにつらいことも乗り越えられるから

がんばってね。」 

と言われました。私はそのとき、「おばあさんが言った通りがんばろ

う！」という気持ちになりました。これが、私の大切な大切な思い出

です。 

熊本地震から約二年五カ月たった今、私は思ったことと考えたこ

とが二つずつあります。思ったことは、「命の大切さ」です。地震にあ

うまで安全で生きていくのは当たり前だと思っていました。でも、地

震でたくさんの人が亡くなって、生きるのは当たり前じゃないというこ

とに気が付きました。 

二つ目は、協力することの大切さです。今の私は、友達や家族

と協力できたからこそいると思うからです。熊本地震から二年たった

今考えたことは、「私はなんで二年前に学校でボランティアをしたの

だろう」ということです。私の家は半壊で、心が傷ついていたので、

全壊の方はもっともっと心が傷ついていると思って、私が笑顔になれ

ば、広安西小学校のひなん所にいる方が、少しでも笑顔になると

いいなと思ったからでした。 

二つ目は、私が二年前と今も変わらずがんばれている理由は何

かな？と考えました。すると、二つ見つかりました。まず一つ目は、

歌でした。私の大好きなアーティストのHey!Say!JUMPの「ただ前

へ」という曲とHey!Say!JUMPの「明日へのYELL」という曲の一フ

レーズでがんばれているのが分かりました。その一フレーズが「ただ前

へ」は、「目の前を塞いでいるのは壁じゃなくて扉なんだ」というところ

と、「明日へのYELL」は、「まだちっぽけだけどこれがぼくらのゆうき」

というところです。二つ目は、世界中の人が応援してくれているから

でした。芸能人の方、世界中の方に感謝して生きていこうと思いま

す。 

私は将来、人に元気、勇気、希望をとどける仕事がしたいです。

まず、その前に一年生から五年生を笑顔にしたいと思いました。卒

業まであと約七カ月。一年生から五年生にとっていい先輩でいた

いと思っています。これからも地震に負けずにがんばっていこうと思い

ます。 

15．熊本地震を振り返って 

甲佐町立白旗小学校 

六年 岩村 聖 

 

二〇一六年、四月十四日、九時二十六分。私は、次の日の

遠足のお買いものの帰りに、おばあちゃんのおうちによった。おばあち

ゃんと一緒におだんごを食べていたその時…。大きなゆれにおそわ

れた。最初は、「あっ。地震だ。」と感じたけど、そのゆれはおさまら

ずじょじょに、大きくなっていった。初めて経験するゆれだったので、

私はあわてて、机の下にもぐりこんだ。それと同時に、テレビも消え、

てい電した。ゆれはおさまったけど、くらいままだった。まだ、何が起こ

ったのか分からず、手のふるえがとまらなかった。 

その足で、自たくへ急いで戻ることにした。けれど、いつもの帰り

道は、いつもとちがい、でこぼこした道に、消えた信号、所々に群が

って、あわてているような人たち、これはただごとではないことに気づ

かされたときだった。自たくへ戻り、家族全員そろって、安心したのか

涙がこぼれた。 

その日から、私たちの生活は一変し、車でね泊まりする生活が始

まった。普通に手に入っていた食べ物もなく、くり返される地震にお

びえ、トイレに行くのさえも怖くなった。 

学校も、しばらく休校となったため、となり近所のお友達と会うの

が、唯一の楽しみだった。支援物資がもらえると聞けば、水・備蓄

米・おかしを友達と一緒にもらいに行ったりした。 

やっと落ちついて学校が始まった。みんなに会えたときは、うれしく

てたまらなかった。そして、体育館には、ひ難している人がいた。体

育館にちょこっと顔を出してみると、泣いている人ばかりで胸が苦し

くなった。そんなときに、できることがないか考えて、今の中学二年

生の人たちが自分たちで花を種からつくり、お届けする、フラワース

マイルプロジェクトが始まった。私の家も、地震でかたむき、かい体さ

れ、今も仮設住宅から登校している。熊本地震は、つらい経験だ

ったが、水・電気、命のとうとさを改めて考えられた大切な経験だっ

た。 

今年の人権子ども集会では、私たちの取組を発表するために

日々練習している。私は、地震はとても苦しくて、大変だったけど、

フラワースマイルプロジェクトなど活動し、多くの人を笑顔にできたこ

とで自分自身が元気になったことを伝えたいと考えている。 
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私は、フラワースマイルプロジェクトの活動で、多くの仮設住宅の

方々と知り合いになった。仮設住宅の方から 

「よく来たね。」 

など声をかけてもらい、楽しみに待っていてくださることが分かり、

行くたびに親しくなってきた。私は卒業まで頑張っていきたい。そして、

五年生にも続けてほしいと考えている。私は地震のことをこれからも

多くの人に伝えていきたい。 

16．地震で学んだこと  

益城町立木山中学校 

三年 井上 愛梨 

 

熊本地震が発生してから二年が経過しました。私のこの二年で

たくさんの事を学び、そして多くの方と出会いました。 

熊本地震が発生したあの日、私は中学一年生でした。「中学

校生活が楽しみだな」と思っていた時に起こった二度の震度七の

地震は、私にとって絶望的なものでした。これからどうなるんだろうと

いう先の事への不安が押し寄せてきて、とても恐怖でした。友達と

も簡単に会える状況ではなく、やりたい事があってもできなくて、とて

も不自由な生活を送っていました。このような中で感じた事は、友

達がいるという幸せさ、日々あたりまえと思っていた事があたりまえに

出来ていた幸せをとても感じる事ができました。地震が起こらなかっ

たらこの幸せを感じずに日々を過ごしていたことだと思います。 

地震が発生した次の日、色んな地域から多くのボランティアの

方々が来てくださり、支援をしていただいたり、復興に向けて活動し

てくださったりと、たくさん助けていただきました。私たちだけではでき

ていなかった事も、多くのボランティアの方によって活動する事ができ、

少しずつ復興に向けて歩むことができました。 

中学三年生になり、正直な所、熊本地震に対しての思いが少

しずつ薄くなっていた頃、兵庫県にある山口中学校三年の生徒の

方との交流会がありました。交流会前の事前学習では、改めて熊

本地震を振り返る事ができ、自分達が相手にどんな想いを伝えた

いのかよく考えることができました。交流会では初対面でしたが、た

くさんのお話をすることができ、目的であった地震の事についてしっか

り伝えることができました。初対面で相手に話す事はとても緊張し

ましたが、山口中学校の方が真剣に話を聴いてくれて、私たちにと

っても山口中学校の方にとっても、良い交流会を行うことができま

した。 

熊本地震では失った物はとても多くあります。でも得たものもあり

ます。私の得たものは今まで実感したことのなかったあたりまえという

幸せさと、復興に向けて活動をしてくださったボランティアの方々、そ

して山口中学校のみなさんとの出会いなどです。まだ完全に復興

したわけではありません。いまだに仮設住宅に住んでいる方や、元

住んでいた場所に戻れない方もいます。私は今の自分になにがで

きるか考えます。私は吹奏楽部に所属しているので、地域のイベン

トで演奏をします。その中で演奏を聞いてくださった方々に笑顔に

なってもらいたいです。私たちの演奏が少しでも聞いてくださった

方々の元気づけになればと思いながら活動しています。私ができる

事はこのくらいしかありませんが、一人一人が少しずつできることをし

ていけば復興が進むと思います。これからも地震の事を忘れず生き

ていきたいです。 

17．その後に考えたこと 

ルーテル学院高等学校 

二年 濵津 幸奈 

 

油断していたのかも知れない。 

東日本大震災の時、地震は他人事だと考えていた私が熊本

地震を体験した。四月十六日に発生した地震は私達の住む熊

本で起こった直下型地震だった。他人事ではなくなっていた。 

「地震って怖いね。」大きな地震が起きた後、皆自分が体験し

たかのように驚き心配するが、しばらくするとテレビでも街でも地震

の話題は消えさっていく。なぜなら、自分が本当に体験したわけで

はないからだ。結局、人は自分で体験したことしか本当のことは分

からない。私も部屋でいつも通りすごしていたら、突然地面が揺れ

た。何の前触れもなく、「自分には関係ない。」と思い込んで油断

していた私は、突然のことに対応できず、気が動転してしまった。そ

して、さらに私を驚かせたのは、地震の後の方が大変だという事実

だ。もちろん後片づけや復旧作業の大変さはあるが、それだけでは

ない。「ライオンが逃げ出した。」というSNSに拡散されたことはテレ

ビ等でも報道されたが、おそらく平常時なら大抵の人が「そんなわ

けない。」と冷静に考えることができたはずだ。しかし、地震という想

定外の出来事で気が動転している人々は、大多数がこのニュース

を信じてしまった。私自身、全く疑うことはなく、嘘に気付くことがで

きなかった。人は、想定外の出来事に直面すると、正常な判断力

を失ってしまう。この教訓は、今後も起こりうる想定外の出来事の

度に生かされる必要がある。 

一方、人の優しさを実感することが多かった。みな被災者である

にも関わらず、余裕がある人は大変な地域にいる人たちに水や食

料を運んだ。地震がある前も人との関わりで嬉しい気持ちになった

ことはあるが、地震後改めて人の優しさに気付くことができた。人と

人との絆の深まりも実感した。皆が優しく親切なおかげで、地震の

思い出は私の中では怖いものばかりではない。それはあれから二年

たった今でも変わらない。 

平成三十年になり、熊本地震はまるでなかったかのような生活

を送っている。普通に過ごす当たり前の日々が過ぎているが、油断

はできない。今も少し余震が起こったりするからだ。熊本地震の後、

私は大きな心の変化が起こった。それはテレビのあるニュースをみて

他人事ではいられなくなったことだ。それは広島を中心として起こっ

た西日本豪雨である。 

もし二年前の私だとしたら、「大変だね。」で終わっていたかもし

れない。しかし、自然災害を経験した今は違う。今回、自分の経
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験をふまえ、身近なスーパーなどで行われている西日本豪雨への

募金に積極的に参加している。 

人はひとりでは生きていけないとよく言われるが、それは本当だと

思う。皆が助け合った経験は、今もこれからも自分の中で大切に

したい思い出になるだろう。最近は自然災害が多いが、一時のニュ

ースとなり終わってしまうのは少し悲しく感じる。一人ひとりが地震の

ことを理解してほしい。地震はいつどこであるのか分からないし、自

分の地域では起こらないとも限らない。もう油断できない。 
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③ 【特別賞】 作品紹介 

18．「じしんのこわさ」 

小国町立小国小学校 

一年 麻生 奈央 

 

きゅうにやってきたのでとってもこわかったです。わたしとパパとママ

三にんでドームにひなんしました。 

ドームにひなんしたとき、みんなもひなんしていておちつきました。

アパートのしたにすんでいるおじいちゃんとおばあちゃんもつれていっ

てあげました。ひなんのときおたんじょうびだったので、おりょうりはママ

がつくれなかったけど、パパがケーキをみつけてくれてひなんのひとた

ちとわけてたべてうれしかったです。 

19．「熊本地震」 

阿蘇市立内牧小学校 

五年 阿部 勇征 

 

ぼくは地震があって起こされた 

車にひなんしてすぐねた 

朝早く起きた 

家の中は食器がわれてた 

あぶないから外でご飯を食べた 

二つの道が地割れしてた 

その上を通った 

なんとかお父さんの牧場にひなんした 

牛の飲み水を確保するため湧き水をくんでた 

そんなお父さんを見た 

こんなたよれる人になりたいと思った 

牛乳を捨てるのも見た 

なんともいえない気持ちになった 

みんなからしえんぶっしをいただいた 

食べ物にはこまらなかった 

発電機があるから電気にはこまらなかった 

ふとんがあった 

ねる場所にはこまらなかった 

思い返した 

みんなのおかげでこまらなかったと思う 

地震の時はなんとも思わなかった 

今はありがとうと思う 

だからこまっている人がいたら助けたい 

地震の時の恩返しがしたい 

 

 

20．二年生のはじめ 

南阿蘇村立久木野小学校 

四年 荒牧 芙有香 

 

二年生の四月、わたしは家にいました。いつもは九時にねますが、

この日は、つかれて七時にねました。そのときでした。家をはじくよう

ぐらぐらゆれて、とてもこわくて、なにもできませんでした。わたしはふと

んをかぶって、地しんがおちつくまで、じっとしていました。ゆれが止ま

ってふとんからでると、テレビのへやにいたおかあさんが、 

 「にげるよっ。」 

といいました。おかあさんとわたしは、くるまにのってこうみんかんに

行きました。しばらくすると、おとうさんがにげてきたので、いっしょにあ

そぼうのさとにいどうしました。そこでテントをたてて、三人でいっしょに

ねました。そのあともなんかいもゆれたので、あさ六時まで、なかなか

ねむれませんでした。 

つぎの日、わたしはかぞくといっしょに家のかたづけに行きました。

おとうさんのメダルはおちて、ビンがたおれて、われていました。わたし

は車の中で、おとうさんとおかあさんがかたづけをするのをまっていま

した。 

さいしょの日は水がとまっていたので、家ちかくの川に水をくみに

行きました。バケツリレーのように、みんなではこびました。ガスもとま

っていたので、そのひはバーベキューをしました。わたしの家もおふろ

はつかえましたが、きんじょの人の家では、おふろがつかえないところ

もあったので、わたしの家にかりにくる人もいました。 

みまわりをするヘリコプターが家の上をとおると、ドアががたがたと

ゆれるので、びっくりして車にのって、かくれたりもしました。 

地しんのあいだ、学校も休みだったので、ずっと家にいました。一

カ月くらい休みで、ひさしぶりに学校がはじまったときには「やったー」

とおもいました。 

地しんがあって、自分の家はたいせつだなとかんじました。地しん

でけいけんしたことをわすれずに、わたしも、これからみんなをまもっ

ていきたいとおもいます。 

21．「じしんがおきての事」 

南阿蘇村立久木野小学校 

四年 大津 萌菜 

 

私は、じしんがおこって、私はこのままどうなるのか、など思ってい

ました。 

色々心配しました。一つ目は、二回目のじしんが一番ひどく、と

っても心配して声が出ず、外にも出られませんでした。そして数日し

かおふろには入れないし、ごはんの食よくもありませんでした。そして、

一番こわかったのが「夜」でした。外はまっくらで、電きもつかない。か
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いちゅうでんとうで、てらすしかありませんでした。手がふるえ、夜は

少ししかねむれないから、ずっとお母さんからはなれませんでした。 

そして朝になり、少しだけおふろに入れるようになりました。私は、 

「こんなきもちよかったっけ？」 

と思わず言ってしまいました。その時は、じしんの事なんてわすれ

ていました。おふろに入りおわった後、また少しのじしんがおきました。

私は、ドキッとしました。そしてラジオがあって、他の人の声があるだ

けであんしんしました。 

数日後…。私たちは、こうみんかんに行きました。おばちゃんたち

は、おにぎりをいっしょうけんめい作ってくれて、あついごはんは、とっ

てもとってもおいしかったです。他の人たちも、 

「おちゃどうぞ。」 

とか、 

「すこし、おかし食べていいよ。」 

とか、おかし、食べ物、ひつような物をくれました。とてもうれしくて、

毎日たべているおかしやごはんがおいしくかんじました。久木野の人

たちは、すごいなと思いました。 

じしんがあって二年五カ月がすぎ、私たちはまだ平和にくらして、

みんななかよく、この「平和」をつづけていきたいです。 

22．「あたたかい気もち」 

南阿蘇村立久木野小学校 

四年 古澤 愛 

 

私は、二年前熊本地しんにあいました。平成二十八年、四月

十四日午後九時二十六分に地しんが発生しました。私は、ねて

いてびっくりしたように起きました。二日後、四月十六日の午前一

時二十五分ごろにまた地しんがきました。地しんがあまりにも大きか

ったのでお母さんが、 

「大丈夫？今日は、車でねよう。」 

といいました。地しんは、どのくらいだったのだろうかと思いながらね

ました。朝になって家の中に入ると、本だなやコップやお皿が落ちて

いました。中には、われていたものもありました。おばあちゃんが 

「いっぱいわれちゃったね。」 

といっておじいちゃんも 

「ひどいね」 

といっていました。三日後、こうみんかんにねとまりすることにしまし

た。朝ごはんは、おにぎりでした。具は、うめぼしとたくあんでした。具

なしもあったので、わたしは具なしをたべました。こわいじしんがあっ

てもみんなわらって食べていたので、みんなで食べるとあたたかくなる

なとわたしは思いました。夜や昼は、みんなで遊んでみんなわらって

いました。昼くらいは、家の中のかたづけをしていました。本だなをな

おすときは、重くてもちにくかったです。でも家族でかたづけたら楽し

かったです。だいたいそうじが終わったら、家族で休んでトランプなど

したりして夜友だちとトランプをやったり、楽しかったです。友だちと、 

「何やる？何やる？何やる？何やる？」 

といっていて決められませんでした。そしてお母さんに決めてもらい

ました。そしてさいしょは、ババぬきをしました。私は、夜ねるときに思

いました。こわいじしんにあっても、あかるくわらっていたいと思いまし

た。だから、わたしは、あたたかい気もちになりました。わたしは、次

じしんがあってもあたたかい気もちでいっぱいにしたいと思いました。 

23．熊本地震 

     南阿蘇村立久木野小学校 

六年 今村 歩夢 

 

『四月十六日午前一時二十六分』あの時のことだった。『ガタガ

タ』という音がなり、『バーン』という音もなった。 

「大丈夫か。」 

おじいちゃんがさけんだ。 

「大丈夫だよ。」 

私は答えた。それからしばらくしてゆれがおさまった。みんなで外に

飛び出た。すると外に出ていたら、地域の人も家の前に集まった。

地域の人が、 

「みんな大丈夫だったとかね？なんもかんも壊れてしまっとるでね

ー。」 

と言った。それからしばらく地域の人と話した。その後、私は、 

「眠いから、寝よう。」 

とおじいちゃんに言った。おじいちゃんが車を出してくれた。そして、 

「中で寝たら危ないから車で寝るよ。」 

と言った。私は、せまいけど、しかたがないかと思った。そして私は

車で寝た。私とお兄ちゃん、おじいちゃんとおばあちゃんの四人で寝

た。 

そして次の日になった。まだ、余震が続く中、私たちは、家の中

の片づけをすることしかできなかった。家の中は、茶わんやコップが

割れ、ガラスが散乱していた。私たちはスリッパを履いて作業を行っ

た。 

「割れているものは、全部袋の中に入れて。」 

お母さんが言った。 

「OK！」 

私が答えた。皆で作業を行った。 

夕方になった。地震で電気と水が使えなかった。カセットコンロで

ご飯をたき、お肉を炭で焼いて食べた。私の家は、六人家族のた

めそれだけでは足りなくてこまっていた。すると、公民館の放送で、 

「たき出しを行っています。こまっている方はぜひいらしてください。」 

と流れた。その時の私の頭の中には、『感謝』の言葉しか浮かん

でこなかった。私は、お母さんに、 

「今の放送聞いた？公民館でたき出しがあってるってよ。」 

と言った。お母さんは、 

「なら、もらって来て。ご飯が足りんけん。」 

と言った。私は公民館に行った。たき出しを行っている地域の人

が、 
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「どうぞ。」 

と言って、おにぎりをわたしてくれた。私は、 

「ありがとうございます。」 

と何度も大きな声で言った。 

次の日も、また次の日も、公民館へ行った。私は、心の底から

『ありがとうございます』と思った。 

それから月日が流れ、道も復旧し、おばあちゃん家に行った。道

のと中と中に工事をしている方たちがいた。私の頭の中には、あの

時のように『感謝』しかなかった。もしこの方たちが作業をしてくれな

かったら、今この道を通れなかったかもしれないし、これからも通れ

なかっただろう。そう思うと、やはり、さっきの言葉が浮かんでくるのだ。 

そして、おばあちゃんの家についた。おばあちゃんはとても元気そう

だった。私はほっとした。 

これからもこの日のことを決して忘れず、今でも私たちのために働

いている人たちに感謝して暮らしていきたい。私はこの日をきっかけ

に、そう思うようになった。 

24．熊本地震を通して 

南阿蘇村立久木野小学校 

六年 新村 響樹 

 

ぼくは、二年前の熊本地震を通して、 

「他に、被災したところがあれば、少しでも支援してあげたい！！と

思いました。」 

なぜそのように思ったかといいますと、自分たちが被災して、一週

間程で、最寄りの公共施設「あそ望の郷くぎの」にて、炊き出しが

始まりました。最初の頃は、地域の方々が来てくださってやってくだ

さっていましたが、次第に他県からのボランティアで様々な方が来て

くださり、中には、被災している熊本市の方からも来てくださっており、

自分は、 

「何故被災していらっしゃるのに、支援に？？」 

と聞くと、 

「自分の家や周辺は、あまり被害がなかったから、大変な人たちを

一人でも助けてあげたいからだよ。」 

と言っており、ぼくは（すげぇ～なぁ～）と思ったのが一つと、救

援物資の配布の仕分けをするボランティアの方で、福島から来られ

ている人がいて、ぼくはおもわず、 

「どうして、まだ福島の方も大変なのに、わざわざ熊本まで、ボラン

ティアに来てくださったのですか？」 

と聞くと、 

「自分が被災したときも、熊本から、たくさんの人が来て励ましてく

れたから、その恩返しで…。」 

と言っており、ぼくも、こんなに他県から熊本まで来ていただいて

いるから、「また他の所が仮に被災していたら、少しでも支援してあ

げたい！！」と思ったことがあり、そのような心構えになりました。 

また、実際「西日本大豪雨」や、「北海道地震」などでも、多少

ながら、Tポイントや、ITUNESなどのお金を寄付してみました。こ

れからも、大きな災害などは、ないでほしいですが、そのような災害

があったときは、少しでも復興に協力できたらなと思っています。 

25． 「こわかった熊本地しん」 

益城町立飯野小学校 

四年 村上 美咲 

 

私は、お母さんといっしょに二人でくらしています。四月十四日の

夜九時二十六分に、私はその日、いつもよりつかれていて、いつも

より早くねていました。突然、お母さんに、       

「地しんだけんにげなんよー」 

と言われて起こされました。けれど何の事かわからなかったので、

「ボー」としていたらお母さんに抱えられ、気がついたら、アパートの

外のちゅう車場にいました。あとできいたら、ベランダからとなりのおじ

さんが私を外にはこんでくれたそうです。地面にすわっていると、何

度も地面がゆれていて、電柱も大きくゆれています。とてもこわかっ

たのを思いだします。その時、アパートの他の人たちといつもあいさつ

はするけど、話したりはしたことがなかったのに、地しんの時も私とお

母さんにいろいろしてくれたり、片づけの時も重い荷物をはこんでく

れたりしてくれました。とてもうれしかったです。お母さんは何度も 

「ありがとうございます。」 

と言っていました。 

「ありがたいよね、おぼえとかなんよ。今度は美咲が助けなんね。」 

と話してきかせてくれました。最きんまた、千葉や大阪が、大きな

地しんにあっています。学校で習っているように「自分の命は自分

でまもる」を家で予行れん習しています。リビングにいたらソファーの

上、しん室にいたらベッドのかど、おふろとトイレにいたら、げんかんに

にげるように、決めています。熊本地しんから2年たって、私もせい

長したので、今度は私たちでみんなを助けたいです。 

26．熊本地しんで感じたこと 

益城町立飯野小学校 

五年 森崎 遥香 

 

わたしは、リビングでテレビを見ていました。お父さんやお母さん、

弟は別の部屋でおしゃべりをしていました。するとガタガタ、グラグラ

と地しんがきました。そしてテレビと電気が消えました。ゆれがおさま

ったら、とてもくらくてこわかったので、おもわず電気をたたいてしまい

ました。それでも電気がつかなかったので、お父さんたちのところに行

きました。そして外に出ました。外に出たらこわくて寒くてふるえてい

たので、お父さんがジャンバーをわたしたちのためにとりにいってくれま

した。それからおじいちゃんとおばあちゃんもきました。お父さんとお母

さんは仕事に行き、その日はおじいちゃんとおばあちゃんと弟と一夜

をすごしました。 
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次の日、おばあちゃんの家のタンスがたおれたり、お皿がおちたり

していたのでかたづけの手伝いをしました。部屋はとてもかたづきま

した。 

次の日二度目の大きな地しんがおきました。きれいにかたづけた

おばあちゃんの家は、かべがはがれ、タンスがたおれたりして、またち

らかりました。げんかんもあかなくなりました。うら口から出て、その日

はビニールハウスでねました。大きな地しんで、おばあちゃんの家は

解体して、建て直さないといけなくなりました。わたしは、おばあちゃ

んの家がなくなる日まで本を読んだり、すもうをしたり、みんなで写

真をとったりしてたくさん思い出をつくりました。わたしはおばあちゃん

の家をわすれたくなかったので、リビングをスケッチしました。そして、

動画をとったりしました。 

熊本地しんを終えて、考えたことは二回のゆれで自分の家や友

だちの家をなくしてかなしくなる人や、人の命をなくして、もうその人

とはあえなくなったという人もいて、そんな人たちをたすけるためにボ

ランティアの人たちがいて応えんしてくれたり、はげましてくれたりなど

をしてくれます。そんな人たちがいるからわたしはがんばれる、というこ

とを考えました。 

わたしたちはたすけてもらったから、今度はたすける側の人になっ

てみんなを元気にしていきたいです。 

27．わすれてはいけないこと 

益城町立広安小学校 

二年 森 小羽 

 

ガチャン！ゴトゴト！ガタン！ 

ねる前にベッドの上で本を読んでいる時だった。すごくゆれたかと

思うと、いっしゅんでまっくらになって、なにがおこったのか分からなかっ

た。おかあさんが、かいちゅうでんとうをもってきて、へやをてらすと、タ

ンスがたおれていたり、かざっていたものがぜんぶおちていて、まるで

いえの中がさか立ちしたみたいだった。 

いえの近くの中学校にひなんして、三日くらいたってから、おとうさ

んのしょくばがある、ふくおかでひなん生かつをおくりました。ここでは、

じゃぐちをひねると水が出る。スイッチをおすとでん気がつく。あたりま

えのことに、とてもかんどうしたのをおぼえています。 

そして、なんしゅうかんかたって、くまもとでも水どうやでん気がふっきゅ

うしたとき、わたしたちかぞくはひさしぶりにわがやへかえることになりま

した。げんかんをあけると、しばらくつかっていないこのいえは、まるで

ちがう人のいえのようでした。いつもとちがう、においとくうきが、フワッ

とながれたのです。 

「ふくおかですごしていて、わすれていたけれど、やっぱりじしんすごか

ったんだな。」 

と、思いました。 

こわいゆめやいやなできごとは、わすれたほうがいい、とおかあさん

はいいます。でも、このじしんは、わすれてはいけないよ、とおしえら

れました。なんどもゆれる中、どのようにみをまもったか、水やでん気

がないとき、どのようにすごしたか、そして、たくさんの人にたすけられ、

まもってもらったこと。とてもこわいできごとだったけど、わすれてはいけ

ないりゆうが分かった気がします。 

まだ、デコボコしたみちや、たおれかけたたてもの、ななめになった

かんばんなど、じしんのあと、そのままになったところもたくさんあります。

じぶんのいえにかえれない人もたくさんいます。みんながしあわせにく

らせるまちが、早くもどってくるといいなぁ、とこころから思います。 

28．くま本地しん 

益城町立広安西小学校 

三年 池田 ことは 

一年生になったばかりのころ 

しんど七の地しんがおこった 

小学校にひなんして 車でねた 

ならんでおにぎりやスイカをもらった 

多くの人がひなんしていてびっくりした 

 

いろんなげいのう人がきてくれた 

たくさんの人がしえんをしてくれた 

ナオトインティライミに会えてうれしかった 

出川てつろうさんの手品がおもしろかった 

ミッキーマウスがきてくれてうれしかった 

サンタさんがきてくれてとてもうれしかった 

たいこはとても音が大きくてびっくりした 

たくさんの人がきてくれてうれしかった 

 

でも 

もう二度とじしんはきてほしくない 

29．熊本地しん 

益城町立広安西小学校 

三年 玉利 ともか 

 

とつぜんおきた熊本地しん。みんなねようとしている時だった。わ

たしがおきると、リビングの中がぐちゃぐちゃだった。お母さんは電話を

していたし、妹はねていた。わたしは、どうすることもできなかった。 

車に乗って、おばあちゃんの家に行こうとしたら、道はでこぼこで、

電柱はたおれていて、進むことができなかった。 

しかたなくひなん所へ行きねていると、しんど七がつづいておきる。

ひなん所では、赤ちゃんからお年よりまで来ていて、ろう下まで人が

いて、何がなんだか分からないじょうたいだった。 

次の日にはおさまると思っていたけど、学校は休みだった。二十

五日間の長い休みになった。わたしたちは入学して二、三日で、ひ

なん生活をすることとなった。 

ひなん所には、わざわざ遠くから、わたしたちのために手伝いにき

てくれる人がいた。わたしは、公共しせつであるハピネスという場所

にひなんしていた。ボランティアの人たちが、ごはんや、おみそしるを
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配ってくれた。ボランティアの人や、自えいたいの人がお水をくれたり、

おふろを作ってくれたりした。 

次の日は、お父さんもひなん所へ来てくれた。わたしは、その時、

せきが出ていたけど、とても病院へは行けなかった。すると、ひなん

所に病院の先生が来てくれて、みてくれた。 

地しんのゆれがおさまると、家にもどってかたづけを始めた。おばあ

ちゃんや、おじいちゃんが手伝いにきてくれた。十日間ぐらいのひな

ん生活の後、おばあちゃんの家での生活が始まった。 

おばあちゃんの家のうらの川にあるフェンスと、大きなかきの木が

川に流されていた。わたしはびっくりした。リビングの電気はつかず、

水は出るけどにごっていた。 

それでも、家のかたづけをみんなでした。わたしは、家から大切な

ランドセルを持ってきた。いとことお母さんやお父さんがきて、手伝っ

てくれた。テレビの画面にひびが入り、ウォーターサーバーがこわれ、

れいそうこがななめになっていて、中身が全部出ていた。食器だな

からはお皿が出てわれていた。わたしもかたづけを手伝おうとすると、 

「しないでね。あぶないから、そこにいて。」 

と言われた。やくには立たなかったけど、たいへんだということは、よ

く分かった。 

みなさん、熊本地しんの時はどうでしたか。二年前をよく思い出

してください。地しんはいつおこるか分かりません。一人でも多くの人

の手助けができるといいですね。 

30．熊本地しん 

益城町立広安西小学校 

三年 亀井 よつは 

 

わたしは、一回目の地しんの時、ねていました。気づいた時には

けいほうが鳴りひびいて、外にひなんしていました。さむかった時、と

なりの人が毛ふをかしてくれました。しばらく車中はくだったけど、親

切な人がたくさんいて、やさしくしてもらえてうれしかったです。 

その後家にもどったけれど、今まですんでいた家はとりこわすことに

なりました。わたしたちは、かせつじゅうたくへひっこしました。 

かせつじゅうたくは、前の家とくらべて、犬と六人家族がすむには

せまいし、ドアがなくてカーテンでした。でも、なかよしのお友だちがで

きたり、みんなでバスに乗ってりょこうに行ったりして、楽しいこともあ

りました。みんなで流しそうめんもしました。同じかせつだんちの人か

ら、ジュースや野さいをもらったことも、とてもうれしかったです。 

今年の夏、やっと新しい家ができて、かせつを出ることになりまし

た。うれしいけど、なかよしだったみんなとはなれるのはさびしかったで

す。 

地しんは本当にこわかったけど、たくさんの人との出会いで、うれしい

ことや楽しいこともたくさんありました。助けてくれた人にかんしゃして

います。 

わたしも、これからこまっている人がいたら、やくに立つことをしたいと

思っています。 

31．二年ぶりの夏まつり 

益城町立広安西小学校 

三年 江原 ちは 

わたしは、家族と夏まつりに行きました。その夏まつりは、地しん

の後から開催されていませんでした。 

わたしは、ニュースでその夏まつりが二年ぶりにかいさいされること

を知りました。その夏まつりは、「まぁっごスマイルましき」というもので、

ましき町にえがおとなかまがあふれていた二年前をとりもどすという思

いから、たくさんの人たちがひっしにじゅんびをしたものでした。わたし

の学校や妹のほいく園でも、ふっこうにむけた絵をかいて、じゅんびを

していました。 

夏まつりでは、さいしょに、自分だけのオリジナルＴシャツをかいて、

写真をとりました。次に、ライブを見ました。ライブでは、ドラムの上

手な人がたたいてくれました。かっこよかったです。ほかにも、出店で

ポテトを食べました。その中でも、風船屋に行っておみくじを引いて、

あたりはでなかったけどかわいい風船がもらえたことが、とてもうれし

かったです。さいごに、プロジェクションマッピングで花火と地しんの時

のえいぞうが出てきました。地しんのえいぞうの時は、二年前のこと

を思い出しながら見ました。わたしもあんなにたいへんだったんだなぁ

と思い出しました。花火のえいぞうの時は、みんなえがおで、二年

前のように楽しそうでした。 

わたしは、この夏まつりは、みんなえがおでよかったと思います。わ

たしは、今年の夏まつりで、たくさんのえがおに会えたことが一番の

思い出です。来年は、わたしもおまつりのお手伝いができたらいいな

ぁと思いました。 

32．くま本地しん 

益城町立広安西小学校 

三年 吉村 学人 

 

ぼくは二年前、くま本地しんをけいけんしました。ものすごいゆれ

がおきて、とてもこわかったことを、今もおぼえています。 

一回目の地しんがおきたとき、ぼくはおふろに入っていました。ゆ

れがおきたときぼくは、あわてて風ろ場から出て、いそいで服をきまし

た。家族みんなで声をかけ合って、テーブルの下に入り、ゆれが止

まるまでじっとしていました。さいしょは、なにがおきたんだろうと思い、

心がドキドキしていて、ふ安でたまりませんでした。テレビを見てみる

と、全部の番組がニュースだらけで、地しんでのひがいの様子が流

れていました。とてもこわかったです。 

二回目の地しんのときは、まだ小さなゆれがつづいていたので、リ

ビングの大きなテーブルの下でねていた真夜中におこりました。一回

目のときよりもずっとはげしくゆれて、れいぞうこや食きだながたおれ

る音がドーンとして、食きや物がガッシャーンと落ちてものすごい音で

した。すごくゆれて、目が回りそうでした。お母さんが、 

「家がたおれるかも。早く外に出よう。」 
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と、さけびました。急いで外に出ました。外に出ると、近くにすんで

いるおじいちゃんとおばあちゃんが、心配して来てくれました。みんな

ぶ事でよかったとよろこびました。その後もゆれがつづいて、家にいる

のがこわいので、おじいちゃんたちといっしょに、ぼくの家の庭で、車の

中ですごすことにしました。とてもきゅうくつで大へんでした。おなかが

すいたり、のどがかわいても、食べ物も水も足りないので、お店を見

て回っても、しまっていたり、商品が売り切れでした。こまっていると、

近所の人が、あいじ園で、おにぎりや水を配っていることを教えてく

れました。おにぎりや水をもらえてとてもうれしかったです。しょうぼう

署の人や自えいたいの人がたくさんの人をたすけていました。すごい

なと思いました。 

くま本地しんで、たくさんの人がなくなってしまいました。家をなくし

た人もいっぱいいます。地しんは、二どとおきてほしくないです。でも、

地しんは、いつおきるかわからないので、こわいと思います。だから、

家ぐをたおれないようにこ定したりして、いのちをまもる方ほうを、み

んなで考えていくことが、安心にすごすために大切なことだと思いま

す。大へんだったけど、家族や近所の人たちとたすけあうことができ

たし、人のやさしさをかんじることができて、うれしかったです。くま本

地しんで学んだことは、わすれないでいたいです。 

33．熊本地震を振り返って 

甲佐町立白旗小学校 

六年 坂野 天飛 

 

 七月二十八日に阿蘇にいきました。なぜ、阿蘇に行ったかという

と、熊本の中学生や高校生、熊本以外の高校生や大学生と一

緒に防災の話をしました。グループに分かれて自己紹介をして、そ

の後に地震がおきたときにどんな行動をしたか、家の被害の様子、

こうしておけばよかったと思うことを話し合いました。ぼくの家は、屋

根の先がこわれたり、トイレの排水口が割れたりしました。いつもの

生活ができなくなりました。もっと家族で災害がおきたときの備えに

ついて、話し合っていればよかったなと思いました。 

そのほかにも班で話し合って「知っとこう防災」というテーマで、白

旗小学校の学習発表会で防災のことについて発表する取り組み

の計画を立てました。今年の学習発表会は、防災について何かで

きればいいなぁと思いました。 

ほかにも、どうろがわれたり、水かあふれたり、水がでなかったり、

電気がつかなかったり、米がたけなかったりしました。 

でも、次じしんがきてもいいように、空のペットボトルに水をいれて

かいちゅう電とうをよういしたり、ガスコンロをじゅんびすれば、すこし

はおぎなえると思うから、次からはそうしてみたいです。 

またじぶんだけではなくまわりの人にも防災で学んだことを伝え、

みんなの命を守りたいと思います。学習発表会で地震や災害から

身を守る方法を発表したいです。 

ぼくは、地震を通して多くの人に出あいました。ぼくは大人になっ

たら、みんなを楽しませることをしたいと思います。 

ぼくは初め、あいさつや話すのがにがてだったけど、だんだん話す

につれて、ふつうに話すことができるようになりました。それは仮せつ

じゅうたくの人がえがおでお話をしてくれたからです。そのえがおを見

て、ぼくはもっといきたいという気もちが高まりました。仮せつの人とで

あって、ボランティアに行くようになりました。 

これからもぼくはボランティア活動をつづけていきたいです。 

34．地震から学んだこと  

益城町立木山中学校 

三年 奥村 莉帆 

 

二年前、私は、熊本地震を経験しました。本震があった日から

三週間、避難所で生活をしました。はじめは、気持ちの整理がつ

かず、自分が人のために活動することなどは全然考えていませんで

した。でも数日経って、友達にボランティア活動をすることに誘われ

ました。何気なく始めたボランティア活動だったけど、みんなと色々な

話もできるし、何より「ありがとう」の言葉と笑顔が見られるのがうれ

しかったので、毎朝早起きをして、朝の炊き出しの手伝いなどをし

ていました。家に帰れないことや不安な気持ちも忘れられたし、ボラ

ンティア活動をしたことで、友達もたくさん増えました。地震を経験

したことやその後の生活で辛いこともあったけど、人の役に立つこと

の大切さにも気づけたので、悪いことばかりではないんだと思いまし

た。また、避難所でいつも笑って過ごせたのは、このボランティア活

動があったからこそだと思います。まだまだ町は完全な復興とは言え

ません。でも、少しずつ元にもどろうとしています。この町に住む一人

として、復興に少しでも関われたらいいと思います。この熊本地震

にあって新しく気づけたことは、辛いときこそ、自分のことだけではなく、

人の役に立つような活動ができる人になろうということです。ここで

経験したことは絶対に忘れず、これからにつなげていきたいです。 

35．僕をすくってくれたもの 

益城町立木山中学校 

三年 酒見 幸作 

 

四月十四日に熊本地震の前震がおこりました。ぼくはその時家

で動画を見ていました。とつぜんおこったので、最初はなにがおこっ

たのかわからなくて、とてもこわかったです。ですがそんな僕をすくって

くれたのは、親でも兄弟でもなくスマホでした。スマホが地震だとおし

えてくれたり、これからどうしたらいいのかなどもおしえてくれたので、と

てもたすかりました。しかし次の日に熊本地震の本震がおこりました。

あきらかに昨日とはレベルがちがってパニックになりかけていたときに、

目の前でおばあちゃんの家がつぶれました。そのこうけいはあまりに

ひ現実的すぎて、言葉をうしない頭が真っ白になりました。そして、

そのあとすぐに町の総合体育館にひなんし、車の中で一夜をすごし

ました。次の日元気がなく、おちこんでいた僕にスマホからラインの

音が聞こえてきて、なんだろうと思い中を見てみると、友達から公園

であつまろうというラインがきて、公園に行ってみると友達がいました。
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そのときのうれしさは今でもおぼえています。僕はまたスマホにすくわ

れました。 

たしかに一歩使い方をまちがえるとこわいものかもしれませんが、

正しい使い方をすれば、きっと自分のためになります。僕はあのとき

スマホをもっていて本当によかったと思います。なので、僕はしょうら

い人を安心させてあげられるようなやさしい人になりたいです。 

36．熊本地震のつらさ   

益城町立木山中学校 

三年 藤原 侑世 

 

僕は、二年半前に、大きな地震にあいました。熊本地震です。 

僕は、地震の後、家族といっしょにひなんしました。大きくゆれた

しゅんかんびっくりして、なにもできませんでした。親に机の下にもぐら

されました。やっぱり、地震がきたら、うごけないんだなと言うことがわ

かりました。近所の人といっしょにひなんしていて、ちょこちょこ地震が

きながらひなんしていました。空を見上げると、数多くのヘリコプター

がとんでいました。 

次の日に、家に帰ってみると、家の中がひさんな状況になってい

ました。近くにある公園の電柱はいまにもたおれそうなくらいになって

いて、益城の地面は、ひびがはいったりわれたりしていて、家もいっ

ぱいたおれたりして、亡くなった人がたくさんでてきました。ぼくは、そ

のこうけいをみた時、心がくるしくなりました。学校が始まったばかり

なのに、学校にはいけないし、まわりの人たちは、涙であふれている

人もいました。 

今回の大きな震災で学んだことは、人と人との絆と自然のこわさ

です。この熊本地震では、食料不足や水不足などのさまざまなこと

がありました。このときに、まわりでわけたり、シェアしたりして、大きな

絆がうまれました。自然の怖さでは、地震があって、それに雨がふっ

たりして、とても、うごきづらい生活がありました。 

今は、かなり復きゅうしていて、復こうは木山中からということばを

心にいれて生活しています。とてもあんていした生活ができていて、

自分の好きな事もできてとても楽しいです。これからも、もっと楽し

んで生活していきたいです。 

37．熊本地震   

益城町立木山中学校 

三年 真嶋 伊吹 

 

 僕が中学校に入学して三日後のことだった。学校が楽しみで僕

は早めにベッドに入った。すると「ゴー」と地響きが聞こえたと思った

瞬間、あたりがぐらぐらと揺れ、僕は急いでふとんにもぐりこみました。

揺れがおさまった後も何が起きたか理解ができませんでした。 

次の日、ぐちゃぐちゃになった部屋を片付けました。片付けている

時もいつ物が落ちてくるか、いつ大きな地震がまたくるか分からず、

おびえながら片付けをしました。自衛隊が配ったおにぎりと、カップラ

ーメン、水などを役場にもらいに行って、ガスコンロで水を沸かして

食べました。その時は満足いく量を食べることができなくてとてもつら

かったです。水・ガス・電気のライフラインが止まった生活とても不便

だということを感じました。その後、僕は母の実家に避難することに

なりました。実家に帰った後はニュースで地震の情報を確認してい

ました。 

しばらくして、学校が始まりました。全員無事でとても良かったと

思いました。けれど何人かは、家が全壊で遠くへ引越す人もいまし

た。 

それから二年、地震を語り継ぐ代になった僕たちは、山口中学

校の生徒と交流会をしました。地震で思い出したくないこともたくさ

んあるけど、今僕たちができる精一杯のことは地震を知らない人に

伝えていくことだということを知りました。これからも熊本地震を体験

した人として語り継いでいきたいです。 

38．経験者として   

益城町立木山中学校 

三年 守嶋 蓮太朗 

 

もうすぐ熊本地震から二年半がたとうとしています。熊本も着実

に復興をしていて、元の町の風景を取り戻しつつあります。 

二〇一六年四月十四日に前震がありました。僕はその時、風

呂に入っていたので、幸い落ちてくる物が少なくケガなどはせずにす

みました。その次の日は、家の片付けに追われていて、ついでに物

の配置を変えリフォーム的な事もしていました。そして、その夜は車

中泊で一夜をすごしました。その日は片付けでつかれていたので、

地震の恐怖よりも眠気が勝っていて、すぐ眠りました。そして、四月

十六日に日付が変わって少しした時に本震がおきました。ですが、

僕はすごくつかれていたのか全く気付いておらず、ぐっすりとその頑張

りが無駄になっていることも知らず寝ていました。僕の周りの家はほ

ぼほぼ全壊でした。亡くなられた方もいます。僕の通っている木山

中も、わたりろう下が二個とも崩れ、ちょうど今、一個渡れるように

なったところです。 

このような事を経験した僕は、自然災害は予測不能なんだと思

います。震度七もの地震が二度も来るなんて事は、本当に一秒

前まで誰も思ってもいなかったでしょう。学校の避難訓練では警報

が鳴り、机の下にかくれます。ですが今回は地震が先でした。何の

予兆も無く大きな揺れがおきれば、誰だってパニックになります。そ

して動けません。僕は身動きがとれずにいました。はっきり言って訓

練はほぼほぼ無意味です。身動きはとれず机も動きます。そして、

パニックにもなると思います。訓練の時のようにスムーズにいけるでし

ょうか。本当に大事なことは、訓練よりも「地震はいつどこで起きて

もおかしくない」という意識を持つことです。今この時も地震が起き

る可能性は十分あります。ただ、この意識を持ち、ここで地震が発

生したらどうするのかを考えることにより、冷静を保ち、「命を守る行

動」ができると思います。 
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39．あの日   

益城町立木山中学校 

三年 吉住 花 

 

「ブォーン」私たちが乗っていた車ははね上がりました。私の母は、 

「やばい、パンクしたかも。一旦停めるけん。」 

母は車を横に停めました。私は、なんか車ゆれるなぁと思ってい

ると、 

「電柱がゆれてる！」 

この時、私は初めて熊本で地震が起きたことに気づきました。私

たちは車を出発させ、最初にむかったのがコンビニでした。しかし、コ

ンビニも強いゆれで中がごちゃごちゃしていて、物を買うこともできま

せん。いつもなら片道十分の道のりも、ガラスが割れ道が通れなか

ったり、地盤が低くて通れなかったりと、一時間かかりました。家に

着いても家は危ないので外にずっといました。空にはヘリコプターが

バタバタバタバタと鳴り続けました。 

その次の日もその次の日も気持ちが不安定で、私は地震が起

こるたびに心臓がバクバクバクと鳴らしていました。 

そんな私を落ちつかせてくれたのが自衛隊の炊き出しの塩おにぎ

りでした。私は地震が起きてからまともな食事をとれていなかったの

で、いままでで一番おいしいおにぎりでした。地震はたしかに、マイナ

スです。しかし、地震が起きたことにより、普段の生活がとてもぜい

沢であることに気づき、会わないであろう人にそのきっかけに会う事

もできました。マイナスな事も、もちろん大切ですが、プラスであった

ことを伝えることも大切ではないかと私は思いました。 

40．地震を体験して   

益城町立木山中学校 

三年 吉田 愛梨 

「どうなるんだろう。」 

地震直後、混乱の中一番に思ったのがこの言葉でした。 

二年前、益城町を震源とした大きな地震が私達をおそい、たく

さんの方が被害にあいました。私の家では、物がすべてたおれ、ガラ

スも壁もボロボロになりました。一回目の地震の後は、近くの祖母

の家に避難しました。二回目の地震の後は、親戚みんなで益城

町の総合体育館に避難しました。地震後の生活では一日がとて

も長く感じました。本もゲームも何もない中、ただ夜を待つだけの

日々が続きました。何日か経過した後、私はボランティア活動に参

加しました。カフェの手伝いでたくさんの方に飲み物を渡しました。

地震を体験してみんながつらかったと思うのに、カフェを利用する人

達は笑顔でした。ボランティアのおかげで前向きになることができま

した。 

数カ月後には学校が再開しました。クラスメイトはとても明るく、

つらかったことが嘘のようにふっ飛びました。たまに余震が起きて不

安になったりしたけれど、明るい友達のおかげで不安がやわらぎまし

た。 

地震から三年が経とうとしている今では、多くの場所で震災や

水害等の自然災害が多発しています。地震等はいつ起こるか予

想ができないので、いつ命に危険なことが起きるかわかりません。震

災で学んだ命の大切さを大事にし、災害が発生した時、自分の

命、みんなの命を守るために自分が出来ることを精一杯やっていき

たいです。 
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プロジェクト２－(３) 応募者一覧表① 

NO 部門 学校名 学年 氏名 タイトル 

１ 

小学生 

熊本市立武蔵小学校 3 牧島 もな あの日のできごととその後に考えたこと 

２ 南阿蘇村立久木野小学校 4 今村 心愛 熊本地しんがおこって二年半 

３ 南阿蘇村立久木野小学校 4 今村 成那 なれなかったひなん生活 

４ 南阿蘇村立久木野小学校 4 今村 優心 こわかったじしん 

５ 南阿蘇村立久木野小学校 4 大津 結奈 あのことは、わすれられない 

６ 南阿蘇村立久木野小学校 4 菊池 潮 わすれられないあの日 

７ 南阿蘇村立久木野小学校 4 清田 百菜 地震のきょうふ 

８ 南阿蘇村立久木野小学校 4 小辻 夏美 地震の時に・・・ 

９ 南阿蘇村立久木野小学校 4 榊 心優 家族の大切さ 

10 南阿蘇村立久木野小学校 4 佐竹 姫菜 地震の時の出来事 

11 南阿蘇村立久木野小学校 4 佐藤 あみ じしんの時の思い出 

12 南阿蘇村立久木野小学校 4 障子 航平 夜に起きたじしん 

13 南阿蘇村立久木野小学校 4 新村 春花 ボランティアのみなさん 

14 南阿蘇村立久木野小学校 4 芹口 翔梧 じしん後の今 

15 南阿蘇村立久木野小学校 4 他力 友貴奈 熊本地震が起きてからの私の変化 

16 南阿蘇村立久木野小学校 4 豊村 信龍 命の大切さ 

17 南阿蘇村立久木野小学校 4 野添 拡充 もうあってほしくない。地しん 

18 南阿蘇村立久木野小学校 4 古澤 莉央 あの時のことを忘れない 

19 南阿蘇村立久木野小学校 4 古澤 諒 くまもとじしんふっきゅうの日び 

20 南阿蘇村立久木野小学校 4 松村 咲良 こわかったあの日々 

21 南阿蘇村立久木野小学校 4 丸山 倫太朗 くまもとじしんをけいけんして 

22 南阿蘇村立久木野小学校 4 峰松 杏樹 初めてのこわさ 

23 南阿蘇村立久木野小学校 4 宮本 樹 大きくゆれた地しん 

24 南阿蘇村立久木野小学校 4 山中 千織 協力した熊本地しん 

25 南阿蘇村立久木野小学校 4 山村 美優 地しんがおきて思った事 

26 南阿蘇村立久木野小学校 4 吉原 ひより あのじしんで 

27 南阿蘇村立久木野小学校 4 渡邊 崇汰 地しんのできごと 

28 南阿蘇村立久木野小学校 4 松本 風花 とつぜんくる地しん 

29 南阿蘇村立久木野小学校 6 今村 静香 熊本地震 

30 南阿蘇村立久木野小学校 6 岩崎 梨花 熊本地震 

31 南阿蘇村立久木野小学校 6 大山 真生 熊本地震で 

32 南阿蘇村立久木野小学校 6 亀川 果穂 熊本地震の記憶 

33 南阿蘇村立久木野小学校 6 清水 花心 あの日の出来事 

34 南阿蘇村立久木野小学校 6 菅原 虎次朗 熊本地震で感じたこと 

35 南阿蘇村立久木野小学校 6 渡邊 にこ 地震での思い 

36 御船町立高木小学校 5 中田 真桜菜 熊本地震で思ったこと 

37 御船町立小坂小学校 6 池下 由梨亜 あの日の出来事 

38 益城町立飯野小学校 5 大森 瑛玄 地しんを体験して 

39 益城町立飯野小学校 5 森山 敬太 熊本地しんのことについて 

40 益城町立飯野小学校 5 本田 羅依斗 あのときの思い 

41 益城町立広安小学校 5 江口 心遥 熊本地震の思い出 

42 益城町立広安西小学校 3 かきもと みいな あの日のこと 

43 益城町立広安西小学校 3 まつもと はるき 地震がおきた時 

44 益城町立広安西小学校 3 兒玉 はると 地しんがきた 

45 益城町立広安西小学校 3 こう竹 りゅうと 地しんで考えたこと 

46 益城町立広安西小学校 3 東坂 ゆうしん くま本地しん 

47 益城町立広安西小学校 3 大山 こうしろう ましき町をおそった地しん 

48 益城町立広安西小学校 3 山根 りゅうき 一年生のとき 

49 益城町立広安西小学校 3 塩田 まひる くま本地しん 

50 益城町立広安西小学校 3 森 ひなた 大きな地しん 
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プロジェクト２－(３) 応募者一覧表② 

NO 部門 学校名 学年 氏名 タイトル 

51 

小学生 

益城町立広安西小学校 3 小山 しょう くま本じしんを通して 

52 益城町立広安西小学校 3 山本 もな くま本じしんでかんじたこと 

53 益城町立広安西小学校 3 村山 心香 こわかった地しん 

54 益城町立広安西小学校 3 西﨑 みゆめ 大へんだったじしん 

55 益城町立広安西小学校 3 ― くま本地しんをけいけんして思ったこと 

56 益城町立広安西小学校 3 竹下 ひろと くまもと地しん 

57 益城町立広安西小学校 3 さか本 たいが 大切な思い出 

58 益城町立広安西小学校 3 いせり らいあ くまもとじしん 

59 益城町立広安西小学校 3 坂本 あきのり くま本じしんを通して 

60 益城町立広安西小学校 3 えとう 空志 くま本じしん 

61 益城町立広安西小学校 3 島田 れんや じしんってこわい 

62 益城町立広安西小学校 3 天方 おうし おどろいた熊本じしん 

63 益城町立広安西小学校 3 長木 かずま あの日の出来事 

64 益城町立広安西小学校 3 猪之鼻 みく ありがとう 

65 益城町立広安西小学校 3 中川 まさと もう起きないで 

66 益城町立広安西小学校 3 今井 ひな 熊本じしん 

67 益城町立広安西小学校 3 興梠 そうた わすれられないあの日のこと 

68 益城町立広安西小学校 3 中山 あんり こわかった熊本じしん 

69 益城町立広安西小学校 3 岩下 れいじ こわかった地しん 

70 益城町立広安西小学校 3 篠原 さくら あの時思った事 

71 益城町立広安西小学校 3 吉村 みゆ やさしさが、かんじられた、地しん 

72 益城町立広安西小学校 3 上妻 りゅうき くま本地しんについて 

73 益城町立広安西小学校 3 田尻 瑠華 くま本地しんについて 

74 益城町立広安西小学校 3 米倉 けいしん くま本地しんで分かったこと 

75 益城町立広安西小学校 3 本多 こうき あの日の出き事 

76 益城町立広安西小学校 3 山下 たいが くま本地しんについて 

77 益城町立広安西小学校 3 山尾 ゆきな くま本地しんについて 

78 益城町立広安西小学校 3 濱田 りゅうと くま本地しん 

79 益城町立広安西小学校 3 古田 なな くま本地しんで思ったこと 

80 甲佐町立白旗小学校 3 田端 るか みんなが元気なえがおになれた 

81 甲佐町立白旗小学校 3 山下 ひなた 今わたしたちにできる事 

82 甲佐町立白旗小学校 3 井芹 優 ボランティアでえ顔にしたいな 

83 

中高生 

益城町立木山中学校 3 荒川 祐心 長い戦い  

84 益城町立木山中学校 3 荒木 恒 災害の取り組み 

85 益城町立木山中学校 3 家入 雅 これから大切にしていきたいこと 

86 益城町立木山中学校 3 井芹 蒼瑚 熊本地震 

87 益城町立木山中学校 3 伊藤 雅 熊本地震を通して 

88 益城町立木山中学校 3 井本 麗 ― 

89 益城町立木山中学校 3 片谷 飛奈乃 地震が教えてくれたこと 

90 益城町立木山中学校 3 金森 天海太 避難所での生活 

91 益城町立木山中学校 3 国武 奨輝 熊本地震から今日までを振り返って  

92 益城町立木山中学校 3 黒木 穂乃香 二年間を振り返ってどう生きるか 

93 益城町立木山中学校 3 小塚 悠眞 復興に向けて取り組みたいこと 

94 益城町立木山中学校 3 後藤 凜太郎 復興に向けて取り組みたいこと 

95 益城町立木山中学校 3 齋藤 亜実 二年半を振り返って 

96 益城町立木山中学校 3 栄田 若奈 時間 

97 益城町立木山中学校 3 坂根 翔冴 二年六カ月たった今では 

98 益城町立木山中学校 3 坂本 楓樺 あの日のできごと 

99 益城町立木山中学校 3 坂本 美空 あの時の自分とこれから 

100 益城町立木山中学校 3 佐藤 吟奏 熊本地震から学んだこと 

101 益城町立木山中学校 3 島田 望美 地震を通して学んだこと 
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プロジェクト２－(３) 応募者一覧表③ 

NO 部門 学校名  学年 氏名 タイトル 

102 

中高生 

益城町立木山中学校 3 清水 直葵 震災で思ったこと 

103 益城町立木山中学校 3 城下 輝貴 地震から今まで 

104 益城町立木山中学校 3 陣 香月 あの時の自分 

105 益城町立木山中学校 3 末松 麻衣 地震がおきて気付かされたこと 

106 益城町立木山中学校 3 関 飛楓 地震が教えてくれたこと 

107 益城町立木山中学校 3 園田 龍生 地震がきたとき 

108 益城町立木山中学校 3 園田 瑠衣 ― 

109 益城町立木山中学校 3 高井 都至 自分の将来 

110 益城町立木山中学校 3 髙木 優成 地震の後 

111 益城町立木山中学校 3 田上 乙葉 あの日の出来事 

112 益城町立木山中学校 3 竹部 奈々美 ― 

113 益城町立木山中学校 3 田中 美早紀 熊本地震を経験して学んだこと 

114 益城町立木山中学校 3 塘田 俊輝 一年の時の悲劇 

115 益城町立木山中学校 3 塘田 羅夢 あの日から約二年半がたち 

116 益城町立木山中学校 3 豊田 有美香 熊本地震から二年半 

117 益城町立木山中学校 3 中島 由莉 私に出来ること 

118 益城町立木山中学校 3 永田 杜羽 あの時の体験 

119 益城町立木山中学校 3 中村 都菜 怖かったあの日の反省  

120 益城町立木山中学校 3 中村 優士 大切にしたい思い出 

121 益城町立木山中学校 3 西 蒔喜 地震でまなんだこと 

122 益城町立木山中学校 3 野満 ももこ 二年間を振り返ってどう生きるか 

123 益城町立木山中学校 3 服部 綾音 地震が教えてくれたこと 

124 益城町立木山中学校 3 早野 勇人 あの頃の思い出 

125 益城町立木山中学校 3 平木 乃愛 地震をふりかえって 

126 益城町立木山中学校 3 福留 魁晟 熊本地震から二年がたって 

127 益城町立木山中学校 3 前田 紘花 熊本地震 

128 益城町立木山中学校 3 松浦 亜衣 忘れられない日と私の復興 

129 益城町立木山中学校 3 松嶋 裕杜 ぼくと地震 

130 益城町立木山中学校 3 松野 楓 熊本地震を通して 

131 益城町立木山中学校 3 松本 莉奈 今、思うこと 

132 益城町立木山中学校 3 松本 尚弥 あの日の事は忘れない  

133 益城町立木山中学校 3 渕上 遥南 熊本地震への思い 

134 益城町立木山中学校 3 宮田 遼麻 熊本地震から二年半経って 

135 益城町立木山中学校 3 森 遥人 地震のことを思って 

136 益城町立木山中学校 3 森川 紫苑 二年間を振り返って 

137 益城町立木山中学校 3 守住 唯 今だから思うこと 

138 益城町立木山中学校 3 矢嶋 未来 地震から学んだこと 

139 益城町立木山中学校 3 安田 栞大 復興に向けて 

140 益城町立木山中学校 3 山内 朝陽 気持ちの変化 

141 益城町立木山中学校 3 山口 玲南 地震を通して気づいたこと 

142 益城町立木山中学校 3 山辺 浩生 復興に向けて取り組みたいこと 

143 益城町立木山中学校 3 山本 晃士 地震 

144 益城町立木山中学校 3 吉川 昇吾 地震と近所付き合い 

145 益城町立木山中学校 3 吉田 葵 あの日を忘れない熊本地震 

146 益城町立木山中学校 3 吉山 蓮晟 熊本地震で学んだこと  

147 益城町立木山中学校 3 吉山 未祐 交流 

148 益城町立木山中学校 3 米原 真心 地震を通して感じたこと 

149 益城町立木山中学校 3 蘭野 友菜 二年前の益城町 

150 益城町立木山中学校 3 渡邊 楓輝 地震と僕 

151 嘉島町立嘉島中学校 3 山口 彩夢 葉 

152 熊本マリスト学園高等学校 2 竹下 侑里子 おと 
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第Ⅱ章 ひろげ、つなぐ 大人の言葉 

１．こどもの語りに耳を傾けよう  ／ 諏訪 清二 

 

２．「語り継ぐ」こと     ／ 木村 由美子 

 

３．一人一人の声をかみしめたい  ／ 小多 崇 

 

４．「防災教育」→「今でしょ！」  ／ 柴田 敏博 

 

５．地震を語りつぐとは・・・？  ／ 奴留湯 雅士 
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１．こどもの語りに耳を傾けよう 

委員長 神戸学院大学現代社会学部 非常勤講師 

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 特任教授  諏訪 清二 

 

被災地でよく聞く言葉がある。 

「こどもが思い出して怖がるから災害に触れる授業は止めよう。防災教育はしない方がいい。」 

学校で災害体験を遠ざけても、突然テレビで映像が流れる。そのときこどもが辛くなっても先生方は知らん顔できるのだろうか。蓋をするより、

心と身体がしんどくなる理由を正しく教えて、対処法を伝えるほうが絶対に教育的だと思う。 

被災体験を語る人々からよく聞く言葉がある。 

「皆さんは被災当時こどもだったからあまり覚えていないだろうね。」 

こどももしっかり記憶している。辛さも混乱も不条理も、温かさもありがたさもやさしさも覚えている。こどもだったからとばっさり切り捨てていい

わけがない。  

災害体験を広く知ってもらおうと奮闘する語り部の努力には敬畏を感じる。でも、大人の話がほとんどだ。語り部が大人なのだから仕方が

ないとは思う。でも、その時こどもたちは災害とどう向き合っていたのだろう。自分、家族、友だち、周囲の大人たちが抱え込んだ苦悩や変化

をどう受け止めていたのだろう。どう受け止められなかったのだろう。大人の話からは何も伝わってこない。 

防災教育に関わりだしてからそんな違和感を強く持つようになった。だから今まで、いくつかの「語り継ぐ」活動に関わってきた。 

舞子高校環境防災科では、こどもの時の体験を綴ってもらい冊子「語り継ぐ」にまとめた。 

避難した公園で、自分の手をいつもよりぎゅっと強く握る母の手から、大変なことが起こっているのだと実感した。 

同級生が亡くなった。２階の窓から助けを求める手が火に飲み込まれていったという。死の意味が分からなかった。でも、号泣する母を見

て死ぬって大変なことなんだと悟った。 

汚いトイレが嫌だった。わがままを言ったらオムツをはかされた。でも、父と祖母が掃除してくれていたと後で知って何だかうれしかった。 

早朝の地震だった。いつも遊んでくれた近所の男の子が心配になった。母子家庭で母は夜の仕事をしていた。ひとりで寝ているはずだ。父

と二人で扉を蹴破って中に入った。その子は亡くなった父の遺骨を集めていた。逃げようと言っても、泣きながら遺骨を拾い続けた。 

そんな話が数えきれないほど文章となって残っていった。 

「ユース震災語り部」というDVDも作った。震災当時3歳から18歳のこども、若者に体験を語ってもらった。 

いとこの家がもうすぐ燃えそうだった。大人たちは家の中に入って貴重品を持ち出していた。手伝いに行った6年生の僕はビビって何もでき

なかった。13年経っても悔しい。 

父を亡くした。3才だった。小学生の時、父への手紙を書くように言われた。書けなかった。覚えていることがないから。 

そんな27の話が映像となって残っていった。 

熊本を震度7の地震が襲った。こどもたちがいつもと違う様子を見せた。先生方がこどもたちと向かい合い続けた。でも、震災の話を避ける

学校も少なくなかったという。こどもたちの反応が不安だったからかもしれない。 

熊本地震の体験を語り合うために、地震から2年後の夏と冬、こどもたちに集まってもらった。子どもたちには、震災後のこころの変化の話

をした。不安になっても当たり前だと伝えた。もちろん、できるだけ不安を与えないように配慮しながら、グループになって自分の体験を語り、

みんなの体験を聞く機会を作った。 

避難所でスリッパが配られると聞いてもらいに行った。家族みんなの分を持って帰ろうとしたら「あの子、がめつい」と言われた。母のところに

帰って泣いた。 

車中泊はだめだと言われていた。でも、夜中に車の窓から見えた星は、きれいだった。 

友達なのにそんな体験をしていたなんて初めて聞いた。 

こどもの体験談は、時として大人の常識をぶっ壊す。大人が気付かなかった、被災地の助け合いという美談の裏側をも見せる。 

でも、そんな話を残さないと、震災を語ったことにはならないと思う。大人にとって都合のいい話と、教育的に美しい話だけ語り継いでも、本

当に震災を後世に伝えることにはならない。 

熊本のこどもたちの語りは生きている。語り合う場を作り出すのは大人の仕事だ。  



 

ページ 45 

２．「語り継ぐ」こと  

 

委 員 NPO法人子育て応援おおきな木 代表理事  木村 由美子 

 

今回、縁あってユース熊本地震「語り継ぐ」会に実行委員として参加させて頂きました。 

 

夏と冬の合宿では、小学生と大学生が同じテーマでワークショップに参加し小学生が物怖じせず参加する姿にびっくりしまし

た。小学生にとって学校ではありえない一コマの時間の長さにも関係なく集中していました。被害の状況、自分の身に起こった

事、怖かったこと、悲しかったこと、防災の大切さ、つながりの大切さ、支援への感謝、あたりまえのことへの感謝等、子どもたち

の発する言葉は無条件に響きました。大人では気が付かないこともたくさんあり、語り部は子どもも大人も関係ない事を納得

しました。 

 

作文を読ませて頂き、同じ時間、同じ地震を、住んでいた場所によってそれぞれ違った体験をしたことや、あまりのことに茫

然とした様子等が手に取るように書かれていました。どの子も頑張って乗り越えてきたことが感じられ、審査することは私にとって

とても苦しいことでしたが、沢山の子ども達の声に触れられたことは貴重なことだったと思います。 

 

地震後はいたるところに瓦礫の山があり、一夜にして変わってしまった町の風景に言葉もありませんでした。片づけがすすみ

更地となり、夏にはそこに草が生い茂りました。３年が経とうとする今、日常生活の中で地震の事を話題にすることがめっきり

少なくなってきました。外に目を向けると更地には真新しい家が建てられ、益城町の風景も随分変わってきました。集合住宅

も立ち始め、転入などで熊本地震を経験してない方にも出合うようになりました。今回「語り継ぐ」ことの大切さを学び、地震を

経験してない方々にお会いする機会が多くある者として、語り継いでいかなければとの思いと、語り継ぐことの大切さも一緒に

伝えていこうと思ったことです。 

 

最後にユース熊本地震「語り継ぐ」会に参加できたこと、皆様とお会いできたことに感謝いたします。  
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３．一人一人の声をかみしめたい 

委 員 熊本日日新聞社 編集局 編集委員室  

編集委員・論説委員  小多 崇 

 

新聞記者になってやがて30年近くがたつ。子どものころからニュース報道に関心はあったが、記者に              

なった自分にどれほど高い志があったか自信はない。やりがいを感じながらも報道の役割を自問し、迷うこともあった。しかし一

歩ずつ歩き続けるうち、そして熊本地震という故郷を襲った大災害の渦中に身を置いたことで、記者という仕事の意義を改め

て捉え直している。その根底は、子どもたちを主体とした「『熊本地震を語りつぐ』プロジェクト」にも通じる。 

 

報道は時に「上から目線」や「理想の押し付け」になりがちだ。そんな記事や評論は読者の心に届かず、こね回した理屈は

見透かされてしまう。一方、市井の人々が積み重ねた体験、事実と向き合い、淡々と書きつづった記事は力強く訴えかける。

一人一人の肉声に耳を傾けることが第一歩。すると書くべきテーマや事柄がくっきりと浮かび上がる。あらかじめ想定したことを

なぞり、報じるのではない。肉声を通じて「見えたこと」「感じたこと」をかみしめ、伝えることが記者として目指すべき仕事と言え

るだろう。 

 

その際、取材対象者が自らの体験や行動に社会的価値を見いだしているとは限らない。実績や内に秘めた思いとは裏腹

に、声を発することを慎み、敬遠してきた人も多い。しかし、その方に語っていただくことの意義を記者が見いだしたならば、取材

に応じてもらえるよう説得もする。時には当事者が納得してもらえる時期を何年も待つこともある。 

 

結果として当事者から、取材過程やその後の記事を通じて「自分がこれまでやってきたこと、考えてきたことが整理できた。

自らを見つめ直し、今後やりたいことも見えてきた」と言ってもらえることも少なくない。記者冥利に尽きるばかりだ。 

 

聞く人、読む人だけでなく、言葉を発する人もその意味を受け止め直す―。記事に限らず、さまざまな文章や表現活動に

はそんな側面があるのだろう。災害の被災者が発する言葉は、外なる社会、内なる自らの双方にとって大きな意味を持つ。記

者としての経験を重ねながら、災害と向き合う子どもたちが「語りつぐ」ことを模索し、言葉を紡いでいくこのプロジェクトに大きな

意義を感じている。 

 

今回、子どもたちと接する貴重な機会をいただいた。夏冬にあった計２回の合宿に同行し、さらに数多く寄せられた作文や

詩の全てを読むことができた。それは私が携わる報道の“原点”を見つめ直す機会でもあった。「語りつぐ」―この言葉をこれから

も大切にしていきたい。 
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４．「防災教育」→「今でしょ！」 

 

委 員 元益城町立飯野小学校 校長  柴田 敏博 

 

正月早々の1月3日、和水町で震度6弱があったことは記憶に新しい。久々の当時を思い出させる揺れだった。 

1月19日の熊本日日新聞の投書欄に「地震の恐怖消えない孫心配」と題する投稿が掲載されていた。 

あの熊本地震から3年になろうとしているが、まだまだ、不安な気持ちを抱え込んでいる子どもたちは多い。 

阪神淡路大震災の時、心のケアを必要とする子どもたちの数が減り始めたのは、５年後ということを聞いている。ということは、熊本でいま

だに多いのは当たり前と考えたほうがいいのである。 

実際、トイレに一人で行けない子どもや、ドアを開けたままでないと風呂に入れない子ども、余震のたびに泣き出ししがみつく子どもはまだ

まだいる。 

一貫して不安を訴える子どももいないわけではない。しかし、何かをきっかけとしてモグラ叩きのように、新たに不安を訴える子どもたちがで

てくる。特に、状況の理解もできなかった被災時の幼児たちが、理解が進み、言語を獲得することによって、「地震の怖さ」を訴えるようになる

ということもよく聞く。 

大人として、親として、どうしたらいいのか。 

  各学校にはスクールカウンセラーの先生が配置されており、担任を通して相談することができる。また、心にも自然治癒力があるので、普

段の生活の中で楽しい活動を心がけ、時の経過を待つということも薬になる。 

しかし、それが根本的な解決方法なのだろうか。もっと積極的な方法はないのだろうか。具体的な対策を考えてみた。 

子どもに、地震や津波の起こるシステムを分かりやすく教える。 

子どもと、備蓄品や非常持ち出し袋を準備する。 

子どもと一緒に、棚やタンスが倒れないように固定をする。 

机やテーブルの下に潜り込む避難訓練を、親子一緒にする。 

「誰でもできる我が家の耐震診断」を親子で行い、必要に応じて対策をとる。等々・・ 

  そして、次に地震があったときには「大丈夫。」「怖くない。」という何の根拠のない言葉ではなく、「怖かったねえ。でも準備していたから大

丈夫。」「棚もタンスも倒れなかったね。」と話をすることは、心のケアになるのではないだろうか。 

つまり、「防災教育」は「心のケア」になるということを、確認しておきたい。 

日本は本当に「災害大国」である。昨年も大阪、北海道胆振と大きな地震が起きた。しかし、ここ数年一番心配されている地震は、南

海トラフの地震である。 

南海トラフの地震が起こる確率は、30年以内に70～80パーセント、50年以内では90パーセントと報道されている。西日本の太平洋

岸は甚大な被害を受ける。想定される死亡者数は30万人以上。東日本大震災の10倍以上である。はっきりさせておきたいが、30年後、

50年後という話ではない。「以内」である。今日かもしれない、明日かもしれないし、10年後かもしれない。 

ひょっとすると、私たち大人はもう生きていない未来にあるのかもしれない。 

しかし、今の子どもたちは、ほとんど全員が、南海トラフを経験することとなるであろう。 

夏の合宿の初日に「熊本地震の経験を無駄にしたくない。」と書いていた子どもがいた。その思いに応えることは、今の大人の責任である。  
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５．地震を語りつぐとは・・・？ 

 

委 員 元南阿蘇村立南阿蘇西小学校 校長  奴留湯 雅士 

 

熊本地震を語りつぐ会に参加して、忘れてかけていた地震の記憶を振り返り少し整理できたところ              

です。地震を語りつぐとは、「地震に向き合う」ことから始まると思いました。 

熊本地震から３年がたとうとしていますが、地震と向き合い受け止められたのでしょうか？阪神大震災の時は、５～６年

後にフラッシュバックしてＰＴＳＤに陥ったケースも報告されています。平穏に見える子どもの心の奥底にその火種はないのでし

ょうか、単に、毎日のくらしに流されているだけかもしれません。最大震度７の激震に襲われた恐怖心は、簡単に払拭されるも

のではありません。 

本震は４月１６日（金）の午前１時２５分、１９２人の児童全員の安否を確認できたのは１８日（月）の１６

時４０分でした。１９２人のうち、家に住めなくなった児童は９６人。家の被害や避難の方法、地震後の暮らしなど、被災

体験は人それぞれ全く異なります。避難先は、体育館や公民館が7カ所、隣町の強制避難所や親戚・知人の家など、県内

だけでなく県外（福岡、北九州、壱岐、広島、京都）へも散り散りに避難しました。 

本震から３週間後の学校再開（５月９日）は、本校に１４３人、残りの４９人が避難先の小学校に登校しました。

一人一人の被災状況はわからないままで、学校で把握できたのは、避難先と通学方法だけでした。夏休みの家庭訪問でも、

住む所や仕事が激変した今の状況を聞くだけで細かい被災状況までは聞く時間がとれませんでした。 

半年は、地震のことを作文や絵にしない方がいいと聞いたので、今困っていること、今考えたこと、今やっていることなど、なる

べく「今」のことを話題にしていました。子ども達の心のケアと被災状況の把握はなかなか進みませんでした。 

半年たった１１月末から、地震のことを少しずつ聞き取り、自分の気持ちを表現する活動を始めました。２月の復興際・

学習発表会に向けて、「みんなで咲かそう！ありがとうの花！」をスローガンに、どの学年も熊本地震と関連づけて取り組みま

した。地震発生時、多くの子ども達は、お父さんお母さんがおおいかぶさって守られたことがわかってきました。子どもの心の奥底

にある、親や家族が守ってくれた「救われた命」であることに気付かせることは、親子の絆を確かなものにし、怖かった地震に向

き合い受け止める大きな支えになると思いました。その他にもいろんなことがわかってきました。 

・道路が土砂で埋まっているので、ひざまである草やぶの中を歩いて避難しました。 

・避難所へむかう途中、水や食料を分けてくれた人のおかげで、ぼくは不安をのりこえられました。 

・お父さんは、本震から１週間は役場で寝泊まりしました。家族のことも心配だったけど避難所で困っている人がいたから

です。 

・昨日まで一緒にすごしていた友達が、転校しなければならなくなりました。 

・どんなにつらくても逃げずに立ち上がっている親の姿を見て、こんな近くに人間の生きる強さとやさしさがあることを知りまし

た。 

地震から３年目になる今でも、子ども達は怖かった地震、避難、転校、友達との別れ、避難所、仮設住宅、つらかったこと

悲しかったことをしっかり覚えています。親が困っていたことも見ています。つらいことを一度に体験して、言えなかったまま忘れて

いることはないでしょうか。今こそ被災体験を語り合い、成長した自分で地震と向き合えば、以前はわからなかったことも客観

的に受け止められる時期にきていると思います。  
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第Ⅲ章 関連資料 

１．熊本日日新聞記事 

(１)【この人に聞く・熊本地震 心にしみる言葉 防災の原動力】 

(２)【地震体験、伝えよう 阿蘇市で若者世代が合宿 平成28年熊本地震】 

(３)【語り継ぐ・子どもたちの熊本地震（上）】 

(４)【語り継ぐ・子どもたちの熊本地震（中）】 

(５)【語り継ぐ・子どもたちの熊本地震（下）】 

(６)【熊本地震を語りつぐ作文・詩 小中高生の40点入賞】 

(７)【被災体験 未来へ伝える 最優秀賞紹介】 

２．子どもたちの声を活かすプロジェクト ～夏合宿・冬合宿～ 募集チラシ 

 

３．子どもたちの声を集めるプロジェクト ～作文・詩～ 募集チラシ 

 

４．「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト実行委員会（委員名簿） 
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１．熊本日日新聞(１) 【この人に聞く・熊本地震 心にしみる言葉 防災の原動力】 

掲載日 2018年07月02日(月) 発行区分 朝刊 
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１．熊本日日新聞(２)【地震体験、伝えよう 阿蘇市で若者世代が合宿 平成28年熊本地震】 

掲載日 2018年07月29日(日) 発行区分 朝刊 
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１．熊本日日新聞(３) 【語り継ぐ・子どもたちの熊本地震（上）】 

掲載日 2018年08月17日(金) 発行区分 朝刊 
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１．熊本日日新聞(４) 【語り継ぐ・子どもたちの熊本地震（中）】 

掲載日 2018年08月18日(土) 発行区分 朝刊 
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１．熊本日日新聞(５) 【語り継ぐ・子どもたちの熊本地震（下）】 

掲載日 2018年08月20日(月) 発行区分 朝刊 
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１．熊本日日新聞(６) 【熊本地震を語りつぐ作文・詩 小中高生の40点入賞】 

掲載日 2018年12月28日(金) 発行区分 朝刊 

  



 

ページ 56 

１．熊本日日新聞(７) 【被災体験 未来へ伝える 最優秀賞紹介】 

掲載日 2019年1月23日(水) 発行区分 朝刊 
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２．子どもたちの声を活かすプロジェクト ～夏合宿・冬合宿～ 募集チラシ 

(１)夏合宿 

    

(２)冬合宿 
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３．子どもたちの声を集めるプロジェクト ～作文・詩～ 募集チラシ 

(１)子ども 

    

(２)大人 
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４．「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト実行委員会（委員名簿） 

 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

神戸学院大学現代社会学部 非常勤講師 

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 特任教授   

 

 

NPO法人子育て応援おおきな木 代表理事          

 

 

熊本日日新聞社 編集局 編集委員室  

編集委員・論説委員                  

 

 

元益城町立飯野小学校 校長                 

 

 

元南阿蘇村立南阿蘇西小学校 校長   

 

 

NPO法人さくらネット 代表理事     

 

 

 

 

 

 

諏訪 清二 

 

 

木村 由美子 

 

 

 

小多 崇 

 

 

柴田 敏博 

 

 

奴留湯 雅士 

 

 

石井 布紀子 

 

 

(敬称略)
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