Hear Our Voice①

子どもたちの声
～子どもの参加に関する意識アンケート調査～

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
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はじめに

セーブ・ザ・チルドレンは、国連公認の国際子ども支援 NGO です。すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られ
る・参加する「子どもの権利」が実現されている世界を目指し、世界約 120 ケ国で活動を展開しています。

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災をうけ、3 月 14 日に仙台に、その後 3 月 25 日には釜石に入り、被災
した子どもや家族が日常性を回復できるよう、宮城県・岩手県にて緊急支援活動を開始しました。

震災発生直後には、避難所で安心・安全な環境の中、子どもたちが交流し、遊びを通じて自分を表現することで、
子どもらしくいられる時間を取り戻す「こどもひろば」を実施しました。学校再開後は、被災した子どもたちが少しで
も通常時の学校生活を取り戻せるよう、ランドセルや副教材等の学用品の配布、給食支援、体育の授業や部活
動を市外の施設で行う際のバスの提供といった活動を実施しています。また、被災したこどもたちの放課後のケ
アの充実、保護者の生活再建のために、学童保育に対する支援や公園復旧・建設や仮設住宅集会所でのサポ
ートを通じた子どもたちの遊び場・居場所づくりを実施しています。

これらの活動を通じて、被災した子どもや家族が日常性を回復することを目指すと同時に、復興にむけて、ふるさ
との未来を担う子どもたち自身が、声をあげ、参加することでより良いまちづくりを目指そうと“Speaking Out From
Tohoku～ 子どもの参加でより良いまちに！～”を始動しました。

セーブ・ザ・チルドレンは、「子どものことは、子どもが一番よく知っている」ということから、2003 年より日本国内に
て、子どもたちに寄り添い、子どもたちの意見が子ども政策や施策に反映されるよう、子ども参加促進事業
“Speaking Out～みんな で話そう～”を行ってきました。2010 年には日本の子どもの貧困解決に向けた取り組み
“Speaking Out Against Poverty～夢や希望をうばわれないために～”や自治体との 協働による子ども参加の仕
組みづくりを行っています。

現在、国・県・市町村にて復興計画が策定されている中、日本における子ども参加促進事業の経験と知見を生か
し、当事者である子どもたちの声の反映された、子ども参加によるまちづくりを目指します。今回の「子ども参加に
関する意識アンケート調査」はその第一歩です。1 万人以上の子どもたちが、まちづくりに参加することについて
どのように考えているのか、ぜひ子どもたちの声に耳を傾けてください。本調査に参加してくれた子どもたち、実
施にあたりご協力くださった関係者・関係団体のみなさま、ありがとうございました。

セーブ・ザ・チルドレンは、今後も行政や地域、保護者の方々と連携し、子どもたちと共に、復興に向け、より良い
まちづくりに取り組んできますので、ご協力よろしくお願いいたします。
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子どもの参加
どもの参加でより
参加でより良
でより良いまちに！
いまちに！

みなさんへ
国は今、みなさんのまちをより良いまちにするために、色々なおとなの意見を集めて考えています。６月の終わりに
は、どのような計画にするのか発表する予定だそうです。みなさんのまちは、みなさんが住み、大きくなる場所だから、
まちの計画を作るときには、子どもたちの意見を聞いてもらいたいとセーブ・ザ・チルドレンは考えています。
そこで、今回はみなさんが、そのことについてどのように考えるのか教えてもらい、それをまとめて国や政治家の人
に伝えたいと考えています。ぜひ、ごきょうりょく、お願いします！

①あなた自身について教えて下さい。 ※当てはまるものに○をしたり、書いたりして下さい。

性別は？

男 ・ 女

何さいですか？ （

さい）

小学校 ・ 中学校 ・ 高校 ・ その他（

）

あなたの住むまちを教えて下さい。 （

このアンケートをどこで知りましたか？
学校
・ 地域のボランティア団体 ・ その他 （

１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ 年生

）市 ・ （

・

こどもひろば

）町 ・ （

・

避難所

）村

・知り合い
）

②あなたは自分のまちのために、何かしたいと思いますか？ ⇒ はい ・ いいえ
⇒「はい」の人は、どんなことがしたいと思いますか？

⇒ 「いいえ」の人は、理由を 教えて下さい。

③あなたは自分のまちをよくするために、人と話しをしてみたいですか？
⇒「いいえ」の人はその理由を書いて下さい。

⇒

はい ・ いいえ

⇒このあとは、③の質問に「はい」と答えた人だけ、おしえて下さい。

④あなたは自分のまちをよくするために、だれと話をしてみたいですか？
（一番話してみたい人に○をして下さい。）
総理大臣 ・ 国会議員 ・ 県知事 ・ 市、町、村長 ・ その他、政治家（
・ 先生 ・ 地域の人たち ・ 子どもどうし ・ その他（

⑤その人と、どんな話をしてみたいですか？

） ・ 親
）

ありがとうございました
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「子どもの参加に関する意識アンケート調査」 結果（速報）
（2011 年 6 月 13 日現在）

Ⅰ、調査内容および結果概要
本調査は、この度の東日本大震災における復興に子ども自身が参加することについて、子どもたちがどのような意見を
持っているかを知るために実施した。調査は 2011 年 5 月 24 日から 6 月 4 日にかけて、アンケート調査票を学校に配布し、
自記式で行った。宮城県・岩手県の 5 地域、小学 4 年生から高校 3 年生を対象に実施し、計 89 校より 11,888 票を回収し
た（有効回答数は 11,008 票）。
※調査目的および実施状況の詳細はⅡ以下を参照。

調査結果の概要は以下のとおり。
・アンケート調査の結果、子どもたちの約 87％が、復興や今後のまちづくりに何らかの形で関わりたいと答えており、関心
が高い。
・残り 13%の子どもは「何をすればいいか分からないから」「足手まといになりそうだから」という意見が多く、潜在的に関わ
りたいとする答えも合わせると、復興に参加したいと考える子どもの数は更に多くなる。
※調査結果の詳細はⅢ以下を参照。

Ⅱ、調査目的および実施状況
1. 調査目的
現在、東日本大震災における復興計画が、国・県・地方自治体において議論されている。日本政府が昨年発表した「子
ども・若者ビジョン」、また昨年発表された国連子どもの権利委員会第三回日本政府報告書総括所見においても、子ども
を社会を構成する重要な「主体」として尊重することや、政策決定プロセスにおける意見表明や社会参加の機会の保障が
うたわれており、子どもの権利の視点から、この議論に子どもたち自身が声をあげ、参加することが不可欠である。本調
査は、この点に関して子どもたちがどのような意見を持っているかを知るために実施した。

2. 調査対象および実施状況
対象地域 ： 宮城県 石巻市、東松島市 ／岩手県 釜石市、陸前高田市、山田町
対象学年 ： 小学 4 年生～高校 3 年生

調査は教師のガイダンスによる自記式で実施した。その結果、計 89 校（小学校 55 校、中学校 29 校、高校 5 校）から 11,888
票を回収。有効回答数は 11,008 票であった（有効回答率は 92.6%）。
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Ⅲ、質問項目および集計結果
Q1 あなた自身について教えて下さい。
【性別】

男
女
全体

【学年】

総数
比率
5,530
50.2%
5,478
49.8%
11,008
100%

小4
小5
小6
中1
中2
中3
高1
高2
高3
全体

【地域】

総数
比率
1,342
12.2%
1,560
14.2%
1,540
14.0%
1,612
14.6%
1,914
17.4%
1,738
15.8%
410
3.7%
322
2.9%
570
5.2%
11,008
100%

石巻
東松島
釜石
陸前高田
山田町
全体

総数
比率
5,130
46.6%
2,245
20.4%
1,428
13.0%
1,170
10.6%
1,035
9.4%
11,008
100%

Q2 あなたは自分のまちのために、何かしたいと思いますか？
0

総数
はい
いいえ
全体

5,000

10,000

比率

9,617
1,391
11,008

はい

87.4%
12.6%
100%

9,617

いいえ

1,391

「はい」の人は、どんなことがしたいと思いますか？（自由回答のため、複数回答・無記入回答あり）

1.ボランティア
2.ゴミ拾い・そうじ
3.あいさつ
4.元気づけたい
5.自分にできることなら何でも
6.芸能・伝統活動
7.募金
8.手伝い
9.環境活動
10.元に戻したい
11.その他 ※下記に抜粋
全体

総数
2,071
2,695
280
769
1,097
105
537
973
687
885
1,164
11,263

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,000

2,000

3,000

2,071
2,695
280
769
1,097
105
537
973
687
885
1,164

※「その他」に寄せられた回答より（誤字・脱字もそのまま転記）
・自分よりおさない児童館の子ともたちのめんどうをみる。（小 5 男）
・すこしずつでも、1 歩前をむいて、がんばりたいです。 海のそうじなどをしたいです。（小 5 女）
・大人は色々な事で、大変だと思うから、子どもを中心とした、元気を、町の地域の人達にとどける取り組みがした
い。（中 1 男）
・将来のことだが、市役所の職員になって直接再建に加わりたい。（高 1 男）
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「いいえ」の人は、理由を教えて下さい。（自由回答のため、複数回答・無記入回答あり）
0

総数

比率
295
12.9%
584
25.4%
313
13.6%
349
15.2%
303
13.2%
103
4.5%
348
15.2%
2,295
100%

1.手一杯・精いっぱい
2.忙しい・暇がない
3.何をしたらいいのか分からない
4.意思がない
5.できることがない
6.必要がない
7.その他
全体

100 200 300 400 500 600

1
2
3
4
5
6
7

295
584
313
349
303
103
348

※「その他」に寄せられた回答より （誤字・脱字もそのまま転記）
・まだしんさいでがれきがのこって子どもたちはがれきのそばえ近ずいちゃだめといわれているので何もしません。
（小 4 男）
・何かしたいような気はするが、子どもで行動できないから。（小 6 男）
・もっとひどい所や、たいへんな人がいると思うから。（中 2 女）

Q3 あなたは自分のまちをよくするために、人と話しをしてみたいですか？

総数
はい
いいえ
全体

0

比率
8,503
2,505
11,008

77.2%
22.8%
100%

5,000

10,000

はい

8,503

いいえ

2,505

「いいえ」の人はその理由を書いて下さい。（自由回答のため、複数回答・無記入回答あり）

1.話すのが苦手・人見知り
2.話すことがない
3.話をしても変わらない
4.何を話していいか分からない
5.話すより行動する
6.その他
全体

比率
440
21.9%
432
21.5%
340
16.9%
271
13.5%
90
4.5%
436
21.7%
2,009
100%

0

総数

100

200

300

400

500

1

440

2

432

3

340

4
5

271
90

6

436

※「その他」に寄せられた回答より （誤字・脱字もそのまま転記）
・めんどくさいから。話しているひまがあったら、がれきひろいをします。（小 5 女）
・話をすると相手がおちこむから（家をなくしたり、家族をなくしたりする人に聞くとだめだから。）話す気はそもそも
ない。（中 2 男）
・ほかの人をたよるのでなく、自分で何をすればよいか考えて、ボランティアをしてみたいから。（中 3 女）
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Q4 あなたは自分のまちをよくするために、だれと話をしてみたいですか？（選択式）

総数
総理大臣
国会議員
県知事
市町村長
その他政治家
親
先生
地域の人たち
子どもどうし
その他
全体

比率
2,069
326
696
957
40
493
91
1,466
1,811
554
8,503

24.3%
3.8%
8.2%
11.3%
0.5%
5.8%
1.1%
17.2%
21.3%
6.5%
100%

0
総理大臣
国会議員
県知事
市町村長
その他政治家
親
先生
地域の人たち
子どもどうし
その他

500

1,000 1,500 2,000 2,500
2,069

326
696
957
40
493
91
1,466
1,811
554

※「その他」に寄せられた回答としては、芸能人、スポーツ選手など

Q5 その人と、どんな話をしてみたいですか？（寄せられた回答より、誤字・脱字もそのまま転記）
・つ波のせいで暗い県になってしまったので、家などはちょっとお金がかかるのでせめて花や木などを生えるのはどうです
か。（小 4 女：県知事と話したい）
・どうやったら、みんなが笑ってくれるか（小 5 女：地域の人たちと話したい）
・未来のこの町を想像し、そのために自分達子供には何ができるのかなどを話してみたい。（中 1 女：子どもどうしで話した
い）
・大人だけできめないで、子どもたちのいけんもいれてほしい。「いいまちに」というなら、とかいなどちかい人たちだけでな
く、私がすんでいるまちのいけんもとりいれてほしい。など（中 1 女：総理大臣と話したい）
・歌手だったらライヴとか...。タレントだったらおもしろい事（トークショーなど）をしてほしい。みんなが笑顔になると思う。（中
2 女：芸能人と話したい）
・世けん話とか、ざつだんというか、テーマとかを決めないで、みんなでゆっくり話せればいい。（中 3 女：地域の人たちと話
したい）
・もっと県のアピールをして、宮城の特産物を多く広め、多くの人に宮城県に来てもらうことを話してみたい（高 3 女：県知事
と話したい）

■その他、寄せられた子どもたちの声 （誤字・脱字もそのまま転記）
・でも、子どもどうしだからあんまりつなみのことわはなせないけどやっぱりこどもどうしがいい。（小 5 女）
・明るくて、元気な町をつくるためには、心のそこから話せる人と話せる場がほしい（小 5 女）
・ひなん所にいる人や家はあるけど仕事はない人に、パートとしてやっとて、がれきのてっきょ作業をさせた方がいいと思
います。（小 6 男）
・どうしたら、この町は、もっとかがやきをもてるのだろう。（中 1 男）
・総理や国会などにたよってばかりじゃだめだと思う 市や町などで、自分にできることは積極的にやったほうがいい。（中
2 男）
・日本ががんばっているという事や、日本だけじゃなく、世界が日本を助けているという感謝を伝えたい。（中 2 女）
・なんで、この大変な時に、「平泉を世界遺産にしたい」なんて言ったのか。（中 2 女）
・はやくかせつをたてて、ストレスをかいしょうしてほしい。（中 3 女）
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・情報がぜんぜん伝わってこないから、もっと情報をしっかり流してほしい。（高１女）
・原発問題があるのに、なぜ国会はおかしいことをしているのか？誰が総理大臣になっても同じだと思う（高１女）

以上

※その他の子どもの声については、7 月 1 日よりセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのホームページにて公開予定
⇒ http://www.savechildren.or.jp/

調査者：公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

【お問い合わせ先】
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 仙台事務所（担当：津田／緊急支援プログラムマネージャー）
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-3-7 横山ビル 2F
Tel：022-263-4561、090-9140-5637、FAX：022-263-4562、E-mail：tsuda@savechildren.or.jp
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公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-3-7-2F
Tel: 022-263-4561
Fax:022-263-4562

2011 年 6 月 10 日

要望書
東日本大震災復興構想会議
議長 五百旗頭 真 殿
五百旗頭

真議長及び当局におかれましては、東日本大震災に対する支援および復興に

全力を挙げておられますことに敬意を表します 。また、平素は、弊会による子どもの権利
実現、東日本大震災で被災した子どもたちへの支援活動に、多大なご理解とご支援を賜り、
心より感謝申し上げます。
現在、国・県・市町村においては、復興計画が検討されておりますが、セーブ・ザ・チ
ルドレンは、この復興計画に子どもの意見を反映させていただきたいと考えております。
東日本大震災復興構想会議のこれまでの審議過程における「復興構想 7 原則」と「5 つの論
点」においても、地域・コミュニティ主体の復興を基本とし、被災地自らが復興プランを
策定することが求められると記載されています。
「提言」とりまとめにおいては、さらに以
下の点をご配慮いただきたく、お願い申し上げます。
1、復興計画策定に際し、子どもの権利条約に基づき、権利の主体である子どもの最善
の利益、子どもの意見の尊重を確保するために、当事者である子どもの参加の保障
を明記すること
2、上記に基づき、子どもの意見を広く聞き取る機会や子どもたち自身が意見を表明、
参加する機会を制度として保障すること
国際子ども支援 NGO セーブ・ザ・チルドレンは、東日本大震災で被災した子どもや家族
の日常性の回復を目指し、避難所における安心・安全な環境の下での子どもに対するプロ
グラム「こどもひろば」の実施、ランドセル・学用品の配布、学童保育所の支援、学校給食
支援などを展開してきました。
また、これまで「子どものことは、子どもが一番よく知っている」ということから、2003
年より日本国内にて、子どもたちに寄り添い、子どもたちの意見が政策や施策に反映され
るよう子ども参加促進事業を行ってきました。2009 年からは「国家防災基本計画」に対し
て、2010 年からは子どもの貧困解決に対する取り組みに対し、子どもの視点を取り入れる
よう、政府に要望しています。
東日本大震災支援活動において、セーブ・ザ・チルドレンでは 5 月 24 日～6 月 4 日にか
けて、宮城県石巻市・東松島市、岩手県山田町・釜石市・陸前高田市の小学 4 年生～高校
生約 21,000 人（120 校）を対象に、東日本大震災における復興に子どもたち自身が参加す
ることについて、どのような意見を持っているかを知るために「復興にむけた子ども参加
に関する意識調査」を実施しました。その結果、有効回答約 11,000 人（89 校）のうち、約
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9 割の子どもたちが「自分のまちのために、何かしたい」、約 8 割の子どもが「自分のまち
をよくするために、人と話をしてみたい」と回答し、被災した子どもたちの多くが自分た
ちの住む地域の復興に向けたまちづくりに積極的・主体的に参加したいと考えていること
がわかりました。
日本政府が昨年発表した「子ども・若者ビジョン」の中でも、子ども・若者を社会を構
成する重要な「主体」として尊重し、大人と共に生きるパートナーと位置づけ、意見表明
機会の確保をはじめ社会参加を支援すると明示されています。
また昨年発表された国連子どもの権利委員会第三回日本政府報告書総括所見においても、
「政策策定プロセスにおいて、子どもおよび子どもの意見に言及されることがめったにな
いことを懸念。あらゆる場面において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して、全面
的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告（一般原則項
目パラ 43、44 子どもの意見の尊重）」がなされています。
セーブ・ザ・チルドレンは、国や地域の未来を担う子どもたち自身が、復興計画や地域
の復興に向けたまちづくりに、子どもたち自身が声をあげ、参加することが、持続的な復
興へとつながっていくと考えております。
セーブ・ザ・チルドレンでは、
・被災した子どもたち自身が地域の復興にむけたまちづくりに関して活動する「子ども
まちづくりクラブ」
（7 月～）、
・被災した子どもたち 100 名の復興に関する意見を聞き取るヒアリング調査（7~9 月
・被災した子どもたちが集まり、復興計画について討議し、提言を行う東北子ども会議
（11 月 20 日/世界子どもの日）の実施 等、
行政や子ども支援団体、地域、保護者と連携しながら、子どもたちと共に、地域の復興に
むけて取り組んでいきたいと考えております。
今後ともご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
本件に関するご照会は、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（津田知子/緊急支援プログラ
ムマネージャー）までお願い致します。
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-3-7-2F
Tel: 022-263-4561、090-9140-5637 E-mail：tsuda@savechildren.or.jp
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子どもたちの声

⑤その人と、どんな話をしてみたいですか？

岩手県

やまだまち

山田町・・・・p11

かまいしし

釜石市・・・・p26
りくぜんたかたし

陸前高田市・・p49

いしのまきし

宮城県

石巻市・・・・p66

ひがしまつしまし

東松島市・・p148

わたりちょう

亘理町・・・p176

白地図©旅のとも、ZenTech
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・けんこう話
・どんな建物をどこにたてたいか。

岩手県

・これからどうするか。

やまだまち

・できれば、ボランティアにさんかしたい。

山田町

・かんさんとひがいそうがくはどうするのか話す。
・はげまし合いの話
・これからのこと。
・つなみのときの話し
・ひなんしている人は山田町でなん人ですか。 かせつじゅう
たくは何けんできたんですか。
・どうやったら町の役に立てるか。
・家をながされたひとたちに、＜がんばってください！！＞

小学 4 年生

・今はけんかをなんかしているばあいじゃないでしょ

・かせつじゅうたくや町をふっこうするようにいいたい。

・元きかどうか

・岩手県をはやくなおしてくれませんか

・分かりません

・岩手を明るく元気にしてもらいたい

・どんなふうな町にしたいですか。

・山田町をふっこうさせてくれませんか

・どうやって山田をたすけるか。

・がんばってね！家だいじょうぶだた？

・町をもとのふうにもどしてください。たべものもいろいろなも

・山田町のふっこうについて話し合いたい！！

のもほしいです。

・山田町ふっかつするかな？

・「おやっている」

・どうして、じしんがおきたのか。いまでも、ゆくえふめいの人

・この町をどういう風にふっこうさせて行くか

は、なん人いるのか。なん年ぐらいたったら町がもどるのか

・いまどうしたいか？

岩手県やひがいの大い県や、町をなおしてほしい。

・町をなおす話をしてみたい

・その子どもにだいじょうふだった。山田町ほかの町も、もとど

・もとの山田にもどしてみたいという話をしてみたい

うりになったらいいね。

・楽しい話をして悲しいことを忘れる話。

・これからどんな建物がたつか話してみたい。

・どうやって町をよくするかを話する。

・ぼくの家はいつになったらできるんですか。

・いろいろな話

・家をたくさん作りたい。

・どのようにしてまちをしぜんゆたかにできるか。

・しょうらいの町作り

・ガレキをへらすのを手つだわせて。

・地域の事とか

・みんなで山田町を前のくらしにもどしましょう。

・どんな仕事をしているのか話したい。

・今回のじしんやつなみをどう考えたんですか。それとも、どう

・いろんな事をしたいしおもしろい話や楽しい事を話す。

思いましたか

・大浦がもとどおりになったらとかの話

・ひばくしていい数字が１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄだったのに、２０ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

・天のうさまたちよりはやくうごけ！

とはどういうことですか。ふざけないで下さい永山市の学の子

・体のちょうしを聞く！！ なにがたべたいかきく！！

どもたちをはやくひなんさせて下さい。子どもたちをモルモット

・つなみを体験してどんな気持ちになったか。（つなみを体け

にしないで。

んした人に）

・ぼくは何か力になることは、ありますか。

・町長さんに、今後どうするか。（どういうふうに動くか）

・楽しい話しをしてみたい

・つなみの話

・ぼくたちもがんばるので総理もがんばってください。
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・心をすっきりさせるため話をしたい。

・もっと山田に金をくれ。（ぼうはてい、家、駅、会社）理由 建

・元気なはなし。

物をたてる金にする。金をプリーズ！！

・いろいろな事をたくさん話したいです。

・平和にしてほしい。お金のない人やまずしい人のためにお金

・さいきんの町はきれいですね

をあげる話

・たのしいはなし

・家と店と駅をください。

・たかだいにみせたててほしいですか。

・店、家をたててください。ぼきんをしてください。食べ物をくだ

・今は、どんな気もちですか？

さい。

・自分達でどんなことができるか

・この町は、きれいになるのか。

・みんながきょう力できる町にするために、何をすればいい

・もっとお金がほしい 駅がなくてこまる。

か。

・いろんなことを話してみたい。

・おちこんでいる人に心があたたかくなるような話しをしたいで

・かせつじゅうたくに、早く住みたい。ふつうのせいかつに早く、

す。

もどりたい。

・みんなで勇気をつけることを話し合いたい
・みんなでがんばろうて

小学 5 年生

・あいさつの話
・今回の、東日本大しんさいの事。

・今後のこと。

・がれきてっきょや、ぎえん金がほしい。山田のために。

・津波でひ害をうけたところは、なにをたてるのか？

・私、はやく山田町をふっかつしたいから、お手つだいをしま

わたしのじいちゃんがふねをなおしていいんですかと。？

す。よろしくお願いします。がんばってください。ごきょう力おね

・いろいな話

がいします。

・家族の話！

・町の人がよくなるためにしえんぶっしがほしいから、もっと、

・ふっこうの話し

お金がほしいです。

・山田町のひさいじょうきょうを教える（？）話・・・。

・おかねがほしい（1 人に１００万円）

・津波のことで話してみたい。

・がんじょうなていぼうを作ってほしい。一日に作る金のりょう

・ふっこうの話

をふやしてがれきてっきょなどにつかったり家作りにもつか

・つなみがきたところにはなにをたてるのですか？

う。

・町をよくするため、ボランティアのほかに、したらよいことを話

・1 日でも早くふっこうしてほしいし、東日本だいしんさいで、く

したい。

るしんでいる人が多いので、心が明るく、おちつく、町になって

・おもしろい話し

ほしい。

・いろんなこと

・みんなに食りょうや、服をかったり、家をなおすお金をもうち

・岩手県のふっこうの話

ょっとふやしてほしい。

・どうやったら、みんなが笑ってくれるか

・国のためにがんばれることを話してみたい。

・いっしょにどこのゴミをひろったりする話

・山田町のふっこう、東北地方のふっこうにむかって、ふっこう

・ぼくの、学校のことお話をしたい

ぎえん金で、町をもとにもどってほしい。いろいろな物をはい

・私のすんでる町の話

ふしてほしい。

・いろいろ

・まちをいい町にしたいと思います。

・これからどうするか

・計画を早くすすめて、山田をよりよいまちにするように

・わたしの学校のことを話したい

・山田町をへいわな町にしてください。しょくりょうをわけてくだ

・いろんなことお話たいです。

さい。

・つなみの話をしてみたい
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・どうして県知事になろうと思ったんですか

・みんなを元気づける イベントの事など

・子どもを外にだせるようにして下さい（福島）

・この町を元気にするための話とかをしてみたいと思います。

・つなみ（じしん）のこわさの話をしてみたい。

・私たちには何ができるのか

・あなたは、せつでんとかしてますか。

・「今のひさいで、家や家族、親友がなくなった人に、ゆめとき

・ゴミ拾い

ぼうをあたえてください。」と話したいです。

・はやく仮設住宅にはやく住みたい。

・遊びの話し

・ふっこうしたときの想ぞうの話

・これから、山田の町をどのようにしていきたいのかなどを、

・これからどんな事をすればいいのか。

話してみたい。

・いろいろ話したい。

・お店はどこにたつのかな～。

・家がない人はすごく困っているから、はやくかせつ住たくを

・自分の町をよくするためにどうすればいいのか。

作ってほしい。どうやったら、もとの山田町にもどるか。

・どんなことをやれば、よろこぶか？

・きれいな町にしてほしい

・山田町のこと

・ゲームそうこを山田町にたててほしい

・海に近づけるか

・ふっこうをしてほしい。

・山田のふっこうについて話したいです。

・国のためにもっとがんばってください。

・「何かやってほしいことありますか」て聞いて何かやってあげ

・ふっこうのことについて。

たい。

・いつになったら、山田は、もどるんですか

・ふっこうに向けてがんばってください

・どのようなしかたでふっこうしていくか。 自分たちがどんな

・山田のふっこうについて かせつじゅうたく

ことをしてるか。

・かせつじゅうたく

・これからのエネルギーについて話たいです。

・これからの山田町のふっこうについてはなし合ってみたいで

・いろんなはなし

す。

・もっとたのしいきかくをかんがえてみませんか。？

・山田町のかせつじゅうたく。

・これからの事など。

・げんきにはなして、なかよくしたい

・楽しいことやしょう来やりたいことなどを話して元気をつけ

・仮せつ住宅の話

る。

・あいさつだけでなく、ほかのことでも町をあかるくする方法。

・これから、よりよい町にするために考えていること。どんな町

元気にさせる方法。

にするか。

・明るくて、元気な町をつくるためには、心のそこから話せる人

・このさい害で思ったことの話をしたい。

と話せる場がほしい

・山田はどうなるか。あと何年でふっきゅうするか。

・しぜんがいっぱいな町をとりもどしたい。

・山田はどうなる

・楽しいお祭りができる町にしたい。

・いろいろな話です。

・ふっこうするためにいまどんな作業をしているか。じしんの前

・「がんばってください」

の海のきれいな山田町にしたい

・津波に流されない高い場所に店を立ててほしい

・植物がいっぱいな町にしたい 種があればいい

・これからどうするか。

・大しんさいで家がたくさんなくなったけど、わたしはみんなが

・早く流された人たちの店を高い所に作ってください。

一つになればもとにもどると思う。そのためには、みんながい

・これからもがんばってください。

ろいろ前より物などしぜんを大切にして海の仕事ができる町を

・老人などがくらしやすくなり、喜ばれるような物などをお願い

つくりたいです。

したい。

・店とか家が高台にあったり、また漁がさいかいすればいいと

・一番よろこぶような物を願いしたい。

いうこと
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・ひなん民のいけんを聞いて高い所に住みたいし、前と同じ所

げんぱつの人に、げんぱつについて。 子どもどうしで、でき

に住みたいと考えていると思うからちゃんといけんやアンケー

ることを話したい。

トをとった方が良いと思う

・これからの複興のために何をしたらいいか。など

・植物がたくさんな町 そのため植物をたくさん植える

・私たちで協力できることは、何か。

・お店がありたかだいがいろんなところにある町にしたいです

・今回の地震、建波のことについて話をしてみたい。

・まず海をきれいにして、いたいもぜんぶさがしおわったら、前

・ふっこうの話

と同じように、ぎょぎょうをすれば、山田の人たちがよろこぶと

・津波で流された友達や町の人達をはやく見つけてほしい。は

思います。

やく防はていをつくってください。

・高い所に家や店をたてるために山や高だいが必要

・いつ、いつも通りの町にもどるのか？（どのくらい時間かかる

・大じしん前の山田のような魚がたくさんとれてほしい事。

のか？）

・家があればいいと思います

・あまり自然をこわさないで高い所にたくさん公園や家を作っ

・ゆたかなおだやかな町にするためにひなんじょなどで笑顔を

てほしいこと。たおれないていぼうを作ってほしいこと。店が

とどけるお祭りをふっかつさせたいです。

出来たら小し安くうってほしい。船やいかだなどをただでほし

・高だいに店をつくってほしいためには高台をふやしたい

い。

・山田のきれいな海をとりもどしたい。つなみがまた遠くの方

・子どもにしかできない町をよくする方法。

までこないように海の近くに高いビルをたてたい

・家を作るために木がひつようだから、緑が少なくなってしまう

・店、家がたかだいにある町

ので木をふやしてほしい。ということ。

・みんが助け合って笑顔がある町にするため、町と人と交流す

・ガレキのてっきょや、まだ、ゆくえふめいの人もたくさんいる

る場がほしい。

から、その人たちをはやく見つけてほしい！！ もう絶対につ
なみがこないような大きなぼうはていをつくってほしい。
・自分達の町をどうやったらよくできるか。

小学 6 年生

・げんぱつはどうするんですか。！！ ていぼうを高くしてくだ

・なんでもっとはやい対さくを練らないのか。

さい。

・原発とかひ災関係の話

・いろいろ

・どんな事をしたら町はよくなるか。

・てつどうなどが全線かいつうするまで何年くらいかかります

・ガレキを片づける事などの話

か？つなみにたえられるつよいぼうはていをつくれるか？高

・アニメや、名前、自分の特得いなこと不特得などを話しあう

台いてんしなくいい方法はないか？

・楽しい話、環境の話

・ガレキか町をどうきれいにするか。

・悲しい話ではなく笑顔になるような話。

・この山田町にかんしてどう思っているか

・環境の話

・何年くらいしたら山田町はもとどおりになるのですか。

・楽しい話、環境の話

・どうしたらこうなるか。どのようなボランティアをすればいい

・楽しい話し、おもしろい話し

か

・おもしろい話。楽しい話。

・これからの生活などいろいろ話してみたいです。

・楽しい話

・元気づける話し

・ひなん所での生活をどうしていくか。

・親とこんごの話

・早くかせつをできてほしい

・町のがれきてっきょ

・山田町はいつ復興できるのか？ 今、できることは何か？な

・地域の人あかるくする話

ど・・・

・どんなことを手伝えばいいか。

・れんほうさんに、国は、どうなっているなどを聞いてみたい。

・どうすればみんなを元気づけることができるか。
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・ひさいした人たちの話し合いてになり、なやみやくるしみを分

・いろいろな話

かち合いたいです。

・山田町を良くするため、複興させるためにどんな活動をして

・この山田町やひさいをした人たちをおうえんして下さい。私た

いるのか。

ちもがんばるので、ふっこうしたいので協力して下さい。

・こっち（山田町）の話

・どんなことがうれしいかなど。やってほしいこと

・山田町がどうすれば、あのきれいな「うみ」にもどるか？

・山田をもっと明るく、すみやすい町にしてほしい。

・いろいろな話

・もとの町に早くもどるようにしてほしい。

・まちのために協力してくださいとたのむ話をする。

・今、私達は、何をひつようとしているか。しえん、ありがとうご

・どうすればよくなるか

ざいます。

・なぜ他のひがいの大きい所より対応がおくれたのか。本当

・このごろ何があったのか聞きたい

に町のことを考えてくれているのか。みんなで町をもとにもど

・ボランチア

すような話をしたい！

・ゲームとかカードの話やつなみがきたときの話しとかです。

・しん災のふっ興とこれからどうしていくか。

こまっていることととか、してほしいことなどをきく。

・あまいごみをすてない。

・元気づける話

・どうすればもとの山田にもどるか。

・どうやってやるかなどを話してみたいです。

・大人にまざって、子どもも、ふっこうの手伝いをする

・しんさいの話

・この震災でがれきてっきょい体そうさく福島第一原発をどうや

・いろいろと、しんさいでの相談

ってしょ理やい体そうさく原発をどうやって対応してくんですか

・さっさと福島第一原発事故を収束してください

という話をしたい。

・復興計画について。

・また津波がきたときの工夫とか、どこに家をたてるかを話

・町をよりよくするためにどのようなことをすればいいか話す。

す。

・それは、まちなどの復っこうやひなん所の人達などの、いい

・この災害は何年後にもとにもどるんですか。

方法（みんなが安心してすめるような）を考え、話をしたいで

・「ひさい地をできるだけ、はやく、復興をするようにしてくださ

す。

い」と言いたいです。

・もう少し高い場所に仮設を立てたほうがいいのでは？

・どうすれば町がもとのようなすがたになるのか。

・学校での町をきれいにするためにしている活動のことや、自

・早くがれきてっきょのさ業を終わらせてほしい早く学校を作っ

分の考え（町をよくするための）を話してみたい。

てほしい。

・国のために、どういう仕事をしているか。復こうへの話を、た

・たとえばその子ども達の地域では、どんな事が、あったのか

くさん、したい。

とか、今やってみたい事などを話したりすると思います。

・町の欠点について

・町をどのようにしていくのか。

・町をよくするためのこと

・どうしたら町をもっとよくできるかを話し合いたい。

・いろいろ

・今、何をしたらやくにたつか。

・コボちゃんなどの岩手に来てきねんの絵などおいてくださ

・日本をもっといい国にするための話

い。

・今の町での復興計画はどのようになっているんですか？

・学校にだすお金をむりょうに。

・どうしたら、町を明るくできるか、そうだんをする。

・町をよりよくする工夫。

・やさしく声をかけていろいろな話をして見たいです。

・「この町を勇気付けてやって下さい！」という事とかを話して

・前のしん災は、どのような感じだったのか、そのときどうした

みたいです。

かという話をしたいです。

・「この町のために何ができますか。」

・町をこれからどうするかを話したい

・何年ぐらいでふっきゅうするか。

・これからの町の復行をどうするか。
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・これから、どんな復興のしかたを考えるのか。

・町を元気にするために楽しい話をしたい。

・食料をください。

・はげましてあげたい。

・ぼくは、岩手県山田市山田町織笠村にすんでいます。

・海ぞいの人は、東日本大震災を体験して、どう思ったのかな

・ぼくは、お店がないし、あまり食べ物はないけど、ぼくは、は

どです。

いきゅうで、いっぱいもらっていきているので、みんなにおん

・ひがいにあった人達になにができるか、話してみたいです。

がえしをしていきたいと思います。

・これから町を元にもどしていくためにがんばろう。

・山田のいろいろなお店をはやくふっかつさせてほしい。木を

・なにか役に立てることはないか？など・・・

あまり切らないで。

・どう復興したり、水産業などの復活するか。

・自分が役に立つ事はあるか。心のケアで無料で旅行をして
みる事 全焼したり半焼、車などがなくなったりした人に寄付

中学 1 年生

金を渡してほしい事
・どのようにして復興するという計画はありますか？ お店を出

・被災した町や市のためにできることなど

してほしい

・早く自分たちの町や、被害にあった所を一刻も早く、治してほ

・お店や家を山田町にたくさん作って下さい。

しいことを「強く」話たいです。

・店がなくなった町にたててください

・この町をよくするための行事やいろいろなことをしてもらうよ

・震災で苦しんでいる人がいるのではげましてあげたい。

うな話。

・どうしたらよりよい山田になるのか。どんなお伝いをしたらい

・ふくしま第１原発のことについて話しをしたい。

いのか。

・元気がでるような声で明るく話しをして「がんばって」と、応援

・家とかおとうさんおかあさんをながされた子ともたちをはげま

したい

したい

・より良い町にするためにどのようなことをしたらいいのか教

・あと、どれくらいで岩手県はもとにもどりますか。

えてほしい

・いっしょにがんばりましょうなどあいての話をきいてあげた

・他町のひがいのこと もっとはやくかせつじゅうたくをたてて

い。

ほしい。

・まちをよくするための方法などです。

・やまだでプレーしてもらってそのお金をぎえん金にしたい

・山田がふっこうするか。

・もっと、ていぼを高くできますか。 家をたてるときは、「高い

・ひなん所にいる人や家はあるけど仕事はない人に、パートと

所にたてて」と、いってもらえませんか。

してやっとて、がれきのてっきょ作業をさせた方がいいと思い

・ひ災者はいままで住んでいた所にいたいと思っていると思い

ます。

ますが、また同じ場所住めるんですか。

・町のために節約いがいになにができるか。

・ニュースでみている問題を解決する

・しんさいにまけず、がんばりましょう。

・活気のある町にするためにはどうしたらよいか。

・しんさいでくるしんでる人がいるからぼくらもせつでん、せっ

・どうゆうことをすれば、いい町になるかを話す。

すいをこころがけようと話をしたい

・世間話

・この地域のよさ。

・しんさいのあと、どんな気持ちだったか。

・後、何年で、もとのような山田町になれるか。

・どうしたらふっこうできるか。

・山田町を見てどうおもいますか。約何年でもとにもどります

・私にできることはなにか？

か。としつもんしてみたいです。またいろいろはなしたいです。

・どこで何がおこって今、どんな状況なのか、という事を話たい

・みんなで協力するためにはどうすればいいか。

・将来の話し

・しんさいの後でどんなことに困っているかなど。

・楽しくなれるような話。

・ひさい地のことなど

・はやくかせつじゅうたくや元気がはやくなってほしい。

16

・日本のことをどう思いますか？

・どうしたらみんなゴミなどをポイステしないかなど（ボランティ

・原発のこと。

ア）

・原発はいつ解決すんですか？

・ボランティア

・できるだけ仮説住宅を増やしてください

・これからの山田町をどうふっこうさせて、どうかっきつけてい

・町の復興

くのかなど・・・。※その他いろいろ。

・仮設住宅のこと

・かんこう客をふやすためには。ほうしゃせんのこと。げんぱ

・原発のこと

つのこと。ふくしま県の人たちのこと。みんなの不安のこと。電

・原発のこと

気のこと。

・町をよくする話

・これからどうなるんですか

・アンケートをしててつだってほしい人をぼしゅうすることなど

・町のふっこうを目指してがんばってほしい。

・総理大臣として今、何をすべきかよく考えてください。

・早くもどればいいということ

・はやく国を復興させてよりよい国をつくってください。

・つなみにつよく、じしんにもびくともしない家をつくってほしい

・町をよりよくするためにはなす。

という事

・山田のふっこうに向けて、山田町のこれからの動きについて、

もしっかりこのことの話をしたい

家庭や、仕事、プライベートについて。

・どうやったらこの町ははやく復興できるのか。

・早く、よりよい生活をさせてほしい。

・べんきょうのはなし

・山田の復興には、どんなものが必要なのか。などを話してみ

・今、山田のためにどんな努力をしているのかと、はやくいろ

たいと思う。

んなことに対応してほしい。

・源発のこと。

・「復興するのに、手伝わせて下さい！！」と言いたい。「てい

・地しんのあとの対さくについて。

ぼうを１０ｍ以上にして下さい！！」と言いたい！！

・歌やダンスで、山田の人と元気にしてほしい。

・ゴミのない町にするために、何かをやってほしい 自然を大

・どんな町になってほしいかなど・・

切にしてほしい。

・いろんな話

・大人だけできめないで、子どもたちのいけんもいれてほしい。

・山田町を助けてくださいと話をしたい

「いいまちに」というなら、とかいなどちかい人たちだけでなく、

・何才ですか

私がすんでいるまちのいけんもとりいれてほしい。など

・これからどうなるのか。前のような町にしてほしい。がんばっ

・子どもどうしで話したら色々分ると思う

てください。

・ぼくたちもがんばっているので総理大臣もがんばってくださ

・被災者が元気になるような話しをしてほしい。

い。

・被災者の人たちが元気になることをしてほしい！

・「つなみでていぼうがこわれているので、そこを早くなおして

・山田町が復興した時のこと

ほしい」ことや、「かい岸付近に家をたてたりするのほいいの

・他の町よりおくれているのはどういう事か聞いてみたい

か。」など

・じしんのことを話したいです。

・どうやったら、良いまちうになるか。

・これからの生活

・復興に向けて町をどのようにたて直すのか。

・山田の町がいつかは復興すると信じているのでがんばって

・震災の時どこにいたか、どうやってにげのびたか、今、一番

ほしいと話をしてみたい。

ほしいものはなにか、今私たちにできることは何か。

・何才ですかとか、しょう来の夢は何ですか。

・心がなごむような楽しい話

・どうやったらいい町にできるかなど・・・

・どうなったら町がよくなるかを真剣に考えたいです。

・山田町はいつ復興するか。そのために私達は何をしたらい

・良い町にするめにどんなことをすればいいかなど。

いのか。

・節電は１家族どれくらいしたらいいのか
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これから岩手はどうなるのかという事

県知事に

・ボランティア活動をしたいです。できるのであればやりたいで

・まず自分達が出来ることは何かとか。しえん物っしをもらった

す。

人に手紙を書いたり、お礼をしたりと話をしたい。

・どうすればもとの町にもどせるかを話して見たい。

・どうすればボランティアをする事が出来るかやどんなボラン

・ひなん場所をかくにんする。（とうげこう中の）

ティアをしたほうがいいかなどです。

・どうしたら、すみやすい町になるか。

・つらいことなどをきいてもらい心をひらいていただきたいから

・ぼくが考えている事が実行できるかを聞きたいです。

・このさいがいについて、かたりあいたい。

・自然エネルギーについて、どういう風に復興するか教えても

・人のやくにたつことを話し合いたいです。

らいたい

・どうしてもっと色々な所からがれきてっきょを手伝ってもらわ

・がれきを早くてっきょしてほしい。

ないのか。など・・・

・みんなを勇気付けるのは、どうしたらいいのか？ とかその

・これから先はどうなるのか。

他もろもろ・・・

・町をよくするためにどんなことを考えているのかなどを話して

・この町のために子どもは何をやればいいのか

みたい。

・ほかの小学校から初めて会った人と、たくさん話しをして、友

・地域の人たちにいろいろな人がなくなってつなみのことで話

達になれるから

したい

・どんなことをするんですかとか、なにをしているんですかで

・自分たちで何かできることなどを、話し合いたい。

す。

・この町はいつ元にもどるのですか？ていうかこの町が元に

・いろいとと話しをしてみたい。

もどれるのですか？

もっとしっかり判断してください。

・あと何年でがれきが無くなるか

・「はやくかっきのある町にもどるといいね。」と言いたい。

・町はいつになったら直るかなどを聞いてみたいです。

・がれきを早くとってほしい。

・復興した後の町の風景はどうなっているのか、どんな風にな

・しん災の話

ってほしいか。

・もしも、家をなくした人や大切な人をなくした人がいるなら、は

・自分のまちのために、自分の意見だけではなく子どもどうし

げましてあげたいです。また、今後こう言う事があったら高台

てはなし合をしてみたい。

に逃げるようにと言いたい。

・より早く復興原案を完全にまとめてほしい ほかの党とも協

・どんな活動ができるか どうすればいいか 何が人の役に立

力し、復興につとめてほしい

つのか、今何が必要か

・どうしたら、この町は、もっとかがやきをもてるのだろう。

・町の復興をもう少し急いだほうがいいけだ、あまり無理しな

・どういう町にすべきか。

いほうがいい

・早く復興するためには、どのようなことをすればよいか

・早くがれきをてっきょを手伝ってください。

・これからどうするかという話をしてみたい。

・つなみの話

・どうしたらすごくいい町になるか

・ぼ金活動をして、町の役にたちたい。

・津波や災火がきてもだいじょうぶな町づくり。

・大沢のこわれた防波ていをなおすより避難所の人にいろい

・楽しくこのしんさいを忘れるぐらいたのしい話がしたいです。

ろな物を買ってあげたらいいんじゃないですか。次に、また大

・店をふやしてほしい。

きな津波がきたら大沢の防波ていもまたこわれて金のむだに

・もとの町にはなれないけどこんご安心してくらすために高くて

なると思う。

じょうぶなていぼうなどをしっかり作ってもらいです。

・原発のことについて、本当の話をしてもらいたい。被害にあ

・今、日本では何が必要で、何が課題なのかを知り、私達にで

った方々にもっとやらなければいけないことがあるのではな

きることは何かなどを話したい。

いかと訴えたい。

・これからみんなでなにをしていったほうがいいか、などな

・支援物しや、この災害の事について語り合う

ど・・・。
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・自分にできることはないかを聞いて、実行できるようにした

・いろいろ

い。

・どのようにしたら良い町になるか

・自分達にもできることは何か話し合いをしてみたい。

・いろいろと・・・ これからの山田とか、自分達がどうしていく

・これからどのように復興していくのか。 早く山田町に活きを

かなど。

とりもどしてほしい。

・一緒にがんばっていきましょう。

・町をよくするために、私にどんなことができるか教えてほしい

・どうすればもとのようになるかやどんな事をしてほしいかな

です。

ど。

・とにかく、あきらめずに、少しずつ、少しずつ、頑張っていき

・どうやってふっこうしていくか。また、もとの山田町にもどりた

ましょう。と元気が出るようなことを話したい

い。

・これからの日本をどのようにしたいか ひ災した所のこれか

・岩手のために役立つことを一緒に考えたい

らと未来。 本当にこれからどうするのかなど

・岩手県のいろんな話。

・その人が、元気になる話をしたい。

・なにか、できることがあるかなど

・今、大変だけど、節電節水など、役に立つものをどんどんし

・これからの事について

ていこうと呼びかける

・これからの日本について

・できる事を話合う。

・これからの日本と災害について

・これからの日本をどのようにしていきたいのか、どうやって

・まちをよりよくするための話

色々な事故や復興していくのかを聞きたい。

・まちをよくするためのはなし
・いつになったら、町がもとにもどるのか。
・ふっこうのためにこれからどんなことをするのか。

中学 2 年生

・原発をどうにかしてほしい

・げんぱつ系

・具体的にどんな活動ができるか意見を出してくれると思うし、

・一度、来て被災者とあってくれないか。

その他調整もしてくれてくれるから。

・いろいろと

・明るい話。

・いまは、がんばろう。

・町のためにつくしてほしい。

・売れてますか？

・はやくもどってほしい

・自分がやりたいことを理解してもらう

・どのようにして自分たちの町をふっこうしていくか、について

・今、私たちにできることは何か。これからどうゆう生活をして

など。

いけばよいか。

・いろいろ話をしたい。

・未来のコトについて。（岩手県の）

・今の日本の状況

・今後のことについて

・山田のふっこうにはどれくらいかかるかについて。

・山田のふっこうがおくれているのは何故か。

・自分達に何が出来る事

・なかなかふっこうしないですが

・ほとんどの人がかぞくのだれかをなくして、つらい思いをして

・どんな事をしてほしいかおしえてほしい

いると思うけど頑張りましょう！！ みたいなかんじ。

・環境について、町のことについて

・日本をどうするのか？をききたい

・学校のこと

・明るく、とにかく暗くない話。

・色々な所の状況

・あった時の山田町の行事の話などです。それにどんなことを

・地域ごとの対応について（山田などはいろいろおくれている

していったらいいか談だんしたい

と思うので）震災のことなど

・もっとかんこうきゃくがくるようにして町をかっせいかさせれ

・町について

ばよいと思う
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・これから自分ががんばりたいこと

・これからどうしていくつもりなのか。

・この山田町がいつふっきできるか、いま俺たちになにができ

・ふっこう

るか。

・ふっこう

・早くふっこうするようにお願いします。

・復興について

・世界じゅうによびかける。

・復興について

・東日本大震災がおきたときの話など

・もっと現状を見て、しっかりとした対応をしてもらいたい

・山田町をはやくふっこうするための案など。

・これからの町について。

・復旧のためにどんなことをしているか。これからのこと。

・こんごのこと。

・山田の復興のためにいっしょにがんばっていきましょう 的な

・将来のことについてやお互いの思いなど。

感じ。

・原子爆弾の放射のうについて、こんごの対策について

・今後の予定・・・。

・この災害、げんぱつなどについて。

・私たちに出来ることは何か。私たちにはできることが限られ

・これからの日本のありかたや、どのようにしていきたいか。

ているからその出来ることを聞きたい。山田を１日でもはやく

・これからどのようにして、ひがいにあったところをもとにもど

復興させるためにも力を入れたい。

そうとしているかをはなしてみたいです。

・今後の山田町について。

・これからの町はどんなふうになっていくのか。 何年後に元

・これから町をどうしていくか。

通りになるのか。などです。

・これからの話や、自分達の意見。

・これから自分達はどうしていけばいいのか。このような生活

・互いにどんな気持ちでいるのか、どんな風な町になってほし

がいつまでつづくのだろうか。そして、今みんなどんな気分

いかなどを話してみたいです。

か。

・ふっこうに向けて、内陸の人もたくさんボランティアによんで

・これからのふっきゅうや山田をどのようにしたらいい町にで

ほしい。

きるか。

・かくし事はしないでくださいなど。

・今の日本は、本当に

・復興のこと

・日本のひさいしゃのためにもっと金をあげてほしい。

・自分達の状況とか、自分のできることを話し合ってみたい。

・山田のいいところ

・原発についてや、この災害について

・今も話をしているけど「国道沿いは、国が買いとるべき」だと

・速くこのまちが、いつものまちにもどってほしい。

か、「もとの場所にたてたら、３０年後～４０年後にまたきたら、

・これから山田を復興させるために子供たちで何ができる

同じことのくり返しだ」と思う。

か？

・これからどんな山田をつくっていくのか話したい。

・これからの山田町をどうするか。

・山田町のために、色々と考えたりしてくれてるから感謝の意

いろいろ

味をこめて「ありがとう」って言いたい。

いろいろ

・楽しいはなし

・子どもだけでも、なにかできることなどがないか相談する。

・ふっこうのため、よのなかのためをはなしてみたい

いろいろ

・いろいろなはなし

・未来の山田はどうなるのかとか、いろいろ話したいです。

・いろいろ

・どんなことが、ふっこうにやくだつことは、どのようなことか。

・総理や国会などにたよってばかりじゃだめだと思う 市や町

・子どもどうしなので、話が分かってくれると思うから。自分た

などで、自分にできることは積極的にやったほうがいい。

ちの町をよくできるような話をしたい。

・最近あったこととか地震についての事

・私達が山田町のためにできることや、ぶっしをくれた人にで

・山田についての話やこれからについて

きることはなにか話してみたい。

・これからの山田町の復興活動について。
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・ふっこうのこと

・がれきをこれからどうするのか。がれきてっきょはいつまで

・子供たちでどんなことができるか話し合ってみたい

で終わるのか。

・いろいろな明るい話

・たのしいはなし

・これから、この町をどうすべきか。復興するにあたってどのよ

・たのしい話

うなことをすべきか。

・どおゆうボランティアをしてほしいかとか、手伝うことはない

・これからのことについて。など

かなど。

・どのように、町をもとにもどしたいとか。

・どうしたらより良い方向に進むかどうか考えたい

・あと何年くらいでふっこうできるか。

・これからの復興のために、何をすべきかを話したい。

・山田町は、次に津波が来たら、どう対称したらいいのかを話

・昔みたいに土曜午前授業にしてほしい。 被災地に本当に来

したい。

て、被災した人の話をよくきいてください。 もっと、被災地の

・今、自分は何をすればよいかなど

身になって本気で考えてほしいです。（できれば山田に訪問し

・ふつうに、楽しい気持ちになれるような話。

て下さい！）

・自分たちにできることを考えて、話し合ってみたい。

・ゆとり教育について、もっとちゃんと考えてほしい。

・今、何が大変かとか、いろいろ聞いて、自分たちができる事

・津波（火事）で減ってしまった縁を、ふやす方法など。山田

は手伝っていきたいです。

の・自然を取り戻せ！作戦！！みたいな感じ

・子供同士のほうが、何事も言える気がするから。まちを良く

・特になし

するために色々な案をうみだしながら話し合いたい。

・ていぼうを早く作ってほしいという話 移動手段

・何の話でも

・大人になったら町が元に戻っているか

・この町を復興についてなど

・山田のコトについて

・ふっこうのこと。

・山田について

・かん総理はいまがんばっていますが、ほかの人は、こんなじ

・自分たちができる事として、具体的な内容を話てみたい。

きなのに、総理をおろせなどいってまったくひさいちを考えて
いないようにみえる。それをみているとハラがたってくる。ちゃ

中学 3 年生

んとひさい地を考えてほしい。
・今の政治について、原子力など（福島）

・早く仮設住宅を建ててほしい

・楽しい話

・これからどのような活動を行っていくか。

・日本中の堤防を鉄で作って高くしてほしい。あと、家のまどを

・まず、子どもがいいと思わないと、笑顔もなく、暗い町になっ

ぜんぶ強化ガラスにしてほしい。

てしまうから、子どもと話し合い、少しでも良い町にしたいと思

・いろいろな話し

う。

・山田中にライブしにきてください！

・もっと今の日本のために動いてほしい。

・今は、何がしたいか（アニメ話）どんなことをして、どんなふう

・自分が住んでいる町の良さや今、こういうところが困っている

になりたいか ぶかつのはなしとか！ 恋ばな♡あら まあい

など山田町のことをもっと知ってもらいたい。

ろいろたのしいはなしをしたい！！

・これからのほうしんとか、ふっこうのためにがんばりたいこと

・しょうらいの話や、どうしたら津波をふせげるかなど・・・

など。

・この先どうなるのか 将来の話

・自分達の町をよくしたいということを主張したい。(強く）

・中学生の自分達に、今できることは何か。

・もっとスーパーとかを増やしたほうがいい。（子どもがあそべ

・山田の中学校にライブに来てください。

るところ）地震とかがこれからも続くのであれば、食べ物など

・ふっこうへどのように進めばいいかを話合う。自分よりおさな

に困らないような生活にできるようになればいいなと思うか

い子たちについて。

ら。
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・ボランティア活動

・町をよくする話

・ぜいきんのつかいかたなど

・会ってふっこうにむけて話したい。

・この先、沿岸地区は、ちゃんと元の町に立て戻せるか。

・自分のいろいろな悩み。

・今の状況についてと、これからどうしたらいいかを聞きたい。

・つらかったことなどを聞いたり、話したりしたい。

まちの良いところとか、直していきたいところ

・これからの災害に対する対策や復興のためにどのような事

・今、テレビに映っていない地域でおこっていることなどを知っ

をしていくかを話をして聞いてみたい。

てほしい。

・ふっこうに向かっていくというような前向きな話

・私でも何かできることがあるか、聞いてみたい！！

・お金のはなしや、これから日本（東北・関東）をどうやって復

・震災の影響の方にも目を向けてほしいということ。原発だけ

興させていくのか。

が問題ではないことを話したい。

・復旧などをどのようにしていったらよいかなど。

・元気になる話 明るくなる話 やる気のある話 これから一人

・どうすれば町が元気になるか話たい。

がなにをすれば元にもどれるか？

・みらいのことなど話たい。

・山田町の状況などなど・・・

・これからの町について復興するためにどういう事をしていけ

・市町村長と話しをして、県、国に要望してもらいたいです。

ばいいか など

・町がどうなるか

・山田の学校のことについて

・はげまされたい。元気をもらいたい。

・「自分たちのまちは、このようになったらいいな」「こうしてほ

・学生の中でどんなことができるか話をしてみたい。

しいね」などの話をしてみたいです。

・自分たちにできるボランティアの内容

・町の再建について

・昔の町よりも、もっと良い町にして、今度津波などがきたら、

・がれきがたくさんあるので、先にどこから手をつけていけば

ひがいないようにしたい。

いいか、など。

・現在の状況やこれからのことについて

・今は苦しいかもしれないけど、がんばればいつかいいことが

・We are the world for Japan ver. を作ってほしい

くると思う

・どうやったらはやく山田はふっこうするか

・ふっこうについてのはなしなど・・・。

・これからの時代をになうアイドルなので、いろいろ話をした

・はやくかせつをたてて、ストレスをかいしょうしてほしい。

い。

・原ばつのこと

・総理大臣は何をしてるんですか。

・この町の良い所や、やってほしいことなど。

・どうしたら明るい町になるか。

・これからの山田についてとか。

・いろいろ

・義援金を早く配ってほしい

・これからの町を、どうしていきたいのか話してみたい。

・子どもでも、たくさんいろんなことが分かるから、今、なにがし

・国民のために何かしてるのか？ うそをついているな。 ニュ

たいとか、今の状況をどう思っているのか。

ースの内容（原発）はうそだって分かってる。本当はもっとひど

・今後の事について。

いと思う。

・今後の山田について

・困っていることはないかできる限り協力をしてみたい。

・危険区域はどこからどこまでですか

・いつ町はもとどおりになるんですか。

・この町、県、国のあり方について。

・どんな活動をすればよいかなどを話してみたいです。

・被災地のどこに次くるのか？

・原爆なんとかして下さい

・被災地の復興について、どのように、支援してくれるのかと

・おもしろい話

か、原発を、どうするのかなど。

・楽しい話
・ふっこうに向けて
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・まず、この震災をうけた、県や町などを、国会議員の人たち１

・握手をして、サインをもらって沢山笑いたい（ハート）

人１人が見て、総理大臣１人がうごくのではなく、ちゃんとかん

・自分達にできることは何かあるか。

がえてほしい。

・楽しいはなし（もりあがるはなし）

・これからの山田について

・総理大臣として、よりよい国とはどんな国と考えているか、や

・これからの日本について

地方の過疎化についてどう考えているか、またその地域の活

・自分たちがこれからできること。どんなことをすれば命をまも

性化をはかる為に何をしたら良いと考えているか。など

れるか。これからについて…etc…

・これからのことについて。

・とにかく楽しく元気になれるような話をしたい

・これからの事。

・これからのひなんくんれんとかをできるだけやるように声を

これからの事。

かけ合ったほうがいいとか話したい。

・今後の町づくりについてどのような方針か

・未来の山田町について

・楽しい話、ゲームの話、TV の話

・地しんがきた時、どんな行動をとったか。

・未来のことについて

・小さい子やお年寄りと話をするのが好きなので明るくなれる

・未来

ような話をしたい。

・宇宙の話！！

・地域の大変な人達が元気になれるように。たのしいお話をい

・復こうについて

っしょにしたり、遊んだりしたいです。

・今回の大震災について

・自分よりも被災した人を対象に。元気づけれるような話をして、

・ふつうの話し

少しでも元気づけれればと思う。

・これからどうしていくとか

・復興にむけてどのようなことを考えているか。

・たいへんだということを伝える

・支援してくれてありがとうございました。

・楽しいこと

・これからの岩手県・山田町をどう復興させていくか。

・いまの気持ち

・まちをよくするための工夫について

・楽しい話

・山田を元気にするため

・今後の事についても話をしてみたいし、色んな人と話をする

・地域のこと。

ことで自分にもプラスになるし、相手にもプラスになると思う。

・義援金をはやく、くばってほしい。

みんな笑顔でありたい

・行動が遅い 日本が悪くなっていくばかりでどうにかしてほし

・必ず被災地を復興させてくれるのか。

い。

・自分たちにもできるボランティアはないのですか？

・町の状況や自分たちにできること

・町のよいところや、悪いところ

・これからの山田について・・・。

・楽しい話

・普通の話

・どうやって山田をもとにもどせるかを考える

・復興に向けてのこと

・明るいような話

・復興するためにどうすればいいかなど。

・たのしい

・町のしくみについて、政治について（憲法など）

・これから、どうすればよいか。

・山田町のふっこうについて！！何年かかるのか。

・バリアフリーのある町にしたい。

・復興に向けて、どうすればいいか。

・子どもどうしだけでも何かできることはないか。

・今後について（しょうらい、みらい）

・地域の人たちにも安心できるようにそうだんなどにのってあ

・どのように地域をよくしていけるのか？ ・自分たちになにが

げたい！

できるか？

・楽しい話

・どのように、もとの山田町にもどるのか。

・これからどうなるか
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・自分達、中学生が何か町にとってプラスになることで、できる

見たりするだけでは分からない。きちんと、避なん所の 1 人 1

ことがないか。

人と目を見て話すべきだ。

・これから復興のために何ができるか。

・今後自分たちがどうしてよいか どうしていかなければなら

・未来に向けての対策など思っていることなど。

ないか ふっこうまでにどのくらい時間かかるか

・自分達子供が、町の復興のためになにが出来るか？

・復興に向けた考え方をききたい

・なぜ義援金が被災者の手元に届かないのか？ 仮設住宅が

・町の先の予定を聞きたい

完成しているのに（未完成のところもある）まだ入居できない

・町の未来についてききたい。

のか？

・今、政治はどのような働きをしているのかとかを聞いてみた

・自分の町が復興するために、どのようなことをしたらよいか。

い。

・この震災を忘れて、なにか楽しい話をしたい。

・復興について。

・ひなんじょの体育館などで、人と人との間にしきりがほしいで

・この国をどう変えていくのですか

す。★たてものの解体や人さがしをもっといそいでほしい。

・これからの町づくりについて具体的に聞いてみたい。

・ボランティアの内容

・少しでも早い復興をするために何をするかと、復興した後の

・これからどうなるのか、これ以上よくなることはできるのか聞

町について話をしたい。

いてみたい。

・どうすれば自分の町がもっと良くなるか。
・地域の復興についての話
・復興に向けてどのようなことをしていくのか聞きたい。

高校 1 年生

・地域の事など…。

・ひなん所の人のために早く仮設住宅をつくって入居させてあ

・温暖化のこともだけど、災害の事や、他の被災地の復興につ

げてほしい

いて等。

・元どおりの町にしていきたい。

・今の日本をどうにかしてほしいやこの人も自分たちと同じよ

・これからの日本について

うな経験やつらさを実感してほしい。

・これから町ではどんな活動をするのだろうという話。

・町のためにどんな対策をするのか話し合いたい。

・日本の未来について

・自分たちにできることは何かということ。

・日本の未来について

・町をよくするためにどのような取り組みが必要か。

・何年で復興できるか。

・情報がぜんぜん伝わってこないから、もっと情報をしっかり

・ほんとうに早く国を立てなおす気があるのか？どうして、こん

流してほしい。

な時に国会でモメゴトをするのか？（海水投入）原発への対処

・どのようにすれば、皆が安全に暮らしていくかどうかと、地域

は正しかったのか？

のために、自分たちがどうしたらいいかどうか。

・被災した地域を、今後どのように立て直していこうと思ってい

・どうすれば、もっと山田を住みやすい町に出来るかなど色々

るのかきいてみたい。

話をしてみたい。

・自分達が暮らすこの山田を、どのようにしていこうとしている

・これからの明るい未来について

のか聞いてみたい。

・子供である自分たちが、どうすれば人の役に立てるか

・今、高校生の自分達にできることは何か、協力してほしいこ

・町の復興について

とは何なのか教えてもらいたい。これから、山田町をどうやっ

・町が復興できるように町全体で頑張っていきたい。

て元気づけていくか話したい。

・これから、町をふっこうさせるためにどのようなことをするか

・ふっこうしていくために必要なことなどをはなしたい。

いろいろです。

・気分を天気にするために勇気をもらいたい。せけんばなしを

・町をよくするために、いろいろなイベントの話

したい。芸のう会でどんなことをしてるとかうらばなし。
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・話し相手の状況や、どこに住んでいるのかなど、それに、こ

・これからについて。（どんな新しい町づくりをしていてのか）

れから何をしていくか。など

・まあ色々な話をしてみたい。

・これからの山田がどうなっていくのか。

・自分の町を復興してくためには私達の学校ではどんな手助

・お金の回し方

けが必要なのかということを話し合ってみたい。

・いろいろなしゅみや普通の会話をしたいです。

・自分のまちがどうやったよくなるか、具体的に話したい。そし

・このまま、日本は、「平和主義」でもいいのか！！？というこ

て自分が今、どんな事をしてあげられるかなど….

と

・まちを復興させるためのことについてお話をしてみたい。

・活発化させるにはどうするか？

・これからの山田町について

・この状況をどう思ってるか、それとこれから頑張っていこうと

・被災地の今後について。

いうはげまし合い

・どんなことをするか。

・今の状況に対して自分たちが今していかなきゃいけない事

・もっとしっかりしてよって言いたい 早く仮設に入れてよって

について。

言いたい、お金ほしい

・ちゃんと国のことを考えてるのかきいてみたい。

・これから何をどうゆうふうに頑張っていくか。どうやって町を
元気にするかなど。

高校 2 年生

・世けん話
・どうやったら早く町をゆたかにできるか。などなど。

・政策について これからのこと

・どうすれば山田町が前みたいに戻るか。などなど

・今自分たちにどんなことができるか

・これからについて。

・これからのこと

・自分たちができること。

・これからのこと

・この町をどうよくしていくか。

・職について

・いろんなこと

・復興のためにどのような活動をしていくかなど。
・これからのこととか

高校 3 年生

・元の山田に戻す策
・復興について

・避災地をどうしようと思っているか。（避災地の為に）

・自分達には、今、何ができるのか。何をするべきか。

・自分たちに何ができるか

・山田町の復興について

・『元気を出そう岩手』

・復興に向けて、どう考えているのか

・これから、山田町のために何ができるか、何が必要：これか

・がれきの撤去などをはやくしてほしい。良い町にしてほしい

ら、どうなるのかを話してみたい。

・もっと自分達の町に来て、現場を見て、今一番やらなきゃい

・特に

けないことを考えてほしい。国会議員の人は、えらそうにして

・これからの日本について何をやっていくべきか。

なんもしてない！総理大臣はすごくがんばっていると思う。

・町の復興など

・国の方針、震災の復興について、総理大臣、国会議員が本

・今後のことについて

当にこの国を変えたいと思っているか。国家予算、連立政権

・総理大臣や内閣の震災についての考え方と国会議員の給与

・早く辞任してほしい

の多さについて

・元の山田町に戻れるようにこれからも継続して支援してほし

・私たちにできること

い。

・みんな協力して生きていかなきゃならないから、具体的には、

・昔みたいにもどしてほしい。

わかりませんが、地域の人たちと話をして仲良く協力していき

・どうやって復興させていくか？

たい

・どうすれば一日でも早く町が復興出来るか。

・山田のこと
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・地域のこと

・ぶっしをもらいたいと言いたい

・どんな考えを持っているのか

・ぎえん金はどうなっているか

・山田にまた店はできるのか。

・ひのあつかいはどうするのか。

・山田はこれからどうしたらいいかなど

・町のそうじをしてきれいにする。

・地域の人たちとどうすればよくなるとかくわしいことを話した

・げんきんはなあえんなか。

い

・なやんでいること

・これからの日本について

・元気ですか？わたしは元気です。

・将来の山田について

・きたないまちをきれいにしたいです。

・まちをよくするために自分にどんなことができるか。

・はやくもとの町にもどしたいと話してみたい。

・これから山田をどうやって復興させていくかについて。

・町をどんな、楽しい、まちにしたいと思います。

・これからの山田をどう考えているのか。

・どんな町にしてみたいという話。

・町のこと。

・てつだえることがあったらしてみたいです。

・みんなでどうしていくかを話したい。

・しんさいの時のこと

・これからどうなるのか

・自分のことの話

・これからどのように町を直していくか

・どんな町にしたいか、話してみたい。

・まちをよくするためのこと。

・ごみひろいをしたらどうなるのかそうぞうするはなし。

・これからの山田町について

・げんぱつをとめてほしい。

・どのような事が必要か。

・ちいきの人たちといえまちのはなし

・山田について

・つ波のせいで暗い県になってしまったので、家などはちょっ

・被災地の今の状態を伝えたい。

とお金がかかるのでせめて花や木などを生えるのはどうです

・これからのことについて

か。

・これからどうするか？

・たいこをたたかせてください

・悩みなど。

・早く学校をたててほしい
・えがおいっぱいになるようにがんばってください
・東北の今後のじょうきょうを教えてください

岩手県

・はやく前のあかるいとうににしてください。

かまいしし

・つなみくるまえみたく明るい町にしてと話してみたい。

釜石市

・いっしょにまちのためのことをやろう。
・つなみの話
・げん発を、このあとどうするのか。のこったがれきをどうしま
すか。
・のこったがれきは、どうするんですか。
・甲子町についての話。
・つなみがきたところにはすまない方がいい。
・つなみがきたことをどう思っているか。

小学 4 年生

・もうちょっとテレビで町の人たちをとってもえがおにしてほし
い。

・これから日本を良くするためにがんばって下さい。など

・なにかをつくってひなんじょにあげたい

・なにかてつだうことはありませんか？

・釜石はいつふっこうできそうでうか？

・このしんさいをみてどうおもうか。
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・おみせをふやしてといいたいです。

・どうやればまちがいなくなるか。

・ひさいしていたら、「だいじょうぶだよ。」「しんぱいないよ。」と

・これからどうするのか

話しかけてあげたい。

・どうやって町をよくするのか。

・どこの町がどうゆうふうになっているかがしりたいから「友だ

・ちいきのみんなをまもる話。どうしたら、つなみからまもる

ちどうしではなしてみたいです。」

か。

・家がながされたところはどこなの。

・町のためになることをいっしょに話したい。

・いろいろ

・どうやったらひがいや家がながされた人や車をながされた人

・いろいろなことです。

たちをえがおにさせたいと思いました！

・ふっこうするための話

・まちにどんな事をしたらいいかな？

・うれしそうなはなしやがれきのはなしやそうゆうことをゆって

・ここをこうしたらいいと思うという話をしてみたい。

みたいです。

・はじめからやりなおす事は、できないのでしょうか。

・市長さんに、「市民も働いているから市長も働いてよ」と言い

・ひなんしている人に元気になる歌を歌う

たい

・市はだいじょうぶなのか

・町のこと

・どうやったらまちをよくすればいいかな？

・どうやって釜石やさいがいにあった町をなおすのですか。

・がれきてっきょ作業やかせつなど

・ふっこうしようとゆう話

・こそこそ話をすると、悪い人がふえていくような気がするので、

・ふっこうの話

こそこそ話や悪い話をへらしたいという話。

・おやに、りょうをするふねはぜんぶこわされたけどどうすれ

・自分の町のこと

ばいいのかきいてみたい。？

・じしんのことや、つなみのこと

・自分たちにできることは、何か。

・どうしたらふつうのくらしにもどれるか

・あなたは、釜石のためになにをするのか

・いいじょうほうを話してみたい。

・あかるいはなし

・つなみのこと、これからのこと

・ふっこうについて。ひさいしている人のきもちについて。

・また大津波がきたら上平田がこりつするから道路を作ってほ

・ふっこうをねがう話

しい。

・どんなことをしてほしいですか。

・カードゲームの人におしえてもらえたい。

・どんなことをしたらよくなるか。

・みんなの心があったまには、どうするか

・ボランティアの話

・自分の町のこと

・自分の親と話をしてみたい。ゲームの話。

・どうすれば、ひさい地のためにどの様にしればいいかです。

・市のことや町のことを話してみたい

・大臣…わたしの、おばあちゃんの家もひさいしました。だか

・釜石のくわしいこと

ら、早くてっきょさぎょうや、がれきのかたずけなどなどすすめ

・ゴミをすててはいけないこと。

てほしいです！！

・どうやったら町をよくするのか話してみたい。

・いろんなはなしをしてみたいです。

・ふく島原発の問題をどうかい決していくのか。また、他の日

・これからの釜石のこと

本の原発をどうするかなど

・お金がたくさんあったら、ひさいした人達のために、アパート、

・いつになったら釜石にきてくれるのですか。サインください

マンションを作ってください。おねがいします。

・がれきのてっきょなどは進んでいるのか ひなんしている人

・よくするための話。楽しくする話。今後の釜石のこと。

たちのためのかせつ住たくは世たい分よういできるのか。

・じ分の町が早く元にもどしてほしいです。

・ごみひろいのはなし

・どんなことをしたらまちのおてつだいをできるのか。

・つなみのことを話してみたいです

・元気に、するために、今、できる事をおしえてもらいたいです。
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よろしくおねがいします。

・町をよくすること

・げんはつのふっこうに金が４兆の赤字をなんとかしてもとの

・日本が早くふっきゅうしてほしいね。

釜石にもどしてほしい（絵つき）

・どうゆうことをすると市がよりよくなるか

・地球の終の日とか、あと何日ぐらいで地しんがくるかとかを、

・あそぶ話し

いっしょに話してみたいです。

・ボランティアをしたりする。

・どうしたら子どものじこがすくなくなるか！

・もっとぶっしをひなんじょにとどけてほしい。

・今、ぼくたちが出来ることや、元気にするためにどうすれば

・どんな町にふっこうしたいか。という話をしたい。

いいか、教えてください！！

・ぜったいたばこをすわないまちにしたい。

・「ちいきの人が、元気になってほしいです。」

・町をきれいにする話。

・がれきをしょりして釜石を新しいまちにしたい。

・こみをひろったりするようにする

・どうゆうおてつだいをすればいいか。（しんさいからふっきす

・市の様子

るための話）

・せつ電などのよびかけなど

・「みんなで行けたらそうじをしに行こう」

・町をきれいにするため手伝う

・いっしょに未来のこと

・釜石をもとにもどしたい

・つなみの話

・どうすれば町はよくなるのか。

・もっと楽しい国にしてください。

・いろいろなかつどうや、おてつだいをしてくれてありがとうご

・どうやれば、すぐにきれいになれるか。

ざいます。

・どのように自分たちができることをするか。

・おとしよりの家がなくなってしまったから、足がふじゆうな人

・これからどうやって釜石をすすめていくか

に、たくさんの車いすを、あげたい

・つなみとかでたいへんだね

・自分は子どもだから何もできないけど、総理はふっこうに手

・かせつじゅうたくをこうえんなどにたててくさはらなどのあま

伝だってほしい。

ったところにもたてたほうがいい

・まちのがれきの話

・いろいろなこと

・ゴミすてきんしのかんばんをたてる。

・かまいしをきれいにするにはどうすればよいか。

・いつものせいかつにもどりたい。

・町をなおすような話

・まちをよくするためにほかにどんなことをしたらいいか。

・東日本第しんさいのこと。

・おもしろいかみしばいを読んでみたいです。

・釜石がもとにもどるまで、何年かかるのかな．

・地域の人たちといろいろ話し合ってみたいです。

・地きの人との話し

・家をなくしてひなんしている人たちに、楽しくなるようなことを

・日本をすぐなおしたいですか。

話し合ってみたいです。

・いろいろなはなし。

・ごみのかたづけ

・もうこんなことがないように

・釜石市がはやくすみよい生活にもどれるようにしてください

・地しんがきたときどんな気持だったか。

・どろおきれいにしたい

・釜石をどうやってふっこうをするか。

・もし、ぼきんかつどうをわたしたちがやったら、そのぼきんの

・こんかいのつなみの事

お金で、家をたてたり、町をまえみたいに、何年かかってもい

・釜石がどうなるのか？

いからそうゆうことをしてほしい話しをする。

・いろんな話

・つなみを守れるぼうはていをつくってください

・どうやったらいままでのかまいしになるかというのを話したい

・じしんのことをはやくおしえてくれるものの話をしてみたい

です。

・しんさいにあった人たちのはなしがしたいです。

・むちゅうになるような話

・これい上なくなる人がふえないように、大つなみけいほうが
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でたら、なにをもって、どんなところにいけばいいか。

えをかえるようにしたい。

・福島第一げん発の話です。
・ひさいちの人に何をしたら喜んでくれか、教えてほしいです。

小学 5 年生

・ごみ拾いをいっしょにやってほしい。
・どうやったらこどもたちとともだちになれるか

・国は今どうなっているんですか。

・しんさいしてる人を、はやくなくしてほしいです。

・おもいでとがおもしろいはなし

・この地しんで釜石のかせつのいるときをもっとふやしてあげ

・ふっこうにむけて、がんばってくださいなど。

たいと思う

・なにができるのか。

・これからの町づくりの計画。

・国の未来やふっこうについて

・地しんのこととが波のことです

・あと何年で町がきれいになるか。

・がれきが全ぶなくなったり、町がきれいになるには、何年か

・仮せつ住たくは、いつまでにできる予定か。

かるか聞いてみる。

・すきなことやいろいろなこと。

・地しんのことと、つ波のことです。

・がんばってじしんがあったからがれきをへらしたいな。

・家がない人のために家をたててあげてください。

・国のことなど地域のこと。

・おもしろい話をしてみたいです。

・これからどんな町にしたら良いですか。

・今、どんなことをしているのか

・町のごみをへらすには、どうしたらよいか。

・釜石のぼうはていは、いつかんせいするか

・いま、こまったりしていることや、自分たちできることならやる

・ひさいしたちくをまっわってほしい

ということ。

・大変だったことや、今なにをしたいかを話たりしたいです。

・ちがう県では、町をよくするために、なにか工夫していること

・「ほうしゃせんぶしつ」をあびたらどうなるんですか。

はあるかききたい

・ぼうはていをなおしてほしい。

・いっしょにがれきのてっきょをしようよ。

・町中のお店になにを立てたいか。

・自分たちでできることがあるかどうかを話したい。

・はやくふっこうするためにお金や食りょうをください。（ひさい

・なんでお金を作る所でお金をつくらないのか。

した人たちに）

・いまできることなど

・テレビの話

・がれきのてっきょ

・また、大きな地しんがきたときつなみが来ると思うから、はや

・がれきてっきょがいつ終わるか、町作りでどんな町にしたい

くぼうはていや、町のふっきゅうを、早くしてほしい。

か。

・はやくなおして

・町の人は、ぎえん金をまっているので、ぎえん金をわたして

・つなみがきてからの話。

もらえれば、少しでも元気づくと思います。げんぱつも子ども

・しぜんを大切にしてほしいことはなしてほしいです。

には不安だから、早くげんぱつの不安を少しでもなくしてほし

・なみが来てこわれたぼうはていを直してほしいです。

いです。

・地震や、つなみの話をしてみたい。

・ひがいのこと

・ぼうはていをなおしてください

・未来のまちを明るくするためとか、ボランティアのこととか話

・大変なこと。

してみたいです！！

・子どもたちで、できることをはなしたい。

・最近あったこと

・子どももでるる事は、ないのか。（子どももできるがれきてっ

・どんなことをどうすればよいか話す。

きょ）ほんきです。

・地域のこと

・こわれたぼうはていをなおしてほしい。

・こうしたほうがいいんじゃないかとかです。

・ちきゅうのみなさまにおかねをきふしてみんなあたらしいい

・どうしたら街がよくなるかなど
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・どんな事をすればわたしたちのまちおよくできるかやどんな

・学校などのこと

事をつずけていけばよいかを話してみたい。

・つなみことと

・遊びを話てみたい

・いろいろな話

・はやく岩手県のがれきをなくしてみんながはやくえがおにな

・ぼきんしてもっとかせつじゅうたくなどをたてて、できるだけ

ればいいね。

ふだんの生活にもどれた・らいいと思う

・②で答えたように、ごみを拾ったりすることとがを話してみた

・家族や友達がぶじか話したいそして、これからどんなことを

いです。

したいか話したい

・これからふっこうに向けてどんな工夫をしていくのか。

・つなみのことやひがいにあった人たちのことの話をしたい。

・いまどうするか？

・勉強とかを教えてもらいたい。

・これからのこと（未来） 何をどのようにするのか。

・でも、子どもどうしだからあんまりつなみのことわはなせない

・岩手のふっこうにむけての話

けどやっぱりこどもどうしがいい。

・町をきれいにするための話

・ぼうはていを高くしてほしい。もっと、がんじょうで、高くて、あ

・町がなおったら何をするかという話。

んぜんな場所がほしい

・みんなだいじょうぶなの

・いままでのおもいでや、次にきたら（つなみ）どうするか？を

・かんきょうのことをいろいろと

はなしてみたい

・これからどうするか

・釜石にまたぼうはていを作る

・ゴミをすてないように。

・学校のことの話です。海の清そうについて

・とうやったら箱崎をすくえるか。

・ぼうはてい高くしてほしい。

・どうしたらもう一ど人がすめる所にできるか

・みんなでボランティア！

・どのように協力していけばいいか。どんなことをすればやく

・町市村のこと

にたつか。（少しでも）

・このしん災をどう思ったか。

・自分たちの町のふっこうに向けての話

・いろんな野球のせんしゅと話をしていろんなやりかたをおし

・またつなみがくるのか

えてほしいです。

・ぼうはていをでかくしてほしい

・地域の人たちで、家などなくなった人に、元気になる、話をし

・また、ぼうちょうていをつくってほしい。高いぼうはていをつく

たい。

ってほしい

・ぼくたちの唐丹をできるだけはやくなおしてほしいし、ぼうは

・どうなったらもっとゆうふくになるか。

てを作ってほしい。

・もうつなみがこなくしてほしい ぼうちょうていがでかくなって

・いつこの町はきれいで平和な町にもどるか。

ほしい

・ちゃんとしんさいのためにやってほしいです。

・つなみのはなし

・唐丹をきれいにしたい事など。

・自分のまちをよくするための話

・地域の人たちにみんなのえがおをとりもどすために手がみ

・早くふっきゅうしてほしい

をわたします。

・もう津波がこないでほしいよね。津波がきたとしてもしっかり

・とうには、いつふっきゅうするのか。

ぼうはていつくるなど

・ひさいしている人たちの助けになるようなことをいろいろして

・早くふっこをしたい

みたらどうかということ。

・防波ていのこと

・あかるい話！

・りっぱな防波ていを作って、津波から町をまもりたい。

・様子のこと

・つなみがきても町になみがあふれてこないようなぼうはてい

・ほんとうにひさいしゃのためにぼきんをしたいか話したい

を作ってほしい。ローンなくしてほしい。

・ほんとうにひさいしゃのためにぼきんをしたいか話したい
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・たべもののはなし

・どうやったら町をきれいにできるか。

・かま石の今のこと

・なんとなく話しをしてみたい。

・今の釜石のこと。

・よくわからないけど話をしてみたいです。

・本当にぼきんをやるか、やらないか。

・家だいじょうぶだったですか。

・いろいろ（自ぜんの事やくだつこと）

・いろんなはなし。

・大変でしたね。つらいと思いますががんばってください。

・ボランティアの活動をふやしてはどうかなぁ？と話してみた

・岩手県をキレイにするようにしたらどうですか？

い。

・じしんの時の話し。

・ボランティアしたいね。

・「笑顔」がでる話

・よく分からない

・岩手県を、みんなで、きれいにしていくようによびかけられま

・よく分からないけど、町を元にもどすことに

せんかね？

・これからの町をどうゆうふうに作っていくんですが

・いまの釜石のじょうきょう

・よくわからないけど話してみたい

・もっと町をよくしていきたい

・どういう町になるのか

・つなみはこわいですよに

・どのようにまちをもどすんですか？

・すきなことの話をしてみたい

・町のごみひろいやせつでんをしてみたいね。

・釜石に来てください。

・楽しそうに

・ふっこうにやくだつはなしをしたい

・電気、水、ガスがない時どうしてましたか？これから釜石を

・これから、どのようなことをするのか、がんばってください

元にしていきたいですね。

・つ波が町に来ないせつび

・次地しんがきたら

・がれきのてっきょしたいよね～てきにしたい。

・地域をよくするための話

・ゲームの話やさいきんなにかあったかなど

・釜石の人たちが、明るい町にもどすことは、できますか

・ゲームの話

・次の大きなじしんの時のひなんじょはどこに行くか？

・日本をこれからどうしたいのか？

・自分の知らないことを聞いたり楽しいはなしたい

・友だちと意見をたくさん出してみたい

・楽しい話をしたい

・よくわかりませんでも話してみたい。

・今、自分にできること。人のためにできること。（何でも）

・町をきれいにどうすればいいか。

・じしんとつなみのこと

・町をどうやって明るく元気にすればいいか

・とう町をよくするか

・この町をよくするための話合いをいてみたい。

・どうしたらいくなるか

・このまちをよくするための話し合い

・「地しんで花がなくなったから、こんな花がさくといいね」とか

・かせつじゅうたくよりぼうはていのほうを早くつくってください。

自然に関係する話。

海のまわりの家がないのでかせつをたててもぼうはていがな

・今後の釜石市について

いとながされますよ。？

・国をどうかえるか

・どうしたら市をきれいにできるか。

・大しんさいの事を話したい。

・節電もいいけどだったら朝の６：００から夜の１０：００までは

・私たちには何ができるか。地域のためにはなにができるか。

電気をながしてください

・どおゆうふうにしたいか。

・台風がきているのでほうしゃせいぶつがとんでくるかのうせ

・えがおにか元気になる話をしたいです。

いがあるのではやくほうしゃせいぶっしつがとぶのをふせい

・ちゃんと、国をよくしようとしているのか？とか…。日本の借

でほしい

金とか、どうする？とか…。とにかくいろいろあります。

・いろいろなことを話しをしてみたい。

・きちんと、ひなんしている人のはなしをもう一度よく聞いて今
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の日本をかえてほしいー！

・自分の町をよくするために、どうしたらいいか。

・今どうしたらいいか。また大きいじしんがきたらどうしたらい

・ふっこうにむけてや、わたしたちにできること

いか。

・自分（子ども）は、ぼ金やボランティアはできるかと、ボランテ

・ひ災した釜石市を、これからどのようにしていけばいいか。

ィアをなるべくやった方がいいなどと、話をしてみたい。

・地域の人たちのためになること。

・自分の町のためになにをするか。

・ひがいにあったかもしれないけどいっしょにがんばりましょう。

・しょうらいについてはなしたい

と言いたいです

・しん災ごのこと

・明るく、元気で、おもしろい話。

・これからどうするか未来のために話したい。

・どんな事をしたいかっなど

・どうすれば、町などがよくなるか。

・管総理大臣と、今、東北では、多くの人災害にあっています。

・ボランティアのこと

なので、ぜひなにかていあんしてほしいですが…。という話で

・じしんの後のこと。

す。

・力になれることなどを聞いてなるべく力になる。

・元気のでる話楽しい話

・ありがとうを伝たい。

・楽しい話やいろんな話をしたい。

・ひ災した人たちに、どんなことができるかを話してみたい。

・海には、いつ入れるの？

・ひがいした人たちにどんなことができるか。

・ぜいを上げて、年よりがびょういんでお金をはらうとき、安くし

・ひ災した人たちにどんなことをやってあげれるかを話した

てくださいということ。

い！

・はやく、がれきをかたづけてほしいと言いたい。

・これからの日本について

・家せつのはなし。

・ふくしまげんぱつよりこまっている人もいますから東日本しん

・学校にかせつじゅうたくをたてないでほしい。

さいのほうをゆうせんしてほしい

・東北地方のがれきのてっきょなどをする話

・つなみがきた所に家をたてるかの話をしてみたいです。

・釜石市内でだいたい何人の人がひなん生活をしているの

・明るい話

か。

・釜石市が明るくなる話。

・じしんでのできごとを話ししたい。

・おおまちは、いまどうやってふくきょうしているのかなとかで

・この釜石市をもとどうりに直してほしい。

す。

・ひ災した地いきを早くもとどおりにしてほしい。

・どうやったら自分たちの町がもっとよくなるか

・できるかぎりしえんぶっしをふやしてほしい。

・えがおになれる楽しい話

・子どもでもみんなで協力していきましょうということ

・停電の時の話やじしんが起きた時の話。

・かせつをたくさんたててほしいと言う。

・じしんやつなみにまけないでがんばってください。

・今はしんこくな状態なので、ひなんされている方にゆうきづ

・ボランティアとかやってみる？どんなボランティアする？

けるようにしてほしいです。

・みんなをよろこばせるには、どうしたらいいか。

・今つなみのひがいをうけてる町があるからそのためにまた

・かせつ住たくに釜石の人ばかりゆうせんして大槌から来ても

あたらしいまちを作ってほしい。

うしこんでいる人をなぜいれないのか

・今、自分が思っている気持を話したい

・こまっている人やくるしんでいる人を助けたりポスターを作っ

・ぼくたちが、おとなになったとき、この町がなおってるか。

たりしよう

・「家でどんな節約をしているか」など

・ひさいした人たちにどんなきふがあるとうれしいか。

・ふくしまげんぱつより速くふっこうさせてほしい。

・ぼくより小さな人、同じ学年の人もひさいしたと思います。親

・これから自分達はどのような活動をしたらいいか。また、②

をなくしたひともいると思います。でもそれでも元気でいられる

のことをする計画。

のはなぜか？
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・いつもの釜石は何年でもどるのか

・どんな町にしたいか。

・ひ害をうけた町をもとどうりにしてください。

・ダムはどのように作られているのか。

・自分のまちのためになにができるのか。

・3 月 11 日のじしんのことでどう思っているか

・笑顔がいっぱいみれるようなおもしろい話をしてみたいです

・ぼ金などで、あつまったお金で、大きなていぼうをたててほし

・釜石の町をきれいにして、もとの町にしてほしいです。

い。

・震災で家やスーパーマーケットなどがながされたのでもっと

・ぎえん金はどのくらいあるんですか。

よりよい地域にしてほしい。

・これから、より良い町にしていくため、なにをするのですか。

・「このしんさいがあって、どんな気持ちで、今をすごして来ま

・いつ元にもどれるのか

したか？」

・どのようなことが最もやくにたつのか

・自分たちのまちをどのように、よくしていけばいいのかを話し

・もっと大きくて、こわれないていぼうを作ってほしい。

てみたい。

・3.11 の大じしんのことなど...。これからの市町村、日本のこと

・大人になるまでに、町はもどっているか。

など…

・町をよりよくするにはどうしたらいいか。

・釜石が東日本大しんさいから、ふっこうして、もっととかいに

・つなみが引いて、その後なにおしてたか。

してください。

・あいさつが多くなるように、話したいです。

・漁業の人のために船のしゅうりをできるげんかいまでしてほ

・今どんな気持か町のことをどう思っているか話てみたい

しい。

・まえのまちがかわってきてるね

・たのしい、まちをつくっていきたい。

・しん災について話してみたい

・ぎえん金は、どのくらい集まっているんですか？

・楽しい

・釜石市のためにどんなことをがんばりたいですか。

・つなみで家を流れてきずをついた人助けたい

・これから、どうするか。

・どうなるのかな何年かかるのかな

・しんさいの話

・まえみたいにきれいなまちにしたい。

・ボランティアに参加しましょう。

・みんなが楽しくて、笑顔がもどるようなことを話してみたい。

・みんなのためにも、なにかすこしでもできることはないか

・今後、釜石がどのような形でふっこうしていくのか

・明るくするためにどんな活動をすればいいかなど

・釜石には、どんなことがあるか、聞きたい。

・県知事の人と、これからの釜石のこと。

・ごみをすてないような話

・県知事とこれからのこと。

・どんな事をすればいつもの生活にもどれるのか。

・どんなことをしているか。(せつ電とか）

・いつ町がなおるのか。

・県知事と明るい楽しい話をしたい

・国のしえんの事。

・日本を明るくする話

・こわれないていぼうをつくれないかという話。

・しん災かんれん

・ていぼうをいっしょに協力して作ってみたい。

・今後の日本の話

・海の近くの人のためにじょうぶなていぼうをつくること。

・何かこまっていることがあるかどうかなど

・ガレキをなくす話。

・町のごみ拾いなど、町をきれいにしませんか？

・私は、今よりずっといい町にしたいです。

・今、どういうことを思っているか

・これからの町作りをどうするか。そのひがいにあったちいき

・どのようなことが必要か

の人たちののぞみどうりに町は作れないか。

・これからのまちづくり

・釜石のためにどんなことができるのか聞いたり自分の意見

・サッカーの話。

を話してみたい。

・釜石の未来、ふっこうの事 ３．１１の事

・新しいていぼうをつくってほしい。

・町ではどんなイベントがおこなわれるか
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・どんな事を思ったか！釜石（東北）の未来

・明るく、おもしろい話 津波の話し

・ボランティアはどのようなことをしているか。

・みんないろんな県で「節電」をしているのに、こっちの方では

・ぎえん金をどこであつめてるのか

パチンコをしているのか？節電している人たちがかわいそう

・どういうボランティアをすればいいと思いますか。

になるのでやめてもらいたい。

・ボランティアの人たちはすごいと思う。

・津波が来てどう思ったか。

・どんなボランティアがあるか。

・これからのことや、自分の心配ごとを言いたいです。

・げんぱつのこと

・みんなを元気をつけてみんなおえがおにさせる

・ひさいした町をふっこうさせること。

・早くもとの町にもどること。

・ひさい地を早く復旧させること ひさい地が明るくなること

・今後についての話

・その町のもっとよくしたらいいと思うこと

・岩手県は、いまどのようになっているのか。

・どんな活動をすればよろこんでもらえるか。

・これから、どうするか

・ボランティアなどの事とか

・町や市をよくするにはどうすればよいか。

・ボランティア

・この先岩手はどうなるんですか。

・今までどんな思いをしていたの

・日本はどうしたらいい国になるのかについて

・どんな活動をしていきたいか

・大変な目にあったけど力をあわせて、いっしょにがんばりま
しょう。

小学 6 年生

・このふるさとをこわしたままにしたくないので、ちいきの人た
ちと力をあわせてがんばりたい。

・これからの釜石市の明るい町にするためなどの工夫など。

・これからのふっこうにはどれくらいかかるのか。

しょう来のことやいまのげんじょうなどをはなしたい。

・これからの話し

・どのように手伝うか？

・子どもにも、かんきょうのことを、おしえてあげて知ってほい

・いろいろ

しから

・つなみなどのこと。

・ふっこうにむけて、のとりくみや、ぐたいてきなあんをききた

・釜石のためになにかお考えですか？ひなんじょの人と何か

い

話したりしないのですか？身内は、お亡くなりませんでした

・いっしょにガレキをてっきょしようと言う。

か？その人にかわり、やりとげたいことはありませんか？

・がれきてっきょをスムーズにできないか。

・これからの釜石を明るいまちにしたいから、どうしたら、明る

・いろんな話し

いまちに、もどるか、ということなど。

・つなみのことでいろいろ

・町をふっこうについて

・つなみがきて助かったから「ほかの人の人までがんばりたい

・友だちどうしで、釜石をもっとよくすること。を話し合いたい。

ね」というかんじではなしたい

・まちをよくするためにまず何をすればいいか

・これからのこと

・いまこまっていること

・どうやって自分のまちを復興するのか？（津波でこわれた）

・いっしょにがんばりましょうなど…

・今、どんな生活を、おくってますか？あとは、その時になって

・がんばってください。

から、そのじょうきょうによって話しが、かわると思います。

・金の話、総理大臣について

・ひなんじょでくらしている人のためにはやく仮せつじゅうたく

・あそび

をつくってほしい。

・町をもっとよくするには、

・町を作るときに、どんな所に作るのか。ぼきんは私達被害者

・早くもどること

のために使うのか。それとも町のために使うのか。

・どんな苦ろうをしているか

・がれきをどうすれば片ずくかとかあそびとかいろいろ話をし
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たい。

・ボランティアというものがあるか。

・これからの町のこと

・釜石の岸がんの家だったら「今、なにがほしいか」など。

・市長と、これからの町の復興の話しなどをしてみたい。

・災害の話

・これから、どのようにふっこう計画を立てていくのか。国体は

・大変だけど大変な時こそみんなで協力してがんばりましょう

あるのか（2016 年の）

（みたいなこと。）

・これからの町作り

・日本の未来

・ふっこうの話

・3 月 11 日のできごとがどんなだったか

・釜石のふっこう

・国を守るための話

・釜石がいつもとにもどるか。

・電気がつかなかった時何をしていたか。今どんな事がしたい

・自分たちの町、岩手県をどのように復旧させるか。これから

か。

の岩手のこと。

・家庭の話

・今このようになて、みんなや市や町、村の人たちにどのよう

・これからどうすればいいのか。

なことができるかなどを話しをしてみたい。

・遊びの話し

・これから、どうやってまちを直していったりとか、自分の不安

・まちの様子

を聞いてほしい

・どんなボランティアをやっているのか？どんなボランティアが

・なるべく速くがれきをてっきょして、きれいな町にしてほしい

あるのか

などの事を話してみたいです。

・日本は地しんたいこくなのだからげん発にたよらず、電力を

・なにをすれば少しでも早く復興できるか

つくるにはどうしたらよいか。

・東日本大しんさいについて、みんなと話し合ってみたい。

・せつでんします。

・しょう来、自分達の住んでいるとこがどんなふうになったらい

・げんぱつはどうなるのか話ししたい！

いか。

・今の気持ちは

・岩手県の復興の予定。

・福島の原発を停止してください

・はやく、町をきれいにするために、ぼくたちもがんばるので、

・福島の原発を停止していただきたいということ

ばんばってください。

・町のお店のよいところなどを話す。

・どうしてひがいちをあまりみてもいないのに、飼育している牛

・本当に日本を良くする気があるか。

などをあんらくしさせるのか？ちゃんとひがいしゃの気持ちを

・自分の町だけじゃなく日本全国の話をして、人を助けたい。

わかっているのか？

・とくにない

・おもしろい話。

・このままポイすてを続けたら、地球がゴミの山になってしま

・がれきをはやくかたづけろ。

う。

・どうしたら町がよくなるか

・相手が話す事を聞いてやる。

・町をどうするか。

・どうすればこの町がよくなるのか

・この前釜石の港にきゅうえんぶっしののせた船が来てもトラ

・高れい者の人はきおつけて歩ってください。じこしょうかいな

ックが来なくて進まなかったことがあったからしじをしっかりし

ど

てほしい

・これはどうですか、などを聞く。

・町のじょうきょう

・今、何を必要としているのか。 私は○○○と思っています。

・勉強の話

など。

・せつ電してますか。

・今どんな問題をかかえていてどうしようとしているのか。

・さいがいにあったまち

・みんなのためにこまっている人を見かけたらたすけたり手伝

・いっしょにボランティアをしよう。

ってあげること
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・どうしたら町の計画を協力してくれる人が増えるか。

・どんなことをすれば、町は発展するか、どんな物を作り出せ

・どんな所を特にやればいいか。いつやるか。など。

ば町が発展するか、ということ

・どうすれば釜石をよくできるのか。

・みんなで、町のゴミ拾いをして小さい子たちのために安全に

・どんなことをすれば、自分のまちをよくすることができるの

する。

か。

・今、仮設住たくがたってぼくたちのグラウンドがなくなってき

・このまちについての話。

てるから。どうにかしてほしい。

・こんなまちがいいねと意見を出し合う。

・原発のことだけ考えないでえんがんの人のことも考えてほし

・どろぼうはとくに高れい者をねらうと思うので高れい者のぼう

い

犯たいさくについて。

・どんなことをすればいいか話す

・楽しくて、おもしろい話をしたい。

・協力してもっとようばしょにしよう

・まちをどうやってよくするかなどの話

・日本は今どうなっているんですか

・この、東日本大しん災で支えんしてくれたひとたちにお礼を

・笑顔になる行事は何か。

言いたいし、今後の日本は、大じょうぶなのかという事もしりた

・おもしろいはなし。

いです。

・ぼく達にできる事はないか聞いて、できる事があれば手伝い

・これから、どんな町にすればいいか。

たい。

・支えんの人達とこの町をもっとよくすることを話したいです。

・原発はどうするのか話してみたい

・日本は今どうなっているのか。

・まちをよくする方ほう

・これからの釜石について

・もっとゆたかにしてください

・これからの釜石市について話してみたい

・どうやってまちをよくするか。

・これからの釜石について

・みんながゴミを捨てないような取り組みを考える話し。

・町を良くするためにはどうしたいいか話したしてみたい

・今はどんな生活をしているのか。

・町をよくするためにどうすればよいか

・たくさんの人がきずついているから、その場に行って話を聞

・みんな元気になれるような計画をたてたい

いてほしいとお願いする。

・ボランティアのこと

・子どもどうしで話をして、だいちょうぶとかを言ってはげまし

・なにか、みんなのためになるのはないか。

てあげる。

・どうしたら前みたいなまちにできるか

・まちをきれいにすること、ゴミなどいらないものをすてる。

・仮設住たくや津波によってみんながスポーツをできないから

ひさいにあった人を何かできることなどをやってたすけたい

やる場所を作ってほしい

・いろんな所からしえんぶっしとかおせわになったからお礼が

・これからもっとよい国（県）にするのには、どのようなことをし

したい。

たらよいか

・ゴミを、ひろって町をきれいにしよう。

・地区行事などの話

・ごみはだれのでも関係なくひろう 地域の人には、なるべくあ

・これからのこと

いさつするように心がける などという事を話してみたいです。

・これからもっと良い国にするためどのような事をしたら良い

・今後、どのように生活すればよいか。災害にあった人とどの

かを話し合いたい。

ようにせっするか。生活のことで話を。

・市、町の平等さなどについて

・どんな町、釜石市にするか。

・町をよくするのには、どうしたらよいのか話をしてみたい。

・どんな町にしたいか。今の楽しみ。

・こんなボランティアをしない？など

・ふっこうはできるのか、金はまにあうのか。

・仮設住たくの話

・どうすれば、いい国にできるか、すこしでも、はなしたい。

・これから釜石はもとにもどれるか。

・「釜石市のみんな（ひなん所のみんなはしなくていい）でがれ
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きをかだつけてほしい」と話したい。

・町のためにすこしでもよいことをしていきたいことを話した

・まち、市の人達がなにをのぞんでいるのか。自分達が少しで

い。

もできることはなにか。

・今の釜石のことや、たいへんなこと。最近、たのしかったこと

・自分のまちをよくするための工夫

や、うれしかったこと

・今のひさい地のじょうきょうや、そのひさい地の人たちはどの

・まちのことやサッカーの話し

ようにくらしているのか。

・バレーボールの話、今の日本の情きょうの話など…

・「どうやって町をふっこうさせるのですか」と聞きたいです。

・20 才以下が戦うバトルマンガ中止のやつを、やめてください

・どのようにすれば釜石の人達でひなんしている人が助かる

・これから町をどうするか。

かということ。

・げんぱつを防ぐ方法はないのですか。

・町のために何をしたらいいかなど。

・どいうことをすればいいのかそうだんする

・親に大きなショッピングセンタができてほしい。

・ぎえん金は、いつ来るのか。

・これからどうやって釜石をふっきゅうさせていくか。

・ゴミを減らす工夫など、いろいろな活動を増やすことなど。

・どうゆうふうに復興してくのか。

・地域での活動から、だんだん広げていきたいです。

・釜石市で仮せつじゅうたくのはいちする場所の話です。

・町のそうじにかんけいのある話。

・町の人が町のためにどんなことを考えているのか

・気持ちがおちつく話

・みんなそれぞれどんな考えをしているか聞いてみたいから

・じしんについて、今どうおもっているか。

です。

・公務員のきゅうりょうをへらさないでほしい

・未来、自分たちが大人になったとき、また災害があっても人

・公務員の給料を減らすと聞いたが、先生は生徒の命を全力

がなくならないような町にするためなど。

で守っていたり、自衛隊は救助や遺体安置などでとてもがん

・どうゆうのがほしい。「だれと今会いたい？」

ばってくれているのに給料を減らすのはおかしい。そのような

・ゲームの話

話がしたい。

・AKB４８のうたをきいたり、たのしいことを話したり、いっしょ

・一．野球の話 二．いまの町のことなど

にうたったりしてみたい。AKB 全員ノサインがほしい。

・小どもだけで遊んでも安全な場所

・津波のお話（実さいに津波を見た人等）

・事故を減らすために、信号の設置をようきゅうしたい。

・今のじょうきょうとか。いろいろ

・ひがいにあった人たちにすみやすい町にしてほしい。

・自分と、みんながこまっていることを話して、してもらいたいこ

・節電とか

とを言う。

・ひなん所に今、何人ぐらいいるんですか。まだ、見つからな

・サッカーの話

い人もいるんですか。

・いつも何をしているんですか？

・ひなん所には何人ぐらいいるんですか

・「いいまちになる様に、うちらもがんばろ！」っと話合う。

・ばあちゃんはひさいで家を流されたので、そのことをいっしょ

・町がどんなじょうきょうかなど、サッカーの話。

に話したいです。

・どうするのか？やこまっていることをきいてもらって意見を話

・地震やつなみに対しての対策の事など

す。

・これからの事や、仮設住たく、街の状態など。

・自分と同じ考えを持っている人や、そうじゃない人と話をして

・色々話したいです。

いろいろな人の意見を聞いてみたい。

・今回のしんさいで総理はどんな思いでひさいちに行きました

・どうしたら町がきれいになるか

か。

・町をきれいにするには。

・まちのために、ぼきんなどをしてみたい

・お互い町のことを知っていると思うので何をすればいいのか

・いろいろと話してみたい

を話し合うことができるから。

・どうすればまちをよくできるか
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・どうしたらもとの釜石にもどせるか。

中学 1 年生

・どうすればまちがよくなるか
・町を良くするための話

・「ぼ金をしたりして、役に立とうよ。」など。

・まちを良くするための工夫や、しんさいについての話など．

・困っている事（やってほしい事）を聞いて、それをやってあげ

・町の復興の話

る。（かたもみやお話をしたりする）

・学校で話されたことや、ふだんのこと。

・どう行動すれば、もっと人の役に立てるのか．原発の被害は、

・今、どんな状きょうなのか

こちらまでくるのだろうか．（放射線物質について）

・どうしたら、自分のまちがもっとよくなるか。

・どうすれば、釜石の復興に私達が役に立てるのかを地域の

・はやくみんなが元気で笑顔になれるといいですね。

人たちと話してみたい。

・はげましてあげて、げんきづける

・何か、自分達に出来る事はないか、聞いて、できるだけの事

・つなみについて、じしんについて、ひがいについて、いろい

を、したいと思います。

ろ話してみたいです。

・今、復興のために子供達はどうゆう事をすればよいか。な

・いつもふっこうのおうえんありがとう

ど。

・今、すごく人気がでてきてみんな知ってるから大づちには来

・どうすれば、町は、もっとすみやすくなるか。

たけど釜石の小川に来て、ひなん所にいる人たちを元気づけ

・どのように生活していけば、まちをより良いまちに出来るの

てほしい。（笑顔にしてほしい。）

か。

・意見を出しあい話し合う

・せつやくを具体的にどのようにするか。

・○日本や世界の社会について ○よりよい社会をつくるに

・なぜ他の市町村は基本復興計画が出ているのに釜石は 7 月

は・どうすればいいか

なのか？なぜ野田町の仮設住宅は、9 割が新日鉄の人なの

・自分たちの町をよくしてほしい

か？天皇に会う前までひげを伸ばしていたのはアピールなの

・しんさいのことについて

か？

・震災にあって家をなくしてる人や家族だったりをなくしてる人

・釜石の町をふっこうさせて、また、いつもの町が見たい。祭り

もいるから仮せつ住たくなどの予算を考えてほしい。

がなくなるのが不安。

・自分たちはどんなことをすれば、まちを良くすることができる

・これからの町がどうなるのかを話してみたい。

か。

・学校のことなど．

・総理は、どんなことをしていますか？ぼくは、今どんな事をす

・今はいちばん復興に必要な事を話したい

ればいいですか

・色々な事（借金（国の）、消費ぜい、国民）を考えながら、ふっ

・よくするための話

こうのための、ぎえんきんを、出してほしい．原ぱつも何とかし

・自分たちのまちをよくする話

てほしい

・どうすればもとどうりになるか

・早く、正確に、事実を伝えてほしいということ。

・早く復旧をしてください

・こどもにできるボランティアがないか、など．・・・・・・どうやっ

・みんなのためにできることを話しあいたいです。

てまちをさいかいするのか

・いろいろ

・どうやって助かったかなど

・直すお金を増やしてください

・みんながよろこんでくれることを考える。

・太よこ発電

・今、何があればいいか、またどうしてほしいか。

・道路のことを話して見たい。

・これからどうしていくのか

・川をきれいにするため

・まちのことなどを話したい
・どんな行動がやくに立つか。
・まちをよくするために自分にできることや地域の人が実際に
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行っている活動

・ここは何に困ってるのか．

・今後の計画についての話

・なぜ、何でもかんでも市でやろうとするのか。こういう時こそ

・ふっこうには、どのくらい時間がかかるのか。

自えい隊やボランティアにたよってもいいのではないか。

・釜石のことなど。

・今の町のいいところと悪いところ

・もっといいまちにはどうすればいいとおもうなど

・エコの話・・・せつでん・ゴミを減す・ポイ捨きんし、などな

・今、家がない人とか親が亡くなってしまったり、親切が亡くな

ど・・・

ったりした人とはげましあって「だいじょうぶだよ」とかはげま

・震災などを一緒に乗り越えていこうという話

す話しをしたい

・げんばくじこのこととぎえんきんのこととかせつじゅうたくのこ

・現在何人の人が釜石の避難所にいるのか

と

・どうすればもっとこの町が良くなるのか、どうすれば明るい町

・ふっこうにむけて話をしたい

にできるのか。

・どうなったら自分の町はもっと良くなるか

・なにかくふうがないか！ もっと、せつでんの、ほうほうや、エ

・「これからどうなって行くのだろう」とか。

コのほうほうがないか。

・避災にあった、地域の人たち。そのときは、どんなだった

・その地域のことなど

か？今はどう？

・自分の感じたことや思ったこと気持などを話したい。

・これからどのように釜石を立て直すのか？市町はふっこうの

・震災のこと

ためにどのように動いているのか。国のことをどれだけ考えて

・自分のまちをよくするために相手はどんな事を考えているの

いるのか。本当にふっこうできるのか。原発はどうするのかな

かを聞いてみたい。

ど立て直す気はあるのか

・自分の町を明るくする活動や環境へのボランティアなど

・岩手のことをどう思うか、釜石のこと、人のことをどう思うか。

・海中のがれきをてっきょしてもらいたい。 町の復興に力を入

あとは、津波とかからの対策とか、

れてほしい。

・釜石のこと、まちのほうのこと

・家の中でも中かできないか。

・どうすればきれいに出きるか？

・自分達の町の行く末、より良い未来や町を築くために何がで

・自分の考えている未来について。

きるか、何が必要か

・どんなまちにしたいか．

・この釜石の事は、地域の人が一番よくしっているし、これから

・自分やみんなが、こまっていること

どういうふうに釜石を良くしたいか同じ思いの人が多いと思う

・どうすれば、町をよくできるか． 今の町の話 など

からです。

・どうしたら人の役に立つか、国の役に立つかいっしょに考え

・何が欲しいかやどうするかなど

合いながら話してみたい。

・なぜこのまちの市長になりたかったのか

・この町の歴史や有名な物やどんなことが町でおこなわれて

・どのようなことをすればいいか。

いるか

・町をどのようにして（私達ができることは小さなことだけど、で

・まちをどのようにしたら、きれいになるかなど。。。。

きることは何か

・いまの国の状況、環境について

・町の復こう計画

・釜石市をもっとよりよくするためにみんなで考えたりしてみた

・また大きなじしんがきてほしくないなどのこと

い。

・ふっこうのためにがんばってください。

・この災害をどう思っているのか。

・募金されたお金はどこに消えたのかをしりたい。

・どういう町にしたいか。

・なにが不便、なにがいい、などなど

・前よりもっと、にぎやかでいいまちにしたい． 前のように、釜

・どうすれば町が元気づくか。市長と、どんな行事を作ればい

石よいさが出来るようにしたい．

い町になるか。

・色々
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・子供達の遊びばを作ったりしてほしいし、元の釜石にしてほ

・これからどうするのか？人が安心して暮らせる町にしてほし

しいです。

い。

・どうやったら町をよくできるかを話をしてみたい。

・どういうふうにすれば復こうするか。など

・自分たちの住んでる町をよりよくするにはどんな工夫をすれ

・いろいろ

ばいいか

・津波が起きて町が複興するのに何年ぐらいかかるのかくわ

・さいがいのふっきゅうのこと。

しく教えてほしい

・被災のこと．

・いろいろ

・嵐の CD など、色々なものがながされました！すごく、ショッ

・なにも食べてないひなんじょにいる人などにいろいろ食べさ

クです

せる話など。

・これからの釜石について。

・市をどのように復興させていくつもりかなど

・自分のまちをよくするための話

・より良い町にするための相談

・町をよくしてもらうために金をつぎこんでもらう

・話したくない。

・沿岸部の人をどう思ってるか。自分がその立場だったらどう

・自分の町の復旧について

してるか。

・いまの世の中のはなし

・地域の人たちとまちをよくするという話をしたい。

・将来について 復興するための話し合い

・「大人にめいわくをかけない」という話し。

・「みんなついているので大じょうぶです。」と声かける

・「子ども達の笑顔でみんなを元気づける！」という話し合い。

・こんご釜石をどうするか。ふっきゅうするのか。

・野球を教えてもらって、元気を出したい

・まちをよくするための方法などの話

・ひ災して、だいじょうぶでしたかなど。

・嵐の大ファンなので、どんなことでもいいので話せたら元気

・嵐のサインと DVD とか CD といろんなグッズがながれちゃっ

がすっご～い（嵐が来たらまちは大盛りあがり）でると思いま

たので残念です。

す！！（活気づく！！）

・いろいろ

なんでもいい。まちが活気よくなると思う！！から

・元気を出してもらえるようなお話をしたい。

・どうすればいい町に出来るのかな

・釜石に来てもらって、ミニコンサートや、今のじょうきょうを知

・いろいろめいわくをかけていますがよろしくお願いします。

ってほしい。来てもらえば笑顔で勇気付けられるから。

・どうすれば、いい町にしたいから

・原発の収束にはやくむかってほしい。

・協力

・ディズニーランドを岩手に建ててほしいとたのむ。

・どう復行しているか

・これからの復旧のためにたくさんのお金を使っても、日本は

・ひなん場にできるだけのぶっしをとどけようというはなし。

だいじょうぶなのか（国の予算）

・よくゴミが落ちている場所や今までのまちをよくしていく取り

・何をしている人ですか。高田の市町は復興のために、自分

組みについて

が責任をせおって、１コ 120 万の機械を６コかりて電気、水、が

・なにか自分達が役に立てることはないか、話したいです

ぜんぶふっきゅうしたのにあたたは何をしているのでするか。

・今みんながどんなことを必要としているか、どうすれば役に

・ひさいちの現状を一部しじゅうをはなす．被災者なので、大

立つか話し合う

変だったこととかをはなす．

・釜石は復興するのに何年かかるか

・まちをよくする話

・こんなことになったのだから「てつだいないですか。」とか話

・復興へ向けての話など

し合てになってあげたい

・これからの生活で、気を付けること。

・まちをよくするために、どんなことができるのかを話したい。

・今の気持ち

こまっていること

・子どもだけでも、できるようなコトを子どもどうしで考える。

・ちゃんとした対応を聞きたい
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・こんなときにかいさんもくそもねえだろ、だったらてめえらみ

か！

んなやめちまえ

・かせつしゅうたくはいつぜんぶできるのか

・釜石のためにありがとうございます。これからもよろしくお願

・災害についてのこと。

いします。

・福島原発・災害復旧の今後について。

・まちやひなんしている人の気持ちを考える

・かせつじゅうたくはどれだけできるのかまたしえんきんなど

・鵜住居に家はたてれるのか。

はなににつかっているのか

・まちをよくするための活動について

・自分が住んでいる町をよりよくするために、ちゃんとしたきま

・未来のこの町を想像し、そのために自分達子供には何がで

りをつくる。

きるのかなどを話してみたい。

・いまの生活について、

・好きなことについて話したい。

・みんなが安心して暮らせるようにしてください！（災害の話）

・まちをよくするためにどんなことをしているか

・知人から聞きましたが、大槌の方は仮設住宅の建設がおく

・同じ立場の人と、どんなことができるのか話したい

れているとのことです。いそがしいのは分かりますが、建設を

・どんなボランティアがあるか、どんな町になったらいいかな

頑張って下さい！！！

ど

・家を流された人達は、これから仮設住たくに入ってくらせるの

・税金の使い道が少しまちがっている

か？でも、健設がおくれている

・歌を歌ってください

・これから釜石にどんなたてものを健てるんですか？

・グローブください（歌を歌ってください）

・いま、自分たちのまちでできることを話し合う。

・歌を歌ってほしい

・じしんとつなみでたいへんなのにニュースでみたぼきんのお

・話より歌をうたってほしい

金をぬすんだりするんだろう。

・いろいろ感動できるような歌を歌ってほしい。いっしょにボラ

・社会の話、歌手をつれてこい！

ンティアかつどうしたい。

・岩手県民増やしてほしい。

・いえむりょうでつくって げいのう人きてほしい（ＡＫＢ４８）（安

・イオンたててください。EXILE よんでほしい ゼビオたててほ

室奈美恵さん）

しい。

・歌をうたってほしい

・町がにぎわうようにするはなし

・あつまったお金は、どのようにうごいているあ、国はどんな

・政治の内容

かんじでうごいているか。

・イオンたてて

・「いっしょにボランティアやろう」、など

・今、東北は、とんでもないことに、なっているので……

・街の復興計画・町の高台移転計画について

・サッカーのドリブルをおしえてもらって、（シュート、パスなど

・早く安渡に行きたいんだけど行っちゃだめ?

…）自分がおとなになったらサッカー教室をひらく。

・まちのどういうところが、きたなかったりするのか。

・もっとくらしやすく

・大変でしたねーとか、これからもがんばってくださいとか。

・町の活せい化のために、映画館を！

・しん災の後にどのように復興していくのか？

・いいえ（自分で考える）

・甲子のかせつじゅうたくは、どことちいきの人が入るのか。

・今をどう思っているか？

・本当に義援金はくるのですか。

・いろんな話をしたい

・ぼきんされたお金はくるのですか

・「ふしんにんあん」をやってないで、日本の復興のために、も

・まちをよくするための話し

っと力を尽くしてほしい。

・ぼきんの件 国会議員はなぜぼきんしないのか。災害の件

・今政治はどうなっているのか。次の総理大臣予想

政治のことじゃなくて災害について話をしてください。

・EXILE と AKB４８に会いたいからこうしょうして♡

・仮設住宅をたてる前に、ぼうはていをたてなくていいのです

・困っていることなど
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・でっかい地震がいつくるか。

・いまどんなってるか話。

・何をすればいいか。

・これからの復興に向けて、どう進めていくのか。

・いつになったらもとどうりになるんですか？しえんぶっしがひ

・政治の話や、補正予算案の話や TPP の話

つような人にこなくてひつようないひとにいくのはなぜですか。

・かせつを広くしてください。

・このしんさいのふっこうをどのようにするのか、今のげん代

・地域のふっこうに役立つには、どんなことをすればいいか。

社会のこうれいか、人口のげん少

・困っていること

・釜石の今の姿

・岩手にためにどんなことをしているのか

・どうすればこの地域がよくなるか。

・まず、サインが欲しい。野球の話

・どんな事をすればまちがよくなるかを話し合いたい

・今回の震災で支援をしてくれたお礼をしたい

・元気になってもらいそうなはなし

ど言うふうにボランティアをしたらいいか。

・こんごの釜石について

・原発の話

・今と、地震、つなみが来たらどうすればいいのか、など、いろ

・まちをキレイにしたい。

いろ話しをしてみたいです。

・今、どんなことをしてほしいか、困っていることはないかなど

・これからの日本ふっこう活動について

…。

・元気になれるようなたのしい、おもしろい話

・楽しい事

・これから先、どうしたらよいか、何をしたらよいかなど

・このさいがいにあってどうおもったかききたい

・津波のときどんな状況だったのかをはなしたいです。

・どんなことにこまっているか。

・いま、地域のためになにができるか

・ひなんしている人たちとこまっていることはないか？などを、

・わたしたちにできる、ボランティアなどお手伝いできることが

やさしく声をかけてあげたいです、

あったら、いろいろお手伝いをしていきたいです。

・世けん話？

・この後の釜石の動き

・いろんな話

・こんごの釜石をどうするがを話たい

・なにかしてほしいことがないか

・気持ちが明るくなる話

・今こまっていることや、手伝だってほしいことは何か。

・楽しい話をしたいです。

地域でだめな所はどこ？など不便な所はどこ？など話してみ

・大じょうぶか？

たいです。

・自分たちの町をよくするためにはどんなことをすればいい

・今、不便と言うことを。

か。

・また町をふっこうしたり、地域の人たちを元気にさせたりしま

・一つ一つの地域から、人をみつけてほしい。いっきにいろん

す。

なところを、さがすのではなく、３こくらいにわけて大勢で、さが

・これから、どうするか、

してほしい!!

・今、何が不便なのか、何が、必要なのかなど

・自分たちの町をどうするのか、

れば楽しいのか、聞いてみたい。

・不便だったこととかを話して、良くしていきたい。

・地域の中で不便なことやどのようにして改善していくかなど

・毎日の生活で、どんなことが大変か。

…

・○今回の事で、困っていないか聞いたり、相手が笑顔になっ

被害にあったかなど。

てくれるような楽しい話。

・ひなんじょや街のそうじなど、してほしいことを言ってほしい。

あと、何があ

・地域の皆さんに、勇気づけて、あげれるような話をしたいと
思う。

中学 2 年生

・自分と同じ興味の話

・現在の復興じょうきょう、いつごろちゃんと生活できるようにな

・津波のこと、など
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るのか、など

・いろんな話

・どうすれば町がきれいに、よりよくなるのかなど。

・釜石市についての話。

・これからのことについて、

・いろいろ

・津波のことなど地震があったときになにをしていたのかな

・かんきょうもんだいと、電気のむだづかいとかについて、節

ど．

電も．

・これからの釜石市のこと

・未来について 町作りについて

・釜石の未来

・この町をどう思うか？

・同年代の子たちと自分たちが考えている町について．

・事業仕分けの話

・この震災があって、どう思ったか、感じたか。これから、みん

・どうしたら自分の町が良くなるかなど

なでどうしていこうと思うか。

・釜石市について、

・今、一番、中学生にしてほしいこと。 釜石をどうよくしていき

・この町のふっきゅうの事など

たいか。これから、どうすればよくなるか。

・どうすれば楽しい市になるか。

・災害であった事や、明るくて楽しい話

・良い国にするために話したい。

・これからの東北の復興について

・がれきのてっきょ

・釜石の復興について

・今後の岩手県について

・ぼくも国の象ちょうになりたいです。

・これからどのような街にしていきたいかなど。

・今後の釜石について

・釜石が明るい町にするためにどうしたらいいか

・自分たちがこれからどうすればいいか。

・学校でできることはないか。

・老人の方々とは、今後のほうふなど。。。小さな子供には、将

・楽しい感じの話

来の夢など。。。

・笑顔になれるために何をするか。人の役に立てることは何

・これからの事をどんな風に考えているか．これからどうした

か。

いか

・ふっこうの話、さいがいの話

・今後の釜石について。

・釜石のためにできることは何かを話す。

・町の復こうのあらすじと治安をどうやって、良くするか。

・釜石のために今私達に何が出来るかを考える。

・ボランティアをみんなでやろうとか、役立つ事

・釜石はラグビーの町とかだったけど今はめだったことがない

・どうやってふっこうするなどの案や、自分で何をするべきか

から町おこしについてはなしたい。

相談したい

・どうやって町を建て直すか

・地域の細かい情報がしりたいから

・ひなん所以外の被災者にもっと救援物資を届けろ

・今、自分の住んでいる町についてどう思うか。 上の結果か

・自分のすんでいる町のようすをきいたり、その人はどう思っ

らどのような取り組みが必要かなど

てるのかなど

・つらい事はないか 何かしてもらいたい事はないか 何かし

・市のふっこうについて 市の将来

てあげたい事はないか など

・これからのことなど 色々、楽しいこと．

・何すればいいか。

・町の復興のためになにができるかをはなしたい。

・歌手だったらライヴとか...。タレントだったらおもしろい事（トー

・これからどんな町にしていきたいか．

クショーなど）をしてほしい。みんなが笑顔になると思う。

・自分たちはどう協力していけばいいのか、この先どうするの

・いろいろ

かなど．

・いろいろ

・楽しい話

・釜石のこと

・みんなを元気づけるような話。楽しい話。

・難かしいかもしれないけど、他の県のひさいじょうきょうなど

・これからどんな事をして、釜石を戻していくのかを聞いてみ
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たい。

・昔のこと

・今、釜石がどうゆうじょうきょうかを話したい。

・いろんな話

・自分たちのまちの復興の協力の相談。

・元気がでる話（歌、おどり）

・どのような被害をうけたか、これからしていきたいこと、して

・いろいろ

ほしいことなどを聞きたい。

・ふっこうにむけてのはなし

・今、釜石市の復旧に向けて、がんばってますが、今後、どの

・釜石の知っているかぎりはなしたい。

ような事をしたいと思いますか？

・復興の話

・家は、どうなったかや非難している所は、ひまんになってい

・災害地の状況。

ないかなど...

・これからの事

・建物はどのような物がどこに建つかなど 今後釜石はどうな

・昔のこと

っていくかなど

・野球とか、地域のことなど被災の日の出来事など

・釜石ふっきゅうにむけて

・町の再生計画

・今、こまっていることやなやみをきいてあげたい。

・どんなふうにくらしていきたいか

・学校にいるひなん者について 部活場所の仮設住宅 流され

・もっとすみやすい町にしてもらいたい。たりない物もあるから

た学校の再建

それも支援してもらいたい

・相手はどう思っているか。どんな町にしたいか、話してみた

・被災した多くの人達が避難している甲子町に来て、被災した

い。

人や町の人を元気づけてほしいという交渉や、雑談 直筆サ

・過去のことはしかたがないけれどもプラスの事を話す．

インがほしい。

これからの未来について

・どのようなことをしたら、岩手県のためになるか、相談したい

・被災いのこととか、今からどのようなことをやって町とか市と

・釜石市、鵜住宅、両石などの住民がもう一度住みたいと思っ

かなどをなおしていくこと

ている所のぼ金活動をしてほしい。

・地いきのこれからについて

・これからどうするか。

・釜石市の未来

・「学校を立ててほしい」という話

・日本のあり方、外国との関係。消費ぜい、げんぱつ。

・これからがんばろうというはなし。

・たくさんの人を笑顔にしたりする話。

・楽しい話

・こまっていること ようぼう など

・これから釜石をどのようになしますか。

・ようぼうを伝える．困っていることについて．など

・今回の震災についての、具体的な解決策。予算は、どの程

・管おろしをする前にさっさとふっこうしてほしい

度にするのか。支援金

・未来について

・今の状きょうなど。

・まちにはどんなことが必要かを。

・町の未来について

・市のゴミについて

・元気？とか、今までのことか、体がけんこうか！！

・色々な話

・釜石をこれからどうしていきたいか。です。

・今のこと

・釜石を今よりよくしるために話をしてみたいです。

・もっと良い市にするためにどんな工夫ができるのか

・釜石のこと

・野球について

・釜石に来てください！って。

・今後の事。

・歌の事とか！！

・釜石の復興の話

・どういう生活してんのか。

・復興の話

・住んでいた町をどういう風に、かっせいかさせていくか。どん

・政じの話

な、しせつがあるといいか。
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・これからの釜石について、私達ができることについて

・国の事

・避難している人がまだ避難所にいるのでその人達を元気つ

・釜石がにぎやかになるように、何かしてほしい。

けるために栗林町に来てくれないかの交渉

・これからのまちはどうなるのか。

・今後のことについて。

・これからの釜石について話してみたい

・今後のこと。

・復こうに向けて・今後のまちについて？

・地域のためにできることなど

・復こうのために、どうすれば役立つか

・組合長にもっとよく考えろ！あみだけじゃなくて養殖や漁など

・地震の事について、

もやってくれと言いたい。総理大臣や市長に復興に全力をつく

・どうしたら、町がもとの形になるか。

してください。お願いしますと言いたい。

・甲子中に有名人を呼んでください。

・義援金ありがとうと伝えたい。その他、音楽について語り合

・被災状況の事や、今の経済の事など

いたい。大野君の釣った魚食べたいですと伝えます

・もっと頑張って下さい。

・どうすれば早く元通りになるか。

・どうしたらよくなっていくか。

・今後のことやどうしていけばいいか。

・どんなことをすればよいか

・どうすれば自分たちのまちがはやくどうすればもとどうりにな

・どんな事をすればよいか

るか。

・いろいろな知らない情きょうをききたい。

・これからどうなるのか。ライフラインの復旧はどうなるのか。

・しっかり考えろ。何も出来ないなら辞めろ。

・今回の震災での影響、復興にどれくらいの金額がかかるか

・今後についてどうするか？

など…

・○どんなことをすればいいか。

・町の女性に元気を届けてほしいから。

・ふべんな所とか

・今の日本が大丈夫だとか

・どうすれば町が良くなるか。

・この後のこと

・どうすればより良いまちがつくれるか。

・国会は今日本の一大事に何をしているのか。

・その人たちの給料を 20％でも下げて、その税金でひさい地

・ふっこうのため元気を出しにきてほしい

にきふをしてほしい

・この後

・「なにかこまってることありますか？」とか…

・どうすればいいか

・これからのこと。

・もっとていぼうをたかくしてほしかった。

・どうやって町をよくしていけばいいか的な事など…。

・野球のこと

・いろいろ。

・これからどうなっていくのか

・これからのくらしについて

・地元を活気づけるために何にはどうしたらよいかなど。

・いろいろ

・災害のふっきゅうについて

・いろいろ

・今後釜石をどうするか

・今、困っていることなど

・釜石がどうなるか

・市をもっと活性化させるための案

・じしんやつなみの時やその後のまちのようすを見てどう思っ

・未来の事

たか。

・とにかくおしゃべりをしたり、遊んだりして子供達を楽しませ

・思っていることそ話してみたい

たい。

・今のまちの悪いところ、良いところを出して、これからどんな

・ヒーハ〜

ことをすればいいか。

・津波で家を流された人達を元気づけるために。

・全部の町が平等になるようにしてほしい。

・地震でどのくらいひがいがあったかなど

・震災のことなどをいろいろ話す

・今、こまってることを聞く
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・困っていることなど。

・ふっ興のための話

・困っていることなど。

・復興についてなど

・やってほしいことなど

・国民（全員）に 2 万円きふしたら？

・いろいろ

・復興に向けてどんな政策をとっていくのか。被災地に対して、

・話とか遊び相手など

無理のない復興計画を考えてほしい。

・協力していく事。

・釜石市についてなど

・この災害についてどう思うか？どうしたらいいのか？？

・政治について

・今のじょうたいのかいけつさくについて

・これからどうなるかについて

・今、話題な話。いろいろ。

・世間話

・いろいろな話。

・震災の話

・海にどのくらいえいきょうがあって、どのくらい空気中にとん

・世間話し。

でいるか。

・何でも。

・「復興するには？」的なこと。

・どんな仕事をしているか

・復興するには？など…。

・国家予算の使い方をもっと効率的にしてください。原発で風

・困っていること

評被害にあっている人を助けてください。

・悩みとかを相談（聞く）して、その人がちょっとでも楽になるよ

・釜石復興のために今できること など

うにしたい。

・釜石のこといろいろ…。

・いろんな話し

・どうすれば自分の住んでいる市が元気になれるか。

・これからどうしていくか、どうせいかつするか、

・親が亡くなった人にはどんなことをしてくれるのか。

・楽しい話

・自分達の町の好きな所や、この町で働く理由。

・バーカ

・これからの釜石のこと

・どういうことをすればいいか

・災害のせいでペットとはなればなれになった人たちのペット

・いろんな話

をさがしてあげたりしてほしい。あと、はなしがいにされて死に

・復興に向けて

そうな動物をたすけてあげてほしい。

・おもしろい話し

・私ができることがどんなことか聞いて、実行したい。

・これからの事

・世間話し

・せけん話

・震災のことについて。

・楽しい話

・震災について

・どんなことか

・復興にこうけんするにはどんな事をすればよいか

・復興について

・地域の話やどういうボランティアをすればいいかなどいろい

・どうやって復興するか

ろ話す。

・まちを良くするためにはどのような事をするのか。

・今の生活など

・いろいろ話す。

・国民の意見をもっと聞いてほしい
・被害を受けた地域のこれからについて聞いてみたい。
・これからの釜石をどうしていくのか、どうしたいのかを話した

中学 3 年生

い。

・町をどのように復興させたいか。

・どのようにして、まちをよくするのか？

・いろいろなこと

・同じ岩手県民としてどんな意見をもっているのか聞きたい。

・どうやって釜石を復興に導くか。

・一緒にボランティア活動をしてみないかを話す．
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・今の震災について

・これからどう生きていくか．

・どうふっこうするかについて。

・色々な話

・復興計画。今後どのようになっていくのか。

・日本に良くするための話

・総理大臣になって岩手をよくしてくださいと言いたい。

・これからの復興について。

・これからどうするべきか。

・いろいろ店をつくってほしい

・これからどうすればいいか

・3 月 11 日の災害についてどう思うか

・明るくなるような話など

・この後の日本

・復興にむけて自分たちは何をしたらいいか

・もっと釜石をよくしたいという話、と、ふっきゅうさぎょうのこと

・被災した地域の復興はどうするんですか．

とか、とりでとか、イベントをひらいてほしいとか

・もし次このような被害にあったときの対応をもっとはやくして

・どうやったら震災から立ち直れるのか。

ほしい

・政治家の大蔵の態度について

・もう少し国の事を考えて、一分一秒でも早く復興に向けて動

・本当のこと話してほしい…

いてほしい。あと、もう少し安全面と経済面を保証してほしい。

・釜石市について

・エコ活動やボランティア活動

・どうすればより良い町にする。

・自分のまちをどんなまちにしていきたいか。

・岩手のために今、私達に何ができるのかなど

・これからどのような活動をするのですか

・学校の事とか。

・市のみんなが元気になれるような新しい行事を開催してほし

・これから自達の町をどうしてくれるのか、どういう計画を立て

い

ているのか

・色々。

・今、見直すことは何か。

・これからこの町がどのようになるのか。どうしたら町が活成

・相手はどのようなことをしたいと思っているか。

化するのか。

・ちゃんとした対応をして。

・これからどのようにふっこうしていくのか。こんな状態でも釜

・どんな市にしていくか。

石にのこってくれている人への支援など。

・どんなボランティアをすればまちが良くなるのか。

・これからの町について

・復興するためにどのようなことをするのか。（商店街）

・自分の地域の欠点

・これからをどのように考えているのか聞いてみたいです。

・いない

・もっと早く被害が大きかった場所に行くべきじゃないんです

・ボランティア

か。

・自分の住んでいる所に何が足りないか、必要か。

・これからの未来。

・自分たちに何ができるかとか。

・しんさいの事ぢゃなく、たのしい話。将来のことなど。

・自分のやりたいと思っていること以外にできることは何かを

・今までどうり明るく楽しい話しをしたい。

尋ねたい。

・今後の予定（まつりとか…）

・なくなった物とかどうしたか ちゅう帳とかながされてしまって、

・世けん話とか、ざつだんというか、テーマとかを決めないで、

持ち金とかどうしているか

みんなでゆっくり話せればいい。

・世界での日本のありかた

・今後についてもっときちんと考えたほうがいいと思う。ってい

・世間話

う話

・いろいろ

・今後どうやっていけばいいかなど今後の見通し。

・自分たちの町をよくするためには、どうすればよいかなど。

・同じ立場だから相談しやすい

・これからのまちづくりについて子供が何をすればいいのか聞

・釜石市に何年後にもとにもどるかな？

いてみたい。

・これからどうすれば、地域が元気になり復興ができるのか、
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話してみたい。

・被災者の人達のことをどう思っていますか？

・自分の町をよくするためにはどうしたらいいか…。

・これからのことや、自分にできることがないか

・被災したときの話とか、その後の話とかしてみたい。

・どういう団体なのか知りたい。

・今どんなことが必要なのか

これからについて

・岩手県のためになにかしてくれるのかどうか

もっと活発にするにはどうしたらいいのか

・学校の事や、家のこと。

・釜石市はこんなにいいところなんだよといいたい

・やってほしいことなどを聞く。

・「もっと被災地のことを考えてくれ」と話してみたいです。

・どう岩手を立て直していくのかなど岩手のためになる様な事

・よくするために方法

・岩手の話

・これから これからのこと

・僕たちがどのように行動したかくわしくしってもらうため被災

・地域環境について

した時のこと

・いま、するべきことは何かを聞きたい

・これから何をするのか等

・これからについて。

・これから岩手をどうやっていくか、どうやったらふっこうに近

・いろんなこと。

づけるか

・町や地域をよくするために、何をしたらいいかを話したい。

・私達になにができるか？

・いろいろ

・どういうふうに町を明るくできるか

・これからについて

・今後の国としての対策と、福島原発のことなど、東日本大震

・この町をよくするために。など

災について。

・どんなことをするのか。

・今自分達にできること。

・いろんなこと

・被災地のこれからについて

・はげまし合う。喜ぶような話をする。

・国体を予定どおり開さいしてほしい。

・町のいいところ、すごいところなど

・釜石など町のほうにはいろいろな事をしているけど少しはな

・ちゃんと現場を見てもらって、自分達が何が必要なのか、な

れた所にはなにもしていない。

にをしてほしいか話してみたい。

・復興の話。将来の話。

・震災について思ったこと

・今、どんな計画をしているのか。

・親は町をよくするためにどんなことをしてるか。

・げんぱつはどうなるのか。

・町をよくするために、何かいい方法はあるかというかなど

・これからどうして行くつもりなのか。どうなっていくのか知りた

・これからの釜石のあり方、自然と共に生きる町のつくり方。雇

い。

用の問題。

・もっと復興に力を入れてほしい

・このあと、どうすればよいのか。

・義援金と支援金はいつくるのか？

・今後について、

・被災した地域の復興の具体的な計画とかについて

・どうしたらよくなるかとか

・まちをよくするはなし

・仮せつ住宅のこと ゆくえ不明者のこと

・手伝えることはないか。

・環境のこと

・これからのこと

・いろいろな話

・今回の災害で破害にあった人達や場所のことをどう思ってい

・いろいろな話

る？

・これからの町のために何をすればいいか？などをきいてみ

・今後のこと

たい。

・岩手県沿岸の町を、どのように復こうさせていきたいかを聞

・自分になにができるか。

いてみたい。

・自分たちがなにをすればいいか。
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・震災のことなど。

高校 3 年生

・今後の釜石について。かせつ住居について。
・もっと良い取り組みはできないのか。
・今後について。

・自分たちに何ができるか

・今後について。

・何かできること。

・これからどうしてほしいか

・よくなるにはどういう（方法）のがあるのか。

・これからの釜石のこと。

・かんけいする話

・いろいろ

・若い人たちにしてほしいことなど

・いろいろ

・とくになし

・役に立ってない等

・仮設住宅をもっとふやすために、費用がほしい

・何にこまってますか？と聞く

・はなしたくない

・家電 6 点早くよこせ！

・被災した人を元気づけたいです

・原発対応の遅さ 被災者の気持ち考えろ 総理大臣のくせに1

・地域の人達にしか分からない釜石の良さを聞いてみたいで

人で何にも出来ない。なよなよしてる様に見える 本当に東北

す。

を復興させる気があるのか。気持ちが伝わってこない。 総理

・地域の人々の「まち」に対する考え

失格 辞任して

・自分らのやれることを確かめ合いたい。

・辞任してほしい

・どのような感じで復興に目指していくか？

・防災対策はどうなってんだ

・せいじのことをはなしたい

・いろいろ

・復興のこと

・管は自分で行動できないのでその理由を聞きたい。管よ、釜

・地震の時、どう思ったか。

石こい

・自分たちが高齢者にできること。

・原発と仮せつとお風呂

・はやく、手を回してください。

・次に災害がおきたらどのような対策をとるのか

・いろんな話

・釜石をこれからどうして行けばいいか。

・自分たちが思っていることが、地域の人たちも思っているの

・大槌町安渡地区の山をくずしてかせつをたててほしい。

と同じか話してみたい。（この震災について）
・早く釜石の復興をいそいでほしい
・津波のこと

岩手県

・楽しなれるような話

りくぜんたかたし

・いろいろあります。

陸前高田市

・なんにもなくなって、これからどうしていけばいいか。はやく、
生活できる環境にしてほしい。
・悲しい話じゃなくて、明るい話
・震災で困っていることはないか。何か手伝えることはない
か。
・これからどのような取り組みをしていくのか。
・釜石のふっこうと、どうして、あなたは、面白いのか？

小学 4 年生
（中学生 学年不明）
・これからさき、どういうふうに、ふっこうしていくのかきいて、

学校から何か発信できないかなど

ぼくたちにできることをおしえてもらいたい。
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・公園とか、店や家をたてるとこをつくってほしい。

・いまだいしんさいだがらぼきんとかいっぱいがれきてっきょ

・楽しく遊んだり、もっと仲がよくなりたい。

をしたほうがいいと思います。

・少しでもいいから、また、もとにもどしてほしいです。食重を

・「どうすればいい市になるかな〜。」とかいい、いけんをだし

少しでもふやしてほしい。

あいたいです。

・楽しいこと、うれしいことです。

・町は、これからどうなるのか話たいです。

・ガレキをどうしたらかたずくですかね じしんつなみなんてこ

・毎日の話をしてみたい。

いほうがいいですよね

・今泉と言う所は、なんにもないでも、どんどん友だちをつくっ

・テレビに写った人とたくさんしんさいが次の日になって電気

てえがおになっていきたいです。

がつかえなくなって家でどんな生活をしたかを話してみたい

・どうしたらこの町がきれいになったり、みんなが笑顔になれ

です。

るのにはどうすればいいのかな。

・わたしが大人になったらもとの町にもどっているんですか。

・ごみをひろうにはどうやったほうがいいと思う。

今のじょうきょうで何をしているんですか。

・家をはやくとりもどしたい。

・海の近くには家を建てず、高い土地（鳴石など）に家がたくさ

・地いきの人に楽しくて面白い話

ん建つようにくふうしてほしいです。仕方のないことかもしれま

・このちきゅうはどうなるんですか。

せんが、あまり学校のグラウンドに仮せつ住たくを建てないで

・ふくしまけんのげんぱつは、どのくらい強いんですか。

ほしいです。

・ストレスやびょう気はありますか。どんな町にもどるといいで

・いろいろなことを話したい。

すか。

・友だちと話してみたい

・また陸前高田を作りなおしたい

・これからのふっこうのためにどんなおてつだいをすればいい

・どんな国を作ってみたいか。

ですか。

・ひ災して店や家がなくなったりしていますが、やはり、市がし

・こまっていることか今とんな生活をしているか

ゃっ金をするんですか。

・ぼくは、今、何をすればいいのかとかをそう談したいです。

・どうゆうふうに、町をかえていくか。

・市のこれからについてどうしていくか。

・みんなで、話し合って、日本をえがおにする話しをしてみた

・ぶっしをはこんでもらって、ひさいした人たちと町をふっこうす

いです。

るのに手つだってほしい。

・自分ができそうなことを話してみたい。

・いまどうなってどうかたずけたらいいか。いまどうしたらいい

・これからの町づくりについて

か。

・楽しい話しをしたいです。

・じしんやつなみの時になにをしていたか。 しんさいごになに

・すきな食べ物は、何？

をしているか。

・しんさいでしばらくあってないからげんきなのか

・遊ことを話したいです。

・どうゆう、国を作ってみたいですか。

・いまそっちはどうゆうふうにこまっていますか。

・ボランティアにさんかしたいね

・学校がふつうどうりになるか

・ひ災のことの話を、いっぱいしたい。

・町のいろんなことを話したりする。

・かせつ住たくに入りたいか。

・町をどうすれば、ふっこうをさせるかを話をしてみたい。
・みんなを助すけ合いたいです。

小学 5 年生

・どこにどう言う物があるの？とか、今日、なに食べた？とか、
今、だいじょうぶ？と色々話かけてみたいです。

・かせつじゅうたくは今何こできてて、あとどれくらいたりない

・ゴミをひろってすてる話

ですか。

・ニュースとかの事と、新文のこととがをしゃべりたいです。

・私より下の人がいたら、話をしたり、少し遊んであげたいで

50

す。

・いま、原発などやさいがいがおきています。しかし、がれきて

・これからどうすればまちを良くできるかを話したいです。

っきょの人たちなどが大変でございます。どうか、ふっきゅうを

・これからどんな市にしていきたいか。

すこしでも、できるように、そして、がれきてっきょする人が、東

・今の陸前高田市の様子やがれきはどこに片づけるがしりた

京の人などにも協力してほしいです。どうかよろしくおねがい

いです。

します。

・つなみの災害での大さくの話や、いろいろ話したい。

・今は、どんなことをしているのですか？今、がんばっている

・陸前高田市が今からどんどん明るい町になるように私たちも

ことは、何ですか？

がんばりたいです。

・芸のう人は、ひさいした町を見てどう思うか聞きたい。しえん

・自分ができることをして、ひなん者やいろんな人が安心でき

ぶっしを送ったか。そちらのほうは、このじしんでひさいした所

るようにしたい。

はありますか。

・いきててよかったね。

・○陸前高田は大きいお店がないので、１日でもはやく店ぽ作

・ひなん所にたくさんのしえんをおくってください（ふくなど）

ってください。○じゅぎょうノートがほしい。

・これからの高田のふっこうについて。

・広田町をもっとよくするために、どうやったらいいか。

・さいしょに、しんさいの話を聞いて、あとは、楽しいことを話し

・いっしょにボランティアをしてみないか？

てそのことをわすれさせたいです。

・日本のこと。国民のためのこと これからのこと。など…

・いろんな話をしたいです。

・いろいろな話をしてみたい

・がれきてっきょの話

・つなみは、どんなかんじでしたか。これからもがんばってい

・できるだけ早くもとのまちにもどしてください。

きましょうね。

・とくにない

・いろいろな事を話したい。

・総理大臣もいまの生活とかいまどのように活動しているか。

・高田の町を再建する見通しやどの位高いところに作るか、ゆ

いまどういう気持ちか

とりをどうやってもたせるか。

・日本地図は変わるんですか。ふっこうさぎょうでなにがたらな

・自分たちにできることはどんなことがあるか。

いのですか。

・がんじょうなていぼうを作る

・広田のどう思っていますか。

・陸前高田市に橋を作ってほしい。防はていを作ってほしい。

・今こんなじょきょで野球用品が買えません。どうにかくださ

・まえに住んでた所に住みたい人もいるとおもうから山をくずし

い。

たりしてみたらどうか？

・早く

・今後のふっこう計画や防災たいさくについて

・なし

陸前高田に早く防はていを作ってください。

・はやくまえのくらしにもどりたいです。

・○いつごろがれきがかたづくのか？○どこか山を切り開い

・遊びの話し。

て、みんなが住める土地を作って下さい。

・この陸前高田のいい所。

・○このあれ地を１日でも早く、きれいな元の陸前高田に、もど

・がれきてっきょをはやくしてほしい。

してほしい。

・町をきれいにするためにはどうしたらいいですか。

・今は、しん災•げんしりょくと日本はピンチです。なので、それ

・家が無事かどうか。

ぞれの町が早く前のすがたにちかずくように、もっと他のくに

・手伝うことはないのか聞きたい。

から力をかりたいです。

・自分に何が足りないか。

・もう地しんや津波がこないようにするためにはどういうふうに

・今のじょうきょうとか話をしたい

今の生活

すればいいか。

・今、国のためになにをしているのか。

・陸前高田をよくするために、つなみが来てもすぐににげれる

・ゴミ拾いのいけんを出して、いろいろ話し合いたい。

町を作ってほしいです。
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•かけつじゅうたくをいっぱい立てて、木をはやく切り家をたて

し会う。

れるかんきょうをつくってください

•ふっこうへの道を作り、この町をふっこうさせてくれ こっちの

・がれきてっきょをしている人達に応えんしたいと話してみた

じょうきょうを考えてほしい（早く）（のろすぎ）

い。

・今後のことについて

・町の人を元気づけてください。

・ボランティアでどんなことができるか。どうすれば、元の米崎

・ぼうはていをたてなおすかたてなをさないか

にもどるのか。

・一日でもいいからすごいじょうぶなていぼうを作ってほしい

・何か、できることがないか話す。

・またみんなが住めるように山を切りひらいて家を作ってほし

・どんな建物があったらいいか。

いです。•高いぼうはていを作ってほしいです。

・このひさいちに活重とかを話してみたい。

・○高いぼうはていを作ってほしいです。○みんなが住める土

・ていぼうを作ってください。

地を作ってほしいです。○橋を作ってほしいです。 ○お金を

・はやく、まえの高田みたいにもどってほしいです。

岩手にきふしてほしいです。

・被災した子どもとたくさん話をして、友達になって、明るくなっ

・陸前高田の人達が少しでも安心するように、ぼうはていや、

てほしいからです。

安心できる家を１つでも多くつくって下さい。

・もっとボランティアをしたいのですがもうしこみ場所がわから

・かみおさべの山をきりひらいてください

ないからおしえてほしい。

・大橋をたかくしてくれませんかどうかよろしくおねがいしま

・どうすれば町をよくしていけるのか。

す。

・そっちの市はどんなふうになってる。

・自分のまちをどうしたらよくなるか意見を出し合う

・これから、陸前高田はどうなるか。

・陸前高田をふっこうさせること

・つなみがきてからどうゆう生活をしていたか。

・おもしろい話や、いま、いやなことをきいてあげたい。
・このごのひさいちへの活動などを話してみたい。

小学 6 年生

・考え中です
・ポイ捨てだめ！と言うかんばんがあるのに、なぜ、山や川や

・まちを高い所につくってほしい。防波ていを早くつくってほし

海にすててしまうのか。

い。

・自分の意見を言う。（球場や練習する所がほしい。）

・福島第一原発には、どのような対応を行っているのですか。

・考え中です。

・なにか人にやくだつこと

・だいじょうぶですか。がんばってください。

・ふっこうには、なん年かかるんですか。

・考え中です

・何をすれば、高田が助かるかどうか話したいです。

・みんなの手伝いがしたい。みんなを元気にするためには何

・このまちをよくするためにわたしは田んぼとか、畑とかを手

ができるか。少しでもいいからできること。

伝するけど他の人はどんなことを書いているのかを話してみ

・総理大臣をやるのは、たいへんですか。

たい。

・今はどんな生活をしているか。

・今のじょうきょう。 子どもでもできること。（何か）これからど

・考えちゅう

うしたいか。

・ごみを町にすててはだめだよ。すてないでね。

・１番身近で人のためになることは何か。

・町のこと。店のこと。家のこと。

・広田の人たちが楽しいくらしができるためのこと。

・考えています。

・学校のことなど。

・町のふっこうの話など

・この陸前高田市は、前のような陸前高田市にふっきょうする

・津波でなくなった高田をとりもどして下さい……。

んですか。

•どうやったら町をよくするには、どうしたらいいか、いけんを出

・町をよくするためにアドバイス。
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・ボランティア活動はどんなことをするのか。（ぐたいてきに）

・早くていぼうを作ってほしい。

・つぎに高田の人々は、どこに家を建てるのか。

・どうすればみんなが元気になるか。

・新しく、こんな行事を取り入れよう、など、ちがうことをするた

・いろいろなことを話したい

め。

・よい町をどうしたらよいか？

・○野球の話し ○しん災の話し

・思いつかない。

・おもしろい話をしたり、なにがいまほしいか。

・思いつかない。

・今後の陸前高田市や岩手県はどうなってどうするのかなど。

・松の木をもどしてほしい昔の陸前高田にしてもらいたいまた

・今の政治について。今の日本のことについて。

津波が来ないように防波ていをつくってもらいたい（１６m）くら

・地域の人たちのためになにかやらないか。

い

・「ごとになにをたてたらいいなぁ」とかを話したい。

・わからない。

・現在のことを友だちと話したい。

・自分の市のひさい者の仮せつ住宅がたりない。と言うことに

・しょう来の夢について。

なる前に国のお金を天下りしないてまわしてほしい。

・思いつかない。

・津波などの話と、おもしろい話

・また津波がこないように 10ｍ以上のでい防をつくる

・いつ陸前高田がふっこうするか。

・町の復旧のために、なにをすればいいのか？

・どこにどんなのがあるといいなとかこれからについて

・町のふっきゅうのための話

・これからの陸前高田のこと

・どうしたら復旧するか

・遊園地を作ってほしい

・どうしたら町がよくなるか。

・どんな町にしたいかを話す。

・どんな町にしていきたいか

・今思っていることなどを子どもだけで話してみたいから。

・このじょうきょうをなんとかしてほしいということ

・自分たちなら何ができるのか

・復興のためにどうすれば・・・

・どんなことをしたらいいかを話す。

・お祭をしたい。みんなで、いろんな所に遊びに行きたい。

・松原をまたもどしたい

・子どもどうしだったら、大人になったら、未来の陸前高田を復

・どのようにひ災地をどのようになおしていきたいですか

旧させる話をしたい。

・松を植えるかどうか。子どもが集まりそうな所（水族館、動物

・今後について。

園とか）

・周りの人を元気づけるため、祭りをしてもいいか。
・今後のことについて

中学 1 年生

・まだ分かりません
・このまちは、何年後ふっこうするのか

・私たちの町は、ほとんど、なくなりました。でも私たちの笑顔

・これからどうすれば、なにをしたらいいのか。

で大人たちは、がんばれると思いました。でも、私たちも、なん

・今後の陸前高田市のこと

か手伝いです。なんか、いい案は、ありませんか。

・はやくかせつとかがれきてっきょしてください

・今はどんなきぶんか？こまっていることはないか？

・楽しい話

・これからの町の相談

・陸前高田市はかいめつ的なひがいをうけました。復興のた

・がれきになった町の片付け

めにどんな小さなどりょくでもいいのでお願いします。陸前高

・どうすれば、早く、復興できるか。自分たちは、どう協力すれ

田市をとりもどしたいです。

ばいいか。これからの津なみ対策をどうするか。

・わかりません

・○陸前高田市を、どんな市にするか、○その為に、自分達で

・より良い町にするにはどうしたらいいか。

何をすればいいか。

・いろいろなことを話す。

・これからの、町作りについて。
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・なにかこっまていることがないか。（用水路のそうじなど）

・まちにあるたくさんのがれきをはやく片付けてほしい。

・とくにない

・高田市は約何年後、もとのような市にもどるのか

・新しい町のせっけいで、どんな町にしたら、もっと強くもっと楽

・まちの復興のことについて話をしてみたい。

しくなるか

・被災した僕達に支援をしてくれないんですか。家を建てるに

・そのスポーツについてや、いっしょにやりませんかや、なに

しても低い所に建ててはいけないという話を出てるけどそれだ

がどれくらいできるかなど

ったら高い所の土地を提供して欲しいんですがどうなんです

・市の復興について

か。

・あいまいな話をしないで、本当のことを伝えてほしい。

・意見を出しあったりする話をしてみたいです。

・どんなし設が必要か。

・どのような町にしていくか。

・町をよくするために何をしてほしいか

・今後の陸前高田市について、自分の意見を伝えたい。

・これからどうするか（物資がこなくなってくるから）（部活や学

・どのようなところをはやくなおしてほしいか、など。

校でどんどん金がへっていくから）

・震災で困っている人の役に立ちたい←そのために何をどの

・しょう来の陸前高田市図

ようにすれば良いかなどです。

・家族は大丈夫でしたか？だいじようぶ

・復興の見通し お金の配布について

・みんなで協力しようとかポイすてはやめようとかあいさつをし

・どうしたら良い町になるのか 地域の人の意見も取り入れて

っかりしようとかです。

相談していから。

・子どもたちのゲームセンターを作ってほしい

・せつ電など家庭のことについて

・自分が今、ひ害にあった町のために、何ができるか、

・その大会についてどう思うかなどその大会を開いてもいいか

・どうすればみんな笑顔で元気に生活できるか。

などの話をしてみたいです。

・これから、どんなかんじに町がかわっていくか。

・将来の町について（どんな町にするのか） 自分たちにできる

・小友町のために楽しく元気なれるようなことはありません

こと（被災しているけど、もっと大変な人達のために）

か？

・今この町をよくするために、自分はどのようなことをしたらい

・おたがいどんな生活をしているかなどできるだけ明るい話

いのか。

（今、楽しい事）などをきいてみんなで楽しく話をしたい。

・自分たちの町がこれからどうすべきなのか考えて話し合いを

・小友の好きなところや未来の小友の話。美しさだったり。地

したい。

域の人のこと津波のこわさとか

・少しでも幸せとおもえるようなかんきょうをつくるのはどうした

・被災した人のこと

ら良いか

・町のガレキなどをどうするべきか。ふっこうのためどのような

・高田の復興について

ことをする予定なのか。これからどうしていくのか。よさんは立

・はやくこの町がきれいになってほしいですね

っているのか。計画は立っているのか。

・気仙町が、これからどうなるか

・市では壊れた防破堤や、今後の地震対策や食料をどのよう

・これからの復興は、どうなるのか。くわしく。ほかの県の事な

にしていくのか

ど

・いま思っていることや自分たちにできること

・今は、どんな生活をしていますか？

・自分達がすんでいる地域で今、みんなのために何ができる

・これからのことなど話してみたい。

か話をしたいです。

・復興のために国はどんなことをしてくれるのか？義援金はど

・これから、陸前高田市をどうしていくのかを話して、考えを聞

こに来てどのように使われているのか？残った義援金は、ど

いたり、意見を出したい。

うするのか？

・○○君と相談

・この災害でどう感じたか。

・地域の人達と話してみたい。

・このしんさいでどう思ったか。どうやってふっきゅうさせるか
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・上長部のさんまのにおいのこと

い。

・私達のまちの良いところ、見直さなければいけないところに

・どんな事をやっているか

ついて話してみたいです。

・自分のまちをよくするためにどんなことができるか。

・困ったことや助かっていることを話してみたい。

・この先、町をどのようにしたら、もとどうになるか。など…

・高田の復興に向けて！

・原発について

・これからの陸前高田の復旧に向けて。

・この先の事。これからどうなるのか？

・復興のために何をするのか

・このしんさいで、何かたりないものやほしいものがないか。

・どうやったらこの町がきれいになるか。

・陸前高田市はこの後どのよにしていくのか。

・お金を金をください！

・どんな方法があるか

・店を増やしてほしい。

・ふっこうはすすんでいるのか？

・どうすればゴミがなくなるかなど

・地震がくるたびにつなみが心配になります。ていぼうを使っ

・このしん災を見て、どのように思ったか？これからどうしてい

てもらいたいです。

きたいのか？（復興に向けて）

・子供達でも少しでもこのじょうたいが早くおわるように、子供

・災害のため、大変になったから、もうちょっと支援してほし

達の団体をつくって下さい。（大人にまかせていられない。）

い。

・今の状態やこれから復旧に向けてどのようなことをしてもら

・いま、災害で大変だから、もっと支援をしてほしい。（今でも総

えるか、計画のようなことを具体的に教えてもらいたい。

理大臣は大変だと思いますけど、）おねがいします。

・これからの復興のこと

岩手県をどうか復興させて、また普通通りの生活をしたいで

・町のこと

す。

・自分たちにできることは何か、話し合いたい。

・高田の状況や、復興のこと、一番やってもらうと助かることな

・高田が早く前の高田にもどれるように話したいです。

どを話して、本当に自分ができることをやっていきたいです。

・今、ひ災してしまって、前のようににぎやかな祭などができな

・町の話です。

くなりました。なのでそのようなことをやってほしいです。

・この町をよくするために、どうしたらいいか。

・どうしたらもっと、みんなが元気になるか。

・子供のなやみというものもあるので一緒に考えたいからで

・陸前高田をもとにもどしてほしいなどのことを言いたいです。

す。

・こんなじょきょうになったことについて話してみたいから

・町をよくするためには、どうすればいいのか聞きたい。

・まだ避難所にいる人がとても多いので、それについて考えて

・「復興」するためにできることなど。

ほしいです。

・今、自分のやれる事や、これからどういうふうに、街をよくし

・じしんがあった時は、だいじょうぶだった？や、だいじょうぶ

ていくのか。

だよなどとはげましたいです。

・これからどのように日本を立てなおすのかということです

・ぼくもがんばってやるので、いろいろな所でがんばってくださ

・岩手県の中で一番被害を受けているのでもっと支授してくれ

い。

よ！！（怒）（南三陸並みに被害を受けてないけどね…）

・つらい思いをした人もいると思うので楽しい話をしたいと思っ

・このしんさいのこと。

ています。

・どうしたら復興できよりよい町にできますか。

・未来の陸前高田の漁業再開や陸前高田が伝統的に行って

・町を復興させていく為にどんなことをしていくべきか。

いた七夕などの復活について話してみたい。

・ごみをひろおうとか、

・まちをよくするために、ちょっとした事でも手伝いたい。

・今いろんな地域で問題がでているがちゃんと解決してほしい

・これからの高田のまちをよくできるように私たちもがんばる

・どういう事をすれば早く元通りになるか

ので、今はつらいけど、みなさんでがんばりましょう。

・このあとの町の様子など、どうしていくのかなど、聞いてみた

・水や電気をあまり使わないようにするために、どうやって節
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水節電をするのかの話をしたい

・よくテレビを見て、しんぱいをしてくれているから、あって、「こ

・どんなことをすれば町の復興の手だすけになるか。

うなんです」って言いたい。そして、おもしろい話とか、きいて

・ご老人の方など

みたい。（ノッチとか（笑

・今、自分たちの気持ちや、今すんでいるところをきいてみた

しゃをしたいです。

い

・これからの生活のこと。•どうやって町を復興させていくか。

・学校のこと

・これからどのようにして被災地の復興していくかなど…。

・はげます、ふれあう

・これから、どのようにして岩手を良くしていくのかなど。

・陸前高田の復興の話

・つなみ対策はどうするか

・復旧させるための話

・平泉忘れろ

・復興させるために、できることは何か？

・もう少しはやめにひなんじょほうもんをしてほしかった。ひな

・日本はこのままじゃいけないと思います。

んじょで１人１人に話をしてあげなかったのはなぜ？

・この町の再建について

・○これからのことについてや、今、この地域のためにどんな

・この後どうしていくんですか？

ことをしているのか。本当にこの地域のこと思って、がんばっ

・未来の高田について

て活動しているのか。など。

・これからのこと

・なんで、この大変な時に、「平泉を世界遺産にしたい」なんて

・これからの町をどのように作っていくかを話したい

言ったのか。

・高田はどうなるのか

・平泉どーでもいーでしょ

・これからの高田のこと！！

・友達とテレビの話とかをしてみたい。

・自分たちの町のこと

・町を元気にしたりきれいにすること、店や高校などを作って

・お互いの町の状況やこれからの事などのはなしをしてみた

ほしい

い。

・被災を少なくするための高台移転のことを話してみたい。

・その後のことについて

・高田はこれからどうなるんですか。

・ぼくもがれきてっきょがてきますか？

・小友にも店をいっぱいつくってほしいと言いたい。はやく米崎

・これからどのような活動をしていけば、いいか。

中学校とがっぺいしてほしい

・これから、私達の県や日本はどのような方向にうごいていく

・被害額について たくさんの店を造ってほしいこと

のか。復興するためにどんな事をするのか

・自分達の町に店などができて欲しいこと。 被害額について。

・地域の人たちが今、困っていることを話し合って、解決した

新しく近くに高校を作つくってほしい。

い。

・町をきれいにすることについて

・復興のためにはどんな事ができるか。

・高田にこれから何をつくっていくのか

・物を無駄にしない為にはどうしたら良いか？（水、電気、勉強

・どんな店がたってほしいか

道具など）

・地域活性化について

ぼきんをしてくれているから、かん

震災のこといえよ

・元の町にもどすには、どうすればいいか。
・店をどのくらい建てる予定なのか？ 残ったがれきは、地域

中学 2 年生

の人が片付けるのか？ということ

・町を復こうするためにどうするか

・自分の町の復興、将来の話

・今東北はどうなっているのか。

・今後の災害対策について、発電の事について、市の再建に

・たしかにちせつだけどどうして今せかいいさんのことなの

ついて 市の今後の見通しについて

か？これからどうゆうことをやるのか。

・野球場を作ってください。

・復興の話をしたい。

・保志せいいちろうさん(キラ•ヤマト） 石田あきらさん（アスラ
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ン•ザラ•我愛羅）名ゼリフやガンダムについてあつく語りたい

・今、どこまで処理がすすんだか。どんな状況か。

子安武人さん（ゼクス•マークス、ムラ•ラ•フラガ、ネオ•ロアノー

・けんか七夕をふっかつさせたいです。

ク）鈴村健一さん（シン•アスカ）保志せいいちろうさん（キラ•ヤ

・何か手伝ってほしい事とか、やってほしい事などを聞きた

マト）石田あきらさん（アスラン•ザラ）

い。

・せけん話

・●野球場の支えんをしてほしいです。県だけで、できないの

・いろいろな話

なら、日本全国で、協力してほしいです。

・日本人のメジャーリーガー

・これからどうしたいか。

・とにかく話したい

・陸前高田を前みたいに緑にあふれた町にしたいんですけど、

・その店の地域のじょうきょうなど

どういう行動をすればよいですか

・○外国から見て日本はどんな国か？○今の日本はどこが悪

・国として色々やっているが、財源はあるのか。何から金を作

いか？

るのか。どのマニフェストを切りくずすのか。など。

・国はどのような対策をとってくれるのか 現場の声を聞いて

・話す内容がないから。

考えてほしい 広田に菅さんがこない 給料はどうなるの？

・被災した人にこまっていることはなにか聞いてみたいです。

・つらいこと、悲しいこと以外の事。

・高田の現場のこととか。

・おもしろいことや楽しいこと

・これからこの町はどうしていくべきかなど

・おもしろい話•とにかくたくさん話す！

・現在の経斉、こよう。原発の状況、復興のメド

・元気になれる話

・大人になったらどうするか。あと何年でもとどおりになるか。

・楽しい話（元気になれる話）

・町の様子

・嵐のメンバーについての話をしてほしい

・どうすれば自分の町を元気にできるか

・今、できることは、何かを話してみたい。

・いろんな話

・市の状況、ひがいについて。

・復興に向けてどのようなことをしていきたいか？

・できるだけ早く復興するために、色々と支援していただいた

・これから高田はどうなるのか。

ことに感謝の気持ちを伝えたいです。

・この町をどうしたいか…など

・アンケートの②番とかの話しなどをしてみたいです。

・自分の町をはやくふっこうしてほしいなど

・日本ががんばっているという事や、日本だけじゃなく、世界が

・どういう復興案を考えているか、日本をどいうふうな国にして

日本を助けているという感謝を伝えたい。

いくのか、日本がかかえている問題をどうやって解決していく

・どうすれば町を復興できるか

のか

・高田をよくしていけるようにしてほしいことを頼む。

・未来の高田について

・がれきてっきょや必要な物とかをもってきてほしいです。原ぱ

・今の高田町に対する思いと、これからの高田町に対する思

つとが仕事でいそがしいと思いますがもしきていただければ

い。

れしいからです。

・いろいろな話し

・自分たちのまちを直してくれるようにしてもらう

・町の復興までにどれくらいかかるのか、政府はどのような対

・これから、しえん金を何のために使うのか。建物は何を建て

策をとっているのか

るのか知りたい。

・私達は、町のふっこうを国にまかせっぱなしにするのは良く

・原子以外を使って電力はどうすれば作れるか

ないと思うので、今私達はこの町のために何が出来るのか？

・岩手県のために、していることを聞きたい。

・これからのことについていろいろ話してみたい。

・地域の人たちもそうだけど、やっぱり、身近にいる親に「これ

・ひ災した町のためにくわしくどんな事をしているのか？ま

からどうしよう」「どんなことをしよう」と相談すること。

た、・これからどんな事をしていくつもりか？

・自分たちの地域は自分たちで変えていこう。

・今後の国の
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・福島原発の事など…

・町を早くもとどうりにしてほしい

・いつ高田をふっこうできるか

・その日の事とかこれからの事とか話したいし、被災してない

・これを、どのようにするのか。

子どもにも伝えたい。

・災害に強い町づくり

・これから、どうなるのかなど

・これからについて。

・歌ってもらいたいです

・早く町がふっこうしてほしい。

・歌ってもらい、元気をもらう

・楽しい話をしたいです。

・この先について

・これからどうするか。

・政治

・できることはなんでもやる。

・いろいろ

・楽しくて盛り上がる話をしたいです。

・これからどうなっていくか。ふつうのくらしにいつもどるのか。

・復興について、安心した町づくりについて

・これからどうすればいいか。

・陸前高田の復興について

・この世の中どうするか

・ボランティアのことについて

・総理大臣の仕事をしっかりしてほしい 金が欲しい

・これからについて

・金が欲しい、一中に来てほしい、店を建ててほしい。防波て

・昔の津波からどうやって“ふっこう”してきたのか。

いを作ってほしい。（50m）

・震災について

・がんばって

・友だちと②でこたえたようなことをいいたい

・いろいろ

・これからのこと

・何でもいいです。

・復興について

・今後の陸前高田市について。

・どうやって高田がこの災害を乗りこえていくか

・いろいろ

・これからどんなふうに町がふっこうしていくのか。など。

・復旧のためにがんばってほしいみたいな話

・どうなるのか

・この市の借金を早くかえしてほしい

・サッカーをやる所がないけどその小さい所でどうゆうな練習

・政治

ができるとかを教えてもらいたいです。

・がんばろう

・ボランティアをしたらどうかなど。

・つらいけどがんばろ。！！

・ふっこうへむけてのこれからの道すじ

・今、被災した市などを元にもどすために、どんなことをしてい

・どうすればこの町は良くなるのかという感じの話。

るのかなど

・いつになったら完璧に元にもどるか

・いつになったらふつうのくらしができるか

・この震災が起きてどう思ったか。

・ふつうの話

・日本各地でできる、ひさいちのためのこと。

・はやく、がれきてっきょをしてほしい

・あくしゅなど、色々な話がしたい！

・地域をよくするために、他の人たちはどう考えているかを話

・これからのことについて

してみたい。

・政治がどんなふうに今進んでいるか！（この災害の中で）。

・早く店をつくってほしい、放しゃ線をどうにかしてほしい、高田

どんなことをがんばっているか。

松原の海水をぬいてほしい、お金がまじめにほしい、がれき

・歌ってほしい あくしゅ会を開いてもらいたい

てっきょしてほしい、ぼうはていつくってほしい

・はやくなおればいい

・町のことについて

・これから高田はどうなっていくのか。
・④で書いた人、AKB48
・歌って欲しい。握手会を開いてもらいたい
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・どうやって町をなおすか

中学 3 年生

・衆議院、へらせ•東北地域の復興について。•原発問題につい
て、早くどうにかしてほしい

・なぜ今こんなじょうきょうなのに他の党といっしょになりかん

・これから国を支えていく僕ら子供たちのため、国として何をし

がえられないのか。

てくれるのか。

・これからどうふっきゅうするのか どんなことをするのか ど

・「被災した県をどうやって、動かしていくのか？」とか、国をど

んなことをすればいいのか

うしてよくするのか

・これからどうやって日本を再成するか

・これからの日本のことについて

・いつになったら、ふっこうするのか？どうしたら、町はもりあ

・●日本は、（←東北）今後どうなってしまうのか。

がるか？テニスコートを増やしてほしい。

・これから陸前高田をどうしていくか。

・大工の人 ない人に作ってほしい 芸能人 話しをしてみた

・○金をもらってるくせに働いてないから、ちゃんと働いてほし

い

いとか言いたい。○あと、これからについて、真険に話し合い

・自分たちができることについて

たい。

・被災した方の思い出を聞いてあげたりしたり 自分の家族の

・いろいろなこと

こととかを聞いてあげたりする。

・協力し合える町にしてほしい

・まだ、きまっていない

・いつふっこうするのか？とか

・いろいろ

・不安なことや不満

・さいがいじのたいさくおそくね〜？

・楽しい話 こわい話

・これからのこと、（未来、将来）

・おもしろい話し

・町の復興について。また、米崎中の校舎をはやくなおしてほ

・これからいい市にできたらいいですね。

しい。
・今、なやんでる事

・この町を、どんな風にしていくのか聞いてみたい。被害にあ
おたがいに話したい。

った土地をどうするのか？

・今後、どのような岩手県をつくっていくのか。

・少しでも早く復興できるような協力をお願いする。

・将来の町づくり•植樹活動

・ふっこうに向けて協力をようせいする。

・今できること、やっていること

・いつになったら元通りになるのか…とか

・今、自分のやるべきことについて話したい。

・これからのこと

・瓦礫てっきょをいつまでにおわるのか？これからどのような

・復興のためにどんなことをするのかを聞いてみたい

んまちづくりをしていくのか？

・震災のことについて

・がんばれ管！！

・岩手県は復興するかどうか

・どのようにして復興させていくか。

・今後のこと

・どうしたらよりよい町になるか話し合いたいです。

・復興について

・これからの話

・今後、復興をどのように進めるのか。

・これから自分達はどんなことをしていけばいいのかを話す。

・気仙町の水道のふきゅう状況について

・お年寄りが住みやすい町。自然豊かな町を目指していこ

・復興

っ！！

・これからについて

・高田に町を作ってほしいということ

・色々なこと

・陸前高田について

・子どもどうしで、できる活動は何かないかということ。

・「広田にも大きたてものがたてばいいなぁ〜」と話したい。

・その地域についての話し

・どうふっこうさせていくか

・地震について体験してどれくらい大変な思いをしたか。

・福島第１原発
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・陸前高田の復興について

という話を聞きたい．

・これからのこと

・もっと災害に強い町づくりをしていく。今回は、一時避難所が、

・かせつの話

何個も流され、避難したのに亡くなった人たちがいる。低い土

・いろいろなこと。

地に何個も避難所を指定するより、高い土地に撤底してほし

・つなみがくる前の陸前高田のこといついて

い。

・陸前高田市がどのようになるのかを聞き、少しでも早く、元の

・被害を少なくすることとか。これからの町のこと、いろんなこ

陸前高田市にもどれるように、自分たちにもやれることをして

と

いきたい。

・これからどのようにして、町を良くしていくのか？

・どれくらいの年月があれば町は復興するのか？ガレキの処

・もっとよくしろ！！！

理は３年と想定されているが、本当に３年でガレキを処理でき

・これからの高田をどうしていきたいか？など…

るのか？という話をしてみたい。

・高田は復興できるのか？もう高田はそうだけど、小友とか気

・今、どんなボランティアが必要なのか。

仙とかは町じゃなくなってるし…。いつになったら復興できる

・津波がきたところに家をたてるのか、国道まで波かきている

の？早く避難所の人たちを仮設に入れてあげてほしい。

がどのようにするのか

・これから高田はどうなっていくの？ 原発について

・陸前高田市のことについて。

・原発について

・災害に強い町について

・どれぐらいでもとに戻るのか、どのような事をしてくれるのか

・町はこれからどうなっていくかなど。

・これからどうすればいいか、アドバイスなど

・津波がきたときのこと、将来の高田のすがた。

・高田の町が復興に何年かかるのか？本当に復興できるの

・将来の町作り

か？みんな幸せに暮らすことができるのか？（両親を亡くした

・総理大臣は、どのようなことをしているかしりたいから。

子供たち）

・明るい「あいさつ」

・これから、どんな風にして高田を復興していくのか。

・色々話す

・自然エネルギーを使った、新しい町づくりについて

・これから市をどおしていくか。どんなボランティアをすればよ

・これからどういうまちになっていくのか。

いか。

・みんなとはげましあいたい

・最近あったおもしろい話。復興に向けての話など

・私達のために物資を送ってくれてありがとうございます。

・私たちはボランティアの他に何が出来るか。

・道路が不便なので、便利にしてほしい。

・どいうことをすれば復興に役立つか。

・これからの国の対応の仕方について

・どういう町づくりをしていくのかききたい。

・復興のめどや、なにか手伝えることを聞いたりしたい。

・いろいろなおはなし

・私は津波で家とか流されてないし、家族もみんな無事だから、

・自分の町にも支援物資が本当は来るはずなのにしばらく前

今、つらい思いをしてる人達の話とか聞いてあげたい。

からきてない。

・みんなで励まし合う

・みんなこまったりしているから、お金や、子どもたちに、ゲー

・今総理大臣ははにを考えていて、どうじっこうするか話したい

ムなどをはいきゅうできないのか？など

です

・この市の復興のためにもっと色々なことをしてほしい、とか

・これからどうやって町を復興させていくつもりなのか？

・これからの日本、高田 自分達にできることは何か？

・国会の内でもめるよりも、もっと国のためにどうするのが一

・復こうに向けて、これから具体的にどんな事業をすすめてい

番いいかを話していってほしい

くか。

・私に何が出来る事はあるか。

・いつ復きゅうするか。

・これから、家など、どこに建てるのか

・感謝の気持ちを伝えて、これからどのような事をしていくのか

・これからのこと
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・はやく元の高田に戻りたい。あと、もう 2 度とこんな被害を出

高校 1 年生

さないために堤防をたくさん、川にも、何重にもつけた方がい
いと思う。

・これからの復興について

・こんごについて

・今後どのように復興していくか

・これから町づくりのために、どんな事に取り組んでいくのか。

・地方の活成化。貧富のこと。財政のこと。

・日本のこれから（未来）はどうなるのでしょうか？（原発、えん

・いまの現じょうについて、

がんの町をどうするのか）

・どのようにして被災地を復興させるのか

・自分たちの将来について

・この町のふっこうについて

・○家族のことや、陸前高田について話したい

・復こうに、向けて、どんな活動をしていくか

・これから自分達で何をするべきか

・これからどのようにして復こうさせていくかについて

・具体的には分からない

・津波対策強化について。

・いろんな

・ふっこうのために何ができるかきいてみたい。

・自分では分からないから、自分が今、何をすべきか聞きたい

・どうすれば広田町が元気になるか。 復興するためには何

・どの町をどんなふうに作り直していくか

が必要か。

・いまどんなことができてどれができないのか。いま 1 番何を

・どうやって人を勇気づけるか。

すればよいか

・町の復興に向けて

・国のためにどんなプラスの考えが何こありますか

・いつになったら、私たちの町はもとどおりになるんですか？

・高田をどのようにさいけんしていくのか？くわしく聞きたい。

・町をよくするためには、どうすれば良いか。

・高田町を復興させるためにどのような活動をしていき、自分

・自分のまちをどのようにしていきたいか。

達にできるボランティアのことなど。

・昔と今の違いなど。

・これから高田の町はどうなるのか、また、避難所にいる全員

・何ができるのかを話し合いたいです

の人がちゃんと仮設住宅に入れるのかをききたい。

・子供だから出来る手伝いがあるか的な話をしてみたい

・これからの陸前高田について そして、これからの災害への

・○”この町に必要な物は何か？〟というテーマでトークをす

対策について

る。

・復興に向けてどのような対策をしていくか？

・特になし

・歌で町を元気にしてほしい．

・津波について

・どんなことを考えて政治をしているのか知りたい

・復興のために必要なことについて。

・この不安をとりのぞいてほしい。

・これからどうするか？祭りなどはやるのか？

・震災とはかけはなれた明るい話

・地震で、道路などが、地割などであぶない所もあるので、で

・復興への話合い

きればなおしてほしいです。

・町のことをよくしってもらうために

・これからの町をどのようにするのか。

・分かりません。

・住む場所について

・どうすればいいのかおしえてください。

・バス停をふやしてほしい

・これから町をどう直していくか。

・スクールバスを増やしてほしい。

・この先日本はどうなっていくか

・自分のまちのことのくわしい話をしたいです。

・自分の他に、つらい人は、いっぱいいます。でも、まずは近く

・バスについてのこと、支援物資のこと。その他…

にいる、友だちから、話しをして、少しでも助けられるような、

・家のこと

話をしたいからです。

・いろんな話をしたい。
・こん後について、
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・会いたいだけ。

・どうすれば町がよくなるか

・ただ、会いたい。

・この町の歴史やどんなことをやっているかなど

•通学路について、

・これから、市をどうやって活気づけていくかを話してみたいで

・この町について

す。

・高田の状態を広く世界に伝えてほしいです。

・これからの町について

・町の復興について（？）

・どうしたら良い町になるか

・どんなことで困っているのかを聞いて、手伝いできる事があ

・これからの町づくりについて

ればやりたい。

・復興させるためにどんなことをするのか

・３月 11 日にどこにいたか？とか 自分はどうおもってるとか

・これから自分たちの町がどうなっていくのか

・みんなはどんな風にしたいと思ってるのか聞きたいから

・これからの事について

・嵐が来てほしい

・町の再建について

・この市や町をどのように変えようと考えているか

・どうやったら元の岩手にもどることができるか。

・町を活気づけるために支援をもっとしてください。ＪＲをはやく

・これからどう進めていくのかなど

復活させてください。制服をください。

・これからどんな町にするか話してみたい

・町の復興のために何をするのか

・町の今後について

・今後の子供たちの未来について

・今からまずなにをするべきか。

・この町を良くすための意見を聞きたい

・日本のこれから。

・この先、まちにあるゴミをどうするか、ということと、スクール

・自分たちのまちにはどんなものが必要か

バスが来ません、末崎にもほしいということ

・これからについて

・いろんな話をたくさんしたい

・今の現状から、これからの町のふっこうの見とおし

・地震や津波の話

・これからのことについて

・これからの町づくり

・私たちの生活について

・復興のためにできること。

・どりあえず、コミュニケーションをとりたいです。

・町の復興について

・高田のこれから、私たちがどのような形で高田にこうけんし

・どうすればいいか話し合う。なにができるか。

ていけるのか

・将来の町について。

・これから先のこと

・自分達は何をするべきなのか。

・津波の話。

・地方の現況について（過そ、高齢化、良いところ、、、など）国

・自分達に何が出来るか。

の方針について

・子どもどうしだと話が合う。

・これからの事について

・高田のために、私たちができること。

・これから日本をどうするつもりですか？

・これからの復こうについて

・今後の町について

・今、何をしたいかしてみたいかなど

・お互いの学校の話をしてみたいです。

・自分達の町について

・これからどうするのか

・どうやって町の借金をなくせるか。

・子どもがこれからどうしていけば良くなるか。大人だけの意

・復興へ向けてどんな考えをしているのか。

見じゃなくて子どもの声も聞いて欲しい

・町のこと

・これからの地元をどうするか

・ふっこう

・現在の日本の全てにおいて

・なし

・住みやすくするための活動について

・ない
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・スポーツをするために手伝ってもらい、いろいろ教えてほし

・七夕の話

いと

・色々話してみたい。

・他の町について

・どんな町にしましょう

・町について

・高田復興

・どんな町にしていくか

・今後の将来について

・どのようにしていくか。

・いろいろ

・地域のこと

・自分のまちにどれだけ関心があるか

・自分の地域のこと

・津波に流されて空き地になった場所をどう有効的に使うのか。

・これからの漁業について

家を流された人の住む場所は？

・これからどうするのか？など

・今後の高田

・特にかんがえていない。

・今後の町について

・なし

・どうしたら早く復興できるか など

・どうすれば今のじょうきょうをふっこうできますか

・どうしたら早く復興できるか

・これからの国について

・これからの事について
・幸せ豊かなまちにするためにどうするか？
・いろいろ

高校 2 年生

・地域の人たちとまちをよくできる話し

・地域の話！

・未来のことについて、

・これからの高田について。

・次、災害がおきた時、犠生者を出さないための町づくり

・これからどうすれば復興できるのか

・復興にむけてがんばりましょう

・日本のこれから！

・仕事について

・ふっこう活動に力を入れて欲しい。

・新しい町を作ったりする話がしたい

・嬉しくなる話

・ボランティア

・うれしくなる話

・自分たちができることはなにか話たいです。そうすれば、今、

・たのしいはなし。

自分たちでできる答えがでると思うからです。

・政治なんかで町はなおらない。

・大船渡の復興のため、どのようなことをしていけばいいの

地域主民＞政治

・普段、表では言えないことなど話してみたい

か。

・今後の生活について

・まちのために何かをしたいと考えているかどうか。

・将来の夢や昔の町の話など

・今の状況について語してみたい

・楽しい、おもしろい話

・被災地をどうにかしてくれ、

・これからの日本について

・この街について

・これからの陸前高田市について

・流された町のふっこうについて

・「いかに早く町を復活させるにはどうしたらよいか」を話した

・１人１人の役割や区域などのくわしい話し合い

い。

・町づくりのことなど

・今後の都市計画の方針 七夕の件。

・国会でばかり難しい話をしていないで、被災地へ直接足を運

・これから高田をどうしていくか。

び、被災者の声を聞いてほしい。早く義援金の使いみちを決

・町について話してみたい。

めてほしい。

・高田をどうするか

・被災地がこれからどう復興するのかについて

・これからのじょうせい

・町の作り方について
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・これから自分たちの町をどんな風にしたいか。

・今後の大船渡市について。

・これからのことなど

・町について

・いろんな話

・気仙町ケンカ七タ太鼓のこと

・今後の岩手について

・自分たちでできるボランティアを話し合い、実行する。

・これからについて

・いろいろ

・どんなことをしているか

・今後、どういうふうに市をたもっていくのか？

・これからの自分達の町について

・今後何をしていくべきか

・いまは分からないが話をしてみたいと思う。

・この先、町をどうやっていくのか。

・これから、どのような対策・対応をしてくれるのか、義援金を

・みんなが楽しく生活できるように何気ないことでもいいから交

どのように使うか、使っているか、市の状況など

流して話したい。

・自分の町の状況やこれからどうしていきたいかなど。

・どうすればもっと町が明るくなるか。

・今後の未来について

・これから、岩手県はどうなっていくのか、いつ（何年たったら）

・がんばってくださいっていう話がしたい。

復興するのか、高校生である自分には何ができるか。

・どのように支援して、復興に向けていってくれるのか

・何か自分達でできることはないか、など・・・

・これからの陸前高田市の市民の生活、ふっこうについて

・これから、どうするか、

・これからどういう事をしていくか

・今後のこの街をどのように復興させるか

・自分たちになにができるか、復興のために何をするかどんな

・高田の復興

ことを協力していくか

・今後どうするか

・自分たちと同年代の人たちはどういう風に思っているのかを

・これからの復興の話をしてみたいです。

知りたいから。

・これからどう頑張っていくか。何ができるか。

・今後の農漁業について
・これからの岩手について町が元気がでるように歌の力を貸し

高校 3 年生

てほしいです。復興にむけての対策など
・これからの未来を担う子どもたちと一緒にどんな町をつくりた

・これからどうしていくのか

いか話してみたい

・これから何をしていけばいいか、とか、どこにどんなものが

・復興について

必要か。

・どうすれば市がよくなるか

・復興までのしっかりとしたサポートをおねがいしたい

・これからの街づくりについて、話してみたい。

・復興にかかる費用はどう出すのが最善なのか。地域産業を

・今後の陸前高田市のことなど

どう育てていくか。

・今後の市や町について

・災害のこと

・これからの高田町について

・ボランティアへの参加

・これから、どうやって復旧、復興するのか、何を建てるのか

・今回のことについて

今、この町に必要な物は何か

・今後の市の進むべき未来像について話したいです。

・どんな学校生活を送っているか、

・これからのことについて震災について

・これからこの市をどうするか

・必ず復興させてください！！！

・災害と将来。

・今後の財政について

・未来について、これからについて、

・これからの街作りや、市長としての考え方、金の使い方など

・日本どうなるのか。

・現状をどう思っているのか、今後どのようなことを行うのか

・防はていのこととか、交通や家のことなど、

・新しいまちづくり 具体的な方針について

64

・これからどのような支援や政策を行うのか。

・ボランティアについて

・今一番大変な時だから、どうしたか早くふっこうできるか？

・考え中

・おなじくらいと子どもたちや年下の小さい子どもたちの身近

・仕事について

なぎもんや、困っている事を聞いてみたいです。

・色々な話

・どうやって元に戻していくのか。

・色々

・どんなまちにしていきたいか

・いま、この町に何が必要か

・これからのこと。

・どうやってふっこうしていくか

・今の状況についてと、これからの岩手のこと。

・防災のまちづくりについて

・自分まちがどうやったら今よりもっと良くなるのか意見をだし

・まちがあった場所をどうするのか。

あいたい。

・復こうについての話

・高齢者のことについて

・自分たちにできることは何かを話したい。

・津波のこととか、他のことも。町をわかってほしい。

・これからの町のことについて

・災害復興や将来の町のこと

・ボランティア精神

・高田市をこれからどうするのか。

・一日でも早く街が復興するように色々な対策を話したい

・どうしたらもっと地域のよさを出せるかを話したい。

・せけんばなし

・これからの町づくりについて。

・何かイベントをやって 以前のまちのようにしたいとか、

・復興に向けてどんな活動をするか

・これから市がどうなっていくのか

・復興について

・環きょうのことについて

・これからまちの復興のためにどのような活動をしていくの

・地域を明るくする方法

か。

・良い町にするためのこと

・これからのこと。

・みんなが何が必要なのか話しをしたい。

・市の赤字についてどう対応するのか、今後の市の事につい

・海や土地について、漁業は大丈夫なのだろうか？

て議員の人たちは話し合いはしているが、今後について濃い

・どんな街にしていきたいか

内用の話しをちゃんとしるのか聞いてみたい。

・安全について

・自分と同世代の人たちが自分の町に対してどんな思いをもっ

・小友中復活する？

ているのか。

・まちの復興について

・これからの町について

・これからの町について

・どうすれば町を活性化できるか話し合ってより良い環境をつ

・自分たちの町について

くりたい。

・いろいろなこと。

・何をしたらよいのか

・町の復興について

・一番最良の復興方法

・今の気持ち

・高田の復興。

・町を明るくするために高田に来てほしい。

・日本の政治

・今やらなければいけないことと住民の意見、復興方法につい

・自分達になにができるか

て

・これからのこと

・これから自分たちに何ができるか。

・色々な話し

・みんなの気持ちを一つに！！的な

・今後のこと

・まちの将来について

・この先のはなし

・今、なにが必要か？

・ボランティアについて
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・どうやって地域をよくして行きたいですかと話しをしてみたい

宮城県

・ガソリンではしるくるまをなくす話。

いしのまきし

けること。

・石巻はまだゴミがあるからみんなで（小学校の）ゴミをかたず

石巻市

・大じしんが来て、つなみが来たとき、なにをしてほしいか。き
きたい。
・東日本大しんさいのこと。
・どうしたらもとの石巻にもどるかそうだんしてみたい
・またどうしたらみんながえがおになりますか。
・AKB48 さんもつらいと思いますが石巻のみんなは、力をあわ
せてがんばっているのでAKBも、がんばってほしいです。あと、
おうえんよろしくおねがいします

小学 4 年生

・今何がひつようか、どんなことをすれば、やくにたつか、など

・どうしたら住よいくらしになるか

を話してみたいです。

・あゆかわにもきてください

・石巻はこれからどうすればいいか

・いつになったら町はなおるんですか？

・なぜじしんやつなみがくるのですか？何年ごにまたこんなじ

・わたしたちのまちをえがおにしたいから。

しんがくるのですか？東ほくかんとうだいしんさいとなをつけ

・まえの鮎川にしてください

た人はだれですか？

・早く町をなおしてください

・ふっこうにかんけいすること

・はやく鮎川の町にもどして下さい

・いえのようす

・早く町を直してください

・ボランティアの人が来るのは、うれしいけど、ひさい地を見に

・なおす話をしたい。

来ないでください

・はやくまちをなおしてくださに

・町をきれいにするにはどうするか

・もう少し自ぜんを作ってほしい。（木をうえたり）

・「すくうってどういういみ？」とききたいです。

・あなたは自分の町のためにどんなことをしたいですか。

・まちを、どうすれば、まちをすくえるか。いっしょにそうだんし

・どうすれば町とか県がよくなるんだろうということです。

たいです。

・ごみをひろうやくそくのはなし

・どういうふうにすればいいかを話しあってみたいです。

・今の北上町について

・これからどうすればいいか

・げんぱつをなおしてほしい

・おやがわかりそうだから。

・ごみのこと

・石巻のためになにをしているのですか、またどれだけふっこ

・ごみをへらすこと

うに使うお金をだしているのですか。

・つなみがきてもまもれるところ

・はやくふきゅうするにわどうすればいいですかです。

・はまをあそべるようにしてください はまはたのしいから

・ごろう人のためにかいだんや坂道をへらすことです。つ波で

・公園とかなくなったので、公園とか、つくってほしい。船をつく

ながされた家具とかをきふしたいです。

ってほしい。

・これからの石巻のことをいっしょに話し合いたい。

・早くかせつじゅうたくを建てること 体育館を早くつかいたい

・ひさいしたわたしたちのため全国のみなさまからぶっしやた

から。きゅうしょくでおかずがでてほしい。

べものひっきようぐをいただき、いろいろたすけてもらいました

・おうちがなくなった友だちがいるのでかせつをたててほしい

すごくたすかりました。できるだけはやく石巻をふっかつさせ

・じしんのときは、なにをしていましたか。

たい、おもいでいっぱいです。つなみで家がない人もいるので、
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できれば、かせつじゅうたくをつくってください。でも今もすごく

・どこが安全か。

かんしゃしています。ほんとうに全国のみなさまありがとうご

・そう理大臣にはいこくもはやく平和にしてほしい。はいゆには

ざいます。わたしたちは、もののたいせつさや人のおもいやり

なにがすきかなどはなす。

がんばれる人の力をまなびました。

・子どもどううし、ごみのことの話しをする。

・どうすれば、もっとまちがよくなるかです。

・いつつよいじしんがくるか教えてほしい。

・げんぱつのこと

・石巻市をどうするかそうだんする

・しあいのちょうしはどうですか

・ゴミをへらしてほしい

・町のためにいろいろはなしあいたい。

・町をそう作っていくですか・

・げんぱつをしなくてもでんきがつくやりかたはないんですか

・総理大臣としてこの国のためにがんばって下さい私達もがん

めいわくしてる人もいます。

ばります など

・子どもにできるガレキてっきょはできるのかを話してみたい。

・どういうしんさいにあいましたか。とか、いまいちばんほしい

本当にできるのなら、休みの日とか子どもにできるガレキてっ

物ををしえてほしい。

きょをしたい。

・ゴミをへらせるか

・子どもどうしだとしゃべれるから

・まちのゴミをすくなくしたいからでつだって。

・早くふっこうしてほしいです。とか

・日本はどうなってしまうのか。

・つなみやじしんで家はどうなってるいるか。

・アメリカはどんなこうどうをとっているか。

・町がなおるか。

・市のためにできることをきいてみたい。

・いろいろなこと。

・このさいがいなんとかしてくれるよ！

・ボランティア、ありがとうございます。。。

・いつつよいじしんがくるか教えてほしい。

・どうやれば東北を元に戻すか

・早くみんながくらせる町にしたい。

・子どもどうしだと自分たちでできることお話できるから。

・じしんがあってどこにいたか。

・人間のしえんだけじゃなくて、ペットのしえんもしてほしいこ

・どうしたら、元の、とうりにもどるかはなしてみたいです

と。

・元気かどうか、しんさいで暗らいかどうか。

・これからはこまってる人の助毛をして、（大へんだから）まわ

・じしん・つなみきけんをみんあできょうりょくししてきけんをな

りの人をえがおにさせたい。

くしたいからです。

・ゴミをへらすにはどうすればいいのですか。

・これからどうなるのか。

・東大じしんの事と日本はどうなるのか。

・女川、南三りく町のふっこうや女川原発や福島第一原発のふ

・町のゴミをきれいさっぱりになくなってみんなでゴミを少なくし

っこう

よう！

・つなみがどういうふうにきたか。つなみのいきおいがすごか

・大臣に県で安心してくらせるように話したいです。

ったか。人生でいちばんこわいと思いましたか。

・かせつをもっとたててほしい。

・そとであそぶのがすきだから

・おかあさんと、ゴミをすててきれいにしたい

・自分はどこに住むのか。

・ゴミをへらしてほしい

・家にすみたい。

・ひがいになった人をどうやったで助けるのか。

・今の宮城にどうなっているのか。ほかの市町村はどうなの

・せつ電とせっすいしよーね！

か。

・まちをよくするにためにはどんなことをすればいいのか話し

・②のようなしせつをつくりたいと話たいです。

たい

・いろいろな県や市がしている防さいたいさくを教えてもらいそ

・もう少し、家せつじゅうたくを作るのに、早くしてほしい。理由

れをどう実行しＨたらいか話したい。

は家をつなみでなくした人がたくさんいるから。

・しつもんをしてみたいです。
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・ふっこうのためにどんなことをすればいいか。

・ボランティアはどうやってはいるのか。

・かんきょうについて。

・なんでこんなことになってしまったんだろうね。

・今、どこにすんでいるの？

・どうしたらエコが出来るのか。

・いろんな話をしたいです。

・自分がいちばんやれる事

・どこのところおやるとかです。

・どうしたら、石巻はきれいにならないのですか。

・きれいな町にするためになにかほうほうがないか話し合う。

・いもうとは「あそんで」て言うから、うるさいけど、あそんでる。

・かんすいのこと

・海ぞいの方はテレビでみているとがれきがのこっているので、

・自分たちの出来ることはもっとどんなことがあるか話したい。

どうにかならないのか。

・どうすればよりよいくらしをつくれるか

・ごみすでする。

・たとえば、どんなふうにすれば石巻がまえみたいになるかな

・いろいろ

どを話す。

・いろいろ

・国をきれいにするためにどうしたらいいか。

・今からどれくらいで、町がふっこうできるのですか。

・かんすいのこと。。。

・ひさいした所を新しくつくっていこう。

・地震や津波に強い町にするためにどのようにすかを聞く。

・どうすれば自分達の町をよくできるのか。

・いまの町のことを話してみたいです。

・石巻をきれいにしたいです。

・このいしのまきを早くきれいにしたいかとはなしてみたい

・どうやってゴミをあつめるかの計かく。

・石のまきのためにまた日本のためになにかできないか（花

・ごみをすてないしげんをへらす

や木を多くするいがい）

・ボランティアをやってみたいと思うのですが、こどもでもでき

・どうすればゴミがふえないのか。

ますか？

・わたしの町の、かんきょうの話。

・いつじしんがおさまるか

なんでそうゆうしごとをしているんですかとききたい。

・この町どうすればもとにもどせるかの話

・町をきれいにしてちゃんとぽいすてはせず、ちゃんとゴミぶく

・今後について話してみたい。

ろの中にいれる。

・ゴミをちゃんと、自分のいえに、もちかえっているか。

・ゴミをへらすほうほう

・こうゆうことをこうしたほうがいいと、意けんを出す。

・自分の町をどうすればよい町になるのか話しをしたい。

・親とまちをよくする話です！！

・これから、この町がどうなっていくのか。

・子どもどうしで国をよくする話。

・大人になったら何をしたいか聞く

・まちのはなし

・１年後の町はどうなっているのか。

・町はひろいけどひろいから子どもどうしでゴミひろいをしたら

・いろいろ

と

・家やまちをきれいにするために花や木をうえたい。

・よい町にするには、どんなことをすればいいかを話たい。

・ごみをボランティアにひろってほしい

・１人１人ができることをみんないやればできること言うことを

・今一番なやんっでいる事こまっている事手伝ってもらいたい

・どんな所になるのか。

所

・ごみをひろおう

・あいさつをしっかりしたい

・ごみをひろおう

・子どもどうしで、できることを話たい。

・いろいろな話をしてみたい。

・どかふじゆうな人達のためになにができるか

・どうやってすべての町をいくしていくんですか。

・これからのひがしに本のことについて。げんぱつのことにつ

・いっしょにボランティアをしたい。

いて。

・まちのこと

・いろいろ

・イロイロ
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・いろいろしたい。

・どうやったらがれきがかたづくか。

・石巻市をしぜんでいっぱいにしたい。

・町をへいわにするための話

・どこにすんでるか。

・原ぱつのことや、がれきのしょ理のこと、これからの市のこと

・町をどうゆうふうにしたいか？あなたはどこから来たの？な

など。ぎえん金はどのようにきふされているのか。

どを話たい。

・しょうらいこの町はどうすればいいか。

・町をどうゆうふうにしたいか？あなたはどこから来たの？な

・今後の宮城県について

どを話たい。どんなふうによくするのか、話あってみたい。

・しんさいの話

・きょういろいろがんばったねとかいろいろです。

・町をよくしてください

・いろいろな所をキレイにする話がしたいです

・市が大変か話をしてみたい。あと、しんさいがおきて市がど

・さいがいようにペットボトルに水をためておいたり、たべ物を

のようにかわったのかを知りたい。

リュックに入れておく。

・家のこと

・たいへんだったはなしをしたいです。

・ボランティアで②のことをやりたい

・海や川をきれいにしていく話しがしたい。

・ボランティアに入って②のことをしてほしい。

・これからどうやって立ち上がっていくか。

・ごみのしょ理について、しんさいのことについて

・どんな事をしているか。

・今、宮きで大つなみがきたので家がながせれました。なので

・いまの町は、どんなふうになってるか。

かせつじゅうたくをつくってほしいです。

・まちをどうやってたのしくするかをはなしたい。

・宮城のこと、を

・ゴミひろいしようというはなし

・ゲームのこと

・たのしかったことやうれしかったことを話したい。

・サッカーせん手になるほうほう

・県のふっきゅうについて

・うたのこと

・がんばってね。

・宮城のことや今からなりたい宮城のこと今の宮城のことなど

・楽しい話し

など（しんけんに・・・）

・楽しいお話

・いろいろ話しをする

・生活についての事

・学校のこと

・もりあがる話

・前の学校の人と色々の話しをして見たい

・ポイすてをしないようにすること。

・リフティングのし方

・しんさいがあったけど、みんなでがんばろうね

・しらない

・こまっていることやなやんでいることは、ありますか？

・いろんな話

・どのくらい総理大臣はたいへんか。

・世界が明るくなるにはどうしたらいいのか。

・どうしたらエコになるか考えよう。

・学校のことで。

・これからよろしくね

・みらいのこと

・たのしいはなし

・石のまきや原発の話

・おいしくてあまいアイスクリーム屋をどうやってもりあげてい

・そうりだいじんはどんなのをかるんですか

くか たとえばおまけをつけるとかです。

・福島原ぱつの事こ

・お店を少しふやすこと。ただし、森林や海はのこしてほしい。

・福島のげんぱつ

・しょうらいどういう町になってほしいですか

・みやぎのこと

・町をすくうはなしをしたいです

・今の日本の話。

・ごみひろいをするのに何をきおつけておけばいいかを聞き

・今の日本

たいです。

・じしんの話

69

・電気とかはじしんのあれでふっきゅうしましたか。

・いろんなところにじわれがあるからじわれなくなればいいね

・かせつがたくさんたっているのですが、こうえんにたてるの

という話

はちょっと、いやなんですけど、そのこうえんはどうなるんです

・この、東日本だいしんさいでどうだったかを・・・

か。

・みんなのくらしをよい町にしましょう（がんばろう日本！）

・この国をもっと金にこだわらない生活や原発のないソーラー

・みんなにいろいろな注いを言ったりいけんをあつめて、いい

で自分達で電気を作るなど赤字のない楽な生活をしたい

地域にしようということを話してみたいです

・ひなんじょのちかくにかせつじゅうたいをたてたらいいか？

・子ども達だけでできる事。たとえばごみがおちていたらひろ

・かせつじゅうたくに住んでいる人は、そこで一生くらすんです

う事。

か？

・どうしたら良いまちにできるか

・なぜじしんがをこるのか。

・つなみでながされた人たちを助けてください。

・日本のお金が足りなくなったりしないんですか。

・シャッター通りを元どおりにしてほしい。

・とくにない。

・この町をどううすれば平和になるか

・せつでんのために人にはんのうするエアコン、その他をかい

・石巻の未来。

はつしてみてはどうかなど。

・たいへんだったこと。

・おかねはいくらもらんですか。

・あいさつをしない人がいると気ぶんがあまりよくないからす

・日本のお円は、今、何円あるんですか。

すんであいさつしたいと言うはなしです。

・日本のおかねはたりているんですか

・何をしてあげたいとかを話してみたい

・しん災でいろいろな場所がひがいになっているのはどことど

・道にゴミがおちていたら、ひろって学校に持っていっていい

こですか

か。

・今、げんぱつじこはどのくらいあぶないのか。

・町をどんなふうに変えるか。

・お金はたりなくならないのか。

・「ともだちはいる」ときいて「いいえ」といったらともだちになて

・石巻にもっとかかわった方がいいですよ！

あげる。

・日本のおかねはなくならないんですか。

・ゴミを出さないために何ができるか。

・どうやったら町をよくできるかな。

・じしのせいでえがおをなくなっていますので、みななげんき

・どれだけよしんがつづくのか。

になってえがをがまたとりもどせるようにがんばってください

・どうやればていでんなどにならないのですか。

・ボランティア（ぼ金）をどこでやったほうがいかのか、あつま

・こまっている人をたすける

ったぼ金をどこにやるのか

・石巻はこれからどうなるのか

・いまの暗い町をぱぁとあかるい町にする話

・地域の人たちと、これからどうゆう町をつくりたいか。

・市を、もっといい市にするための話。

・まちをよくしようと、イベントのようなものが有ると、取り組み

・国会議員の人と町をどうしたら、まえと同じ平和になるかとか、

やすいと思う。

人のために役立つことはないのかとかです。

・はやく日本のげんぱつをとめてください。

・せつ電をするについて

・ゴミとかペットボトルをちゃんとゴミばこに入れるようにする事

・しんさいご、なにをしていたかとかじしんのときどこにいたか

・友だちといしのまき市のいいところ

です。

・どうやったら町の人にボランティアができるのか、はなしてみ

・みんなで協力してまちをよくするはなしの協力してぼ金をす

たい。

る。

・いろいろなアイディアを出して、大変な人を、助けるような

・町をよくするためにどんなことをしたらいいか、ボランティア

話。

にさんかしたほうがいいか。
・石巻でふつうのせいかつができるのに何年かかりますか。
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・子どもでも何が出来ることがあるか。ふっかつに向けてどう

・その地いきのいい所や昔はどんなことをして生活していたか

するか。

など。

・ひがいを受けているところに手伝いやはげましをして町がえ

・リサイクルをしたりごみを分べつしたりすることおんだんかを

がおになっていいまちにしたい。！

ふせぐこと。

・これからどうしたら平和な国になおるか。

・町や村その人がいる所について話をしていです。

・きれいにするにはどんなことをたくさんすればいいのか。

・どうすればゴミがなくなるのか。

・これからどんなことをすればいいか。みんなでどんなことをし

・安心させる話。おたがいがんばろうという気持ちを伝える。

ていけばいいか。

・つなみでながれた（家）人たちのすむところがぜんぜんたり

・石巻を復興するのに何年かかるか。津波にあった県市村は

ないのではやくかせつじゅうたくをいっぱい作ってほしいで

復興するのに何年かかるのか。

す。

・ボランティアかつどうの話

・じしんの話

・「この石巻をきれいにしませんか」「いまできることをいっしょ

・町のそうじや、外のごみをはくといいと思います。

にやりませんか」

・今、東日本大しんさいで、ふくしま原発がこわれて、ふくしま

・つ波がきてどうですかと１かいだめですかと話たいです

は、とても苦しんでいると思うから、ひさい地のひなん所のこと

・地域の人たちとボランティアのことを話しあいをしたい。

をしんけんに考えてほしいです。それと、国会議員どうしのケ

・「じしんのときにどこにてなんしたんですが。？」という話をし

ンカをやめて、ひさい地のためのことをはやく考えてください。

て何日ひなんしていたんですか。

・どうしたら日本のけいざいはおちつくか。

・３月１１日の話。

・ぼくは大ファンで町を元気でもとの町にして元気をください

・日本はほんとに復興できるのか。メガソーラーはほんとに作

・かんきょうについて話してみる。

れるのか。

・これからの石巻。さいかいにつよいまちずくり

・みんなで協力してやれば元の日本にもどるということなど。

・子どもが安全でくらせる町にしてくださいとおねがいしたい。

・できるかわかりませんが「ふっきゅうのためになにができる

・かんきょうを守れそうなこと どんなことができるか

か」などの話をしてみたいと思っています。

・津波でだいじょうぶだったのかを話したい。

・ふつうの生活にもどるには、何年かかりますか。

・その人を元気づけられるような明るい話

・どんなしごとをしているのか

・未来はどうなりますか？

・私の町は元気な子がたくさんです。ゆたかなしぜんがある

・できるはんいでゴミ拾いをしたい。

・今日はどうでしたか今日はお話しできてうれしいです。

・たのしい話しやいろいろな話し

・なんの教かがすきか

・市のみんながなにをしたら元気になれるか。

・公園の話

・このしんさいでどのようなことがかわったか

・何もおこらないで安全にきおつけること

・どうやったらゴミをかんたんにかたづけられるか。 どうやっ

・遊ぶ話し

たらみんながえがおになれるか。

・北村のことや旭山の文化など

・学校の話や、好きな事や家族の話などの話をしてみたいで

・町などを良い町にするにはどのようなくふうをしているのか。

す。

町の人たちはどんな活動しているのか。

・一日もはやいふっこうふっきゅうのことを話したいです。

・町をどうよくしていけばいいのか

・いろんな町の人が家をなくした人がたくさんいるから家をなく

・町をもっとよくするにはどうするか。

した人にカグやいろいろなものをとどけてください、とかをはな

・ゴミがどうやったらへるのか。

します。

・地いきのかんきょうなどを話し合いたい

・いつになったらもとの生活にもどれるか？ その他いろいろ

71

・これから、どういうふうに、町を、ふっこうさせるかについて、

・これまでの自分のふりかえり今までせつでんやせつやくでが

話をしてみたい。

んばったこと

・いろいろなこと

・石巻には、おちているごみは、多いんですか？

・ゴミ工場のえんとつから出るけむりを使って作る電気を売る

・ゴミというのは、すてるということで、まちがきたなくなり、た

のではなく工場のために使ったらどうか？

いへんなことに、なるということですよね。これからも、がんば

・ふくしについて

ります。

・どうやったら町をすくえるか

・また、大きなつなみがきても悲しむ人がいなくなるような町に

・子ども会で草とりとかに来て、いない人がいるかもしれない

したいです。

からなるべく全員よぶようにしてほしい

・ゴミを少なくすにためどうすればいいか

・なぜ大臣になりたいと思ったのですか？

・自分になにができるか。

・ぼくを総理大臣にしてください

・いまぼくたちにできること。

・早く石巻をふっこうしてとゆう。

・協力しあおうという話

・じしんはこわくなかったか。おなかはすいているか。どこにい

・町はみんなの町ってゆう。

たか。

・1 カ月に一回だけはまちのごみをひろうかつどうを、地区ごと

・ふくしまだい一原ぱつをつぶしてください。

にやればいいと思うということ。

・福しま第二げんぱつと第一げんはつぶしてほしい

・もっと自分たちにできることはないか。

・がれきをとってください。おねがいします。

・つなみがきた町のことについて！ あとは、なん年かけてな

・会ってから考える。

おすのか！

・意けんを出し合いたい。こうすれば、どうなる。など、、、、

・安心に住める街づくりをどうしら良いか？

・総理大臣は、たいへんですか？

・未来の日本について。

・じしんのこととかつなみのこととかはなしたい。

・どんな遊びをしたいか

・いまわたしたちにできることがあるか。

・早く堤ぼう造ってください

・これから町を、どのようにしたいですか？

・しんさいのこと

・どんなことが好きなのかとか好きな物とか。

・良いまちにするためのポスターをつくる。

・楽しいこと

・昔はどの様に（ごみ処理、水、電気）生活していたのか話を

・どうすれば町がふっきゅうするか？

聞きたい。

・早くかせつじゅうたくを作ってほしい

・みんなの街を、どのように、ごみをポイ捨てしないかを話した

・今、どんなことをしていますか。

いです。

・今、一番ひつようとしている、物を聞いたり、そうだんしてあ

・どうしたらいいいまちにできるか

げたい。

・そんなむだな話し合いはやめて東北のために話し合ってほ

・もし大へんなことがおきたならたすけてくれますか？

しい。

・宮城県がどうしたら大人や子どもがまだ使える物を捨てるの

・これから東北のためにわたしたちになにができるか。

か？

・どうしたらみんな安心して生活できるか。

・今、どんなきもちか。何かてつだうことはとか、、、。

・いろんな話

・いっしょにあそぼと話してみたいです。

・たすかったかどうか

・ぼきんの話

・おがつをどんな町にもどすか。

・女川げんぱつからほうしゃのうが来ないようにしてほしい。

・おがつはどうなっているか。

・いろいろなこと

・どんなことをするか
・はげましあいをする話など
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・この石巻は、どうやったらいい町になるのか

・まだひなんしている人に少しでもきゅうえんぶっしがとどくよ

・国民の上に立つ人として、現実的に何をしていこうとしている

うによびかけて下さい。

のか聞きたい。

・早くみんなの家をたててください。

・早くじ自分の学校でおちついて、勉強できるようにし欲しいと

・どんなことをしてほしいか。どんな石巻にしたいか。

話たい。

・前の石巻のように、にぎやかにしたい。ふくしまいわてみや

・どうすれば地球のかんきょうにいいか？

ぎぶっしがとどいていない所にわたしてほしい。家がないひと

・南浜町など、津波にあった町はどうなるか？

のためにかせつじゅうたくをもう少し作ってほしい。

・これからどこへにげるとかにげるのにひつようなもの話

・ひがいの大きかた人のためになにかできるか話し合ってみ

・どこであつめるか

たい。

・少しでも、できることや、とりくんだりできることはないかはな

・地いきのかんきょうをよくするためにどんなことをしたらいい

したいです

と思いますか。

・ぼくはお父さんやお母さんのためにがんばること

・はやくがれきをとってください。

・町がふっきゅうするためにどんなことをしたらいいか

・ポイすてのことについて話をしてみたい。

・ソーラーパネルをどこにつけるか？

・どうやったら町をもどせるか。わたしは、こういうのをやって

・みんなが元気になる為に、自分ができる事

みようか。

・またいいまちをつくりたいはなしをしてみたい

・がれきの岩を直してください。

・学校に通うバスを出してください

・これからどうすればいいのか。

・津波がこないように津波がきたらしまるようなきかいのきょう

・公園で遊びたい

りょくぼうはていおつくってほしいです。

・１。今公園にかせつじゅうたくがたっていて私たちがあそぶ

・どうしたらはやくまちがもどるそうだんしたい

所がなくなっています。②かせつじゅうたくはくじではんなくど

・これからの町つくりの計画

んどんはいっていけばいいんじゃないですか？

・みんながえがおになれるような話

・あそぶところをつくってほしい

・皆で安心して外で遊べるようにしたい

・どうろがでこぼこしてあぶないしあるきずらい。

・総理大臣が考えてる事を聞いてみたい。

・遊ぶ所がほしい。

・町を明るく元気な町にしてほしいとおねがいしたい！

・子どもがあそぶところをもっとふやしてほしい！

・町の話し。

・みんなで助けあうことなどを話してみたい。

・一番ガレキやひがいが多いところから直していったらいいん

・あく手をして元気をもらいたい。

じゃないでしょうか。

・ほうかごにあそぶやくそく

・これからどんな石巻市にするのか。

・こうえんをつくることができますか。

・たのしい話し

・町のようす

・放射能について

・これからなにを気をつけていくか。

・じしんそうくほうがもっと早く出てほしい。夜や朝のじしんがな

・道路のゴミ拾い

くなってほしいなど。

・遊ぶ公園がほしい。文具がほしい。

・町のふっこうはだいたいいつするかの話をしてみたい。

・遊具はなくてもいいから遊ぶ空地などがほしい。小さな子ど

・がれきのかたずけのこと

も達が安全に遊べる場所がほしい

・だいじょうぶだった？や、はげましあう。

・遊ぶ所がほしい

・「何か手伝うことはないですか」「わたしも手伝いたいです。」

・どうすれば良い町になるか？

・ひ災されてる人に早く家をたてて下さい

・こうえんがもっとあればいいとか

・自分のまちをよくするための話しをしたい。

・楽しいおもしろいはなし
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・あくしゅして元気をもらいたい

・しんさいのこと。♡♡♡

・遊ぶところがほしい

・ゲームの話

・あくしゅをしてみたい。

・かんきょうのこととかほか

・公えんでいっぱい遊びたい。

・なにもしない

・公園がつかえないからほかのあそびをかんがえる。

・石巻の町づくりについて

・ぼくたちになにかできることがありますか。

・おもしろい話し。

・いまどんなことをかんがえているか楽しい話をしてちがう県

・そのとき、こまっていること

やちいきはどんなことになっているか。

・まだおもいつきません。

・この国をきれいな国にしてください。

・ゴミやエコの話

・げんぱつの話（だいじょうぶなのかとげんぱつわなをるの

・いろいろなこと。

か）

・家がどうなったか。

・速くがれきをかたずけてください

・いまじぶんはなにをすればいいか

・みんなでふっこうの一ぽおとりもどそう

・まだおもいつきません

・地域の人たちがしんさいにあわれた時どう思ったか

・これからどうするか話をしたい あと話合い

・相談

・まだ思いつかない

・家がない人もいるのではやく、家をたててあげてくらさい。

・まだおもいつかない。

・市のかんきょうのこと

・自分が今、なにをすればいいのか。どんなことが必用か。

・かさいには合ってないですか

・これからのよいくらし、そしてこれからどんなふうにふっきゅう

・ぶっしがとどいていないところにぶっしをとどけたい

していくかそうだんしたい

・家がどうなったか

・いえがどうなったか。

・おもしろいゲームのはなし

・もしまたこのさいがいがおきたらたいへんなので、市のたい

・おや ＡＫＢ しゅくだいおしえて！いろいろ！

さくをしてもらえればと思います。

・どうろがへこんだのをどうするか？

・おうちがだいじょうぶだったか。

・いえがどうなったか

・思いつきません…

・おもしろいげえむのはなし

・何をしたらまちがきれいになるかな

・サッカーとかないしょのおはなしとテレビのはなし

・このあとのげんぱつはどうなりますか。

・「ゴミひろい」いがいでなにをするか。

・みんながたのしくなる話

・家がどうなったか

・もっと、ごみのポイすてをなくして、きれいな石巻市にした

・いろんなこと♡♡♡

い。

・家がどうなったか

・どうやったらけいきかいふくするか、話したい

・元気が出る話し

・せつでんしよう

・げんきですかのはなし

・じしんでどうやればみんながえがおになれるか

・分からない

・エコのためになにができることがあるか。

・いろんな話

・津波の話

・がれきてっきょとかまだかな？

・しんさいでながされてしまった家の人たちにどうやって１日か

・かんきょうをよくするため

んすごしていくかを話してみたい。

・しんさいの話をしたいです。

・じしんのことをはなしてみたいです

・おかあんがいるか

・悲しい人やふあんな人をどうやってあん心させるか。

・そうりだいじんになってどうゆうきもちですか。

・まちを元どおりにすること
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・この後げんぱつは、どうなるんですか

・わたなべよういちさんのあのおそい、いいかたがおもしろい

・どうやったらじこがなくなるのかな

から。

・何でしつもんに早くこたえられるんですか。

・今、総理大臣をかえるとふっきがおそくなると話す。

・ごみのポイすてをやめてほしいね。

・あそびのこととじしんのこと

・楽しい話

・楽器などをきふしないんですか？ね下げしないんですか？

・さいがいにあった子どもたちを元気づける話

・お母さんいろんな話。

・いろんなことについて話したい。

・子どもたちのことや町の人たちなどの話がしてみたいです。

・私たちのまちをよくするためにいま私たちのできることをやろ

・どうふっきゅうするのかそうだんしたい

う。

・現発は、今どうなっているのか／早く渡波をきれいにして下

・町のことを話してみたい。

さい。

・いっしょに町の人たちに元気ずけることをしよう。

・道路がこわれている所はどうするんですか。

・よりよいまちをつくるためにどおするか。

・なにをしてもいいから早く石巻をふっこうしてほしい。

・いつがれきのてっきょなどがおわるのか。

・がれきのさ業、家がながされた人に安しんをもたせたいです。

・どんな街にしたいか聞いてみる。

かせつにはいったからってスポ

・どんないい町にしたいですか。

・この町をきれいにしたいから世界じゅうの人ぜいいんでやり

・どんなふうに町をよくしようかなと話し合ってみたいです。

ましょう

・自分たちの町をどういうふうにいい町にするか。

・早く店とか、なをして、ふつうのくらしがしたいです！

・北上川をきれいにするには何をしたらいいか。

・わたのはにすめるのか。

・学校でどんなことがおきたか、今のこの町はどう思うかを話

・げん発をだれもいないところにもっていってください

したい。

・じしんがきても津波がこないでほしい。

・町のいろいろなはんし。

・じしんやつなみがこないはなし

・電気のむだをなくす。

・原発、東京にはやくもっていけ。いまそうりだいじんをかえて

・津波やじしんの事（ニコちゃんマーク）

いるつもりか。やめるなかんそうり！

・これからどうしていくか。

・うれしいこと

・町をキレイにするには、どうしたらいいか。

・がんばってください。おうえんしてます。

・石巻の昔のこと。

・いろいろなことを協力してください。

・地球のこと

・どうやってもとどおりの町をとりもどそう？

・これから、小学校や、中学校を、どうしていくか。

・引退しないでほしい

・どうすれば町がよくなるか。

・げん発を大阪にもっていってください。

・なぜ、ひがいが大きいのに、カメラやケータイ、ビデオとかと

・引退なんか言ってるばあいか。

るんですか。みんな、こまっています。

・国はどうなっているか。

・いしのまきのこと

・がれきのてっきょを早くしてほしい

・あと何年で東日本大しんさいからふっかつできるのか。

・子どもでも、どうすればそうじに、さんかできるのですか？

・石巻市にきた時はあります。

・どうやってきれいにするにはどうすればいいのか。

・芸をして、笑わせてもらいたい

・自分がやってみたいことや、やってもらいたいこと。

・はやくもとの町にもどりたいねていう話をしたいです。

・親と子どもで、これからはこうしておこうなど、計画を立てた

・よく思いつきません。

り。

・色々話をしたいしサインをもらいたい。

・どうやったらまたいい町になおせるか

・手つだいなどがないか聞いてみたいです。
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・じしんがきてこわかったけど、１人でもえ顔になれるような楽

・もっとすてきな町を作る計画を話してみたい。

しい話をしたいと思います。

・元気ですか。

・これからのまちをどういうまちに、したいのか。

・町がどうなるか。

・何をしたらよくなるのか

・これからどうやって生活をしていくか、どうやって生きていく

・ひなんじょにいる人たちが自分の家にかえれるほうほうはな

かを話をしてみたいです

いのか、自分の家じゃなくても、アパートや自分だけの家には、

・家電せいひんとがしげんこみはどこにすてるのですか。

できないのか。

・車や、仕事や、家がなくなった人はどうするのかを、話した

・また大津波がもしくるときに安全かくほができているのかを

い。!

話したいです。

・町をきれいにしたり、いろんな、人にやくだちたいと言うことを

・クラスのみんなで、自分たちの住んでた場所を少しでもきれ

話したい。

いにするためにどうすればいいか話し合いたい。

・子どもでもどんなことができるか

・どういうふうにまちをよくするのか

・ひなんじょはやさいがないし服もないのでふべんなのでとど

・いっしょにがんばろう。なくなった人のぶんもがんばろう。が

けてほしい。

んばればなんでものりこえられるというかんじ

・今、どんな事を思っているか話をしてみたい

・高台をふやして津波がきてもだいじょうぶなようにしてくれと

・さいがいの話

話たり、ひなん所をふやして家がなくなった人もしばらくくらせ

・どうやったらかんきょうがよくなるか。

るから、そういうことを話したい。

・福島の原発、東日本大しん災のふっきゅうよさん。新しい発

・ひさい者になになにをすればいいと思うとかを話したい。

電法

・体がわるくないかやどこにすんでいるかをききたい

・楽しい話

・まちをよくするためになにをすればいいかとかを話し合う

・げんぱつを、どうするか話をしてみたい。

・みんなが元気になるには、なにをすればいいか

・楽しい話をしたい。

・みらいの町行りを話したいです

・たのしいはなしおしたい

・今石巻はとてもつらいじょうきょうなので協力をおねがいしま

・いま、てれびで、どんなことを、話ていますか。

す。

・もう４年せいです。などじまんしたり、いまのくらしかたとかの

・どんなことをすればいいですか

はなし

・どうしたらよくなるか考える。

・どうして総理大臣は、ひなん所にいかないのか。

・「こんなことがあったんだよ」とかをつたへたい。

・いい町にするにわどうすればいいのか

・自分たちはどんなことが出来るのか。

・どうして、じしんがあってつなみがあるんですか？

・いま日本はどうなっているか話したいから

・ひさいした人たちがどんな思いをしていたのか。

・原発は石巻にはきているのですか。

・原発がなくても、ほかの発電方法(エコ)が使えないのか。そ

・どうやって町をなおすのがきいてみたい。

のリスクを下げられないのかしつもんしてみたい。

・こわかった思い、相談をしてもらいたい。

・東北はどうなってるか。おもしろい話

・いろいろな話しをしたい。

・せつ電せっ水をするにはどうしたらいいですか

・なぜ、地しんと大つ波が来たのですか。

・きふの話

・どんなことをかんがえていますか。

・げんぱつのこと

・かせつじゅうたくを早くだしてほしい。早くぼうちょうていをた

・地しんのとき、つなみがきたとき、どうしていたか。

ててほしい。

・どうしたらふっこうするか。

・しょくりょうがほしい

・もしも地しんがきた時のためにどんなことをすればいいのか

・3 月 11 日のじしんでつなみのひがいがあったから

という話
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・たのしいはなし

・もう少ししせつ（ひなん所）をふやしてほしい 高台をもっと高

・福島とかの地いきにあきらめないと伝える

くしてほしい。 じしんたいさくをしてほしい。

・おもしろい話やゲームの話
・つなみででたごみをどうしょりするか。

小学 5 年生

・石巻をよりよい町にするにはどうしたらいいですか。
・ひなん所けんせつ。町のお金。せつ電。ふくしまげんぱつ。

・まちがいつきれいになってみんながすめるのですか？

・人たちといろいろないやなことをいって、まもることをはなす

・鮎川の土地を広くしてほしい

・どうやればじしんにつよい町になるか。

・計画をたてる話をしてみたい。

・じしんにつよいまちづくり

・土地をもっと広くしたい

・たてものの話をしたい

・おもしろい話したい

・みんなで協力していえをたてること。しせつをもっとふやすよ

・これからどうしたいか

うに大工さんにたのんでもらう事。

・どこの出かけるかお話してみたい。 あいさつしたり、歌った

・とてもいい地球にしたいです

りしたい。みんなで強くなりたい。

・たてものの話しをしたい。

・いろいろなことをしてくれてありがとうございました。

・しせすをもう少し多くしてほしい。

・どうすれば町がよくなるか。

・世界の大工にきいて家のないみんなすめる家があればとい

・自分がしたいことについてどう思うか。 アドバイスなどはな

う話

いか。

・もっとしせつを多くしてほしい。

・いろいろな話。

・かんきょうにいいことをしてみたいです

・分からない。

・高かだいを作ってほしい。 地しんたいさくをしてほしい。

・これからふっきょうできて、また新しい町ができるといいな。

・全国の家に、地震たいさくをしてほしい。プレートをこていし

・しん災の事

てほしい！！

・あなたは、自分の町をきれいにしたいですか。

・高台の事など、たてものの話をしたい。

・いろいろな事

・じしんのなやみ

・ちゅうのこと

・高台にひなんしてそのままたいきできるように大きいたても

・生活の話とかしてみたい。

のを作ってほしい。

・石巻はより良いくらしに、できるのかを県知事と話してみたい

・地しんであまりさいがいが出ないように工夫したい。

です。

・どうにかして、津波のひがいにはあった人のためにとてもじ

・花をうえて町をきれいにしようってことをはなしてみたいです

ょうぶな家を何名かにあげてほしいです。

・勉強してるところしかわからないので中はなにをはなしてい

・ひなん所（しせつ）（高台）をもっとふやしてほしい

ういるのか。

・ボランティア活動をしてみたいです。

・元気づけるイベントはありますか。

・ボランティアをしてみたい。

・よりよいかんきょうをつくるためにはどうそしたらいいのか

・考える。（たすける方法）

・いろんなところのはなしなど

・やさしい人

・今、宮城県はどうなっているのか、これからの宮城県の活動

・親をなくした子のために、「足長ぼ金」だけではなく、お正月

についてはなす

にあったタイガーマスクぼきんもしてあげたい。

・今までのできごと

・じしんがあって大いへんだから協力してかたずけよう

・町をよくするためにどんなことを、していますか？

・どうやって地球を平和にしたい

・いろいろなはなしをしたい

・じしんの話

・日本を、もっと、よくするためには、どうすればいいか。
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・げんしりょくはつでんしょは、どうなるか、または、どのような

・県庁所ざいちだけでなく、小さな町にも森、緑がほしい。それ

じょうきょうにあるのか。

と、家だけではなく、木もうえてほしい。 ひみつきちなど、子

・今、ひなん所でガマンしていることなどもたくさんあると思い

どもがじゆうにあそべる所をつくって

ます。ひなん所で、どんな思いをされているのかを聞いてみた

・今、この地震で自分の県もひさいしているので総理もひどい

いです。

と思うけどおたがいがんばりましょう。と言うことを話したいで

・今、家でどんなことしてもみんなはいつも話しています。

す。

・どうゆうところが大変か？どのような所がたのしいか？どの

・野球でみらいがかえられますか？

ようにこの町がなってほしいのか？

・お金 むだをはぶいてそのお金を「ぎえん金」にあててもらい

・いまのこわいことをわすれられること。

たい。そして 2 日でもいいから「ひなんじょ」にとまってもらって

・このちいきを、もっとどんなふうに、よくしたらいいか。

苦しみをあじわってもらいたいです。

・昔から伝わるでんとうやおとしより「ちえ」などをきいて、自分

・どう復興していくのか。

のことを話したいです。

・平和にする話 石巻をすくう話 頑張ろう日本東北

・町の良い所を話し合いたい

・ふこうをめざす話しをしたい

・福島のげんぱつはどうなっているんですか。

・これからの石巻についてこれからの町作りいついて

・ふくしまのげんぱつは、だいじょうぶなんですか」などを話し

・げんしりょくは、もうあまりいらない！はつ電やソーラーパネ

てみたい

ルをつけ、ソーラーパネルをかえない人にはむりょうでしきゅ

・日本をもとどうりにしてください。

うすればいいと思います。

・がれきをどうよけるか

・福島原発のせいで家に津波がきていない人も家にいられな

・日本のけーざいとかふく島第一げんぱつやらがれきやらわ

くなった人もいます。「津波がくることをそうていしていなかった」

たのはかん水とか

ですむのでしょうか？

・大しおになると家の前に水がくるのでどうやったら水がこなく

・やっぱり、市のふっこうのためにどうしたらいいかなどを話し

なるか話したい

たいです

・このさきどうなるか。

・じしんのことです

・どれだけおかねをもっているんですか。

・どんな事をしたら、町や村道路はなおるのか

・じしんのときのできごと

・町を直してほしいです

・何をよくするためになにをやっているのですか？

・してほしいことなど・・・

・このあとこうなってほしいっていうこと

・じしんのことではなしてみたいです

・いない

・ふっ旧のめどが立つのか、この国はどうなるのかな。

・がれきてっ去

・おもしろい話や、思い出話、かんきょう、世界を守るためのボ

・震災のすなをどのうにすれば家に入ってこないしむだになら

ランティアをたくさんつくりたいという話

ない 山の上に家をたててもいいけど、そうしたら動物たちが

・石巻の学校でボランティアをしたいです

かわいそう。私のすんでいる万石浦はわんだからひがいはす

・学校でボランティアしてください！（石巻）

くなかったです。だからほとんどの海をわんにしちゃえばいい

・どうやって宮城を復こうさせていくのか。

とお話ししたいです。

・どうやって宮城県を復興させていくのか。

・してほしいことなど・・・

・私は自分で何が出来ることがあれば喜んでお手伝いしてみ

・このみんなにあいにきてうたってくれませんか日本をすくうは

んなに笑顔がもどってくようにしたいです。

なし かんはって日本

・お金の話です。なぜかというとぼくの家は１階の天井までき

・歌で元気にしてみたい！という話をしてみたい

てしまいました。まだローンがあるのにたてたばっかりです。

・県のこと

なのにつなみがきてまたリフォームしたらお金がかかってしま
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うというなやみです。総理大臣さんへ 総理大臣さんおねがい

・原発をどう対応するのか

します。ぼくの家は全かいで、お金がもらえます。でもセキス

・がんばって家のまわりをきれいにしてください

ハイムさんではなおすのに１０００万じゃくかかるといわれて

・「だいじょうぶですか」などを話てみる。

います。どうかお金を５００万でも１００万でもいいですからお

・福島第一げんぱつのほうしゃのうをどうやって止めるか。

ねがいいたします。

・ぼくたちにできることを話たい。

・東北のじしんの話やこのあとの東北の町の事を話たいで

・どうしたら自分のまちに直るのかな？

す！！（無理だと思いますけど・・）

・このあとはどのようにふっきしていくのかや県をどのようにし

・②のことを話してみたいです。

たいですかです。

・どんな所でそうじをすればいいか？どんな用に人をよぶか

・この町をどのようにしていくのか。

・②で書た事でどうしたらみんなが楽しんでくれるか。などそん

・この東日本大震災でひ害をうけた人達にどのようなことをし

な話をしてみたいです。

えあげられますか？

・もし、この石巻のごみができるだけなくなったらいいと思いま

・これから宮城はどうなるんですか？できるだけ速く宮城をふ

す。（つ波のおかげでごみがふえたからできるだけきれいに

っきゅうしてください。

なりといいです）

・いろいろこと、いっぱい話しているのでその話をしているい

・たばこのきんえんのことや町のルールをまもってない人のこ

みをしりたいです。

となどを話す

・３月のしんさいより倍かたずけられたけどまだかたずけてな

・大街道の町をよくする話をしたい

いところもあるのでもっとかたずけたい。

・よしんはいつまでつづくかなぁ～？

・みんなが笑顔になれるお話をしたいです。そしてこれから、

・いつになったら、くさくないいつもの大街道にもどるんです

町がきれいになるように話しをしたり、人間はストレスがたま

か。

っているので、ストレスかいしょうになりそうなお話しをしたい

・今の外がきたなくていい環境にするためには

です。

・どうやったら町に顔が届けられるか

・かせつじゅうたくやこのまちをどうしてくれるか

・つなみでながされたゴミをどこへやっているのか？

・今はどんなくらしをしているんですか？ごはんはちゃんと食

・この町をよりよくしたいか。又、じしんたいさくはどんなことを

べていますか。

しているかなど、

・どうして、○○といったのか？と聞いたり、○○して下さいと

・ぼくたちがすんでいる市の人人に笑がおをあたえたいで

お願いしたいです。

す。・なぜかというと、津波で悲しい人もいると思うので、すこし

・今自分の町を良くするためにはどうしたら良いか。

でも笑がおをとどけたいです。

・１どうだったか２家はだいじょうぶか。３津波はどこまできた

・石巻市をはなやかにどうやるとかです。

か。など・・・。

・みんなで、どのようなことを、したらいいか？

・みんなでがんばろう！！と話たいです。

・やれるなら、やりたいけどね・・・

・かんきょうをどうしたらよくなるか。

・今、この地域をきれいにするためになにかしませんか？とい

・笑顔になる話（おもしろいなど）

いたい。みんなで楽しくおしゃべりもしたいです。

・宮城を、いままでどうりにしてくださいと言う。

・東日本大震災のこと

・どうすればもとの石巻にもどるのか。教えてもらいたいです。

・しんさいにあった人たちのためにボカボカかせつじゅうたくを

・家をなくした人はかせつじゅうたくにすんで何ヶ月・年すめる

たててほしい。

のか

・公む委員の給料をひ災した所だけ下げないで下さい。また福

・協力して、子どもだけでもできることを考えたいです

島げん発の問題を一早く終わらせて下さい。

・自分たちの国がよくなるために

・どんなことをしたら町はもどるのか。
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・ごみのことや、家がない人はどうするのか。かせつ住たくは

・日本を、きれいな島にしてほしい話。

できているけど、まだひなん所ぐらしの人は、この先どうする

・じしんがあり、ゴミがいっぱいになったんですけどどうすれば

のかを話してみたい。

いいですか

・こんごからどのような計画をたてていくのですか。

・じゅうどうの話

どうすればじしんがおきる前のようにもどれるかを話したい。

・いろんなはなし。

・まちのためにぼくらでなにができるか。

・ふっきゅうのこと

どうしたら町とかがきれいになるのか。

・町のふっきゅうの話

・ごみひろいをみんなでしよう。

・「だいじょうぶだった」とか話してみたい。

・いろいろなこと

・これからの北上町の事。北上のためになにをしたらいいか、

・どんな事をしたら、いい町になるなどの事を地域の人達と話

など。

て見たい。

・子どもでもできることがあるかどうかを、話合いたい。

・じしんがこわかったことやこれから、どうしていくかを話した

・もっと明るくて、みんなが笑顔のところにできないか

い。

・町をきれいにしてとかを話したいです。

・いろいろ

・自分たちの町をよくするために、がれきをどうやてかたづけ

・この災害がおきてどんなことをしたか

るか。

・もうちょっとふっきゅうさぎょうをふやしてほしい。福島げんぱ

・今はどんな生活をしているか。

つをどうにかしてほしい！！

・楽しい話しをしたいです。

・石巻に来て、今のじょうたいを見て、もとの石巻にもどるよう

・遊びや学校の話

にしえんをしてほしいということ。

・ぼくたちのすんでいる北上町にもボランティアを作ればいい

・野

と思う

・たくさんお話をしたい。

・心を痛めた人たちと話をしてなぐさめたい。

・いろんなはなしをしたい

・どうすれば、自分の町をよくできるか。

・このしんさいのこと。

・まえの町にしたと話をしてみたい

・自分たちが大人になった時、安心してくらせるせつびがつい

・未来のことをしゃべりたい

ているか。

・どうやったら日本はよくなるか

・どうやってボランティア活動をするか

・どうやったらがれきをかたづけられるのか。

・まちのゴミをなくすほうほうについて。

・ゴミひろいをやればいいと思う

・これからどんなきょくをつくるんですか

・なぜみんながゴミをおとしていくのか

・どうやって、日本語をまなんだのか。

・今町の環境はどうなっているのか。今からどんなことをしよう

・エコをする話し。

としているのか。

・歌はどうやって考えているか、など

・これからなにをしていくか。これからまちをどのようにしていく

・何年ぐらいで国はいままでどうりなをるんですかっ！！

か。

・お金わどのくらいもらっているんですか。

・がれきのこと。

・今しんさいでたいへんなこと

・これからふっこうのめどをたてる話とかガレキのてっきょ作業

・石巻のふっこうのために何をしたらいいか。国会議事堂はど

の話

んなところか。総理大臣が、信頼しているのは？

・これからどうしていくか

・この地しんでひなん所にいる人が暗い気持ちになっている人

・どんな石巻にするか話し合いたい

がいるので、ピアノでなごませてあげたい など

・これからどうしていくか。

・みんなでゴミ拾いをして石巻市をきれいにしたいなど

・どんなことをしたら町の人のためになるか。
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・じしんはいつおさまるんですか？

・これからの石巻の発てんなど・・・（行事などで、ていあんなど

・これからどうするか。

いろいろ）

・石巻市がより良くなるためには、どんな事をすればいいか。

・いつになったらふっこうできるか

・楽しい話やおもしろい話です。

・どうしたら、悲しむ人がいなくなるか話してみたいです。

・町をどのようにするときれいになるのか

・宮ぎの人を集めてひがい地にどろなどをかたずけは、しない

・今、自分のまちのために何ができるか。

か。

・どうやったらくらしやすい町にできるのか

・いろんなものを失われたので、その話などしたいです。

・そうすればまちが良くなるか。

・石巻の事について

・生物などはとく種なものでもよいか。

・どうしてこの地震がおきたんですか？

・今の政治のことや国会のこと

・どうしてこの地震がおきたんですか？

・これからどうゆうふうにしていくか。

・だいじょうぶ

・今は東日本大しん災で道や町がひ災しているので直してくだ

・日本の子にゲームか何かあげてほしい。心のいやしになる

さい

と思う。

・日本がほんとうにたいへんなとき、ほんとうに助けてくれる

・石巻市にもっとお金を出してほしい。

か。

・どうやって食りょうを大事にしたらいいか

・いまどういうじょうきょうか

・石巻をよくするために、どんなことをしたらいいのか

・なにをしてる。じぶんのいえはどうなっている。

・いつになったらふっこうするの？

・この町をきれいにしませんか？

・ひさいされたみなさんにもっともっとふくやおかねをちょっと

・これからもっと町をきれいにするためにどんなことをしたらい

でもあげてほしい。

いか

・子どもでもできる事を話し合いたい。

・仲よくする

・災害にあった人はどんなことを思っているのか。

・あいさつとか・・地いきのいいところ

・今もまだ、ひ災者がたくさんいるんだから、食べ物や水、不

・お店をどうやって増やすか。

便な所を解しょうしてくれるようにお話をしたい。原発もはやく

・ゲーム

なんとかしてもらえないかという話

・宮城が笑顔いっぱいの町作りにプロジェクトを作ってほしい

・津波にあったかどうかなど地震でどういうひ害にあったかな

ということ。石巻に岡本真夜をつれてきてトゥモローを歌ってほ

ど（地震にあったとこたえたらそのいえの手伝いがしたい）

しいとつたえてほしいと・・・。

・今はひなん所仮設に住んでいるのか。手伝うことはないの

・住みよい町じゃないから、住みよい町にしてほしいという話。

か

・ひさい地へなにかをおくりたい人やりたい人を集めて、その

・じこや犯罪をどうしたらなくせるか。

人たちでいろいろなことをしたいので、番組でよびかけてほし

・希望ある話

い。

・協力して活動しましょう。

・電気のふっきゅうをもっとはやめてほしい。

・これから東北をどうやって平和にするか。

・宮城県のみんなは、いっしょうけんめいがんばっているので

・総理大臣と話合い私のいけんやひさいしゃのいけんをきき

県知事さんもがんばってください。

みんなで活動することを話たい。

・私のおじいさん家、他人の家もっと日本のためになにかして

・総理大臣や県知事に聞いたってすんでいた人たちにしか女

ほしい

川町や石巻がもとどおりにならないし、住んでいた人たちにし

・どうやったら緑をたくさんにしたらいいと思いますか？

かない思い出などがあるから。

・これからの石のまきのこれからのこと。

・宮城県はどうなるの
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・これからこの県をどうしていくのか？こんな事になってもこれ

・自分の市のことを話してみたいです

以上の事が起きても県知事はやめないで。この県をささえつ

・かせつじゅうたくの事

づける？

・県の悪くかわったところ県の良くかわったところなど

・地震がくる前の宮城県にどうやったらもどせますか。（それは

・おんだんか。

何年ぐらいかかりますか）

・ココはほうしゃのう大じょうぶなのか。

・今のくらしでいちばんいやなことは？今二か月すぎたけどう

・どうか仮設住宅や広場や公園ふやしてもらいたいかどうかを

れしかったことはなんですか？

話たい

・地震たいさく、今自分達にできる事はなにか？今後のひなん

・どのようにしたら、この石巻市がよくなるか、どのようにしたら

民の生活

悪いことがなくなるか話をしたいです

・総理大臣といっしょに家はくずれたんですか。と話をしてみた

・これからどうすればよいかをはなしたい

い

・ぎふ金が「日本赤十字社」に行ってそのあとそのお金はどこ

・何かこまったことは、ありませんか。一番つらいことはありま

に行っているんですか？

すか。

・しんさいいつまでなのかはなしたい

・いまのじょうきょうをしりたい。

・総理大臣はぼくたち国民をどう思っているのかを知りたい

こ・れからの町ずくりのこと

・どこの小学校に通っているの？好きな○○は？など

・これから石巻どうなるのか

・かんきょうのこと

・何ができるか

・自分たちをすむ所を、よくするために、どんあことをしたらい

・仮設住宅のことでいろいろなこと

いか話てみたいです。

・つなみがこないようにしてください

・ゲーム

・いっしょになにをしてやくにたちたいか

・今の、石巻に必要なことは、何か聞いてみたい。

・いろいろな物をリサイクルする

・これから自分たちの市をどうしていくか・何をすれば役に立

・これからふっきゅうにむけて、どのようにとり組んでいこいこ

つか

うと計画をたてているのですか。

・自分たちで、できるエコなどを話してみたい。

・宮城のふっこうをおうえんしてください。

・これからのことやこまってい人のこと

・げんぱつのことだけ考えていてげんぱつでひなんした人だ

・今の大川小の様子。

け津波でやられてひなんした人になんで話をしないかふしぎ

・自分の町のいいところ。どうすれば悪いところがなくなるか。

です。ひさい者のことを考えろ！

地域の人たちとこのしんさいでこまっている人たちのためにど

・はやくふっこうさせてください。

のようなことができるか？

・このあと石巻はどうなる

・きれいな市を作るための話

・なにか町づくりをしてほしい。ふっこうてつだって

・しょうらい

・またこのしんさいがくるかのせいがあるのでくんれんキャン

・どうしたらまちがよくなるかを話してみたい。こんど地しんが

プなどそなえることを話しあいたいです。

きたらどうするかを話してみたい

・宮城のふっこうをはやめにしてほしい！！

・市をもっとよくするためにはどんなことをすればいいか。

・自分ができる事について話してみたい。

・町のふっこう

・自分にもできることを話しあう

・その人といっしょにほかの人がくらしていけるためのことを話

・何をできますか？などなど

し合いたい。

・しんさいのことをあつくかたりあいたい。

・町をよくするにはどうすればいいのか

・子どもどうしだと話しやすいから何でも話せそう。

・これからのまちづくりについて

・動物のこと。人と動物がくらしやすい町づくり

・どうしたらまちをよくできました。
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・市町村のためにどんなことをすればいい市町村にまります

・よくするためにどういうことをすればいいか話す

か。

・これからの生活はどうなるのか。私達はどう、生きていけば

・もっとよい市にするにはどんなことにこころがければよいか。

いいか。

市の悪いところはごのようなところか。

・今東日本大しんさいのえいきょうでどういうじょうきょうなのか

・ゴミやみせをきれいにかたずける

話したい。

・家がなくなった人のしえん

・子どもができることは何か。町のためになにができるのか。

・今何をすればいいですか。

・東北の話をしてみたい。

・今なにをすればいいですか。

・石巻をどのような市と思っているか。

・この町をもっと良い町にするために相談する。

・東北の話をしたい。

・まちをどうふっこうさせていくか

・地域の人たちにどんなことがしたいかを聞いてそのことをす

・こわれた家とかマートを新しくなおすること。

る

・予算のこと

・地域の人たちにどんな所がいいか聞いてもっとその事をよく

・石巻はいつふっこうするのか。

していきたい。

・またもう１回自分のたちのまちをとりもどしてあかるい生活を

・どうしたら、町や市を元気にできるか。

したい。

・この東日本大震災のことをどう思っているのか？どうやった

・今、こまっていることや、なやんでいること。

ら石巻がもとにもどるか？

・町をきれいにしていくためには、どうするか。

・これからも町をきれいにしていきましょう

・日本のふっきゅうのためにどんなことをすればよいか。

・エコするためのはなし

・ふっこうのめやす。子どもたちに出来ることひなんじょを元気

・ふくしまげんぱつのことや国のしゃっきんのこと

ずけたい ほかの県（ひさいした）のじょうきょう

・じしんやつなみでひがいをうけた、町や市にお金のきふをく

・ほうしゃのう。ぎえん金。ふっこうのこと。

ださい。

・今、子どもたちにやってほしいこと 自分たちが出来ること

・市で不べんな事、市のすぐれたている事

役に立てること

・がれきのてっきょをもっと速くやってほしい。仮せつ住たくの

・ボランテァで子どもでもできることを聞きたい。

建せつの話

・ふっきゅうするためにかかる時間と予算のこと

・友達になろうとか後、手紙をだしてみたりとかしてみたい

・どうすれば良まちになるか

・町をどうしたらよくできる

・まちのためにどういうことをしているのか聞いてみたい。

・どうすれば、はやく平わにもどるか。

・津波やていぼう、地しんの話をしたいです。あとまだひさいし

・この大しんさいが、どうなっていくのかや、これからどんなこ

ている人はいるんだと話たいです。

うどうを、とるかをききたいから。

・ゴミひろいしよう

・蛇田をどうすれば、よくできるか？

・つなみのときどこにいましたか

・どうゆうふうに市などをよくしたいかを市長さんが地域の人た

・手伝だってほしいことや、相談したいことが、あるのだろう

ちにきいてもらうため。

か。

・どうして、こんなふうに みやぎの、ところに元気をください。

・ふっこうにむけて、子どもは何をすればいいのか。また、ど

・いまの石のまき全体はどうなっているか。かせつじゅうたくは

んな協力をすればいいのか

何けんたてるの。福島県にすんでる人のことをかんがえろ

・市や町、村などを元気にする方法など

・石巻を元気にしたいということでどうやったら、石巻を元気に

・よりよいまちをつくるためには、どうすればよいかを話したい

できるかを話をする。

です

・もっとすみやすい街にするために、どんな事があるか。ゴミ

・いま子どもたちになにができるか

をなくす街にするために、どんな事があるか。
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石巻は今じしんでたくさんの人が亡くなっているから石巻を元

・この震災で、私たち市民ができる事は何なのか。

気にしたいですね。

・遊びはどんなのが好きですか。（自分はハイパーヨーヨー）

がいこくじんは今の本日をどう思っているかききたい。

・かせつ住たくの場所のこと。

・ガレキのてっきょとか ボランティア 仮設住たくの建設の話

・いまどんなきもちでいきているのか

自分のまちがえがおになるような話

・②のほかにどんなことができるか。

ひなん所にいる人たちが笑顔になってくれることはなになの

・楽しいこと

か。

・じしんの話

・いまの東日大しんさいのこと

・家をながされてどう思ったか。じしんの時どう思ったか。

・どういうふうにまちを良くするか

・なぜけいざいとかひ災地とかを良くしてくれないのですか？

・どうすれば、まちをみんなで、たいせつにできるか。

できることならお手伝いをします！

・どうしたらみんなが元気になってくれるか。

・ひ災地とかを良くしないか？総理大臣としてなさけない！

・つなみを、ふせぐ、ものを、町につけれないか。

・まちをよくするためにはどうすればいいか

・石巻市のゴミの一番多い所。（落ちている。）ガレキなどのて

・いま、なにができるかきいてみたい。

っきょ作業の進みぐあい

・東日本大震災の話

・いつになったらふっこうするのか。できたらはやくしてほし

・ゴミをどうやって全部かたづけるのか。

い。

・人命の話をしてみたい。

・みんなが笑顔になるかいぎをしてみたい。

・石巻のふっこうのめどはいつころなのか。少しでも早くふっこ

・私たちに出来ることがあればなんでも言ってください。できる

うするために自分ができることはどういうことなのか

ことは協力します

・自分のまちは今、どんなことをすればよくなるか

・町をどうやってきれいにするか。

・原発について

・いろいろなことを話をしてみたいです。

・東日本大震災の事のふっこうについていろいろ話してみたい

・町のためにどんなことをしたら、よろこぶか。

です。

・学校とか楽しいか。

・じぶんたちで、できることを話し合いたい

・早く原ぱつを、おさえてほしいです。

・ひがいのかたづけを話し合ってみたい。

・家とかいたんだ所とかあるか、水とかはいったのか

・ひがいにあった町をどうするのか話たい。

・はやくげんぱつをとめてください

・これからの東北をどうするのか、じしんのことでどうしていく

・もう少し、人のために、がんばってください。あと、ゴミのかた

のか。福島のげんぱつのことでどうするのか。

ずけ、家などはどうすればいいんですか。

・いつごろ原発じこはかたづくか

・宮城はいつになったらふっこうするのでしょう

・町をきれいにしようと言う話

・町などのふっこうもしてほしいですが、ひさいした人の「心の

・しんさいでたいへんだから、家族とかでボランティア活動で

ケア」も、してほしいです。

何か手伝いたい。

・町や市をしりたい。

・いま、どうすればいいか話しあう。

・はやくみんなのすむ町がもとにもどるといいですねェ～と話

・人のためになるにはどんなことをしたらいいかをきく。

すと思います。

・今どうやったらみんな笑顔になれるか！今どうやったら、昔

・ぼくのおんちゃん見つけてくださいと言いたい

の生活にもどれるか！

・自分たちでどんなことができるか。

・地域の人たちと元気な気持ちになれる話

・石巻にもっと自然をとりもどしてください。

・しん災について

・早くふっこうしてほしいということ

・どうやったらけんこうにす

・大しん災でどうすれば良いか。（どう対応すれば良いか）

ごせるか。
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・今、地しんで困っている人がいるので、なにか手伝ってくださ

・どうふっこうしていくのか。何十年で元どうりになるのか。自

い。

えいたいをもうちょっと置いてほしい。

・どうやってごみをへらすか

・がれきはいつぐらかたずくのか。

・いまからどんな国にするか

・これから、どのようにしてみんなを笑顔にするかどのようなく

・どうやったら雄勝をふっこうさせれるか

らしをしていくか。今、なにがひつようか。

・避難所の話し。

・県の人と話しだけでぜんぜんじっこうしていないと言いたい。

・がれきてっきょは進んでてるか

・いまのぜいきんだの、こうざいだの、はなしをせず、いまのじ

・県のこと

ょうきょうをかんがえたほうがいい。

・おがつのふっかつの話し

・今、何がほしいかなど

・どこにひなんするかをきく

・あれはてた地をどうするか。

・より良いまちにすにためにどんなことをするか

・つなみのひがいをうけたところは、今後どうなるのか。つな

・わかりません。

みをふせぐものなどを考えてくれないか。じしんがあったらみ

・わかりません。？

んながにげられるくふうはできないか。

・げんぱつのこと

・これから、町をどうするのかを話し合ってみたいです。

・これからどうやってすみよいくらしができるのか

・これからどうなるんですか？ぼうちょうていを高く、いっぱい

・これからどのようなことをするのか。どのようにふっこうする

作ってほしい。門脇や南浜の町なみを元にもどしてほしい・・

のか。

・ぼうちょうていをもうちょっとがんじょうにしてくださいってはな

・１．今後地心が来ても、どうゆうたいさくをしていけばいいか。

したいです。

２．げんぱつはいつなくなるか３．ふっこうするには、どうすれ

・これからの宮城県について。スーパー大きいぼうはてい。女

ばいいか。

川げんぱつについて

・これからの自分のまちなどの話

・市の人も県の人もてきとうだからもとしんけんにしんさいのこ

・がれきてっきょのこと

とや、げんぱつのこと地いきのＫとを、安全のことについてで

・宮城県について げんぱつ

す！

・今後の石巻の南浜町・門脇はどうなるのですか? 南浜町・門

・また、こういうさいやくの場合のたいさく。（例：ぼうちょうてい

脇の公園化は本当ですか。あと、石巻の南浜町に住めます

をたてる。ものすごく高い）

か? また大しん災はいつおきるのですか? ぎえん金はいつ?

・お金を出してもらってほしい

・今年宮城県沖じしんが来ると思うからいろいろじゅんびする

・すごくじょうぶなぼうちょうていの話

こと ひさいした人のたえにくつとか、いらない２でもいいから、

・福島原発の話で会議をするよりしえんぶっしやきゅうえんぶ

あげたい。

っしなどの送り先で会議してほしいなどとたのむ。

・今後南浜町門脇にすめえますか

・すごくひがいをうけらえた県について！

・これか石巻どうすればいいか

・どうろがぜこぼな所があるからなをしてほしい

・あいさつだけでは石巻のためになっていないと思います。ぶ

いろいろな話をする。

っし、ひなんじょへ行ったり…市長ならもっとできることは、あ

・総理大臣

るあずなんですよ！ひなん所、ぶっしのはいたつ、ゆくえ不明

・いろいろ

者のさがしょかたなど

・これからぼくたちも少しでも速いふっこうがんばります。

・またつなみがきたらどうしますか？・・・ぼくは、安全かくにん

・いろいろな人とひがいが大きい場所をみんなでかたづけて

してにげます。そして、はげましくれてありがとうございます

みたい

（ひなんの人に）

・友達になろう
・日本はどうなっているんですか？げんぱつは？
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・どんなまちにしたいか。

・じしんのことを話たい

・どんなことをしたらちいきの人がよろこぶか、ききたいからで

・しばらくていでんしてごはんもろくに食べれなかったと話みた

す。

い。

・どうしたらもっと平和になれるか。

・はやくげんぱつをなおしてほしい

・これまでにあった話し

・人生どういきていけばいいか話してみたい。

・いろいろ話せるから

・大変な人たちのために何が出来るかを話し合ってみたい

・市のじょうほう、今ほしい物、じしんのことなど

・水のないたいへんさをもっとしってほしい

・とくになし

・自分のまちをよくするためにはどうしたらいいか

・あそびなど

・おじとおばのいえがながされてしまっていえをたえなをした

・ごみをなくすためにはどうすればいいか

い。

・なぜ？せんそうをしなきゃないのですか？

・今のじょうきょうを話たい。

・ふく島じゃなくて石巻市にもきてください。

・石巻にはたいへんな人がいっぱいいてくるしんでいるという

・東日本だいしんさいのはなし

こと。

・いまのきもち

・このさいがいがあってたいへんだったこと

・少しでもたてものをなおす方法はないか

・じしんでどうゆうじょうきょうかを教えたい

・ごみ拾いの知らせ

・じしんのこと

・いろいろなこと

・もっとよい町にすることをいっしょにかんがえたい！

・何をやてほしいか

・芸能人をひさい者のところにいかしてあげて

・ボランティア団体を増やして少しでもこまっている人たちをた

・じしんの話

すける。

・原発について、これからの地震、津波について、など今回の

・石巻などの災害でひがいをうけた場所を速く元の場所みた

大震災についてを色々。

いにもどしたい

・家がなくなってしまった人もえがおになるようにできたらお願

・私たちはつなみで塩水が入りました。びしょびしょでお皿やコ

いしたいです。

ップがわれていました。

・てんでんになって、つなみがきて、よしんがきて、最初はとて

・震災でつらかったけど町も直ってきてるのでこの調子でがん

もつらかったことを話たい。

ばってください

・これからも、まだつらい事があると思うけど、あせらずにがん

・みなとの人は、家がながされたり、家がつかえなくなったりし

ばってください。

ている。

・なにをしてくれるのか？私達を助けてくれるのか。

・ふくしま原ぱつや、これからの東北はどうなっていくのか。

・今どうなっているか、そうゆうことを、しつもん、してみたいか

・テレビでも伝えきれていない市・町・村があるからそこの所を

らです。

ちゃんとうつしてほしい（テレビ）ということ

・げんぱつのあんぜんかや、せいじをちゃんとしたり、国民の

・いつになったら町や村がぜんぶなおるのか。

ことをかんがえてほしい。

・水道が出てない日は、たいへんだった。

・市に、「ほうしゃのう」は、どのくらいあるか

・どうすればみんなが笑顔になれるか。

・ふっこうのために手伝う事はあるか？

・ひがいでのせつめい

・がんばってください（元気を出して）

・みんなでどうすればよいのかを話す。

・どうやったらふるさとにかえれるか。

・地域の人たちにいろいろな、たべものや、のみ水などをわけ

・早く市が直るといですねー。

て、こまったことやいろいろなことを話して見たい。
・じょうきょうをせつめいしたい。（その時の）
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・災害で全てを無くした人たちに家をたててほしい。かせつじゅ

・いろいろなこと

うたくも２年とはかぎらないでほしい。家をみつけるまでかせ

・だいじょうぶでしたか？がんばりましょう、石巻はぜったいな

つにいらしてほしい。

おります。

・元気をだして

・いろいろな話し

・鹿妻やわたのはのこと。

・じしんのこととか、いろいろと。

・この先の事について

・いっしょに町の人と、らくにしようね。

・鹿妻のこと。

・じぶんたちは、どうすればよいのか

・ダダで東ほくの町のこわれた家や店をなおしてほしいです

・子どもどうしで、キレイな町を話したい。

みんなぶじだったのかをききたい！

・桃生町のこと

・ふつうの生活にもどりたいですか？

・ちいきの話

・？

・町の人たちの健康について

・勇気をもっていっしょにがんばりましょう。

・がっこうの話し

・どうしたら、ひなんしているみなさんに笑顔や元気を取りもど

・今、わたしたちにできることやいまどういうことをしたらいい

せるか。

か聞きたい。

・どんな町になっていくかをはなしたい

・自然をたいせつにしたい

・好きな食べ物はなんですか

・日本の平和

・これからどんな事おするか。

・日本のへいわ！！

・あと何年でふこうするかききたいです

・日本が平和になるといいですねという話

・だいぢょうぶとかいろいろなことを話をしたい

・ボランティアにくわしくついて

・まちをよくするためにどうすればいいか

・日本の平和

・いろいろのはなし

・ふくしまげんぱつがもっとしりたいから

・？？

・まちをよくするためどんなことをすればいいか聞く。

・これからどうすればいいか

・平和の話し

・そのときにかんがえる

・日本のへいわの話。

・いろいろ楽しい話

・日本のへいわ

・こんご、石巻はどうなるのかを話したいです。

・もっと町がきれいになるように話してみたい

・いろんなことをはなしたい

・こまってる人はどれくらいいるのかを話してみたい

・いろいろな話

・ちいきの話

・東日本だいしんさいのえいきょうをどうなおすか

・石巻のことを話してみたい

・いろいろな話

・学校の話

・これからどう、いきているか

・どんなひがいがあったのか？

・どんなことがわたしたちにできるカナ～ やっぱり笑顔？み

・どんなことをしたら、みんなに投だつのか、友達のいけんな

たいな

どをきいたりして話したい。

・ちいきでどんなことをしているかききたい。

・すこしでもいいからはなしたい

・いろんな話

・今日本は、大変なことになっているのでいっしょにボランティ

・これからどうするか。

アをしてください。

・だいじょうぶでしたか？

・死んでしまった方のために川にとうろうをながしたい。

・東日本大しんさいの話をしてみたいです。

・何を今したいですか？私たちに何かできることはあります

・どうしたら、この町は良くなるかなど

か？
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・石巻市を少しでもよくする計画をたてたいです。

・石巻市のかせつ住宅について／渡らないぎえんきんについ

・東大しんさいのこと

て／石巻市はこれからどうなるのか

・家族などをうしなった子どもたちと一杯お話しをする。

・楽しい話

・今はなにのボランティアをしているか。できればぼくもやりた

・わたのはのこと

い。

・①自分たちの町をどうやったらよくなるか。②楽しいお

・すこし出きることをしたい。

話！！

・たのしいはなし。（理由）かなしいはなしだとさびしくなったり

・どうしたらいいか

するから。

・石巻のかせつじゅうたくについてどう思っているのか。

・いろいろなことをお話ししてみたいです。とくに、学校のことと

・さいしょは、だいじょうぶだったか。

かをお話ししていです。

・まちをよくするために、みんなでいろいろやったりみたいな、

・石巻河北町を緑で花がさいている町にして

いけんをだして、協力してもらいたいです。

・避難所の人たちがどんなにかなしいか。

・町をよくするためには、ごみをぽいすてしないといいと思い

・これからはどんな石巻になるかよ想して話をしてみたい。

ます

・はげましあったり、協力しあうことを話してみたい。

・元に戻すようお願いする。

・かんきょうの話をしてみたい

・この町をよくする話！

・少しでも大川やひがいのあったとこにぎえん金送ってあげて

・はやくもとどおりの生活がしたい。

下さい。

・いったい自民とうは何にをしているですか（怒りマーク）

・週一回でも町のゴミをみんなで拾うために、どうやって、よび

・なるべく、ふっこうに近づくように協力してください！

かけるか、

・自分達がこまっているってことを伝えたい。

・そのふっこう中にこれからどうなるのかなど話し合いたい。

・町のためにしてほしいことなど

・この先の宮城について、自分たちの考えをてい案をはなして

・町の大変なことやこうしてほしいということを話したい。

みたい。

・いつもてれびでおうえんしてくれてありがとうございます。

・少しでも何かできるように話したい

・しえんしてくれてありがとうございます。楽しい話がしたい

・みんなが元気になるためにはどんなことをするか計画をたて

・野球のこと

る。

・はやくひなんしてる人にかせつじゅうたくたてて子どもたちを

・どのようにしたら自分のまちをよくするか。計画をたてたい。

わたのは

・「どうやったら、自分たちの市をきれいにできるか」話してみ

・サッカーをおしえてください

たいです。

・ほんばのサッカーを教えてください

・ぎえん金

・どんなことができるか

・「手作りのおかしをプレゼントしたり。あそんだり。」そうすると、

・ニュースでもやっているようにそうりなどをじにんさせるひま

小さい子が元気になると思います。

があるなら早くふっこうをさせてほしい。

・渡波小学校にまだひなんしている人がいるから早くその人た

・私たちは、今こんなひさい地でたいくつな日々なので、AKB４

ちをあいている教室などにうつるようによびかけてほしいこ

８など来てしゃべって、屋外ライブを開いてほしい～！

と。

・今東北はよくないじょうたいなのに、なんでもめているんだ。

・自分がどんな事ができるか話したい

・今は、ひ災地で、日本がたいへんなのに管おろしとかやって

・こんどまた大きなじしんがきたらどうするか。

る場合じゃない。そんなことあらそっても、けっきょく、時間の

・家がない人はどうなるの？

むだだから、原発をどうにかしてほしい。

・まちをなおすためにどうしたらいいのかを話したい。

・いろいるな話し
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・たにがきそうさいに、菅総理を、「おろす、おろす」と言わない

いで。あなたたちから、もっとお金をだしてください。松並にボ

でふっこうや、しえんを、先にしてもらいたい。

ランティア（港）早くきれいにしてほしい!ぼうはていを、もっと高

・今、私達は大変なのに、国会は何をもめているんだ。

くしてほしい!かせつじゅうたくをもっとふやしてほしい!せんろを

・県をもとにもどす目標

ふっこうしてほしい。もっと、ぶっしを、おくってほしい!（赤字に

・ゴミひろいさせる

なんないていどに!）ガソリンを、安く（もっと）給食をもとどうりに

・このまちのこととか、これからどんなまちにしていくか話をし

してほしい!地しんそくほうを、よけいなときにならせれるとスト

たい

レスになるからやめて、ゆくえふめいしゃを、はやくさがして

・私たちもできるかぎりのことをしますので、何かあればいって

（怒りマーク）口で言っていることと、やっていることがちがうと

ください！！

きがある どろぼうを、早くつかまえて!（どろぼうとかは、しけ

・あくしゅしたり、サインしてもらいたい！

いにして

・じしんのふっきゅうはどこまですすんでいるのか

・つなみたいさくをしてほしい 私たちの学校をつくってほしい

・どんなふうにしたら、まちをよくできるか？

原しりょくはつでんしょをとめてほしい 港に笑顔をもどしたい

・遊び

行え不明の人をはやくみつけてほしい がれきや魚をてっきょ

・いろいろなことをしってると思う

してほしい。 早くみんなかせつにいれてほしい。 あぶない家

・ごみひろいをさせる

やでんちゅうもてっきょしてほしい。ぼうさいむせんをいっぱい

・宮城県がどんなことになってるか聞きたい

にしてほしい。（きこえない） 早くお水のけんさをしてほしい。

・オーズの話

火事がおこらないように工夫してほしい。 宮城県沖じしんがし

・いろいろ

んぱい。 がけくずれがないように工夫してほしい 2 小をテレ

・みやぎはだいじょうぶですか

ビにうつしてほしいひなんじょにいる人をおふろにいれてほし

・いろいろと・・・

い。港にお店をつくってほしい。 しんかんせんや電車の運行

・じしんのこと

をさいかいしてほしい。 プロパンをつくってほしいいまどうな

・ゴミひろいをいっしょにしまそう

っているのかわかってほしい。 ならいごとをつくってほしい。

・ふっこうのための話し合いをしてみたい

・私は、へびたの人に不満があります。へびたの人たちは津

・どうすれば、石のまきをすくえるか

波も来ていないのに、なぜ物支をいっぱいもらうのか不満が

・どんなことをがんばりたいか

あります。へびたの人たちは、お店もいっぱいあって買いにい

・仙台なみのとかいにしてください

けるのに、物支をもらうのはおかしいと思います。私のいると

・まちのなかには、おばさんがかいものするとき、おもいもの

ころは、津波のひがいが大変あり、なのに物支がとどかない

があるからもってあげたい

のは、不公平だと思います。今は地いきの人が市にいって物

・おもしろい話

支をとどけてもらっていますが、まだ電気もきていません。そ

・災害のふっこうのためにおうえんしてくれている人々

れなのにへびたの人はずるいと思います。それと、仮設住たく

・町の話

は、津波のひがいが少なく、足びていどの水がきただけなの

・こんごのげんぱつ

に全かいの人や、大きぼ半かいの人たちが仮設住たくに入れ

・子どもたちには、どんなことができるか？

ず、足くびていどの人たちが入れるのは不公平だと思います。

・今、学校や会社で歩きや自転車で行く人がいて、がれきがあ

ちゅうせんもまずは、津波のひがいがひどかったところから仮

るとこまるから、がれきをてっきょしてほしい。あと、ひさいして

設住たくに入れるのがあたりまえだと思います。足くびていど

風景が変わってしまったから風景を元にもどしてほしい。

なら、住めると思います。 もう一つは、防災無線の放送を聞

・今学校でしかあそべないから、松並の松並公園をふっかつし

こえやすくすることと、言いきるのはだめだと思います。防災

てほしい。えいせいめんもかんがえて、道路のがれきてっきょ

無線がなってもぜんぜん放送がきこえません。それとじしんが

をしてほしい。虫がすごい。ひさいしている人から、金をとらな

発生し、防災無線がなり津波がくると言ったとき「6ｍ」と言いき
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ったのが頭にのこっています。もっと、他に「6ｍ位上の津波が

・はやく、いちばをなおしたり、かせつじゅうたくをつくったり、

来る」とか、「大きな津波がくる」など言っていたら、にげる人も、

ぎえん金を、はやく、くばってほしいです。なぜかというとはや

もっといたと思います。言葉一言一言ちがうだけで、こんなに

く、家にすみたいからです、おねがいします！！

ぎせい者が出ました。私の友達も 3 人ぎせいになりました。友

・はやく、がれきのてっきょや、電気や水が宮城、岩手、福島

達の両親やお母さんお父さんが亡なった友達もいます。今は、

の人たちにはやくいきわたるようにしたいもとと、早くすめるよ

私といっしょに学校に来ています。友達に母親を亡くした子が

うにしてほしい。

います。学校では、いつもどおり元気ですが、きっと心のおく

・人々が安心して住めて、ガレキのてっきょを早くしてほしい。

では悲しみがまだあると思います。このあいだ、その友達を見

より良いまちにしてほしい。

かけたとき、その友達のせなかはは、さみしそうでした。そん

・つなみで、お金がない人がいるから、売り物や家をたてると

な子どもたちがたくさんいます。そのこたちの悲しみをやわら

き、少し安くしてください。町の人を元気にしてください。

げるためにも、ふっこうに向けてボランティアさんやじえいたい

石巻市に少し広めの公園を作ってほしい。がれきのてっきょ作

さんをいっぱい「はけん」してほしいと思います。 福島のげん

業をもっと進めてほしい。防波ていをつくってほしい。

ぱつ事こではやくふっきゅうしてほしいと思います。20 ㎞けん

・ぼくたちは広くて、思いきり遊べるような場所はないから、公

ないの人たちやその人たちの気持ちも考えて下さい。

園を作ってほしいことや、これからのことを色々話してみたい

・また港に住みたいです。5mくらいの防はていをつくること。湊

です。

二中などこわれた小学校を治してください。道路などを通れる

・がんばって店をふやしてください

ようにしてください。できれば、公園などをがれきおきばにしな

・今大変な、げん発やお金の問題などが、かたづいてからで

いでください においを消してください 地しんのおこる前に「テ

いいから、私たち、子どものために学校を建てなおしたり、公

ーブルなどにかくれてくださいと放送してください。

園を建てたりと、楽しくくらせるように、してください。あと、いっ

・今、町はがれき、放しゃのうなどでたくさんこまっています。

しょうけんめいはたらいてくれている、自えい隊のみなさんを、

ゆう先はがれきのてっきょ、高台への集団い転、ぎえん金、な

休ませてあげたり、ゆっくりできる場をつくったり、かんしゃの

どの町の人たちのことをゆう先に考えてみてください。ほかに

気持ちをあげれるようなことをしてほしいです。

もまた大きな地しんがくるという事もテレビでやっています。ぼ

・公園をもっとふやしてほしい。（理由は、かせつじゅうたくがた

うちょうていなどを作って町を守る事もちょっと考えて見てくだ

てられて遊び場がなくなってきているからです。）できるだけふ

さい。地ばんのかさを上げる事もおねがいします。

っきゅうをいそいでほしい。できるだけかせつじゅうだくをんみ

・みんなの安全や安心について。 ぼうちょうてい、ぼうはてい、

んながはいれるようにしてほしい。ひさいしたところには、緑を

つなみやじしんが来たときのたいさくなど。 いばらづの魚や

つくってほしい（ふやしてほしい）

川にたまったヘドロなどを今すぐてっきょしてほしい。（くさくて

・なぜ、この市はふっこうがすすんでいないのかという質問

外も歩けません） ふくしまげんぱつをせいじょうかしてほし

福島原発のたい応がおそい。防波ていをもっと高くじょうぶに

い！（ほうしゃのうがおそろしいです。） 公園をたくさん作って

していればふせげたのではないか。新しい公園、広くて、木や

ほしい!!・空気をきれいにしてほしい。 安心な国にしてほし

花が植えられ近くに高台があり、安全な公園。図書館。よみた

い！本が読みたいです!!! 紙をふやしてほしい。日本が水にの

い本があるから、学習面にも。家→仮せつ住宅は、校庭では

みこまれないよう、工夫してほしい！←一番のお願いです！

なく、高台に。新しい家をたてるときのお金の配り方がおかし

・がれきを早くてっきょして、みんなが自分の家に早く住めるよ

い。→中の家具やこんろの種類でもちがう。きれいな家と古い

うにしてほしい。私達の学校を早くもとどおりにしてほしい。か

家では、もらえる額がちがうのではないか。（東京電力に対し

せつじゅうたくをもっと建ててほしいということ。

て）なぜ原発のことをかくそうとするのか。福島の人たちが苦

・みんなが安心できるように１回きちんと話してください

労して、牛、ペットなどをほうしゃのうからまもろうとしていると
きに、おかしいと思う。
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・これから石巻がどのようにふっこうしてくれるのか。石巻はも

・日本はどうなっているか

とにもどるのか。海にしずんだガレキはどうするのかを聞いて

・ふっこうは進んでいるのか。

みたいです。

・日本は、今どうなっているか。

・町のかんきょうや町がどんなふうになっているのか

・水のせつやくをしよう。

・これから町をよくするためにどんな事をしたらいいのか、もし、

・もっとかせつじゅうたくをふやす。

また、じしんが来た時のためにどんなたいさくをするのかなど

・北方りょうどは、いつ帰されるの？

を話してみたいです。

・おもしろい話

・町を汚さないために、みんなで協力し合って参加することを

・日本は今、どんなじょうたいなんですか？

話し合う。

・こんな時に救わないでバカな事やってんなー

・ちがう町の人たちはまだ、おふろとかに入れないのでそうい

・今、日本はどうなのか

う、人たちの話をしてみたいです。原発とかの話しもしてみた

・かせつじゅうたくを、ふやしてください。

いです。（こわい・しんぱい）

・町をよくするはなし

・はやく、家をたってほしい。

・日本は今どのようなじょうきょうなのか。

・町のためのごみ拾いの話

・日本はどのようにふっこうできるか？

・原発のことや、これからの子どもの未来、これからの日本政

・このまちをもっとよくしてください。

せいじについて

・日本はいまどうなっているか。

・「がんばろう」「ひ災ちを良くしてがんばって下さい」とかいっ

・いま日本はどうなってるか。

ぱい話したいことはたくさんあります。

・ボランティアの仕方

・まちをよくするためにどういうこうどうをとったらいいかききた

・楽しい話

い。

・これからどうするか、なにをするか。

・放射能の話 宮城に行る人はどんなたいさくをとればいいの

・日本は小さくなったのか？

かなど

・今は自分がやめるかとの問題じゃなくて、被災地のふっこう・

・かせつじゅうたくを 5 年にしてほしい。もっとかせつじゅうたく

をはやくしてほしい

をふやしてほしい。

・げんぱつをとめてほしい

・宮城県には、どういうスポーツ店があるのか。福島第一原発

・震災のこと

は宮城県に来るのか？。福島第一原発に近い人達はいつ家

・国民のためにできる事を優先してそれをつくしてほしいという

で住めるのか。

話

・この町ををもっともっとよくする方法

・魚のことなど

・日本は今どんなじょうきょうなのか。

・被災地のことを話し合う

・子供たちに今できること。

・どうすればよいまちになるか

・週に１回のゴミひろいけいかくをたてるとか…

・被災さいちのこと

・日本はいまどんなじょうきょうなんですか？

・安全な場所にかせつじゅうたくを建ててください。１日でも早く

・いま日本には、何人の国会議員がいるんですか？

もとの生活にもどしてください

・今、日本でどうなっているか？

・今、町などがかたづいてきましたが、島などはぜんぜん手を

・ごみのポイすては、どうやったら直るんですか？

つけていないでぐちゃぐちゃの所もあります。それにもっとつ

・ゲームの話。

なみの時にげれる高い所をもっとふやしてほしい

・他の地域の人たちとその地域はどうなっているのかを知りた

・みんなで被災地のじょうきょうを、考えあいながら節約する

い。
・おもしろい話
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・県知事の仕事はいそがしかったりするか

小学 6 年生

・ここがどうしたらもとのせいかつができるかなど。
・どうやったら石巻がもっときれいな市になるか。

・未来の町作りについて

・石巻をたすけてほしい

・将来の事や、義援金、町をこの様に、したいなど

・プロレスのこと柔道のこと。

・ぼくの町をこの前のようにしたいと話したいです。

・日本の言をどう思うか。

・みらいの町、これからの生活

・どのくらい、何年したらまちは元のきれいな町に戻るのか。

・どうすればよくなるか

家庭でできる事は節水節電の他にないのか。

・かんきょうのはなしながれてきた物のかたづけ

・町をもりあげるにはどうしたらよいか

・学校をつくってください。

・あと、最低で何年ふっこうまでかかるか

・相川小学校は建てるの

・いつもなにをしているのか

・学校の話など。

・街をきれにゴミうを捨てないような話

・なやんでいること

・もうちょっとお金などをきふしてほしい。（ゲームも）（ピアノな

・子どもだったら、人にいえないことをはなせるから。 なやみ

ども）

ごと。

・もっとこの街をきれいにしたい。どうしたらもっときれいにでき

・遊び

るか。

・どうやったら自分たちのまちかもっとよくなるかという話など

・道路の整備・・・平らにしたりヘドロを取り、砂ぼこりがとばな

・これからの学校ぎょうじや、これからのべんきょうの話です。

いようにする。

・どうしたら自分達の町をより良い町にできるか。

・この震災のことや日本のこと

・学校をつくってください。

・なんでそんなはんだんりょくがないんですか。

・浜がどうなってほしいか。

・友達になって、ゲームの事とか、自分の家の事とかを話た

・今回の事での浜のふっこうのことにいって、また、元の生浜

い。

にもどりたいので、そういうことをしゃべりたいです。

・なぜそんなに判断力がないのか。

・今どんなことをしてほしいのか

・今、どんな市をめざしていて、どんなことをしていますか。

・ふっこうの強いねがいと、ボランティア活動をしている人たち

・今、どんな市をめざしていて、どんなことをしていますか。

の話

・いろいろな国のことや今のことなど

・民主党や自民党でけんかばかりしないでちゃんと被災地ま

・これからのことのほじょ金

できて協力してください。

・ほうしゃのうおこと

・これからの町をどうしていくか

・せつやく、せつ電をがんばろう。

・さっさと町をなおしてほしい

・今の私達に出来ることはないのかという話。

・どうやってまちをよくするか

・これから石巻をどうするのか。じしんになったとき、どこに行

・被災地では、まだ、かん水、がれきのままです。今、政治家

けばいいのか。

はみっともない話ばかりしています。もっと被災地のことを考

・まずなおすのにかかりうお金を全がくだしてもらう

えてください。

・まちを復興するためには、どんな工夫をしたらいいのか

・さいがいの事じゃない明るい話し

・これから東日本はどうなるのか

・ひ災地のためにボランティアやきふ金をおくってもらいたい

・福島第一原発力発電所をどうにかしてほしい。

・げんぱつもんだい

・福島第一原げんぱつが、今どのようなじょうきょうなのかくわ

・この災害のこと

しくききたい。

・大街道をいい町にしていく話。
・今後の状きょう。
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・どんなことをすれば早くふっきゅうするのか。（子どもたちが

・ぜんかいの人が１００万ではたりないんじゃないですか。ロ

できるようなことで）

ーンをかわりにはらってください。

・人のためにどのようなことをすればよいかを。

・石巻のひがいの大きい所のふっきゅうのじょうきょう 石巻以

・原発のこと考えてるか。

外でも（気仙ぬまとか）宮城県内

・これからのまちづくり

・家がなくなってしまった人のローンは残るんですかと聞きた

・やるといったのならきちんとやってほしい。いい言葉だけそろ

い。

えたってじっさいなにもやってない

・この町のことをどう思っているか？

・私達ができるふっこうの手助けは、どんな事があるか。

・この町で被災した状きょう

・こまっている人のために私達も協力してあげる。（節電や節

・電気ふっきゅうのしらせ

水、ごみを減らすこと。）

・復興について

・協力してひさいしている人たちを助ける方法生活をゆたかに

・みんなが前のようなかっきをどのようにしたらもどるのか。今

する方法

自分に何が出来るのか。

・①もっとまちをよくするためにどうしたらいいか、また町など

・どうすればゴみやガラクタをへらせるか。

たのしくするためにどうしたいか。

・福島原発どうなっているのかというのをくわしく話してみた

・どうして義援金などを被災者に少ししか出さないもか。

い！！

・いい争いをせず、今こそいっちだんけつでがんばってほしい

・まちの復興のこと。

のでよろしくお願いします。

・じしんや津波でどんなひがいをうけたかを聞いてみたい。

・これからどのようにしていくのかというのを話してみたいで

・みんなで協力し、どんなことができるか。

す。

・原発の事をさわいでいる間にも、もっとちがうことをやれたの

・今の石巻市のどこからふっこうさせたいと思いますか？など

ではないのか（女川などのばしょにぶっしをおくったり）

のふっこうについての話がしたい

・どうすれば、ゴミをへらせるか。（ゴミやリサイクルのこと）

・早くふっきをしてほしいという話

・宮城のどこまでほうしゃせんが来ているのですか

・どうしたら町がよくなるか？

・どうやったらみんな笑顔に元気にあいさつができるか！

・今は菅直人総理大臣をやめさせる。やめさせないなど言って

・早く復興できるようにしてほしい。

る場合なんですか。

・いま、たいへん、こまっている人がいると思います。なので、

・今後のことについて、どうなるのか話をしてみたい。

ねんれいせいげんなどをしないで、１１才や、子どもにでも、で

・どんな事にこまったか、いまどんな気持ちかを聞きたい。

きることはありませんか？

・もっともっと町をキレイにしておきたい

・ポイすてやゴミを減らしたりなどの話

・環境をよくしふべんのないようにしてほしいと言う

・今の、石巻はどのような状態で、これからはひ災者のために

・まちをよくするためにどんなことをしたらいいか。体育かんに

どのような事をしようと思っていますか？

ひなんしている人はなにを考えていてこれからどんなことをし

・今の日本のかんきょうやけいざいについて話してみたい

たいのか。

・地域の人たちと話をして、どうしたらきれいになるかなど。

・給食がすごくたりない

・今の政治について

・原発をどうにかしてください。

・まちをよくするために、なにをしたいとかを話してみたいで

・町をきれいにする

す。

・自分はなにおすればいいのか話をしてみたいです。

・なんか、今は、ふっこうのためのことを話し合うべきなのに、

・原発ってどうゆうふうな物なのか。

管やぶりなど、今は、どうでもいいことを話し合ってるからそこ

・自分は何をしたらいいのか話をしてみたい。

を少し考えた方がいいと思う。
・これから市をどうしていくかということを話してみたいです。
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・今のじょうきょうをちゃんとしてもらって、たいさくをしてほし

・道路を平らにして車が通りやすいようにしえほしい。

い。

・どんなことが町にいいのかきいてみたい。

・義えん金の話

・これからの日本の復興について、または、これから先なにを

・石巻市をもっといいところにしたいです。ということを話してみ

やっていくのか

たいです。

・この町（市）ってもう少し明るいといい、みたいな言う話をして

・どうしたらポイ捨てする人がいなくなるか

みたい

・石巻をどうするかをそう談する。

・げんぱつをどうにかしてほしい

・しんさいについての話。

・どうしたらえがおになるか。どうしたらがんばれるか

・石巻をきれいなまちにするためにはどうしたらいいかなどを

・町をより、よい良い町にするためにはどうすればいいと思

話してみたいです。

う？

・なんでごみをぽいすてするのか。

・まちをよくするためりどうしたらよいのか。

・地域の人たちと石巻をどうよくしていきたいかを話したいで

・どこらへんをごみひろいするか。

す。

・しんさいでこの日本はどのようになっていくのか。

・しんさいのことを話してみたい。

・高れい化について少子化問題についてのたいさくについて

・まちをよくするための工夫などのことを聞いてみたい。

はなしてみたいです。

ぽいすてをさせないやごみ拾いをして町をよくするかんばん

・ごみをちゃんと分別したらいか。

の話をする。

・ほうしゃせんや復興にひつようなことなど話たい。

・しんさいなどで大きなひがいをうけたけれど必ず復こうする

・ボランティアのこととか、自分の町にできることは何かと言う

ことをひさい者につたえてはげましてほしいといいたい。

こと。

・ひなんしゃが、どんなくろうをしているか。

・国の人のためにできること。（ぼ金のことなど）

・アドバイスをおしえてもらいたいから

・どうろがでこぼこだから平らにしたい。

・しんさいの話などです

・町をきれいにできるかどうか

・地域のことを、どんなふうによくすればいいかの情報しゅうし

・ふっこうにむけて

ゅうなど。

・川をきれいにするにはどうするか

・ぐち

・これからの女川

・ごみがたくさんおちていてぽいすてを小学生でもする人がい

・このままでふつうの生活にもどってもなくなった人の親とか子

ること。あとは交通マナーです。

どもの心のケアのこと

・まちをきれいにするくふうです。

・ひがいがどんなところであったか。

・今、自分たちには、どのような事ができるのか

・いまどんなことをしたらよいか

・道にゴミを落とす人がいっぱいいるので、もし、ゴミを道にす

・地域のこと やってみたいこと こうしたほうがいいこと これ

てる人がいたときは、「ゴミをすてないでください」と声をかけ

からのこと 今までのこと（思い出）

た方がいいという話

・他の学校の子どもだったらそれぞれの学校の話などをして

・まちをきれいにするにはどうしたらいいか。

仲よくなりたい。

・これから日本はどうなっていくのかききたい。

・かぞくの人はだいじょうぶ。

・県で国、日本をきれいにしよう。ということを話してみたい

・どうしたら町が良くなるか。どのような町作りをすればいい

・東日本大震災での保険金などの金せん問題のこと

か。

・石巻のふっこう話

・町をどうやってきれいにするか

・これからの町作りのこと

・明るい、きれいな町づくりのこと。

・これからふっきゅうまで何年かかるか。
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・早く町がふっきゅうするといいですね。がんばりましょう！協

・放射能の検査をぼくたちのすむとこでもしてほしい

力していきましょう！

・原発の話

・どんなことをしてほしいか。

・げんぱつのこと

・どんなことをしたら自分たちの町がよくなるのか。

・いろいろ

・これから石巻を楽しく明るい町にしよう！

・節約の話

・よりよい町をつくるには、どうづればいいのでしょうか。また

・どうやったらきれいな町にもどるのか？

あなたはそのために努力をしているんでしょうか。

・ちゃんと考えて発言してほしい。国のトップが変なことを言う

・どうやったら良い町になるか。

と国がダメになってしまうのでちゃんとしてほしい

・どのような町にしていきたいか、努力していきたいか。

・いさいしたひとたちは体育ですごしてやせているし寒い日も

・しんさいの事。楽しい事。そこの所のじまん・有名な物など。

おくっているんです。すこしかんがえてみてたべものをふやす

子どものかかえてるなやみ事。大変な事。しゅみや学校の事

とかあたたかいものをふやしたらいしたらどうなんですかと話

など（自己的な話）

したいです。

・今、どういうことを考えているのか。どうしてねさげねあげし

・今大震災でひがいをうけた人をどうやったらゆうきずけられ

ないといけないのか。

るか話したいです。

・どうすればもっと石巻のみんなが前向きにがんばることがで

・ちゃんと手あてをうって、一日でもはやくふっこうできるように

きるか。

がんばってやって、ちゃんと考えてはつげんしてください。

・いつになったら原発などの問題は解消されるのですか。

・ごみなどが落ちていると、とてもいやなので、道などにゴミを

・いろいろなはんしたとえばがこうのはなし

捨てないで下さい。

・この地域の良い所と悪い所 この地域の足りない所はどこか

・楽しい話などをしてみたい。

この地域の好きな所(

・女川町長のことについてはなしたい

・これから日本はどうしていけばいいのか

・この町を良くするために、節水などを心がけること

・私は飯野川に住んでいます。福島原発がすぐ近くまでとんで

・品物の価格の事

きています。私の住む飯野川に放射性物質がとんできている

・かんきょうについて

か調査して下さい。

・節電節約の話

・よくするほうほう

・町のゴミをいっしょに拾おうという話

・原発のこと。地震

・どういうふうにすればきれいなまちになるか

・今回あた地震のこと（水災・原発）

・こんなことがあったら、自分のまちがよくなるかなあーという

・避難所のえいせいもんだいなど

話。

・放射能はもうこっちにきているのにここにいて本当に大丈夫

・ゴミを拾うという話。町を明るくするためにはどうすればいい

なのかなど原発のことをもっと聞きたい。

のかという話。

・げんぱつのことについて、調査してほしい。ちゃんとひ災地

・もっと緑をふやす

へ行って、現状をはあくしてほしい。全然なにもしていないの

・バイオマス燃料についてとがれきのしょ分について農業、産

で、ちゃんとしてほしいです。

業、工業、漁業、の復興についてと２年間仮設住宅がおわった

・どうすればよりよい町にできるか

そのあとのうごきについて。

・宮城や岩手、福島のふっこうに何年くらいかかるか。

・地域の人たちに、自分の考えを理解してもらいたいから

・こんかいの地震のこととかげんぱつのことなどを話したいで

・自分のまちをどうすればもっとよいまちになるか。

す。

・自分のまちでゴミきれいにするにはどうすればいいのか。

・げんぱつの話

・まちをよくする運動（ゴミのリサイクル、ゴミ拾い）をしましょう

・しんさいによる日本の未来について

と話をしてみたい。
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・このまちをきれいにするためにもっと色々な事をしたいので

・かんきょうを良くするためについて話したい。

けいかくをたててください。

・どんなまちにしたいか自分はこう思う

・石巻市をもっといいまちにしたい。

・復興のためには。。。

・なんでうそをついたのかおしえてほしい

・まちをよくするためにどんなことをしたらいいのか。

・つなみにあった地域がどうやったらもとのまちにもどるか。

・宮城県をどうふっこうさせるかつなみたいさく

・福島第一原発の話。

・ボランティアの話

・これからまた、地震が起きても、地域の人達で協力して、より

・町のいいところわるいところを話したい

早く復興に近づけましょう。

・まちを良くするためにどんなことをしていますか。

・【私は、この町のために１か月に１どごみ拾いをしたほうがい

・放射能（原発）（リーダーシップについて）

いと思います」

・サッカーの人

・大きな地震で海などの方でひがいをうけたところでどんな復

・おもしろい話

興（かたづけ）をするかを話し合うことです。

・はなさなくていいからあそびたい

・その日のできごと（３月１１日）

・おもしろい話

・かせつじゅうたくをこうていにたてるな！

・おもしろい話

・ボランティアの話

・おもしろい話

・ボランティアの話

・おもしろい話

・ボランティアの話

・どうすればやくにたつかきいて、ボランテァかつどうでしてみ

・原発のことについて

たい。

・放射能

・復興にどうやれば近ずくかなど

・家はどうなったか

・よりよい町ずくりのために自分の考えを話す。

・校庭に仮せつはたてるんですか。増税しなくても国会議員の

・げん発の話

給料をへらしたらいいんじゃないですか。

・ひさいのはなし

・石巻の災害のひがいじょうきょうについて（文句をいいたい）

・いろいろ

校庭に仮設の家を建てないで下さい

・原発はこれからどうなって石巻は大じょうぶなのか。

・これから自分たちのまちのためにどんなことをしていくか

・どうやったらみんながえがおになれるか！！

・こんご石巻はどうなるのか。原発はどうなるか。

・じしんのこと

・町のために何をするか

・なんか、いま止めたや止めてないなどいわないできっちり、

・ぎえんきんのよびかけをきっとふやしてください

言った人が「やりました」といってほしい

・義えん金を出せって言いたい

・「毎日、いない人をさがし、ひなんじょの手伝い、ごみひろい

・仮設住宅について。

などをしてくれてありがとうございます。

・じしんの話。

・市→これからどのように復興にむけて、すすむのか！

・自分のまちをよくするために、どうしたらよいか。

・はやくみんなのやくにたつことをして、ふっこう計画をたててく

・エコの話

ださい

・町をよくするために

・自分のまちをどうやってよくするか。

・自分達の地域の今後の地震対策などのことについて話し合

・どうやったら、まちがきれいになるのか、話し合いたい。

ってみたい。

・今の災害のことでふっこうに、かんすること

・国会議員なんだからしっかりみんなと協力してやってくださ

・何かほしいもの（食べ物服とかがあったらそれをあげたい。

い！！

（いらなくなった服とか水とか）

・いろんな話し

・石巻はいつ復興するのかを話す。

96

・これからの国のこと。

・これから子どもでどうしていけばいいか…とか、を聞いて話

・宮城県に水泳のできる場所を、ふやしてほしいという話

してみたいです！

・今の災害の話。これからの日本の話

・未来がどうなるかなど

・まちをきれいにするほうほう。

・つなみが二度とこないように大きい大きい堤ぼうを作ってくだ

・どうすればもとの町にもどるのか。

さい

・ちぁんとしんさいの話し合いや原発問題をちやんとしろといい

・つなみがこないように、大きな大きな堤ぼうを作ってほしい

たいです。

・きゅうえんぶっしやかせつ住たくについて。

・どういう手伝いすればいいかな

・みんなでできることはないか？

・どうすればはやく町がきれいになるかを話をしてみたい。

・きゅうえんぶっしかくさについて

・復興の話

・しん災にあった今後の石巻の復興について。

・（いろんな）今の震災のじょうきょう

・石巻を元気にするようなお祭りやイベントをたくさんつくって

・大しん災について

ほしいです。

・じしんのときにすぐに、ぶっしがこなかったから、なにをして

・ふっこうについて、どんなことを考えているのか。

いたのかをしりたいです。

・原発ははい炉にするべき

・じしんのときにどこにいた、どこにひなんしたかなど

・どんなことをしたらまちをよくすることができるか。

・復興計画のことや、津波はどうしてこんなに大きかったの

・阪神あわじ大しん災の時はたいおうが今回のじしんよりだい

か。

ぶはやかった。今回のじしんでは放射能も心配だしとてもたい

・車の話

おうがおそすぎ。

・石巻市を良くするためにどんなことをしたらいいか、何ができ

・総理大臣がどんな考えをしているかきいてみたいから

るか

・ごみをすてる人がいるので、ごみせいそうして、ごみをなくし

・福島げんぱつについて

たほうがいい話をしたい。

・福島原発だってたいへんだけど、石巻だってひ災地なんです。

・今の自分たちのどんな所を直せば、良いまちになるか。

こっちのせいさくも、きちんと考えてくれ!!

・あそぼうとはなす

・人にえがおをとどけたいねという話

・よくするためにどうしたらいいか

・ぼ金活動や文具をお送ったりしたいという話をしたい。

・こんごどうするのか

・なにがこまっているか、なにが必要か聞いて、えらい人につ

・どうやってみんなにきぼうをあたえられますか

たえたい。だから２番が県知事

・町のこと

・しんさいの話

・学校のひなん者の人たちはいつかせつにうつってくれるの

・石巻のことをどう思っているか？です。

か？

・ふっこうについてどう考えているか。

・石巻の事について

・ひ災地に来たことないし、ひ災した人の気持ちも少しは考え

・どうやってみんなにきぼうをあたえられるか。

ろ。

・ゴミのポイすてについて

・じしんのこと

・石巻のこと。

・今、このような大震災がありましたが、私たちがすんでいる

・そうじなどの話

蛇田は大じょうぶです。物資をたくさんくれてありがとうござい

・どうやったらきれいな市になるか

ます。今は、原発が大変だけど、がんばって下さい！

・に害をうけた地きのためにがんばって

・これからの町や市のこと

・どういう町なのか

・楽しい話

・明るくて楽しい話をしたい
・自分の住む市のふっこうの話し
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・宮城県を元気づけられるイベントを石巻全体でやれるかどう

・もっとしっかりひ災地のことを考えてほしい

か

・これからのまちは、どうなっていくのか。どこをなおしていくべ

・なんでこんな震災に合ってる人達がいるのに、なにもせず止

きか。

まったままでいるのか？

・いろいろな問題はいまどうなっているのか。

・かんきょうのこと

・原発を少なくして太陽光にした方がいい。かせつじゅうたくを

・みんなが思う理想のまちをつくるにはとか。

こうていにたてない方がいい

・自分の市を良くするにはどうするか

・仮設住宅反対。（校庭）

・じしんのことやこれからのこと

・今のじょうたいやしんさい後の事などくわしく話をしてみた

・復興するまでにどの位時間がかかるか

い。

・もっと石巻市をもりあげたいので、みなさんも、協力をおねが

・どうやったら石巻をふっこうさせたいと思うときく

いします。

・東日本大震災について

・どうすれば、ゴミがなくなるかとか！

・仮せつ住たくの建せつを急いでほしい！！

・大しんさいのたいさくなど

・ひ災地のふっこうのこと。未来のこと。

・これからどのように市をふっきゅうさせるか。どのようにひさ

・東日本大震災の事

いした人たちをげんきづけるか。

・原発の対応をすぐやってほしかった。仮設住たくを子どもが

・地しんのこと

遊ぶ場に作らないでください。

・しんさいの事について これからのこと

・地票のはなし

・これからのこと、小学生でもできること。

・はやくかいがんふきんをきれいにしてほしい

・津波で家を流された人の家をたてることについて

・仮設住宅を校庭にたてないでほしい

・この震災のえいきょうのことや、ひ災した方々にどんなことを

・原発をよくしてほしい

したいか。

・わざわざ遠くから来てるボランティアの人とかいるので、ひな

・仮設住宅を子供たちが遊ぶ所や学校などにたてないでほし

んじょの方の気持ちもわかってほしい。

い

・津波が来ないようにするたいさく（ていぼう）

・「今の人たちって大変だよねぇ…。」

・いつになったら石巻市をふつうのじょうたいにもどしてくれる

・校庭に仮設住宅をたてないでください

んですか？

・津波のひがいなどで大変な地域の方々のために仮設住宅を

・ふつうの話

もっと増やしてほしい

・町についての、話

・みんな協力できるような話

・子どもどうしで話すことはあまりないけど、学校のこととかを

・ひなんしている人のためかもしれないけど、子どもの気持ち

いろいろ話してみたいです。

を考えてください！

・これからどうするかなど

・原発を減して、ていぼうを高くしてほしい。

・町がどうしたらきれいに（ゴミがなくなる）になるのか。

・津波が来ないようにするたいさく

・登下校のバスについて

・何時間も何日もかけてボランティアの人が来てくれているの

・全開の家はどうなるのか？

で、ひなん所の人たちの気持ちを考えてほしい。

・未来の宮城のすがたじょうきょうについて

・海の方に家や工業を立てても安全なようにていぼうなどをつ

・ぼうはていを作る予定はあるんですか・

くってください。近くにすぐにげられる高台をつくってください。

・南浜町や門脇町をこれからどうするのか

・早くいろいろな問題を解決してください。

・今から石巻はどうなるのか、もっと早く復興はできないの

・これからどうするのか？

か？

・震災でおこったこと。震災で体験したこと。

・じしんの日は、どのように過ごしたかなど・・・
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・今後の石まきはどうなるんですか。またふっこうはどれくらい

・つなみが来ても大丈夫のような石巻を作ってほし。

かかりますか。

・ぼくたち子どもが今何ができるか

・人のために住宅を速くたててもらう話し

・しょうらいの夢が町のためになるのか。このあとの事、今ど

・スクールバスを出して下さい

んな人たちが協力してくれているか、がんぱつのえいきょうは

・今後の石巻の問題がもしおきたときの話、福島げんぱつ問

宮城までこないのか。

題、かせつ。

・ひなんじょにいる人たちがまだいるので、仮設住居を建てて、

・ガレキてっきょしてもう未来のために何かを作っていたほう

安心してほしい

がいい。

・仮設住宅は本当に足りるのか？

・福島の原発はどうするか。

・これからの石巻市はどうなってしまうのか。南浜町 門脇町、

・復興について

女川のどのとちは

・門脇小学校をどうするんですか。

・門脇小学校はこれからどうなるのか → 校舎はたてるのか

・みんなはどんな石巻にしたいのか、また、どんなふうにした

・みんなが平等になるように、その人に合う道具をとどけてほ

いのか、話し合いたい。

しいという話

・これからどのようにして門小をふっこうしていくのか

・これから門小はできるんですか？これか石巻はできるんで

・宮城県ふっこうのためにどんなことができるのか。

すか？

・じしんや津波にもたえられる町になりますか。どうか？

・どんな支援をしてくれるのか、原ぱつの海水を入れていたの

・今、子どもに何ができるのか話してみたい

をていしを「した」のか「していない」のかはっきりしてほしいと

・しょうらいの事や、復興のこと、これからどうしたいか。

いうかんじの話をしたいです。

・「これから、門脇はどうなるんですか？」

・これから、町をどうやって元どうりにするかをはなしたい！

・この石巻市をどうしていくのかを聞きたい。

・門脇小学校はどうなるんですか？

・まちづくりのくわしい内容について

・門小をどうするか？

・これからどのようにして門小をふっこうしていくのか南浜町は

・今後の石巻はどんな風に変わるのか、くわしく聞きたい！！

どうするのか。

・早くかせつじゅうたくをいっぱい作ってほしい

・これからの東北の話。

・漁業をしっかりできるまでりょうしの人はどうするんですか？

・これからの日本はどうなるのか？漁業はどうなるのか？

・もっと東北のために何かをやってください

・３月１１にちに津波がきてすぐに、仮設住宅を作らなかったあ

・ほかの地域をもとにもどしてください

んなに時間があるのになぜなにもしなかった津波のことでて

・福島第一原発のことでとても不安なのでこれからどうなって

いぼうは作られるか。もっと速くしじや、けつだん力がない、そ

いくのか、どうたいさくできるのか教えてほしい。それから、い

れでも県知事か

つごろ、かんぜんにふっこうできるのか？どのくらいしえんを

・原発は、どうなってしまうんですか

してもらえるのか教えてほしい。

・今から小学校をどうするか聞きたい。

・町の人が明るくなるような楽しい話。

・つなみたいさく、ひなんくんれんをときどきやるぽポイすて禁

・もっとスムーズにふっ興かつどうをしてほしいです。あと、み

止などの話

んなのためにがんばってください。

・今何をしているか？など、いろいろな話えおしてみたい！

・いつになればもとどうりになるのか。

・子ども同しで「どんなまちにしたいか」「どんな大人になりたい

・ふくしまげんぱつは本当に大丈夫なんですか？

か」話し合いたい。

・しんさいがおこった時、あなたはまず、最初になにをしようと

・門脇小学校はこんごどうなっていくのかを話してみたいで

思いましたか。

す。

・復こうのためにどんなことをしてほしいか。今どんな物がひ

・復旧のことでわたしたちがやくだてることを話したい

つようか。
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・このまちのみらいのこと

・ボランティアをしたいけどするきかいがないからきかいをつく

・石巻はいつふっこうするんですか

ってほしい！！

・福島げんぱつを早くとめてほしい。

・地震がおきてからどうゆう場所に行ったか。

・もっとぼくたちを思ってください

・いろんな宮城県の市町村を見ていろいろ片づけなどをしてい

・しんさいで私たちみたいにつらい思いをした人たちを、はげ

ますが、こん後どんなふうに復興をしていこうと思うか。

ますため

・地しんについて話たいです。

・ちいきをきれいにする。東日本大しんさい

・これからの国作り。仮設住宅を、増やして人々の暮らしに明

・これからどうなるんですか。原発はだいじょうぶなのか。

かりがともるように・・・

・これからどうなるんですかなん年かかるんですかひがし日本

・きんじょのことなど、仲良くなるようなことなど。

だいしんさいのことなん万んかかるんですか

・町のために自分たちでできる発達をしたいです。

・おもしろい話し

・すこしでもできることがないか。

・公園に仮設住宅を作らないでください。

・しえんやぎえんがたくさんきているのに、なぜ、地域の人達

・どうしたら、もうちょっと石巻はきれいになるから。

にわたしてあげないんですか。

・県のことの話

・「ひさいちのために」ていったいどれほどかんがえているん

・だいじょうぶだったか。

ですか？お金を支給したりするのも大切だけど、少しでも、心

・家や親のない人にはなぐさめの言葉ひがいのない所の人に

のキズのケアをして、えがおにするのも大切なのでは。。。？

はどうしたらいいかです。

・かせつ住たく

・どうすれば、被災地のみんながほしいものが分かるか。

・国会で谷がきそうさいとバカみたいな→責任問題などことし

・楽しい話をして、みんなをえがおにする

ていないで復興の事など早く決めて下さい。

・大じしんの話

・どうすればもっと、石巻をきれいにできるか。

・いっつも話しているし、きがるに話せるから。

・どうやったらまちでなかよくなれるか

・これからのこと

・どうしたら心を一つになれるのか

・この石巻市をどのようにしてもとの石巻市にもどすか。

・町をきれいにしちほしい。ふるさと石巻を震災の前にもどす

・これからどうなっていくのかな。。。

アドバイス

・じぶんたちに出来ることはないか・

・仙台とかの方を良くするのもだいじですが南浜町とかのひど

・地しんがなくなったらいいのに

い所をどうにかしてほしい。

・これからどうなっていくのか

・私は東日本大震災があってから学校に３日間くらいひなんし

・金がいっぱいあるんだったら一つ一つでいいから市や町を

ていました。でも、水や電気はまったくきません。私はあのとき

直してください。

のつらい思いを考えると「今、とても幸せだなぁ」と思っていま

・もっとこまっている人々にたいへんでしょうか「がんばってく

す。国の人からの支援物資とてもうれしかったです。

ださい」と声をかけてほしいです。

・これから石巻はどうゆうふうにふっきゅうするんですか。

・しせつのしゅるいや場所など

・どうやってそうなったんですか。

・どううすれば、被災地のみなさんを元気づけられるか。

・この地震で増えたゴミはかたずけてくれるのでしょうか

・大人になったらどうなっているんだろうね。

・みんなでボランティアにいきたいことを話す。

・地域の人と話して、昔にあった災害や地域の事について知り

・ひさい地のことをどう思っておりますか

たい。

・いろいろと言けんをいいたい。

・口に出すだけでなく、もっとみんなのために口に出したことを

・まちにいてて不便だったりしたところ

行動にあらわして下さい。

・これからも、がんばりましょうなど…。
・前の生活にもどりたい
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・石巻などにほうしゃせんがきているのか。ふっこうに向けて

・原発の話し

どんなことをしているのか。かせつじゅうたくに入れない人は、

・日本の事を任せきれるのか？

どうなるのか。

・げんぱつを直せ!

・石巻をもとにもどすにはどうすればいいのか？

・どういうことがあれば快適に出来るか 町に必要な物は何か

・防波堤をがんじょうに作ってください

・ぼくたちの町を早く復興してほしい。

・ゴミなどをすてる人（ゴミ箱にすてない人）がいなくなるため

・どんなことをしたら、はやく復興できるか 復興したら自分た

にどうしたらいいか。「緑の多い所にしたい」っていうはなしを

ちにどんなことができるのか

したい。

・ふっこうについて

・わかんない

・町をどんなふうにしていきたいか

・もっと国と話し合い、よりよい日本にする方法などを話してみ

・どうしたらゴミなどかたづけたり家をたてられるか。

たい

・地域の話、店の利用について、公共しせつの利用について。

・これからどうしていくか。

など、、、

・これからどうしていくか

・道路がまだちゃんとなおっていなくて、歩きにくいのでなおし

・おたがいがんばりましょう

てほしい。

・町をキレイにするためにどんなことをすればいいか。

・これからどんなまちになるか

・宮城の復きゅう作業がおそすぎる。

・ボランティアの話をしてみたい。

・今、日本がどうなっているかを知りたい

・道路などがまだちゃんとなおっていなくて、歩きにくい車でも

・どこから手を付けるのか。

でこぼこではしりにくいのでたいさくをとってほしい。

・どうしたら一日もはやくふっきゅうにちかづけるのか

・福島原発はどうなるのかと地しんがいつきてもだいじょうなよ

・なぜちさい地とかんけいないことばかりやっているのか。

うに高いところに家がほしい。

・がんばろうと話しあう。

・計画停電をどうしてやらないのかなんで原発またおかしくな

・ヨークベニマルに行きたいなぁという話

っているのかなど

・ぶっしのはいきゅう、なぜここにおとずれないかなど

・町のよい所わるい所

・まちをよくする話し 復興の話し

・最近の話し。

・いっしょにエコのことやそういう話をしたいです。

・これからのこと

・せかいをどうするかということ

・どうやったらより良い町をつくれるか一緒に考えたい。

・なぜこっちにこないんですか？こっちに来て見てみてくださ

・石巻のわるいとこらやいいところのことを話してみたい。

いよ！なにもめてんですか？復興に全力を尽くしてくれよ！

・その時の話題。

・宮城の復興を急げるか。はやめられるか

・石巻の良さをもっと広めるためにどうするのか？

・子どもどうしで色々話す。

・きゅうりょうなん円

・原発について

・国のために、もっとつくしてもらいたいです。

・先生はつらいかどうか。

・ひなんしている人たちをはやく仮設住たくに入れてください。

・げんぱつの話

あと、渡小のトイレを直してください。

・原発をなおせ

・会議とかやっているひまがあるならはやくひさいちをどうに

・いつ完全ふっこうするんだ？

かしてください

・いろいろなこと

・いまの小学生で町のことでできることはないですか

・ゲームとかいろいろ

・自分たちは何をしたらいいかなど

・福島はどうなるんだ

・この町をどのようにしていきたいか。！

・いろいろデス。
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・政治家はなんのためにいるのか？言ったことをちゃんとじっ

・自分のまちはいつふっこうできるのか。ほうしゃせんはいつ

こうしてほしい。たとえば…仮設住たくを３００こをたてるといっ

なくなるのか。

てたてていないし。

・ほかには自分ができることがないですかということ。

・宮城県はこれからどの様に進んでいくのか、家設はどうなの

・不信任案のことは、まず、ふっこうや、ひなん民を元気づけて

か

からやってほしいと思います。ひなん民ががっかりすると思い

・ほんとうに直すきあるのか？

ます。

・どうしたら、すこしでもまえの石巻にもどれるか。

・でんとうてきなもの

・これから市はどうするのか。みんなのいけんをきいている

・広渕小にひなんしてる人たちになにかをするために先生と話

か。

す。先生におねがいする

・税金や、震災の援助や、北方領土や、沖縄の米軍基地や復

・そのまちで何がしたいですか？と聞いてみたいです

興のことについて

・雑談

・子供になにができるか。

・人と人がたすけあっていけばいいと思います

・とにかく質問する。（何年や、何さい）

・広渕のいいところをたくさんせんでんしてもらう

・仮せつ住居をいっぱいたてて、お店などの円だんを下げても

・この地域について

らいたい。

・からし巻のことを全国にせん伝をする

・よしんはあるのですか

・何があったか

・「やる」って言った事をいつ実行するんですか？

・自分の町をよくするにはどうしたらいいか

・また津波や地しんがあったらどういったたいさくをするか。

・②のしつもんで、こたえたことなど

・今後の宮城県はどうなるのか。

・交通設備をしっかりしてほしい（国道だから、車がいっぱいで

・つなみにあってどうだった。

きけん）

・つなみの時何をしていたかの話し。

・もっと遊ぶところを作ってほしいよね～

・たいちょうはだいじょうぶか？（そのあとに）楽しい話しをす

・川をこれからそうじをし、水がきれいにしたいです

る！

・かせつじゅうたくをちがう所へ、作ってください（遊べないか

・仮説じゅうたくについて ぎえん金について がれきのてっき

ら）！！

ょについて これからどうしていくか？

・できれば町の家、または学校を新しくしてください！

・よくするために何をするのか

・かせつじゅうたくをちがうところへい動してください！！

・海の前のていぼうはいつできるのか。

・いろんなことを話してみたい

・まちのゴミ拾いのこと。

・どうすればポイステがなくなるか

・仮設住たくをもうちょっと多く建設できないのか話し合いた

・せけん話

い。

・支援ぶっしのはいきゅうについて。宮城のふっきゅうにかけ

・宮城のえんがん仮ていぼうやこれからのえんがんぶの、潮

るお金。他県からのいんしょう

の関係のていぼうはどうなるのか。住まいは、どうなるのか。

・今のじょうきょうの話

・これからどうするかなどの話しをしたいです。

・しんさいをしたとこのふっきゅう

・今のふっこうは、どのくらい進んでいるのか？しゅうしょくは

・世けん話。未来について

どうなるのか？

・原発事故の対応について

・これからのことについて話し合う。

・この町が住みやすくなるようなアイデアを聞きたいから

・ちゃんと町がもとどおりにもどるのかききたい。どんな事をし

・いろいろな話

てくれるのか。

・ピカピカ活動が少ないということ

・もとになおるのに何年くらいかかるんですか

・ゲームセンターとかお店をふやしてほしい
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・じしんの復興のこと

・前の湊第二小学校にもどしてください。今まで、こてきの練習

・世けん話

がんばってきたのでパレードしたいです

・10 円ゲーセン

・早く、えいせい面のことをはやくして、できるだけ、早く、市を

・宮城県、石巻市の未来について

かたずけてほしい。（もんく）をいう。こてきたいもせっかく練習

・石巻市をはやくなんとかしてください。湊第二小学校にもどり

したので、湊第二小学校、きれいにして、やりたい

たいです。転校した子たちといっしょにまたこてきの練習が「パ

・石巻をきれいにしてほしい

レードも」したいです。きまったことからどんどん進めてくださ

・とにかく話したいから

い

・じしんの話しをしたいです

・石巻をきれいにしてください。義援金をください。家がぜんか

・石巻市があとまわしにされてるみたいなんですけど、なぜで

いなのでなんとかしてください。自分たちは家があるからいい

すか？テレビをみてると、まわりの「市」「町」「村」がきれいに

けど、私たちは家がない人です。なんとかしてくれませんか

なっていくのに、なぜですか？

・石巻をキレイにしてください。家がないのでなんとかしてくだ

・子どもから出来ることを見つけて小さな事からやっていった

さい

ほうがいいと思うので、身近な所から自分達のできることを見

・笑わせてほしい

つけ、どんな風に、町をよくするか、を話したい

・早く石巻をきれいにもどしてほしいなどのことを話したいで

・こまっていることなどを話してみたい。

す。

・みんなで、できることなどを話し合いたい。

・早く「ガレキ」てっきょして、家が一部損害なんておかしい！

・今、私たちにどんなことができるかなど。

ぎえんいんが回ってこないんですけど、はやくぎえんきん下さ

・地域がどうしたら活せい化するか、たくさん意見と出しあいた

い。ストレスがたまってる

い。

・石巻川開きパレードで早くみんなとこてきをしたい！！石巻く

・しん災について話をしたい。

さくなってきたから早く片付けてください！！

・これから先、どのようにしていくのか話してみたい。

・色々なこと

・自分たちには、どんな事ができるか。よくするためになにか

・石巻市より被害の少ないところの方がガレキの撤去が早い。

をやっている人はいるのか。市では、なにか活動をしているの

それで、学校再開がおそくなった。それに、仮設住たくの進捗

かをききたいです。

が他よりおそい

・津波がおこった時にすごかった話やたいへんな話

・義援金をもっと増やしてください

・今、ごみがどんどん増えているのでどうにかできないでしょう

・できるだけがれきをはやく片づけて住みよい町にしてくださ

か。

い

・まちがどのように華やかになってほしいかや、らくがきや、い

・学校のこと家のこといろいろありすぎます。はやく石巻みなと

たずらをどう思うかを話してみたいです。

をキレイにしてほしい！！家が全かいなので地いきで移動し

・どんな町づくりにしていくかということを話したいです。

て住みたい。

・最近の事や、おもしろい話をしてみたい。

・被災した私達に平和をとりもどしてほしいなど・・・いろいろ

・世界の人々が日本のためにしていることや、被災した人が、

と・・・

今していること。

・がれきてっきょ面！これからのえん岸部の地域はどうなるか

・今の政治について話してみたいです。

など、いろいろな面で対さくをはやく考えてほしい

・今、石巻市はどんな状きょうで、一番どのように行動してほし

・石巻のゴミなどをちゃんとかたずけてほしい

いかを聞いてみたい。

・宮城では、まだ義えん金が来てないので、早く、たまってるな

・地しんのこと

ら、わたしてください。と、言いたい。また、もっと宮城について、

・あまりはなさないこと

はなしてほしい

・地震がなぜくるのか
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・地しんのことなど、話してみたい。

てあげてほしい

・もう、災害がおこらなければいい

・ひさいしゃのことを考えてお金を募金して下さい

・地しんのことについて（いろいろ）

・今、せんきょするいみがあるのか

・町を復こうを手伝う話をする

・サッカーグラウンドがかせつじゅうたくでできないからふやし

・どんなことをすればよいか、手伝えばいいか。

てほしい

・がれきなど、どんなとこにおいておくのですか？

・いろんな人にきょうりょくしてほしい、もっとほかのことをきめ

・学校にいる時に、じしんがなったの？

てほしい

・げんぱつ（ふくしま）

・おもしろい話

じしん、自分の問い

・大じしんのえいきょうを受けたところをふっこうする話はどこ

・義援金の使い方について

まで進んでいるか。

・宮城のふっこうのきざしについて

・げんぱつ（ふくしま）

こっかしけん

・この先のひさい地のふっこうや原発じ故などどうなっていくの

・町にやくだつ事はなにか。

か

・こんごもとの生活にもどれるように。

・どうしたら地域がきれいになるか。どうしたら地域がもっと明

・どうやったらまちをよくするか

るくなるか

・かせつ住宅に入れない人はどうなるのか。税金を上げたり

・どう言うことをすればいいのかをはなしあう

電気代をあげたり、値上げしたら、なにか良い事があるの

・野球のするばしょがへってきています。国会議員がどうのこ

か？政治の今について

うのじゃないです

・「こわかったよね～」とか心の思いをぜんぶはなしたいです。

・町をもっともっとよくする方法

・どこに家をたてるか、これからどうするかなどを話したい

・げんぱつについて

・未来。（将来、私達が大人になって、自分の住んでいる地域

・管直人表と裏で違うことを言わないで下さい。天皇両后后陛

で何が出来るか。また、元の生活に戻るため、私達に出来る

下みたいに、被災地でひざをつけて、どうされましたかとか、

ことは何か）

国や政治のことを、はっきりして下さい。やめるなら、やめて下

・今は、どういうじょうきょうですか

さい。

・みんなで、自分達の地域がどこに強くどこに弱いか、また、

・これからの町のふっきゅう

弱い点を改ぜんする方法など。

・かせつ住宅をはやくつくってあげてほしい。

・自分は本当になにができるか。今後の町づくりはどうなるの

・津波でひ害にあった人たちにもうちょっと手助けしてほしいな

か。

ど話。

・自分の町について話してみたい。

・これからどういう事を計画しているのか。被災したのにもっと

・選挙どころじゃなく被災地の復興のことを考えてほしい

はやくこれなかったのか。

・楽しくなれる話

・げんぱつの話をしたい。

・地しんや津波をわすれるような楽しい話やおもしろい話

・地域の人たちに、いろいろことを教えてもらって、まちをよく

・げんぱつのこと

するための工夫、教えてもらいたい

・被災者がすむところをはやくつくってほしい

・昔から今にかけてどんなよいことをしていたのか

・ポスター・かん板つくる金あるなら支援金してほしい。今、選

・これからはどうしていくか。（町について。）

きょしてる場合ではないと思う

・どうして国会議員になろうと思ったんですか。

・ちょっとでもはやくかせつじゅうたくをつくり、ひさいちの人を

・自分のすんでる町の町おこしについて。

たすけてあげてほしい

・町のふっこうの話

・ひ災地のじょうきょうを考えてほしい

・北上川をきれいにするには、どうしたらいいか。

・今、ひなん所にいる人などに、もっとはやく仮設住宅をつくっ

・くらしについて
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・もっと、ひ災者の人の役立つことをして下さい！がんばってく

・知事さんが今どんなことを考えているのか。どのようにして

ださい!!などなど

復興させようとしているのか。私たちにどうしてほしいかの。

・地しんで、ひがいにあった人たち、なにかもっとできないか。

子どもでもなにができるか、なにか手伝うことはないか話した

・自分の町のためになにができるのか（ボランティアなど）

い。

・ポイ捨てをやめるほうほう

・今までたいへんだったこと（自然さい害系で）
・ぼくたちで市のためになにかできることはないか
・今東日本大しん災で一番ひどかったのが、宮城と福島だと思

中学 1 年生

います。一速く前と同じいい宮城や福島にしてください。

・これからどうするか。海の近くに住むのか。この町に住むの

・「ゴミは道ばたに捨てないで、ゴミ箱に捨てるんだよ」というこ

か。

と「ゴミが捨ててあったら拾ってあげるんだよ」

・自分の地域を復興させよう！

・たいしんさいのせいさくあんをはなしあいたいから

・支援の差をなくすためにどうするかとか今回の震災について

・被災した人の税金の払い戻し、道路の整備などをせい作案

の討論

にもりこんでほしい。

・色々な情報を聞き出したりしたい。

・できるだけ女川町を中心に資えんしてください。

・本当に今の日本のいろいろな町はみんながよりよいくらしを

・被災した人たちをどのように助けたらいいか。

できているのか。

・被災した人々に義援金をください。

・この災害の中、どういうかたちで宮城を復興させていくのか。

・自分になにができるか。

ちゃんとひさい地の事を考えて行動してください

・しん災で大変なので支えんなどをもっとしてください。

・自分たちの住んでいる地域が周からどのように見られている

・市をよくするための話

のか

・困っている人のところへ行って、手伝いがしたい。

・復興にはどれくらいかかるか。そのためにはどんな努力をす

・町をきれいにするのに、私たちができること。

ればよいのか。

・震災のこと 自分のまちについて

・復興のためには自分は具体的にはどんなことをすればよい

・自分のまちについての話

か。

・大切な人が亡くなったり、はなれてしまった人の思いを、その

・石巻を元気にしていきたいこと。あと、ひさいした人たちを笑

まま、ぶつけていいたい。

顔にしていきたい

・お金のこととか・・・。

・こっちへきた人がみんなと仲よくなれるようにしたいデス。

・どうすればよい町になるか

・町のここを直してほしい。ここをこうしてほしい。

・がれきを早く片付けてくださいと言いたい。

・地域の人たちと話せばいい案がでると思うから。

・被災した人たちにできるだけぎえん金をおくってほしい。

・地域の人たちともっと交流を深めたいので、その人たちにも、

・この町がどんなふうになったらもっと住みやすい町になる

どうしたらもとの石巻市にもどせるか？という話

か。

・いろんなこと（さいがいのこと）

・湊中は、なおるんですか？なおるなら、いつごろなおります

・この地域全体でひどいとこへ行って、何かお手伝いをして早

か？

く復興出来るようにしたい。

・ボランティアをよびかける

・今、宮城県のためにどんなことをしているかを話したい。手

・今、どのような取り組みをしているのか。どのようなしくみで

伝えることがあるかを話したい。

動いているのか。

・県の復興のためにどんなことを考えているのかなどを聞いて

・これから将来の街づくりや教育、環境などについて話した

みたいです。

い。

・これからどうしていくか

・自分たちのまちの未来の話
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・きれいな町づくりと、においをなくすことです！

・ごみ拾い計画

・仮設住宅を建ててくれ

・これからどうすればいいのか？ ・総理は、国をどうしたいの

・宮城県の村井知事にあって自分が思うことを話し、実現して

か？ どうやって元の町に住めるのか？

ほしいです。

・楽しい話。 じしんの話はしない。

・おとなになったらどこにすむか

・地しんのこととかです。

・自分達にできることをやらせてほしい

・これからどんな町にするのか。 いつもとのようにもどれるの

・速く仮設住宅がたつようにがんばってほしいです。

か。

・この震災の事

・今はぜんぜん動ごいていないから

・どんなことをしたらみんなの生活などに役立つか。

・かよっていた小学校

・まず、何をすべきなのか？

・色々

・ボランティアの呼びかけ

・今のじょうきょうなど

・震災について。毎日床下にもぐって泥かき、辛い避難所生活

・ぜいきんなどのはなし

など、被災者は今世界で一番頑張っていると私は思います。

・プロになるために、どれくらいどりょくしたのか。

首相は被災地のため、復興へ向けてがんばってくれています

・プロ野球について

か？国会とかでもめてるけど、それは震災のことなんです

・地震があって、これからの石巻はどんな風な町になるか→

か？被災者の気持ちわかりますか？国のまとめ役の首相で

地震対策！

すよね？しっかりしてください。

・しんさいで傷ついた心をはげましてほしい。

・町を元どおりにするため

・震災の時、どこでなにをしていたか

・総理大臣と復興、お金の使い方、仮設住宅のお話

・被災している人とためにうたってほしい…

・復興へ向けての活動

・これからどんな市にしたいを話したい

・国の復こうに向けてのお金の使い方。これからの日本につ

・日本はこれからどうすればいいか

いて。（放射線｛原発｝）など

・町をかっせいかするにはどんなことをしたいかなどを話して

・もっとはやく食べ物などをはこんでほしい

みたいです。

・今までの大変さ、これからどうすれば良いのか。

・わからない。

・自分たちのまちの環境について

・自分はどんな事ができるのか

・よりキレイにするための方法をはなして実行していきたいで

・野球のことなどを話たい

す。

・あそびとかいろいろなことを話して、仲よくなりたい。

・自分が住んでいる所のためにどんなことをしているか。

・いつもどんなことをしているのか。どの様な○○○をしてい

・自分の町をよくできるようにする話。

るのか？

・ふっこうっていってもなにをしていいのだろう。

・これからの日本をどのようにしていくのか？ 失業者はどうす

・これから、どのようにふっこうさせていくのか。

るのか

・学校について

・AKB でまちをきれいにするために何かに取り組んでいるか。

・いま、自分ができることをしているかどうか。

など

・早くかせつじゅうたくをたててくれませんか。

・野きゅうのこつ

・スポーツのことについて話したたい

・いつ、町は修こうするんですか

・国は今どうするべきか

・原発のこと

・今後の石巻をどうしていくのかという事

・町の良い所やもっと良くしたいことなど

・ふっこうのために、地域のためのこと 総理大臣と、こんごの

・みんなで石巻に緑を増やしたりしたいのと、石巻の復興につ

はなしをぜひしたいです。

いて
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・この町の未来や復興へのみちのりなどいろいろな事を話し

・他の県から来た人。

たい。

・だれでもできるようなことを話し合う

・これからのこと

・石巻のふっこう、ふきゅうについて話してみたい

・いつもどんなことをしているか

・しょうらいの話

・いま、日本がどうなっているのか話してみたい。

・東日本大しんさいについて

・市長のしている仕事を聞きたいです。

・どうしたら自分の住んでいるところが前のように発達するか。

・これからどんなふうに、ふっこうさせていくか。

・どんなことができるか→まちをよくするために

・今、どこまでふっこう計画が進んでいるのか、各国、各団体

・どうしたらよりよくなるかなど

からの義援会は今後どう使っていくのか、また、津波があった

・地域について詳しく話をしてみたいです

まちにまた住めるようにしてくれるのか。

・私たちの町をどんな風に思っているのか。 何をしてくれるの

・有名人とあってしんさいのこわさを忘れたい。（私は、夢でつ

か。 何を考えてくれているのか。

なみをみるので…。忘れたい。）

・かたくるしい話

・今後、どのようにしていけば、復旧できるのか 自分達は何を

・家はどうなったか？ いまどこに住んでいるか？など

どのようにすればいいのか など…

・こうゆうふうになった市、町、村のこと

・未来のことや、これからの石巻はどうなるのかなどを話した

・自分のまちをよくするための話

り聞いたりしたい。

・どんなふうに考えているのか また、自分たちが考えている

・好きな「げいのう人」なと好きな「歌手」など いろいろ

こと（してほしいことなど）

・ムダな事にお金を使う前に、大切な事にお金を使ってくださ

・どうすればよりよい町になるか話しあいたいです。

い

・町をよくするための話し

・これからの事など

・家はどんなふうになったか？ 今、どこにすんでいるか？

・家の物どうするか、こんごの生活についてなど

・未来をどうするか話をしたい

・学校での生活がいつふつうにもどるのか

・将来の話 今のじょうきょうをどうおもうか

・復興についての話し合い

・自分のまちをよくするために、私は、こういうことをしたいん

・どうしたら市がよくなるか、自分はなにができるか

だけど、あなたはどう思いますか？

・地球おんだんかで今すごく大変なときだから自然をふやして

・海にかべを作って下さい。

地球おんだんかをとめてという話しです。

・ゴミなどをキレイにしたいんですけど… どうすればキレイに

・いろいろのことを、しろと言うならば、ひなん所に泊ってみてく

なりますか？

ださい。くらしてみればどんなにみんながくるしいか分かると

・宮城県をよりよい県にしてください。みんなで協力してがんば

思う

りますのでよろしくおねがいします

・ふけい気はどうしてなくならないんですか？

・石巻を早く直したいから

・どうしたらこの町がよくなるか

・自分たちにできることや、今どんなじょうきょうなのか、話して

・どうすれば、早くあちこちのひ災地を復興できるか。

みたい。

・国がよくなるための話

・これからの石巻をどうするか

・協力していろいろなこと（②のような）を出来るように声がけ

・こん後のみらいのこと。ふくしまのこと

を一緒にやろう！など！？

・今、私たちが必要としている事と、私たち子供の未来の事で

・石巻についての話

す。

・自分の町をよくしたいから。

・ゴミ拾いについて

・自分の住む町をもっとよりよくするためにどうゆうことをすれ

・これから楽しみにしていること、がんばりたいこと。 自分の

ばいいのか教えてもらう。

夢について。話をしている間だけでも楽しくいられるようなこと。
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元気になってくれるようなこと。

い。

・これからの町の事や、復興のために話をしたいです。

・どうすれば町はきれいになるか

・かんきょうのこと！

・まちをよくするための話…。

・どうして知事になったのか。？

・今自分達に、どんなことが出来るか

・小さい子ども達や、大人の苦しみを話す

・石巻市のごみを片づけてほしい

・なにか市などでできることはないのかなど

・これから具体的にどういうことをしてくれるか。

・総理大臣はこっちの（石巻市）見ないで、こんなにひさんな状

・せけんばなし

況を見ないのはなぜですか。1 人 1 人に話はしないのです

・いつまで給食がパンと牛乳なんですか

か？

・どこのごみをひろうか。

・福島原発ばくはつしそうですが、このことをどう対処するんで

・地しんのコトとかいろいろ

すか？

・たくさんの話をしてみたい

・さいがいをどう思っているか

・いまどんなことをしている。ですか 例ば、どんな犬をかいた

・地しんの事

いですか。

・どうやったらもっと町を良く出来るか

・げんぱつについて

・ごみ拾いや、今のことや、かんきょうのこと

・町をきれいにするためにはどうすればいいか

・じしんのこと

・ゴミとか、水のこととか

・国のことをきちんと考えてほしいから

・「町をよくするためになんかやってるの？」など

・こんなしんさいだから町を明るくしたい。ということ。

・県の給料を増やして欲しい。

・「何をやっているんだお前は!!」といってやりたい

・原発問題さっさとかいけつしてほしい

・にぎやかになるような町（市）にするためには、どんな事やど

・ゴミをなくしきれいな町にするためにはどうしたらいいのかや、

んな町にしたいかという話。

子供やお年よりまでの人達が安心して暮らせる町にするには

・まちのためにどうしたらいいか話合いたい。

どうしたらいいのかなど

・公園で、遊ぶ事が出来なくなってしまったから、早く、ごみを

・これからの日本について…

片付けて、消どくしてほしいです。

・ボランティア活動でなにをしてほしいですか？など

・原発のデータをかくさないでほしい

・どんなところをなおした方がいいかなど、いろいろな話をした

・将来について

いです。

・今後の生活について

・なにをしてほしいですか

・町の復興について

・地しんの事、今の生活

・ごみをかたずけてほしい

・一番えらい人なので、復興にむけての話をしたい。

・エコな話し

・今どうゆうことを手伝ってほしいのか。

・地しんのふっこうについて

・ボランティアを何にしたらいいかを話す。

・地域のこと。

・もとのまちのように、どのようなことをするかを話す。

・いろいろなこと

・はやくがれきをなくしてください

・この町のいろいろな工夫をききたい

・いろんな町や市の人たちと協力しようという話

・いま町はどうなっているか？

・はやく、がれきとか、かたずけてほしい

・どうしたらもとにもどるか

・金をください

・せけん話

・家がなくなった人が悲しんでいるので、みんなを笑わしてくだ

・どうしたら町がよくなるか

さい。

・いま、町が町じゃなくなっているからそのことについて話した

・はやくがれきをてっきょして元どおりに直しておしい
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・この震災でどのようにしていくか。

か？本当の事をおしえてほしい。私たちを１回楽しませてほし

・町の復興までについて

い。（有名人のみ）

・元気になるような話

・あなたならどんなふうにまちをさかえさせますか。

・県知じみたいな人とかしせつについてそうだんのってくれる

・宮城などに来てくれた人たちにおれいを言いいたい！！

人

・まちをキレイにするために話し合う！

・国はいま、どういう考えをねっているのか。

・どうやって、町をきれいにするか。

・とくにまとめられません。

・ふくしまげんぱつについて ほうしゃのうについて

・ふっこうのことで・・・。

・県に義援金があるのに、なぜ、わたさないのか？早くわたし

・宮城県の良いところ、直してほしいところなどなど話してみた

て欲しい。

い

・国の事（政治関係）

・町の話やぎもんてんなど（町の）

・私たちの街を直すためにどんな取り組みを行っているの

・石巻の古い家をたてなおせ。

か？

・復こうについて・・・・・

・石巻をどのようにしてふっこうするか

・こんな目にあってるから、みなさんのご協力してください。

・この震災で石巻をどのようにふっこうさせるか

・ない

・いない

・地域についてやくだつこと

・サッカーをおしえてもらいたいです。

・しんさいで、どのようなひがいをうけたかなどいろいろな事

・今のじょうきょうを見て・・・・自分たちにできることなど、

・川のゴミをなくすには、どんなことをすればいいですか

・今の地域のじょう況など

・この国はこれからどうなるのか

・今の市の様子、これからどうすればもっとより良い町になる

・地球の事

か？

・株のついて

・いまの政治はどうなっているんだ！！税金は５％のままじゃ

・きれいにする方法など

ないと国民がいやがるぞー！！

・町をきれいにすることの話

・ふっこうの事、市がよくなるために

・自分達の町をきれいにしようという話。

・いろいろな話し

・いろいろ

・みんなでなんかできることがないか。

・いろいろと話す、

・今の状況やどうしたら、まちがよくなるか？

・ない

・国のこと。

・あなただったらどういうことをしますか？

・？

・しんさいのこんごの計画など

・これから自分たちのまちはどうのくらいふっこうできるのか。

・震災での町をよくする方法を話してみたい。

・自分たちの町をよくするために何かできることはないかなど

・しえんぶっしについて

・学校全体でできることとかを考えてみたいから。

・いろいろ

・今からどんなふになるのかとかです。

・給食を少しでいい増やしてほしい。

・遊びたい

・芸能人といっしょにボランティア活動をしたい。

・普段、どんなことをしているのか。

・芸のう人の人と一緒にボランティア活動をしたい。

・震災のことについて

・どうゆうことを望んでいるのかなどを話を通して近づけられ

・どうすれば、良い町になるか

たら良いです。

・みんなだいじょうぶだった。

・私たちが今、どんな立場にいるのか？これからどうなるの

・今どんな状況かを聞きたい。

か？（総理大臣じしんにくわしい方）これから石巻はどうなるの

・その町の環境のことなどを話してみたい。
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・どんな町をつくっているのか

なおすかなど。

・いろんな話し

・いまかんがえたこと

・ボランティアは中１ではできないのか ボランティアはどういう

・ひさい地にもっとお金を（修理代とか）

ことをするのか（宮城県に今、きている人）

・今、色々たいへんだけどボランティアの人々がどんなにたい

・宮城県知事に、これからの宮城はどうなっていくのかを聞い

へんなことか・・・

てみたい。

・私達は私達のできることを進んでやっていきたいです。とい

・いろいろと地域のことやいろいろと

うこと 復興、放しゃせん 今菅総理をおろさなくていいと思い

・復興のためにこれからどのような活動をしたいと思っている

ます。そんなことをやるんだったらどうやったら復興できるか

のか

を考えて、落ち着いたらやってもいいんじゃないですか？今こ

・これから、どれくらいで石巻を復こうさせることができるのか。

そこころをひとつに！上から目線ですいません

など

・かせつをいっぱいつくってもらいたい

・しんさいのことなど

・これからの地震や災害対策はあるのかとか県は今、何をし

・これからどうやって復興していくか、あと何年くらいでもとの

ようとしているのか

石巻にもどるか。

・この後の計画

・これからの生活について

・東北は今たいへんだし、ひ害あった町など多いそいうたいへ

・東北のためにどんなことをしてくれるのか

んな所を、いいところなどふやしていけば金もたまるからいい

・なにもしないのにお金をもらいすぎだと思います。お金をたく

と思う

さんもらっているのだから国のために使ったりもっとたくさん働

・心のなやみや、なんか買ってほしい（自分の欲望）

くべきだと思います

・震災のことでなにをしたらいいか

・仕事についていない人に仕事をあたえてください

・ネタを見たい

・仮設住宅を早く作ってください福島の原子力発電所の事

・いろんな

・自分の町をよくするためにどうしたらいいのか自分はどう思

・さいがいにあった人のことをどう思うか？

ったかを話てみたい

・プライベートの話しをしたい

・かせつ住宅はやくつくって

・復こうしてくれとたのみたい

・福島の原発はどうなるか。

・家をください。えりをたてないでください。（れんぽう）

・仮設を早くつくってください！！

・子どもどうしの方がはなしやすい！

・今後の事や、今こうして被災地の人達は、復興に向けてがん

・この市がどんな状況なのか、どんなことをしていけばいいか

ばっている事など・・・。

など、同じ目線なので話したい。あとは笑顔になれるようなプ

・いまのじょうきょうをどんなふうにするのかを話してみたい

ライベート秘話（？）とか

あと他の国の人と話し合うのも大切だけれども日本のたいさく

・お金の話し

について、はなしてみたい

・自分の市や町の環境問題について

・被災した所に金をつかえ!!

・3 月 11 日のこととか これからのこととかいろいろ。

・何にもしない時間があるならそれを災害をうけた人達を考え

・税、電気、ガス代のこと

る時間に使って！！

・話すと言うより、歌を聞きたい

・借金の事

・色々な話しをしたい

・ひさいしゃにもっとお金を下さい

・これから、どのように復興するのか、いろいろ話たい！

・②でかいたことを、実現させてほしいし、どうすれば、一はや

・みんなにどんなふうにふれあいをするか。 どんなふうに自

くふっこうさせれるかを、聞く。

分のまちを復旧されるか。

・今どんなことをしているのかや、これからどのようにして町を

するか。
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悲しい町にしないためにはどう

・AKB とその人の話し

あさんとか） どうしたら、もとのまちにもどれますか？

・「自分のまちをよくするためにこれから何をしたいか」という

・今の状況のこと。

話をしたい

・震災のことで、復旧について

・これからどうするか。

・被災のあとの学校のこと

・ふつうに

・遊びの話

・これからの日本をどうするかなどの話をしてみたい

・こうりつ的にまちを復興させる方法

・早く仮設住宅を建てろ

・いろんな話

・これからの日本をどう動かしていくかを話してみたい

・「選挙とか誰の責任だとかの話は今はいいので今後避難先

・今のかんきょうについて

はどうするとか原発はどうするかとか被災地のことをもと考え

・あいさつのこと、町のかっせいか たのしい町のはなしなど

てください」とか。

・今の、町のじょうきょのことを考えてほしいこと。

・まちの復きゅうについてだったりどうやったらもっとキレイな

・これからの石巻について

まちになるか

・かんすい

・どんな生活をおくっているか

・いろいろ

・一緒に呼びかけをする

・家がどうなっているか、ライフラインの話

・どうしたら自分のまちをよくできるか。

・もっとぼうはていを高くしてほしい。

・いつきれいなるかどうか

・政治の話

・映画館、こわれにくくて、設備がととのっている建物 人気の

・仮設住宅の話

アイドルがコンサートをするドーム

・楽しい話

・地ばんちんかを、なおしてほしいと言う話 きれいな道路にし

・これから、石巻をどうかえるのか？

てほしいと言う話 津波が来ても、にげれる場所を作ってほし

・子供同士で何ができるか話し合ってみたい

いと言う話

・これから、どういうふうに復興をしていくか。

・地ばんちんかをなおしてほしいという話 キレイな道路にして

・これから石巻市はどうゆうふうにふっこうしていくか。

ほしいという話 高いていぼうを作ってほしい。海の近くではな

・これからどうしながらふっこうしていくか

く山の方に家をつくる（集落） 山の方にちゃんとしたひなん所

・今後のことについて

を作ってほしい （きんきゅうの物や食べ物、ふとんなど発電気

・高台を早く作ってほしい

がそなえてある）

・私達にどんなことができるのか

・県民の意見をちゃんと聞いてほしい。そして、よりよい県にし

・震災の体験を生かしてこれからどうすればいいか

てほしい。

・楽しい話やしんさいの話

・かんきょうをよくしたいか。

・芸人とボランティアどういうことをすればいいか。

・よくするための話

・地域を良くする話

・ディズニーランドを作ってくれ。

・いつもどんなことをしているかききたい

・じしんほけんはいっているか

・はげまされるような深いい話をしてもらう

・なんでもいい

・色々なこと。

・仙台みたいな街にしたい。

・何でもいいから、何かを話したい

・女川町は、これからどうなるのですか。市役所とか建てるよ

・そのちいきの話

り図書館を建ててほしいです。

・町の復興のためのより良い対策の話。ガレキのでっきょやこ

・人間の考えについて、人の行動について。なにが正しいの

の後の町について。

か。

・これから、どうしたらみんなのえがおがみれますか？（おば

・「このまちをいっしょに楽しくにぎやかにしましょう！」

111

・この町をこれからどのように明るい町にしていくか。

るのか

・元の渡波、石巻にもどすためにどんなことをしたらいいか

町のことについていろいろ話してみたいです。

・県民のいけんも聞いてそれからたいさくなどをねってほしい

・大変な事（大変だった事）などを話したり、これからのことなど

・また津波がきても防波堤を作る

について話してみたい。

・せめてかん水を止めてください。

・ポイ捨てをする人がいるからポイ捨てをさせないようにどう

・町を明るくするためにどうしたらいいか

すればいいか考える。

・今回のしん災で、つらい思いをしたかとか これからなにをし

・仕事をなくした人に林業の提案をしてみては？ 原発がなくな

たいかなど

るとどうなる？ 原発のかわりは何にするつもり？

・東京の 109 のようなところ 仙台に行かなくても買い物に行け

・地域の人たちが今、色々な事で困っているだろうから、相談

るショッピングセンター 石巻に 7 万人以上入るドーム。

にのって、やれる事はやりたいです。

・設備がととのっていて安ぜんな場所がほしい

・町のためにどのような事をするか

・ドームを作ってほしい

・どんなことをすればまちを良くできるのか

・なにをつくってほしいか。

・どうすれば町はよくなるのか。

・いまのじょうきょうについてこれからどんなことをするかなど

・町をよくするために地域の人たちとそうだんする。

・復興や原発の話

・一部の生徒は体育館に避難している人の手伝いなどをする

・このしん災をどのようにのりこえ、ふっこうさせるかをくわしく

こと

教えてほしい 被災者たちの願いを伝えたい

・石巻市の環境をよりよくしたい

・家がなくなった人に金をあげる

・これからの宮城県のこと

・今、政権を変えないで下さい。

・この市のその後についてなど

・どうすれば協力して早くふっきゅうできるかを話し合いたい。

・「東日本大震災」について。

・はやく、げんぱつのこととか早くふっこうできるようにして。

・まだ土やどろ、またがれきの撤去の作業のスピードがおそい

・もっと早く、作業を進めてほしいと話という話をしたい

のはなぜなのですか？

・「がんばれ」って言ってくれる応援してくれる人はたくさんいる

・他の市・町・村より、おそい。（復興の計画） そして、早く取り

けど、これ以上どうがんばれば良いのですか？国のリーダー

かかってほしい。

がみんなに指示を出す、これがあなたの仕事であり、やるべ

・復興を、もっと早くしてほしい。

きことなのではないですか？（私は社会でそう習いました。）

・国民の事をよく考えたりみんながしあわせに暮らせるような

・復興のためにどういうことをしているのか。

話し合いをしてもらいたいから総理大臣をやめるやめないは

・復興のために何かしてください

今はどうでもいいので今はそうゆうことを話しあってもらいた

・ふっこうに向けてがんばってほしい

いこと

・ひなん所の人のか設住宅をもっとつくれないのか。

・家では、どのようなことをしているか 休日はどんな事をして

・今後、まちをどのように変えていくのかを話しあいたい。

いるか。

・高台から数日後見た町の様子 地しんが起きたときの話

・ぼく達が精いっぱいでひ災者のためにできる事はなにか

・今、困っていることを聞きたい

・なぜ、いつまでも学校を避難所としてつかうのか。その他の

・いろんなこと。

場所はあいているのに‥‥。

・地震が弱くなるそうちを作ってほしい。

・ぎえんきんはでないのか

・かせつじゅうたくをはやくいっぱい作くってください。

・かせつ住たく早くしろよい

・「みんな善いをもってなにかに協力したほうがいいよねー。」

・仮せつ住宅、早く作ってください。

・これからの町について

・べつに・・・・

・ひ難所の人たちの仮設住宅への移住や、いつまでひ難させ

・早く自分がすんでた所が、復こうするのに、どんなことをした
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らいいのか

・子どもでも力になれることはあるのか？

・今、この宮城県は、どのような状況にあるのか。 後何年ぐら

・日本の事をもっとくわしく知りたいからです。

いで人々が平和にくらせるのか。 仮設住たくは避難者の人が

・自分の町のためにゴミ拾いや節電をすること

全員入れるのか。

・東方はもとの生活をとりもどせますか。

・今このひさいの中で自分達が何をすれば良いのか、何が出

・市や町について話したい

来る。

・もっとなにかしらのたいさくをやってほしいと言う

・（地域のひとたちへ）いま、いちばんこまっていることはない

・これからはどうなっていくのか心配なことをそうだん

ですか？ （子どもどうしで）なにかやくにたつことをかんがえ

・ふくしまのげんぱつはどうなるんですか？

る （ジャニーズへ）ぼきんありがとです。（マーチング J)

・子どもどうしだとべんきょうにもなる

・不便なこと、こうしてほしいこととか。

・地震のこと

・今年はパチンコの電気を全部けしたほうがいいです。

・今、しん災で困っている人のために「何かできることはない

・今総理大臣をやめさせようといっているが、今はまず災害の

か。」話をしてみたい。

復興を先にやってほしい、もたもたしないでやってほしい。

・まちをよくするために、いい計画がないか話す

・自分にできることはないか

・町の復こうは進んでいますか

・市長さんは、1 番、市のことをくわしく知っていると思うので、

・ボランティアの事とか・・・・ いろいろと・・・・

震災でどこがどのようになってしまったのか、これから、どうし

・石巻市はほとんどが被害をうけたので総理大臣さんからも、

ようと思っているのかを聞きたい。

石巻へ応援などを・・・石巻がどれだけ被害をうけたか、ちゃん

・ゴミを拾ったりする計画や、どうしたら町がきれいになるかな

と分かってもらいたい。

どの話し合い。

・福島げんぱつのえいきょうで、私たち（石巻市）は大丈夫なん

・自分の町をきれいにする計画

ですか？

・地域について

・原発のえいこうでみんなしんぱいしているから

・みんなが元気をもらえるために歌を歌ってほしいです。

・宮城のみんなが笑顔になるには、どうしたらいいのか。

・みんなが元気をもらえるために嵐に歌を歌ってほしいです。

・テレビで、「総理大臣に問題ある」などと文句ばかり言ってい

・これからの話

る。ちゃんとした意見を言っていない。

・今までの話

・総理はなにをしているのか

・避難者がもっと快適に暮せるように仮設住宅をいっぱい建て

・今、自分たちは何ができるのか

てほしい。 それで体育館などを使いたい。

・地域の人たちと協力してこれからどんなことをするかにいろ

・これからのことをくわしく、聞いてみたい。

いろな人と話をしてみたいです。

・なんでも良い。

・何をしたいか。 どんなことをやりたいか。

・今、やめるとかやめないという問題が出ていますが、災害の

・地域や川をきれいにし、今よりもっと気持ちよく暮らせる方法

あった場所では、困っている人がたくさんいます。 総理大臣と

について。

していそがしいかもしれませんが、もう少し国全体の事を教え

・町のしせつてきなのつくって

てください。

・道にだんさができていて、とてもきけんなので直してください

・原発の話

・桃生町の道路は完全にはなおらないのですか。

・みんなでどうすれば自分たちのまちがよりよくなるか

・店をつくれ

・震災のときなんで石巻の復旧にさん加していなかったのか。

・町のふっこうと豊な自然かん境をしってもらいたいです。

・いちいち言い争いをしないでもっとちゃんと国民のことをかん

・こんご自分たちがどうあるべきか。

がえてほしい

・どんなことが好きか、など楽しい話をしたい！

・景気のこと

・はんざいのない町にしたいから
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・どうやったら、この県や市をもっと良くできるか。今、私たちに

・女川町の事

できること。

・今の県のじょうきょう。今何がふそくしているか。どのぐらい

・原発の事をもっとくわしく分かりやすく教えてほしい

ふっきゅうしているのか。女川の原ぱつは本当に安全なの

・今こまっていることややってみたいこと。

か。

・震災のことなど

・この町ではふべんはあるかなど、自分の暮らしている地域に、

・自然やゆたかな町にするにはどのようにすればいいのかを

どんなことがむかしがあったりききたいから。

話し合う。

・どうやったら、まちは、キレイになるか。

・これからの国の事・今国で困っている事・よりよい国作りの方

・みんなが仲良しになれるようにどうするか 地域の人たちと

法

ふれ合えるようにするには、どのようなことをすればいいのか

・いろんな話→何のために総理大臣になったのか聞きたい

・まちをよくするためにどういうことをしたらいいのか話したり、

質問をしたりしたい。

あとは、いろいろなこと。今の状況

・どうすれば町をよくできるか

・津波のえいきょうで、いろんな人がこまっているので、復興へ

・有名な物はなにか、ここのひとたちはどんな人か

向けての対策を話してほしい。（話しあいたい）

・今回のしんさいでいろいろとこわれたりしたのでどうにかして

・今、すべき事を話し合う（これからのこと等…）

はやくなおせないか？とか…

・これから、どのようなまちを作っていくか。どうゆうふうにした

・どうやったらひがいをなくせるか

らいいか

・これからの自分のやるべきことなど…

・これから被災地の子どもたちはどうなるの、親をなくしてしま

・ちゃんと国民のためにしてもらいたい。

った子はどうなるのか。病気になった人たちはどうなるの？

・災害の対策や、事件・事故をどう防ぐか

・早く、ほうしゃせんの事をしっかりとしてほしい。

・げんぱつの話

・相談話をする、河南をよくする話

・どうやってよりよい町にするか。今どんなことができるのかと

・原発の水の注水を中断したか、しないかでもめていないで、

か。

それよりも被災地のふっこうの事や原発の事にせんねんして

・かしざきにファミマを作って!!

ほしい。

・どういうことを国と相だんしているのですか。という話です。

・しゅみ、あそび

・今県内でどういう事が起きているか

・もっといい町にするためには、どうしたほうがいいか

・まちをよりよきうするにはどのようなことをすればよいか。

・地しん対策、津波対策の話をしてみたい

・ほうしゃのうもれで宮城はだいじょうぶか。

・これからの日本について

・町をよくするためにどうするかなど

・どうやったら町が良くなるか

・町を良くすることについて

・総理代人と自分の地域の話をしてアドバイスをもらえるよう

・いま、南三陸町など沿岸部のほうの生活をよくする話。いま

な話をしたい。

東電はどうなっているのか、などなど

・ゴミをポイ捨てしている人の話

・どうしたら良くなるか。

・町をどのようにしたらいいか

・石巻のえんがん部などのがれきは、いつまでてっきょしてく

・町をどうやってよくするか。

れるんですか？福しま原ぱつはいつ安心できるのか！などな

・その地域の話

ど

・ゴミ「０」にするために、どうすればいいか

・全国の人がどう思っているか、有名にしたら何がいいことが

・今、どんなことをしているのか聞く。（町のために）

あるのかどんなことが起こるかということを話してみたい

・これからどうすればいい町になるのかとか

・どんなことをすれば、被害にあった人達の助けになるか。

・被災者のことなど

・早くふっこうしてほしい

・もっと被災者のためになにか、子どもでもできることはないの
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か

・自分たちが、どんなことをできるかという話

・これからどのように被災者に支えんをするか。

・今、この町のためになにができるかを話したい

・自分たちの”町”なので、地域の人たちと、どうしたらよくなる

・この町の人たちがどのように思っているのかについて

か（私たちの町が）話をしたいです！

・どうしたら元の宮城にもどるか。どうしたらキレイな宮城にな

・ぼ金の他にできることがあるか

るか

・広渕の伝統を守るためにはどのような活動をしたら良いか

・その人たちが、ひ災地のためにやってることや、今、自分た

・しんさいなど

ちがでいることを話してみたい

・どうやったらこの町を、サッカーで有名にできるか。

・しょうぎをしたい

・かぞくの話

・ひさいちのこと

・早く復興できるような案を話し合いたい。元気づけられる方法

・お金

なども話してみたい。

・私がすんでいる地域の歴史や昔ながらの遊びなどをききた

・自分の学校の話（良い所中心に） 自分たちにできること（話

い

し合い）

・せいじのこと

・みんなで、この町をよりよい町にするためにはどのようにす

・このさいがいについて

ればいいかを考える。

・いろいろ

・好きな食べ物きほんてきなしつもんをしたい

・はんにゃ

・「町のごみひろいをいっしょにやらない」とさそう

・どのようにして町、日本を変えていきたいか

・楽しい事

・遊ぶ約速の話し

・町をきれいにして元にもどすことができますか

・いろいろ

・いろいろと話してみたい。いままでのことこれからのこと

・いろいろなはなし

・楽しい話とおもしろい話

・むだなお金をどのくらい使っているか

・前に、こわれた物などをとったりしている人を見ました。なの

・今自分のまちがどうなっているか

で、かんしをする人や、ぼうはんカメラなどをつけたほうがい

・どのようにまちをよくしたいか、そのために何をするかなど

いと思いました

・これからどうなるかについて。

・今後の市の方針

・市や町の環境などの話をしたい。

・これから日本をどうするか聞いてみたい

・これからのいい町つくりについてどうするか。

・石巻市をきれいにしてください

・どうやったら、良くなるか。

・みんなでがんばりましょう

・自分達の思っている事などを、みんなで言い合う。

・楽しい話をしながらあそぶ

・今の町をよくするための方法

・楽しい話し

・たつけてくださ～い

・しんさいのこと、これからの石巻のをどうしていくのか？とい

・まちをどうすればよくできるか。

うこと

・かんきょうをよくするために何ができるか話したい

・楽しい話をしたいです

・町がよくなる話

・やめないでと言う

・「時間があればいっしょにゴミを拾う」など

・日本をこれからどうするか聞いてみたい

・どうすれば町はきれいになるか

・これからの日本のことを、話合いたい

・税金をもっと安くしてください

・シンガポールのように、町中でのポイすてをなくせば、これ

・金のこと

からかんこうに来る人も「いい町だなぁ」と思い、「また来よう！」

・かんきょうの事など。

と思える町にできると思います

・地域の人達と、ごみ拾いや、草取りの計画を出てて、何曜日、
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～さんとかそういう話をしてみたいです。

・助け合える話をしたいです。

・どうすれば石巻が明るくなるか。

・じしんやつなみこついて

・ゴミひろいのほかに、まちのために何ができるか話し合いた

・今、自分が住んでいる町はどんな感じなのか。何をしたらい

いです。

いのか。

・どうしたらまちがよくなるのか

・どんな事をすれば町がきれいになるか

・②でこたえたいがいに住みやすい町にするため。

・月に一回たくさんの人とあいさつをする日をつくったほうがい

・宮城県はいつごろ元通りになりますか？

いといかそういう話。

・この町をよくするためには、どうしたら、よくなるか・・・などを、

・ゴミをすてる人をどう思うか。

はなします。

・ゴミがないちいきにしたい

・もっとこの石巻のためになること。

・どんな町にしてみたいか。

・水のひがいをうけている人に今ぼくたちにどのようなことが

・どうすれば、おばあさん達が住みやすいまちをつくれるか!

できるか

地域の人たちと話をすると、仲良くなれて、話をする機会が多

・町をよくするためにゴミをひろうとかあいさつするほかになん

くなります、そのため不審者などがいなくなる？

かあるかな。

・道に落ちているゴミをひろうとか町をキレイにする計画など。

・これをどうするとかいろいろ

・どんなものがあったら便利か話してみたい。

・石巻市を、よくするために、どれくらいの、お金を使えるのか。

・町をきれいにしてかん境をよくしていきましょう

（それにより、何をするかも、変わる。）

・はやくまちをふっこうさせたいね。

・どうしたら、住んでいる所は、きれいになるか？

・もう少し原発をどうにかできないか、もう少し家を建てなおす

・どのような町にしていきたいのか。

のに金をもうちょっとはらえないか。

・ゴミのポイすてはいけないということ

・環境問題について

・エコや節電しているか

・どんなゴミを拾う、など。

・ゴミをきちんとすてること

・一番早くに実行できると思うから

・おもしろい話など、会話がはずむ話。

・市をよくするための話しをしてみたいです。

・どんな町にしたいかを話たい。

・いろいろ…。まちのために、なることは、どんなことだろう？

・家の人で、ゴミひろいをするなどの事

など…。

・今、困っていることが、もし、少しでもあったり、話をしたい人

・いろいろなところにいってそうじやゴミ拾いなどしたい

がいたら、聞きたいと思います。

・これから石巻市のふっこうにむけてがんばりましょう！とか

・どんなことをすればまちはよくなるのか。

… ひなんしている人を勇気づけてほしい！

・どんな町に住みたいか

・これからの話

・どうしたら、町が良くなるか。

・かせつ住宅についてです。

・どうしたら町がよくなるのか。

・この地域からゴミをなくそう

・話を聞いて、実行していきたいです。

・どうしたら、ひ災者たちが明るくなれるかなど

・今までにどんな活動があったかを話してみたい。

・もっとまちをよくできないかという話

・これからの石巻

・金をもらいすぎ政治家は、…もっとてらし必要な分だけもら

・ポイステをしないように。

い・ひさい地のため金を使え

・今後の石巻について。

・いろいろ

・どこをきれいにしたらいいか。

・どうすれば海がきれいにできるか。何年かかればもとの海に

・これからの復興作業に向けてどういうことをするのか。

もどるか

・まちをよくするための方法

・K スタをドームにして雨でも見れるようにしませんか？
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・その人の気持ち、節電をしているか

つだえることがなか話してみたい

・明るい話

・どう言うことをすれば、町などがよくなっていくのか

・石巻市をよくするには、何をするかということを話してみた

・復興進んでんのは分かっけど、保険はどうなの？車につい

い。

ての保険があったのに、しょうかいしなかった○○保険！あと

・地域にたいせつなものやひつようなものがあるか話す

ソニーソンポとかも！父激怒！！市長とはなしてもぐだぐだ！

・国のこと、地震や津波で何もなくなったところに何を建てるの

けいさつ 30 人のりこんでくんなら、（ひまなら）車の修理とか、

か、何も建てないのか

復興に回せ！なんのための保険なの？何のために税金とっ

・どうしてじ故やひどいことをする人がいなくならないのか

てんの？！何のために保険入ったの？ろくに働がない！

・どんなことをすれはまちのためになるのか。

・ポイ捨てをしないようにしてほしいことを伝えたい。

・子どもでもなにができるかはなしあう

・自分ができる事は何か聞いてみる。

・どうすれば、今までのような生活に戻れるか。被災者は、1 番

・国にはどんなことをしてほしいか

に何を望んでいるか。

・今、できることは何か？石巻市のために

・これから宮城はどうするのか？これからのこと

・地域の人にまちをよくするためになにをしたらいいのか

・どうしたらよいまちになるか。そのためになにができるか

・東京電力などその他もろもろ

・学校にひなんしている人達への手伝いをしよう、とか…？

・東京電力その他もろもろ

役にたてるようなこと

・ひさいした人々のために何か楽しいきかくを考えたりしてみ

・親や友達をなくした子もいるので、自分には、よく分からない

たいです。

けど、気持ちを聞きたい。

・何でもいいから、好きなことをたくさん話したい（今までより

・今回の震災で宮城は被害を大きく受けたからその復興につ

も）

いて。

・大きなことではないけど、友達どうしでできるようなこと。

・今、自分達がまちのためにできることは何ですか。

・私たちは今どんなことを積極的に行なったらよいのか。

・国の対応が遅すぎるということを話したい。

・今後国にはどういうことをしてほしいか。

・これからも石巻を新しくしてみたいです。

・今すぐ、自分ができる事、していい事はどんな事か聞く

・震災の話し

・地しんのことやボランティアのこと

・石巻市のふっこうについて

・今の石巻市全体のじょうきょう、ひなん者のじょうきょうなどに

・（管総理へ）もっとひさいした所に行って現実を見に行って下

ついて話をしてみたい。

さい!!テレビだけじゃわからない!!

・地震で道路がまがっている所があって歩く時・自転車で走る

・福島原ぱつのこと。

時あぶないので、直してほしいです！！

・(管総理）ひさいした町をたずれて現実を見てください

・この町をどのようにすれば活気づけたり、近所づき合いが増

・ひさいしゃの人が快適に過ごせる場所を作ってほしい

えるのか。

・福島で今、放射能の問題で騒がしいから話がしてみたい。

・「こうすればもっと良い」、「ここはどうか？」などの、この「市」

・震災復興について

をより良くする話。

今・困っている事や、今の心きょうなど震災で困っている事。

・まず、学校で話を固めて、その次に市長さんなどと話し合い

・もう少し早く、被災地（仙台とかじゃなく）のえんじょ救助をして

をして、その活動を進めていきたいです。

ほしかった。

・どんな場所をきれいにしてほしいか。津波でよごれた場所な

・これからについて。何をするべきか

ど…。

・どんなことをすれば、復旧への手助けになるのか。何をすれ

・つなみでひ害を受けた所の方づけ、ひなん者、のこと、ほう

ばよろこんでもらえるのかなど

しゃせん、かせつ住宅などなど

・この震災でこまっている人になにができないができることて

・東京電力など
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・なぜ亀山さんは地しんはっせいから病院にかくれていたんで

・いろいろな話 げんしりょくはつでんしょは、だいじょうぶなの

すか。

か聞きたい

・子どもと話すことによって、子どもたちを元気付けれると思う

・早く復旧してほしいなど…

から、話しをしているときだけあのじしんのことをわすれてもら

・ふっこうについて

いたい

・まだくるしんでいるひどがいるんですよ!!1 か月くらしてみてく

・遊びの話やいろんな話

ださいよ どんなくらしをしているがよくわかるよ思いますよ!!

・石巻はどんなじょうきょうなのか？

・国は借金をどうして 900 兆くらいしているのか、これから大人

・いろんな事（今の事とか…）です

になって国はほうかいにならないか。今こういう状態などで少

・この県がどうしたらよい県になるか、被災者たちのことにつ

しでも、役に立つことをしてほしい。

いて。

・より良いまちにするためいろいろ聞く

・いまの被災地の状況を知ってどれだけたいへんになってい

・ふっこうについて

るのかをもっとしっかり自分の身で感じたい。

・このあとの日本をどうするかや、日本の借金をどうするかな

・震災で町がぐちゃぐちゃになったから、どうやってなおしてい

ど

きたいか。

・対応おそくないですかと話してみたい。

・震災によってどんなえいきょうをうけたのでひなんみんのみ

・支えんぶっしはちゃんとひどくなっている所に届いているの

なさまをはげましかいめつてきひがいにあった石巻のために

か。それだけ

もっと考えてほしい

・分からない・・・・

・今の国会のこと

・分からない

・今の世の中は、どういうふうになっているのかを知りたい。

・少しでも、気持が楽になるように楽しい話をしたいです。

・（横文字は英語）宮城県に愛の手を。

・自分達ができることには、どんなことがあるか話し合いたい。

・この国に幸せを送ろう

・石巻を復興させるためにはどうすればいいかです。

・いま、被災した方々に、いま自分に何が必要か、何が一番大

・どんなボランティアをしようか 自分たちになにができるかを

切かを教えてもらいたいです。そして、その方々に、感謝と気

話す

持ちをこめてやくにたてるようにする。

・なぜ義援金があるのにすぐに渡さないのですか。対応が遅く

・みんなで、ひなん民のみなさんに喜んでもらえるようなきかく

ないですか。

を考えたい

・よい市（まち）にするためにはどうするかなど

・元気が出る話をしてあげたい！

・被害をうけた町のひなん所やラジオで元気になれるアニメー

・かせつじゅうたくにひなんしている人をうつして

ション、ドラマ CD を自分達で制作して見聞きしてほしい。と相

・どうすれば、もとの宮城にもどるか

談してみたい。

・総理は口だけなのでは？と言うこと

・原発のえいきょうは大丈夫なのか？

・県のことで何ができるか話してみたい。

・色々。。。。

・何で、けんかばっかりしているんですか。？

・石巻市内の中学校 1 年生のみんなで、石巻市内の海のごみ

・今、地域で、こまっていることは、ありますか。

拾いをやりたいです。お願いします。

・もっと救援物資を送ってほしい。がれきのてっきょをしてほし

・楽しい話

い。

・未来の日本（Japan)

・今の日本の状態でどんなことができるか

・自由なトークフリー

・退任しろ

・町のすごしやすさ

・どんなことができるか話す

・スポーツの話

・家でなにをやっていたか。

・いろんな話をしたい
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・今後の政治や町のことについて。つなみでひ害をうけた人の

るのか？「まちをよりよくするため」になにかやっていることが

今後について。管総理について。

あるのか みどりをふやす活動をなにかしているのか？

・地域の人たちで今できることはなにか話し合いたい。

・自分たちの意見

・一人一人の未来についてｗ
・今のじょうきょうやさいきんおこった事

中学 2 年生

・エコ活動のこと
・困っている人をはげましたりしに来てほしい

・自分のまちの今後について

・どんなことをすればいいか、ぐたいてきに

・どんなことをしたら、ひなんしている人に喜ばれるのか

・いろいろな話。（世けん話、ニュースの話、今の政治の話。）

・世けん話、日常会話、遊ぶ約束的な

・これからどうしていきたいか。

・いろいろな話する

・色々なこと

・世界について☆

・これから先、この「石巻市」を、どのような町にしたいか、理想、

・県をあるいわ石巻をこれからどのようにしていくのか具体的

を話してみたい。

にきいてみたい

・くらい話しはしないでいつも明るい話をしたいです！！

・いろいろ

・ひがいをうけた県に、もっと、えがをの花を、さかせたいとは

・いろいろ

なしたいです。

・未来について

・市長とは、災しんから、ぜんぜん、顔をだしてなく、新聞とか、

・未来について

テレビなどで、「自分が、いいコトをした！」とか、自分がやって

・なんか

ないのに言うのは、なんですか？ときいてみたいから。

・環境について

・いろいろなことをたくさんしたい。

・その地域に必要な物や、いろいろなはなし

・税金の使い道について 今後の日本について

・自然保護、町をキレイに

・エコ話しを、したい！！

・よくするため

・どうゆうふうにふっきゅうするかとかどうやってもっと土域の

・まちを良くするために！！

人のふあんをといていくか。

・これからのこと

・まだ整備されていない道路や危ない所を整備してほしい。

・未来について

ふっこう Fight!!

・町をキレイにする話

・今やるべき事

・個人的な話

・災害時の対応について

・どんなことをすれば町がよくなるかを話したい

・自分たちに何かできることはないか？

・大地震について

・避難所のはなし

・AKB４８・・・色々なことをー。

・被災する今の生活話。

・ぶっしのはいきゅう

・今後の町づくりかな・・・・。

・こんごの日本について。

・この国の未来について

・今後の日本について

・これから出てくる問題をどう解決するか

・ボランティア関係と復興に関して・・・？

・特になし

・サインがほしい

・被災後の市の対応について

・日本の話

・これからどうするのか

・これからの石巻市について

・どのような町にしたいか

・日本、東北の未来について

・どのようにしたら、よりおとしよりや子供たちがすみやすくな

・今の石巻、未来の石巻について、よりよい市になるように、ど
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んなことができるかなど

・どのようなことをすれば役に立つか

・今後の生活について

・色々なこと 世けん話

・大阪のこと

・原発をとめてほしい

・宮城県の復興の話

・こまっている人の手伝いをする。

・いろいろなこと

・いろいろ

・今後の事について。家とか、会社とかについて・・・？

・色々な話

・いろんな話！！

・どうゆうことをしていきたいか

・これからのこと

・町について

・これからどうするか。

・おかねの話

・まちをよくするためにはどうするか。

・今後のこと

・未来について、

・あんな話やこんな話 菅さんは話してもムダだと思うｗ

・日本について、

ｗ・・・・・・・こんなことをしてほしいとか・・・・・・・・・・・・・・・・

・かんきょうについて

・自分達ができることはなにかを・・・。

・自分のまちをよくするための話

・ふっきゅうの話

・どうすれば町がよくなるのか

・ふっこうをはやくするためには？

・かんきょうとかについて

・お祭りやぎょうじのこと

・復興について

・石巻をどうやってたてなおすつもりなのか。

・こうしたらよいかなどなど。

・わからない

・せつやくの話しと地域の話し

・今後のことについて。

・もっといい国にしよう！

・AKB４８の話

・いろいろ

・おもしろい話

・石巻市は今暗い気持ちな人が多いので、元気になってもらえ

・なんでも

るような行事をしてほしい。

・みんなで助け合いながら頑張ろう。頑張ろう日本・頑張ろう東

・この市を地震の前のようにするにはどうするかなど

北

・どんなことがあったか。

・Speak English

・より良い街にしたいから

・その地域の良いところ

・まちのかいぜん

・色々では。

・みじかな人

・東日本の復興について

・どんなまちが好きかなど。

・こまっている事とかを聞きたい。

・いろいろと

・どうゆうひがいにあったか

・②について

・震災にあってから、いやなこともあったけど今はみんなで協

・どーゆーふうにしたらもっともっとこの町がよくなるかな

力してもとの石巻に戻しましよ

ど・・・。

・計画性をもった政治を

・もっとすてきな市になるように

・今、こまっていることを聞きたい。

・つなみにつよい国にして、げんぱつは、これからもつづけて

・湖や川をキレイにすること

かどうしてほしいです。

・さっさとやめろ

・今、私たちの市がどのようになっていて、どこがたいへんか、

・もっとひさい地のじょうきょうをもっと知ってもらいたい。

この後、どうすれば、いいのかを話したい。

・ぎえん金について

・どんなかんじか

・はんしんだいしんさいの事とか、サッカーの事
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・いろいろ

・わかんない

・やめさせられようとしてるけどだいじょうぶなんですか。

・楽しい話をする。明るくなる。

・学力のことについて

・国会のことより「しんさい」のことを考えてほしい

・しんさいに対してのたいおうが悪い

・好きな色はなんですか？

・土地の開発

・世間話

・どうすれば、町のためのことを実行できるかとか色々とそれ

・復興について

とサッカーのこと!!!（サッカーのことをさいゆうせん！）

・今、どーゆう生活をしてるトカ 元気に生活しているかトカ

・「これから何をすればいいんだろうね」 これから何をするか。

いろいろ・・・（ﾊｰﾄﾏｰｸ）

何かできることはないか。

・この町の第1 いんしょうや思ったことをくわしく話をしてみたい

・お笑いの話し

です

・これからどうするか。何か出来る事はないか。

・ぎえん金くれ

・これからの事など色々なことを同年代の人と話したい。

・石巻にぎえん金くれ

・これから東北地方の人たちのためにどんなことをつくしてく

・ぎえん金はやくくれ

れるのか 早くふつうの生活にもどりたいのでもと住んでいた

・これからおれたちをどうしてくれるんですか？（ぎえんきんく

土地に新築を建てたい

ださい）（ぜいきんさげてください）

・いろ 02 と（顔文字付き）

・げんぱつとめろ。

・自分のまちについて

・はやく市をなおせ

・これからのことについて、いろいろ話してみたい。

・管おろしをしてる場合じゃないことをおしえたい

・がんばろうと話してみたい。

・今後について。

・これからの石巻の未来を想像したはなし

・ふっこうについて・・・

・町のこと（顔文字付き）

・復興について話したい！！ ※復旧

・建築せいげん区域について。

・いろんなこと

・ガンバレ東北（イラスト付き）

・なんかどんなこと考えてるかしりたい

・金よこせぇ～（イラスト付き）

・今後の未来を話し合う。

・もっと石巻の事を思ってください！！

・これから石巻市をどう復興させていくのか。

・災害廃棄物の処理法

・石巻市について

・ふっこうについて

・世間話し

・今後の東北についての案

・石巻について

・津波の被害の事について

・早く宮城を復興してください、僕たちもがんばります。

・津波の被害の事をもっと知りたい

・自分の地域をよくするにはどうしたら良くできるか話をしてみ

・どうやったらよりよい町になるか。

たい。

・暗い話じゃなく明くなるような話

・いろいろ

・たくさん文句を言いたい

・やさしい人

・経済 雑談

・そんなに風評が恐いか 原発の事しか頭に無えだろ

・経ざいの事 雑談

・いろんなはなし

・色々。

・あそびのはなし

・内閣がどうとか言う前に被災地のことをもっと考えてほしい

・げんぱつとあとやめてほしい話し

・復旧について。

・いろいろ

・意見ゆう

・国は今どのように考えているのですか
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・これからどんなくなるのかなぁみたいなはなし

・何にこまっているか

・これからどうするかきく

・いろんな話

・どういたらいい町にできるか

・これからどうするか

・このあと地球はどうなるかしりたい

・ぼくたちがこの近くをそうじしてよりいそう前みたいにきれい

・いろんなはなし Talk!!!

にしよう。とかを話したい。

・いろんな話

・どんな市を目指しているのか

・どんなことをすれば、まちがキレイになるようそうじできる

・どういうことをすれば役立つのか。

か？

・今のこと、こまっていることなど

・まちをよくするための話

・どういうことをしてほしいかなど。何をすれば、よいまちにな

・ふっこうのために何すればいーか

るかなど

・秘密

・子どもどうしが 1 番話しやすいから、今自分が思っている事

・将来について

を正直に話したい。

・これからどうふっこうしていくか

・将来、どんな町にしたいのか話合ってみたい

・将来について

・もっと東北はたいへんだから、そのげんじょうを見てほしい

・かんすいなど

・？

・今の現実を話したい。やってほしいことをいう。

・このような状況のなかでなぜ、今、総理大臣を変えたりしなき

・政治について

ゃならないのか。

・まずひがいにあった学校のこれからを、ききたい。

・この震災を通して、今自分たちがやるべきことを話し合って

・地域のこと

みたい。

・自分たちにできること

・今、困っている人たちにどんな対策をとっているのか知りた

・地域の復興について

い。

・地域のことや町のこと

・町の人が、私たちされてうれしいコトはなにか？町をよくする

・③で書いたこと全部話したいです

ためにはなにが必要か？

・しっかりして下さい

・ふっきゅうについてなど

・これからのことなど

・この町をもっとよくするにはどうすればいいか。

・別にはなしすることない

・「自民党とかと仲良くやって、今回の地震に対しての政策をし

・復こう案

てほしい」と話す

・ちいきのこと。

・今後の復興についてや、防波ていとか。

・色々

・やる気があるのかないのか

・好きなスポーツ

・これからのふっきゅうについて

・震災についてどう思ってますか？？

・義捐金がどーのとか原発がどーのいう前に、日本全体をしっ

・これから各地の学校をどうするのか

かりみて、被災地を救ってください！責任もって日本を救ってく

・国のはなし（国の未来など…）

ださい！

・石巻のじょうきょうについて。

・今回の地震の影響をどのような段取りで復こうしていくか。

・まちをよくするための話。

・ここがよくないからこうしてほしいとか ここをこうしたらよくな

・どのようなことを考えているか。

る、みたいなことです。

・こんな時だから、おもしろい話をしたい

・大変なことは何かなど

・たよりないからしっかりしなさいといって、はげましたい。

・地域の人たちに震災の時、すごく助けてもらったのでこれか

・はんだんなどがおそい ひさいちをみにくるときもおそい!!

らどうなるかよく分からないけど協力しながら話し合いたい。
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じ分たちはなにをすればいいのかについて。

・石巻の町を１から作り直す上でどんな産業を取りいれるか。

・今あなたは何をしているんだ ニュースにでるようなこともし

・こんな時話し合っている時場合じゃない 自分でできることは

ていないのはなぜ？

いっぱいあるはず。形でしめしてください。

・これからの石巻をどのようによくしていくか具体的に聞きたい

・色々！！

・どこを誰がそうじするとか 仮設を建てる場所とか

・いろいろなこと

・仮せつ住たくなど 復興のことなど

・仮せつ住たく

・こんな時なのに総理辞めろなんて言ってていいのか 復興に

・がんばっぺ

向けての案を考がえたらいいんじゃないか 給料高すぎない

・もっと被災した人たちのためにつくしてほしい

か

・これから何をするのか（？）。

・この町はいつどおなるのか

・ふっこうの手助けをしてほしい。

・どうやったらよくなるか。

・復興に向けて最善策

・復興について

・ゴミをはやくなくしてほしい

・人が暮らしやすい住まいを作れるのか エコの話

・今、原発など、住民の不安になっている事の本当の事を知り

・放射能は宮城県に今、えいきょうがあるのか

たい。

・じしんについてどう思ったか

・石巻市の活性化について。

・これからの石巻について

・今後の復興についての計画

・この市の問題点をこのように解決してみてはどうかというよう

・意見交換（？）

なことを話してみたい

・復興に向けて

・AKB の話となにやったらもりあがるか

・復興に向けての活動について

・今後どのように生活するか

・いろいろ・・・

・わからない

・一番大変だったこと

・どういう風にしてほしいか

・どれくらい市で予算を持っているんですか。

・これからの事をどうするのか。原発とかをどうするのかとか。

・どんな事をすれば住みやすい町になるか

・これからどうすればみんなが元気になれるか・・・などです

・学校や今自分たちで自分の町に何が出来るか。

・まちの復旧作業について 仮設住宅の建つ場所について

・町でしていきたい事など

・復興をどのよーに行うのか話を聞きたいです。

・地域のこと

・自分たちの町をどんなふうに思っているのか。

・これからの宮城県について

・復興のために何かできることはないか。

・こんごの町づくりについて

・この町について。

・なぜ今回の地しんでこわれたげん発はこういう時になをせな

・このまちはどうすればもっと良くなるのか

いのに作ったんですか

・なにをしたらいいのかなぁ？

・あいさつについて。

・復興の話

・地震があった日の話をしてみたいです。（でも。先生がその

・色々

日のことを思い出したくなければ話題を変えます。）

・いろんなこと

・今、こういうじょうきょうで、私たちに、一番何をしてほしいか。

・これからのことや「ぼうはてい」の設備など

・町をよくするためにどんなことをしたらいいのかなど

・これからの日本

・東日本大震災のこと 東京や大阪などの震災のえいきょうの

・学校について

全くない所のじょうきょう

・復興の事

・今、一番必要なものはなにか（地域に必要な場所など）

・復興の事

・自分たちにできることはなにか

123

・どんなふうに石巻全体を復興できるか

・自分の町の事、自分達の学校の事

・ひさいしてる人たちがらくに生活ができるようにたのむ。

・なにかできるこないかなということ

・どうすれば宮城の人たちが元気になれるか

・これからについて

・今、町がどんな問題をかかえているか

・自分たちが大人になった時のこと

・私たちは、何をすればいいですか？

・被災地への対応について

・こわれたもの、材がいなどをかたずけてほしい。

・今どこまでやっているのか

・ゴミ拾いなどについて…

・国を見直す話、実行力に欠ける話

・じしんがあってから、今こまっていることなど

・日本の未来について、これから日本はどう動いていくか。

・さいがいでどんなことにあったのかきく

・国を良くするための話や、この大震災の支えんについて。

・問題になっていることを解決して、良い町にしていきたいとい

・石巻の良い所や悪い所

うこと

・原発について

・子どもだけでなにができるか

・自分の住んでる所について

・完全に復興するのはいつになるか

・自分の住んでる所についてと国

・被災した地域の復興について

・みんなでごみひろいしよう!!とか

・こわれた家などの給付などのこと。

・これからの未来

・どうすれば復興するかなど

・もっとかせつ住たくを増やしてほしいということと、速く行動に

・町の復興について、どんな事ができるかについて。

うつしてほしいということ。

・復興のことについて

・自分たちのまちにいま一番必要なこと

・どうしたらみんなで協力できる良い町にできるか。

・「こんど○○○に行ってボランティアしてこようよ！」とかいろ

・石巻市はあと何年くらいでもとの生活に戻れますか？！

いろ話したい！

・どんな事でこまているのか 今自分たちにできることは何か

・政治関係・・・・

・私達中学生でもできる事をおしえてほしいです。

・このしんさいで、おきたことをどう思うか これからどうしたい

・自分たちで、できることはないか。

かをききたい

・これからのまちについてどうしたらよいか。

・今後の宮城県について

・ひ災した地域が少しでも早く復興するために何ができるか

・町のこと、日本のこと

・復興のために何ができるか。

・宮城県のいいところとか！有名な所とかをはなして復興に役

・国や町をよりよくするためにあなたは何をしようと思っている

立てたい！

のですか？（身近なことでハッキリとしたこと。）

・②について（②の内容：ネットをとうして、はげましあうこと）

・これからの宮城県などはどうなっていくのか

・その地域から、いろいろな情報を他の所にも広まるような企

・石巻の政治について

画を話してみたい。

・もっとみんなで自分の街を前よりもよりよくｓｈたりみんなでボ

・今の自分のまちのじょうたいについて

ランティアをすることです

・最近の話

・原発の事とか復興についてとか。

・楽しい話・おもしろい話など

・地震やつなみのことを話てみたい

・どうやればゴミなどを道にすてないか。

・東京電力の事

・大変なじょうたいな所を良くしたりする

・いろいろ。

・これからまた同じような地震が起きるのか、日本が滅亡する

・こんごのふっこうへのけいかく

可能性はあるのか

・今の日本の改ぜん点をききたい

・どういうことをしてほしいか。

・地域の人達と自分の町の改善点を話し合う。

・今までのコトこれからのコトトカ・・・・
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・どんなことをすれば、まちがよくなるかとか・・・・。

・お年寄りが多いのでバリアフリーになってほしい

・わからない

・これからのまちをどんなことをしたら良いまちになるかを話

・復興よりまず先に完全復旧をするため国がお金を負担しても

合う。

らう話。

・つなみをぼうしするものをつくって下さい!!

・つなみがこないようにぼうはていを作ってください

・どんな事で今、困っているのか。

・せけん話し

・総理のなさけなさとこれからの日本（国旗のイラスト付き）

・こんご町をどうしていくか。どうやって町をより良い町にして

・努力しているけどさらに努力してほしいと言う

いくか。

・この災害を本気でどう思っているか知りたい。

・ごみを捨てないように呼びかけてほしい

・新しい町づくり

・なんでもっと早くものごとを進めてくれないんですか？宮城に

・ふっこうについて

はまだまだ困っている人がいるんだから、かせつなども、早く

・湊中の仮設校舎をはやく建てて下さい。流れてきた魚とかと

つくってください。私達中学生としてはかせつ校舎もほしい！

って下さい。

・まちを、どうやってキレイにするか。

・やっぱり川開きは…僕的には…すいません。やめた方がい

・町をキレイにする方法と人集めの方法

いと思います。

・自分たちがすむ町をどのようにしたいか。

・人の役に立てる事。おじいさん、おばあさんの役に立てる

・お金の使い道

事。

・これからどうしていくか？（地震などについて）

・仙台ばかりじゃなくて石巻にも目を向けてほしい。仮設校舎

・地域についての話など

をつくってほしい。はやく湊に戻りたい。

・福鳥のげんぱつは、どうなるか話をしてみたい。

・早く元の校舎に戻してほしい。又は仮設校舎を早急にたてて

・地震が来たときの対策についてなど

ほしい。沼や魚、流された家などを早く取りのぞいて下さい。

・一般の人々がどのように思っているかを伝えたい 例えば

・この市にもっといろんなことをしてもらいたい

「～をこうした方がイイと思う」ということなどの意見（意見こう

・もっと石巻の津波の被害のつらさやひどさを知ってほしい

かんみたいな・・・）

そして総理大臣もあやふやしないで決めたことはしっかり気持

・どうしたら河南町をきれいにできるのか。

ちをもってせいじをしてほしい"

・仮設をもっとつくってほしい それと、仮設にいるとき 2 年は、

・石巻をどう思っているか？

すくなすぎると思う

・復興のための具体的な取り組みについて

・まちを良くするためできることを話したい

・これからの石巻市について

・みんなの笑顔をもどすためにはどうしたらよいかとか。

・これからどういうしえんをしてくれるのか、石巻の状態をもっ

・地域の人達が、安心して住めるような場所についての話がし

とメディアでとりあげてほしい。げんぱつのこと

たいです。

・子どもどうしで関係のある話をしてみたいと思った。

・もっとこの地域の大変さをもっと見てもらい、支援活動を増や

・ひ災があったことについてどう思っているのか。考えてくれて

してほしい

いるのかを聞きたい。

・まず冠水のことを中心に水産業けいを話してみたい

・どのような日本にしたいか

・どうしたらもっとよくなるか相談したい

・経験談。

・今後のつなみの対応。

・地震のとき何をしてましたか

・ボランティアが出来ないか？

・今後の宮城はどうなるか。

・この震災をふまえもうこんなひがいにならないようにぼうは

・地域の話

ていなど津波対策をしてもらう

・困っている人のことを自分の身におきかえて、自分がこうな

・自分の町をキレイにしたり植物を増やしたい

ったらどうするかをよく考えて、みんなが幸せにくらせるような
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町を作ってほしいことなどを話したいです。

・どんな街にしたいか これから何をするつもりか

・女川はどうろがコンクリートなのに、石巻はほとんどでこぼこ、

・将来について

石巻はなんも進んでないよぉな気がする

・将来についてのこと

・これからの国について

・これからの石巻市をどうかえていくか

・私たちにできる事があるならできるだけやりたいと思う。避難

・何をしたら、この町がもっとよくなるのか

所をまわってあるくのはいいが、ちゃんとひさい者の事も考え

・どんな街にしたいか どんな町にすればすみやすくなるか。

て、決めなきゃいけない事を早く決めてほしいと思う。（土地の

・どうしたらもっと自分の町がより明るくなれるか。早くこの町

事など）

が復興できるために何ができるか。

・自分がしたい事を話したり友達の意見も聞いたりしたい。

・復興に向けての話し

・国の予算が少なすぎるぞーということ。

・復興に向けて、何をすればいいのかなど…

・支援物しと仮せつ住宅について

・じしん系のこととか じょうきょう的な

・お金を出すのか。

・今、国は口で言ってるだけで全然何をやって、どんなことに

・ほうしゃのう

なっているか、分かりません。被災地にきても特に何もしない

・その人の住む町の状境

で帰っていくのが、どうかと思います。

・みんなで助け合ってがんばろう！

・被災地にきても、ただ、観光しているようにしか、みえないか

・これからの石巻市をどういうふうに復こうさせていくのか

ら。なにをやっているかが、わからない。から。

・これからの日本について

・今、なにを考えていますか。もう一度ひさい地にきてみんな

・お手伝できる事なにかありますか？

の意見をきいてください。「まだきまっていないから…」だけで

・がんばろうと…

なく。なにがどうきまっていないのか、教えてください

・今宮城で行っている環境をよくするためになにをしているの

・原発などの話をしたい

ですか？

・私の家は自営業なので今は店を再開できずにいて、収入が

・他の町の復旧について。

ない状態でとてもこまっています。両親もこまっています。

・ふっこうさせるためにがんばってもらうこと

・宮城や福島等、津波の被害が受けていて大変なのにあんた

・石巻（東北）の未来について これからの復旧について

はいったい何をしてるんですか？（管総理・蓮邦）

・宮城県はどうしたら明るくなるか

・お前は一体、何がしたいんだ。

・宮城県はどうすれば良くなるか？

・福島第一、第二、第三原発のことをどう考えているのかなど

・宮城県をどうしたら変わるか

を話したいです！

・この宮城をどうかえてもっとどおりにもどせばいいか

・被災地にもっと支援してほしいことなど"

・やくに立つこと

・私の家は父さんの店がつぶれて全く収入がないです。店を

・ゲームの話

再会するのもすごく時間がかかります。すごく困っています。

・管とあいたいから

この先不安です。

・自分の住んでいた所はどうなるのか

・大街道や立町商店街をまた活気ある場所にしてほしい 津波

・震災のこと

もげんぱつもよけれる「なまり」でできたドームをつくってほし

・今後、どのようなまちづくりをしていくのか

い。

・おもしろい話

・仕事がなくなった人が全員また仕事につけるようになるのか

・震災後どうしたか？津波の時どうしていたのかなど

・日本は今後、5 年後、10 年後、30 年後、僕たちが、大人にな

・どうしたら前みたいにきれいで楽しい大街道になるか

った時、どうゆう状態にするか、今後また、同じようなことが起

・どうすれば良い地域になるか。

きたらどうするか聞いて見たい。

・石巻市に笑がおをください。

・もしものことがあったらどう対応するのか 外の放送のこと
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（石巻こうほう？）

達ができることを話し合いたい。

・いろいろ

放射線のこととか……

・津波によって大きな被害を受けた海沿いの町などはこれか

・自分たちでできる事をしようよ。

らどのようにしていくかなど、義援金は誰が優先的にしはらわ

・自分たちの住んでいる町についての話

れるなど…

・食べ物はなにがすきか。自分が総理になっていいかきいて

・”～委員会とか作っても、全然まじめに話が進んでないので、

みる

もっと考えてほしい”ということ。

・これからの石巻をどうやって再建するのか。海の近くに防波

・これから、どうやって進んでいくか がれきのてっきょはいつ

ていをつくる予定はあるか。

おわるのか いつまで、この状況がつづくのか

・さいがいの話や、今どういうじょうきょうなのか

・？

・自分のできることの他にあとどうゆうことができるのかという

・これからの石巻のこと。 どんな町づくりをしていくのか

こと

・地域のことを、もう少ししっかり知ってほしい。

・都会の方は学校でレベルの高い学習ができるのに なぜ石

・ぎえん金よこせ！！（怒）

巻の学校はレベルの低い学習しかないのか

・何ができるか

・がれきのてっきょについて ひ難している人々のかんきょう

・自分たちと同じじょうきょうの子どもたちはどんなことを思って

の事について ゴミについて

いるのか

・どんなことをしたら自分はまちのために役だてるか。

・お互いに意見を交換しあう

・その人はまちのために何をしたいのか聞いてみたい。

・仮設住宅の増設。信号復旧。

・震災後のゴミの処分について

・学校の授業とかで、がれきのそうじなどをしたら、少しでも早

・少しでも自分たちが役立てることがないか。

く片付くんじゃないかということ。

・これからの街づくりについて意見交換したい。私たちにでき

・どうすれば早く住みやすいまちになるか。

ることをどんどん言ってもらいたい。

・自分の住んでいた地域をキレイにするように話す

・自分の住んでいる市のことについて

・家はどうなったか。とかいろいろです。

・同じ地域にいてもいろいろあったと思うからそんなことを話し

・スポーツとか

てみたい

・まちをよくするために自分達は何ができるのか

・これからの国や県のつくり方。東日本大震災についてなど…

・今の日本の話

・この災害で総理大臣はどう思っているのか 私たちにできる

・今の日本の話

ことはないのか話したい

・総理をやめて、もっとまともなことをしてほしい

・「集団ボランティア」をしたいと言う話し合い。じしゅくをやめて

・まちのようす

ほしいと言う話し合い。川開きのことについてや他の場所のお

・ちいきのこと

祭りのこと。

・復興について、原発について

・まちのことについていろいろ話してみたい

・福島第一原発について

・これから何もなくなった街をどう直していくのかとぼく達はど

・今のしん災で、どういう事をするか？

んな事をしていけばよいかについて話してみたいと思いま

・石巻市にはどれくらいのごみやがれきがあるか

す。

・温暖化は今どうなっているんですか

・全国との協力関係について

・環境のこと

・まちにどんな所があったらいいなど

・いろいろと

・一緒に、いけんをいいあって、それを、みんなでやっていい

・避難所をどこにするのか

石巻にしたい。

・今の宮城のじっきょうと、様子をきき、私ができることなど、私

・石巻の復興のこと
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・これからの政治や、げんぱつや、災害について話してみたい

いのかなど

です。

・どうすれば町を複興すればいいのかの疑問

・これからの日本について

・今後市は、震災などの災害があったときに、どのような対処

・しんさいのことについてなど

をするのか。

・もんく

・復興に向けて 東北を応援してくれている人たちに何か恩返

・大臣かわりすぎ

しがしたい

・かんきょうについての話

・楽しい話やおもしろい話などです。

・早くもとにもどしてほしい

・ニュースのことについて話したいと思っています。（震災につ

・今後の人生について！！

いて）

・これから、日本を、どう立てなおしていくか。

・どうすれば元の町のような型に戻せるか

・どうしたら自分たちのまちをよくなるのか？などを話したい

・みんなが安心してくらせるようなまちにしてほしい。

・早くゴミの処理してほしい

・おいしい物を、何かみんなに食べさせたいという話をしたい

・どういう所が住みやすい…とかそういう感じの話をして、まち

です

をよくするための話

・今、どんな物がほしいか、どんなことをしたいか、どんなとこ

・なにをやればやくだつことができるか

ろに行きたいかなど

・どうしたら自分たちの住むところがよくなるのか。

・地域について

・AKB について！

・自分のまちをより良くすることなど・・・

・良くするために何をしたらいいのか？

・ここの良いところ、治したいところなど

・日本を本当にたてなおそうと思っていますか？

・町のことと、きゅうふきんのこと

・地震のこと。

・総理を辞めて下さい、かえって邪馬です

・またこんな地震や津波がおきたときにどこにどう避難するか

・まちのことについていろいろ

をちゃんときめたい

・げんぱつのこと

・被災当日の話など

・子どもなりの意見を言い合いたいです

・津なみじしんたいさく

・いろいろなこと

・今後の日本について

・少子高れい化について・・・

・町のために何ができるかとか、何をしたらいいかとか

・地震について―！！W

・古からのほげいが今でも続いているから、それとか自然が

・せけん話

ゆたかなんですよ。みたいなことを話したいです。

・いろいろです

・対策本部とかよりボランティアの人々の方が、活動している

・いろいろと

と思う。えらい人ほどあまり活動してるように思えないから 大

・いろいろ

人に頼ってばかりいないで、自分たちに今すぐできることをし

・色々と話したい

なければいけないと思う。

・町をキレイにしたり、いろいろなボランティアを話したいです

・地震後の話など

・これからどんなまちになるのか

・早く海をキレイにして、漁業を一日でも早く漁業をできるとい

・二酸化炭素さくげん

いですね。

・政治について。東日本大震災について

・町について

・日本のこと

・つなみで、ほとんどなくなった町をどのようにして直すのか？

・今の町のことや、生活などについて

義えん金はどうやってつかうのか

・特に決まってません

・これから、どうゆう町をつくるのか、そのために何をすれば良

・なぜ石巻がっぺいしたか
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・どういうことをすればいいのか？

・対応も素早くしてなまけないで欲しい

・ふつうに・・・

・売店を建ててほしい

・？

・まちをよくするためにどうすればよいか話す。

・あそんで楽しむか

・町の再生など、ふっこうに関しての話。

・町の平和のこと

・地しんでひがいに会った人々のためになにができるか。

・津波の被害が大きい市町村に色々な支えんをおねがいした

・まずは、その地域から、きちんとした町にし、その後だんだん

い

広げよう。と言う事を話したい

・遊ぶ話し

・今の総理大臣の人などとこれからのことについて

・そうじを本当にしているか

・復興にむけて、もっと支援してほしいという話。

・楽しい話

・どんな町にしたいか

・被災した人が安心できるように、話をしたい。

・自分のまちをよくするためにもっと自分にできることは何か

・住みやすくするために工夫をもっとしないのか。

・「活気ある町」にしていくためのアイディアを互いに出し合っ

・これからのこと

てみたい。

・やさしい言葉を話しかける。

・どんな人でも快適に住ごせるような公共施設をつくってはど

・明るい国について

うか。

・みんなが喜べる施設

・町をどのようにするか。

・こんごの、世界について。

・色々としゃべりたいでんです。

・元々東北電力のテリトリーに、原発造らないで、もらいたい。

・地域での取り組みなどをふやしていきたい。

他県でも迷惑がかかる。（もう、二度と造らないでもらいた

・あなたはこの町を前のようにするためになんの活動をする

い。）

のですか。

・地域のことなど。

・市長が自分のまちをよくするために、どのようなことをしたい

・県内での被害のことなど。

か聞きたいから

・県内でおこっていること。

・施設に関するはなし

・国民を不安にさせるようなことはいわないでください

・もっと、町をきれいにするには、どうすればいいかなど。

・政治について

地しんや津なみでこわれた家はみんなただでなおしてほしい

・どのようにしたらよくなるか（町）

ということ。

・今のことについて。

・完全に宮城が普通のまちに戻れるようになるのはいつなの

・国を良くするためにどうすれば良いか

か。

・ボランティア。

・前のような活気あふれる町にもどしてほしい

・この町をどのようにしていきたいかをきく

・政治、これからの日本のあり方。

・今、自分たちが何をしたら良いか

・ゴミひろいをするか？

・ボランティアってどうゆうことをするのか？いまどんな所で自

・ボランティアをするかなど…"

分が必要とされているのか？

・ボランティア参加をいっしょにしないか

・この地域の良いところや悪いところ

・今の石巻について。

・色々なスポーツができる（無料）しせつをつくってもらいたい。

・これからのこととか。

・イベントの内容や、どのようにすれば活せい化するか

・地方の町のことでも、もっと知ってほしい。

・ガレキをどこに捨てるのか、きちんと元の町にもどる事が出

・ゴミを捨てる人がいなくなるのにどうしたらいなくなるかを聞

来るのか。

きたいです。

・自分の町の改善すべきところを考える

・今回の震災でどうやって石巻を復興していくかや、石巻をき

129

れいで豊かな町にしていくにはまずどういうことをすればいい

・国をどうしたいのか。

かなど

・これからの日本について（日本の将来について）

・どうやって、町の復興をしたのか。その復興のために、自分

・いろいろとそうだんしてみたい

達は何ができるのか。

・どう未来に残していくか

・震災での家屋のほけんのせいどを改めて欲しいと思う。絶対

・子どもとはなせるとおもしろいから

に住めないような状態（柱一本だけ、やねがない、など）でも、

・どんな工夫をすれば、ゴミがなくならないのかなど

全かいとしてほけんがおりないのはおかしい。すごくふびんで

・今、自分は何をすればいいか

ならないということ。 ごみ拾いや、子供が子供のめんどうを

・今の政治家の対応について 福島原発の対処法、避難民の

見たりする活動ができないか。その他いろいろ・・・。

方への日本の対応

・ゴミ拾いでもしてみる？？

・復興、災害による活動のことについて。

・これからとかのこと

・自分のまちのためになにができるか

・まちをよくするためのこと

・にげた方がいいのか

・いまこのくにはどうなっているか（石巻市）

・これから行うことなどを聞いてみたい

・どうやったら町をふっこうできるのか。

・原発を早く直してください。

・日本はどうなるか。

・石巻のこと

・石巻について

・日本の借金と、政治の裏金について

・もっと国のことを考えてほしい。

・今後、どのような町にしていくか

・震災について

・これからの日本について

・これからどうするのか。

・ベガルタにきてください。

・どうにかしてください

・今後のねらいなどをどのようにするかや、今の県の状況につ

・これから復興のために、何をしていくのですか

いて話をしたい。

・いろいろ。市のこととかかな？

・自分のまちの良い所とか、もっと良くしていきたい所、直した

・自分たちになにができるか

い所を話したい

・これからの日本について

いろいろ・・・。どうやって日本をよくしていくか。

・”ため”になること

・街を良くしていくにはどのようにしたらよいのか？

・今後のこと

・今、町のために、なにかしていることは、ありますか？

・自分達にもなにか出来る事はないか？

・今、やりたい事、楽しい事（明るい話）

・じしんのはなし

・これからこの石巻をどうするつもりなのか？震災をどう考え

・今、何考えてんのか。

ているのか？なぜ国会という大きな場でちっぽけな事を話合

・今、日本にとって何が必要かということ。

って全然進歩がないのか？もっと国のために信頼を回復し、

・いろんなこと

期待させるような国会になってもらいたい。

・復興をするための話し

・宮城県、石巻トカを元の姿にもどすために、何をしてくれるか

・良い、町を作るのに、どうゆうボランティアをしなければなら

・今どのようなことをこの市のためにしてくれているのか。

ないか。

・おもしろい話

・これから、どのようにして被災した人に笑顔や幸せを届けら

・イオン以外に、遊べる場所をどうするか、話し合う。

れるか、アドバイスをもらいたい！

・今の石巻についてどう思うか。これからの石巻をどうしたい

・この町をよくするためのこと。

か

・これから、どのような町作りをしていくか

・どーゆー風にまちをよくするかなど。

・町のかんきょうの事やせつびこれからの未来のこと

・学校の事、祝日を増せないか
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・どんなことをしたら、自分たちの町がよくなるのかを、みんな

これからについて

で、話をして、みんなの話を、まとめてみる。

恋愛の話

・今、一番必要なこととかこれからの日本をどうするか等。

その人達が、どんな考えを持っているか、色々な考えを知りた

・今、震災のためにより、市はどういう状態なのか？

いと思ったからです

・どこをかんがえ町づくりにはげんでいるのかきいてみたい

まちをあかるくなる方を考えてほしい

・石巻の改善点など。

復興のために何をどうすればいいか。

・ともに町をきれいにするためのこと・・・・・・。

さいきんの悪い人をなくす方法

・総理大臣変われと言う（一言）

・一番どのようなことをすれば町がたすかるか どうすればは

・行動を早くしてほしい。

んざいがなくなるか

・きずあと深い石巻を、どう支えていくか。

ごみひろいのけいかく＆あいさつうんどう

・宮城県の復旧に力を入れてください
・宮城県をよくするために・・・みたいな話

中学 3 年生

・もとの、石巻市にもどす。
・復興のことを話してみたい。

・学校をあげてみんなで町を復興させるような取り組みをした

・今私達に何ができるのか、を話したい

方がよいなどの話し合いがしたい。

・地震、津波がきたときのこと

・どんなことをすればこのまちはよくなるか

・これから県や各市をどのような方しんにしていくのか

・これからどうするか？など

・どんなことをしたいか、など

・これからのことを考えると、観光名所とか、を治してもらいた

・おもしろい話

い。また、大潮とかのときのための対策とかを考えてほしい。

・これからの復興のための話。

・私の家は、海岸（海の近く）にあるのですが、土台を高くして

・石巻の町のがれきなどのことを話したい

もう一度再建し、あの家に住みたいと思うので上の人に許可

・雑談。

をもらって下さい。それと、何か活動したらどうですか？市民

・どうやったら、自分達の町がよくなるのか。

の願いをきいて、それを実現していくのが仕事じゃないんです

・ニュースなどでは国会議員の事まで報道していないから、議

か？

員さんたちは今、国のためにどのような事を考えて行動してい

・これからのこと これからどうなるかとかどうすればいいかと

るのかを知りたい。

か

・温だん化による海面上しょうもっと温だん化にすればじょうは

・学校としてやっていけるものはないか 自分たちだけでやる

つして海面下がるんじゃね？

のか？それとも、地域の人たちと協力してやるのか？

・どうすれば、県を立て直せるか。

・何をすればいいのか。

・かんきょうのこと

・ただたんに話したいだけ

・今、なにをしているか、県の今のじょうたい。県のために今な

・子どもでもできるがれきのてっきょ

にをすればいいか

・震災について

・自分もひがいをうけたから、地域の人たちに「大丈夫でした

・福島の原発をなんとかしてほしい。自分の地位とかよりも、

か」などの話しをする

福島県民のことを考えてほしい。

・楽しい話し ・スポーツの話し

・世界とか平和とかいろいろと！！

・何か今やっている以上の努力は、しないんですか。

・今の事、げんぱつとか・・・。

・いろんな話

・ずがいこつの話

・これからの日本についてどのような活動が必要なのかを話

・これからどうするか？

し合って、活動していきたいと思う

・いろいろ
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・金をよこせという

・これからどうゆう方向に進んでいくのか

・今のじょうきょうかその後について

・今、どんなじょうきょうなのか、こまっていること、どのような

・どうして議員さんたちは浮かれて誕生会などしているのでし

生活をしているのか

ょうか？

・いろいろ

・保険はもっとおりないのか？

・何でもいい

・町の安全性とていぼうをおおきく作ってほしい。

・地震がなったとき対応が遅い

・じょうきょうと自分にできること みんなは何が手伝ったのか

・若者向けのお店をつくってほしい！！（例:ファッションビルな

など

ど）街の復興について。

・町のくわしい現じょう。・これからどうすればよいかなど。

・道路をせいびしてくれ

いろいろ！！いっぱい♡

・今の国会か政党に意味があるのか

・義えん金とか、しっかりしろ 原発は東京がつかうんだったら

・どうしたいか

東京におけ！！

・キレイにするにはどうしたらいいのか、協力はしてもらえない

・私たちが大人になってもよりよいくらしができるか

か

・どうせなら↑にかいた人と話がしたい。どんな話かはわから

・もう大分風化してきているようですが青少年健全育成条例

ないけれど・・・。

（改正後）について、私は断固反対派として話しをうかがいた

・これからについて。

い。

・今どんな気持ちですごしているのかなどを話してみたい

・石巻はどうなる？

・地震やつなみについて、

・これからの経済について

・ふこうについて

・町をどのようにしていくか、、、など

・今のじょうきょうなど。

・今の生活について

・話しというか、自分より小さい子たちと一緒に遊ぶとか、そう

・いろんな

いうような機会があったらいいと思う。（保育園・幼稚園など）

・お笑いや、スポーツなどの※話し、安否確にん

・これからの生活について

・今の石巻について。どこがどんな状況なのかとか、どんな助

・どうすればさらに町がよくなるのか

けが必要なのか、とか

・今の町の様子について 子供のあり方、大人のあり方につい

・どのようにのりこえてきたか何が大切か

て。

・まちをよくするための話。

・どうすればもとにもどるか。これからのこと

・震災のことについて

・とくに

・これからの石巻についてとか。

・石巻をどうしていきたいか

・人生についてかたる

・いろいろなこと

・これからのこと。

・みんなでボランティアに行きたい（被害をうけた地域）

・今総理をおろして何の得があるのか、どうして政治家は自分

・こんご石巻はどうなっていくのか

たちの利益しか考えないのか

・手際が悪すぎる

・今、どういう状況かを知りたい。今できることについて。

・冠水！！

・これからのこと

・地域の人たちと、地震とか、つなみについて話してみたい。

・早く直してほしい

・どういう事にこまっているかとか

・何もなくなってしまった所をどう再生するんですか？いつごろ

・これからの日本、これからの石巻

がれきがなくなるのか？

・総理をやめる・やめないより、復興の話などをしてほしい。話

・町のふっきゅう

しあいを円滑に進めてふっこうしていくようにしてほしい

・いろいろと・・・
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・世間話

・まちのせいそう、はってん にぎわい

・趣味合うものとか、いろんなことを。

・GK のこと

・やめろ。

・いろいろ

・何をしてますか。？

・これからの石巻について

・今自分たちができることについて。

・とにかくサインがほしい

・自分の住んでいる所で自分がどんな事をしたら役に立つか。

・色々

・今、自分が何をできるのか知りたい。

・色んなこと

・自分のまちのこれからについて

・国際的な事を（ﾊｰﾄﾏｰｸ）香川なら話す！！

・景気回復、頭である総理大臣と話せば国→県→市といくはず

・楽しい！または感謝

だから

・（AKB48）チャリティーライブして（ﾊｰﾄﾏｰｸ）

・どーして総理大臣人になるとみんなだめになるのか？？

・嵐が来てくれたら石巻は元気になるからぜひ来てくださ

・10 年後、日本はどーなっているのか？"

い！！

・石巻について。

・他の国や東京ではどんな支援活動をしているのか＆石巻で

・いろいろ話したい。

の LIVE おねがいします！！

・地域をよりよくしていくには、どんな事をしていけば良いか。

・今思っていることを全部。国民の気持ちをもっともっとわかっ

・福島と言い、何と言い、全ての考え方が甘いのを被災者に失

てほしいです

礼だとは思わないのか、ききたい。

・その後の方針、この町・市・村をどうやってふっこうしていくの

・立場が上のくせに何も考えていない。腹が立つ。"

かを聞いてみたい。そして、私も手伝いたいということを話して

・石巻をよくしっている人

くる

・いろんな話

・今の町について。

・こんごどうしていくか

・これからどう生活していくか。どのような石巻にしたいか。

・この町の今後

・東日本大震災の復興をどうするか。

・自分の町はどんな所？などといった、たくさんの意見を聞き

"まわりの環境や状況など

たいです

・あと、楽しくておもしろい話"

・これからどうやって町をふっこうさせていくか。

・地震について

・どんなんが市中にいるのか どんな問題があるのか

・私の国では地震がありますが、あなたの国ではあります

・かせつじゅうたくについて

か？

・災害対応

・地震について

・いろんなこと。

・あなたは何故そこまですごいのか？

・色々

・サッカーについて

・どーすれば町がよくなるのか。

・いろんな話しをしてみたい

・だいがいちをつくれといいたい

・今後のこと。

・国を動かしてほしい

・どんなまちにしていくか。

・大震災後の話 ※主に復旧活動や震災の光けい

・学校の話とか…!? せけん～ばなし的な!!!

・プライベート

・環境のこと

・被災地に、元気がでる歌をつくってほしい。

・今の日本の状況 何かできることはないか

・被害のひどさ。どれだけ苦労したかしってほしい。BIGBANG

・早く原発静めて下さい。すごく不安っす。ガチでお願いしま

の応援ソングを作ってほしい

す!!!

・今後の人生の話

・お店増やしてほしい
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・災害のことについて!!くわしく。

・震災のとき、宮城県の石巻は一番人が亡くなってるのに 気

・色んな話。

仙沼だの仙台だの被害が少ないところばからいニュースでと

・被災した県の復興や、原発など

りあげたりして 最近やっとキレイになったら少しニュースしだ

・まちがよくなる方法を考える話

して、すごく頭に来ました。震災のときはもっとひどい姿でした。

・自分達に何ができるのか

それを見せるのが国の約目だと思う。まだまだひどいです。匂

・これからの日本のこと、被災地のこと。

いをどうにかしてほしい。

・地震の時なにをしていたかとか聞いてみたい

・町のことやその人のこと。

・いろいろ話してみたいです。

・においがきつい

・世間話

・これから、市をよくするためにどんなことをするか。

・復興について

・町の安全や津波のこと、ひなんじょのことをお話ししたいと思

・私たちはどんなことしたらいいか。

う。

・これからの対策 元の宮城になるにはどうするのか

・まちをきれいにしたいとか

・公園とかつくってほしいっていう話

・これからのこと。

・世間話

・キレイにならないかなぁ～って

・ゲームの話

・これからの事について話したい。

・いろいろ

・町と町以外のこと

・私たちがどんなことをすれば町をもっと知ってもらえるか。今

・町をどうしたらよくできるか。そして、そのために自分が何を

の私たちをどんなことをすれば知ってもらえるか。

できるか話をしてみたいです。

・べつに

・どうしたらもっと早くふっこうできるか？

・良い人間と悪い人間について

・これからのこと！

・必要ある物と無い物について"

・よくしてください

・日本について

・今回の震災についての話

・まず、町のふこうやがれきのてっきょ、そして、おくられてき

・川開きのような祭りをふやしてほしいということを伝えたい→

たお金のしわけ そしてこれからのたいさくや町のこうぞうの

石巻に住んでいる人たちが明るい生活が送れるように… 楽

かえかた

しく過ごせるように…

・原発の対応、自衛隊の戦力強化

・やっぱり、家が土台しかなくなったし、そういう、同じじょうきょ

・いろいろ

うの人とこれからの事をはなしてみたい

・これからどうしていくのか

・今後どうするか

・これからのこと

・今の、このじょうきょう、そのために、どんな風に働いてくれる

・日本はどうなるのか

か。

・きふも良いかもしれないけど元気づけてほしいので、げん地

・国からの義えん金とか、原子力発電所のことを話したい。

に来てたのしいことをやってほしい AKB 宮城に来て!!

・これからの復興プランを聞きたい。

・石巻への支援について

・復興のための手伝いに何がひつようかどうかとか、できるこ

・いろいろ

とは何かとか、金の問題とかいろいろ。

・元気の出る話し

・自分の家のじょうきょうなど

・こわれた水道、でんきとかに、ぎえん金を使ってほしい 危な

・これからの事とか、ひなんじょのこと。

いから女川原発をなくしてほしい かせつの人だけでんかせ

・これからどうするか

いひんずるい！こっちはでんきもきてないのに かせつのペ

・天皇と話してみたいから

ット OK にすればいいと思う

・よくするためになにをすればいいか
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・いろいろ

・この震災でなにか良いことをしましたか？

・どのように宮城県を復興していくのか。

・なぜ国民が今まとまっているのに国会がまとまらないか

・町のこと

・今の町の状況をこれからどうやってかいぜんするかなど

・いい人

・どうやったらもっと早く復興ができるかということ。

・住みやすいまちにするにはどうすればいいか

・浸水する地域への早急な対応を。

・これからの宮城県について

・どうすれば元気な市になるか

・ぢしんでひがいをうけたちいきについて!!

・みらいのこと

・今、日本を良くするために何をしているのか？ふっこう作業

・ボランティアをふやしたらどうですか??

はだいたい何年かかるのか 今回のしんさいについて。

・石巻のふっこうのことについて

・地域の復興について

・ボランティアの呼びかけ

・政治について

・みんなでいっせいに活動して早くふっこうするようにきかくを

・これからの石巻について。

作ってほしい

・町をよくするために何をしたら良いのか。

・今の石巻にどんなたいさくを取ってくれるのかということと、も

・これからの宮城県のこと、仙台以外の市町村のこと

し他の県などで災害がおこったらどうするのかということを話

・これからの自分の町や日本のためにどのようなことをしてい

してみたいです

こうと考えているのか

・今後、この町でどんなことをして、どのようにかっせい化させ

・震災のふっきゅうのこととか

るか

・今、中学生の私達にできる事は何か話してみたい。

・今、どう考えていて、これからどういうふうに国を動かしたい

・今後のことについて、どうなっていくのか聞いてみたい。

のか具体的にはっきり教えてほしい

・これからの石巻市の復興のこと。ボランティアのことなど。

・国会議員の人と話をした方が現実的になりそうだから

・これからのまちづくり計画や、国のことについて話してみた

・町の計画について

い。

・国会で総理がどうこう言う前に、がれきの片付けや復興をど

・いろいろ

うするかについて話し合いたい。

・「今の町をどうにかしてくれ」と言う

・何を今するべきかなど

・どういうことをしたいかなど

・子どもなりに、今自分たちはまちのためにどんな事をしてい

・今、こんな状況で大変だけど自分たちもいっしょに元通りの

けばよいか。

町並みにしたい。

・自分たちの町をよりよくするために、一緒に頑張りましょう。

・これから、よりよい地域にしていくにはまず何をしていくかを

・今の石巻にとって何が必要とか、どのような状きょうとか、後、

話したり、お互いに意見を出しあって考えたいと思います。

感謝の気持ちを伝えたいです。

・この 3 人（総理大臣・県知事・市町村長）と、中学生で、今、ど

・子どもとしての、良いまちへの意見など。

んな計画になっているのかとか、大人も子供もそんなのナシ

・今、宮城県がこういう状況の中で、復興に向けて、どういった

で、”人間”として意見を言い合ったり、外国の同じ年代の人た

考えがあるのか。

ちといろんなことを話したい。

・これからの宮城について

・この後に、どのようにふっきゅーするか!!!!!

・これからどうするか

・自分たちの町のためにどんなことができるか。

・原爆

・市・町の話し

・家はどうしたか？

・この後どういうふうに、復こうしていくのか

・仮設住宅が少ない

・どれくらい被害を受けたの知っているか、どんな保障をする

・被災された地域のこれからの町づくりのことなど

のか

・「子どもに何ができるのか」ってゆーのを話したい
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・避難者の方たちのこと

・今後の私たちの生活を、どのようにして戻していくのか。

・自分たちが住んでいる街のこれからのことについて話をして

・震災について、これからについて

みたいです。

・いろいろ

・まちをよくするためを話す

・災害について、未来について

・互いはげまし合いたい

・震災や未来について

・これからどんなことをやっていこうか

・未来について・・・

・総理として、今何を考えているか。復興のために何を行おう

・どうすればよくなるか

としているか。

・町の安全について

・現状を教えて、国が今どんな計画をたて、実行しようとしてい

・ない

るのか知りたい

・世間ばなし

・何か不便なところはありますか？？

・町おこしや、町の環境について

・明るくなるような話

・この先の石巻のこと。

・サポートをすることができる人々と、どうやって手伝いをして

・石巻のこれから

いくか。

・石巻市のこれから

・今のまちの状況やこれからのまちについて話をしたいです。

・自分達ができる事について

・これからのまちはどうなるのか？

・元気が出る話

・地球温暖化のこと

・これからについて

・今何が必要とされてるか

・これからどうしていくか

・自分達なりにどんな事ができるかを話してみたい。

・少しでも町をよくするためにはどうしたらよいのかなど

・この町をこれからどうするかなどを話してみたい

・町のことについて

・このようになってしまいましたが、何をどのようにすればよく

・今の環境はいいか、どうか。

なると思いますか？

・今後について

・どのようにまちを変えていくか

・地震のふっきゅうの話

・石巻をこれからどうしていくのか どういう考えでやっている

・これからの町

のか

・何位になる予定？

・他県ではどんなことをしてくれているか。私たちがしてること

・色々

など意見交換したいです。

・どうしたらじしんかきても逃げられる（ひなん）できるか

・これからの日本について

・これからどうする？って話をしたい

・亡くなった妹のこととか。

・これからのこと

・町のふっこうについてどのように考えているのか？しんれい

・今後について

現象って本当にあるんですか？

・今の県で本当に必要な物と不必要なものの、区別。

・原子力

・これからの石巻市が前よりよくなるように話す

・さいがいの事

・青少年健全育成法について

・町のこと

・この地域の良い所、悪い所。

・これからの石巻

・3/11 の地震からずいぶんと日がたちました。

・これからの町について

・復興プログラムの企画。

・環境のこと

・どうやってこれからまちを良くしていくか。

・学校のことなどを。

・どうすれば、良い街になるか

・学校で友達と話しているような事を話したい

・原発。
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・この震災についてどう思っているのか。

送ってくださり、とても感謝していると言いたい。

・あやふやにしないでしんけんに日本のことを考えて下さい←

・今後の未来について

・あなたは、日本のために何かしてますか？っていって、自分

・東日本大震災のことや、地球温暖化について話をしてみた

の方がそうりに向いてるよって教える。

い。

・町の復興について

・ひさいちによんで、ライブをできないか、ききたい

・まちのためにどんな事をしているのか

・げんぱつなどの問題に早く対応し、福島の人達なども早く家

・地震の時の事など・・・。

に帰らせてあげてください。

・どんな町がより良い町なのかについて

・話す意味がない

・文句を言いたいです。

・これからの生活

・白くま、ペンギンなど（南極の動物）を助けたいです。なんと

・ピアノやギターの演奏など、音楽を通してまちのみんなを明

かして下さい。

るくすることが出来たらと思います。実現出来るような場を設

・温だん化ストップのためのなにか案を出してみてはどうです

けてもたいたいので、お願いをするために話をしたいと思いま

か。

す。

・なんとなく話しを聞いてほしい

・学校を直してほしい。

・自分達が思う理想の町について語りあっていたい。

・人間について

・今の日本のために何をすればいいのか。国会は何をしてい

・今、こまっている事や悩み

るのか。

・どんなことをしたら、町が復興するのか。

・なんでもいい

・これからのことなど

・今何が必要なのか

・これから石巻をどうするか聞きたい

・今の状況 これから 周りの環境

・自分たちの市のために、しっかりしてほしい

・キティちゃんのまちにするための話

・これからの宮城県はどうなるのか

・まちのことについていろいろ。

・私の住んでいる地区が水産加工団地になるという話がでて

・今後の方針

いて、それをやめてもらうように、市長さんと話がしたいです。

・いろいろな話

・今後石巻はどうなるか

・原発について

・げん発や、がれきの問題

・これから一緒にがんばりましょう

・政治の事でいいたい事がある

・なぜろくなことをやらないのにさぎょうふくなどきるのか？な

・これからの宮城について

ぜそんなことができるのか？

・復興のために何をしているのか

・何をすればやくに立つのか聞きたい

・震災前のような、くだらない話をしたい。（あの時の話をする

・明るい平和な町そして、災害ボランティアで協力したいです。

のは嫌だから。）

・かんそうりは今後どのようになされるんですか？原子力発電

・復興へ向けて、どんなことを手伝えばいいか

所はどうなるんですか ちゃんとなおるんですか？

・「今、どのようなことをして、復興させるか考えていますか」と

・暮しやすく、便利な町にするにはどうしたらいいのか。

いった復興についての話

・いつまで自民党と民主党の政権争いは続くのですか？

・福祉のことについて今の考えを聞きたい。

・管総理はいつ解散総選挙をするんですか？

・これからの日本、東北の復興について話してみたい

・石巻が、大川が、どれだけ被害を受けたか。これからどうい

・日本の未来について

う風に復興していくか。

・早期復興について

・これからどのような工夫をすれば町がよくなるのか。

・これからの復興に向けての事についてや、どのように自分た

・復興のために、色々な計画をしていただきたい。救援物資を

ちの被災地を変えてくれるのかということを話してみたいで
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す。

かとおくに住んでる人が）でもこっちにはまだ２大変な人もいま

・この地域にこんご住めるのか生活していけるのか

す。なので、そうりにもっと２このしんさいのことをとりあげても

・今の市の現状・これから先の話

らって早くキレイな市に戻してもらいたいです（でもできればて

・どうすれば、より良いまちにできるか。

んのうにやってほしいです）

・国会の人は金持ちなんだから大臣のちょきんを資金にあて

・自分たちのまちの現状に対してどう思っているか どうすれ

て、さらに議員の給料カットをしてもらいたい。

ば活気づくか…

・宮城県のバスは、リリース禁止なので、リリースしても良い沼

・がれきのてっきょをしてほしい。もっとみんなのために、なん

や野池をつくってほしいと言いたい。（管理つり場など）

かしてほしい 物とかだけじゃなく言葉とかかけてほしい

・グランドとお金などもっとくれよろしきうおねがいします。

・不便な場所 ・アイディア ・こまっていること ・どうすればい

・これからどうなるのか聞きたい。家がほしいからください。

いと思うか

・今何が大変か‥とか、どうする事もできないけれど、相手の

・なにが、このまちのためになるか。

心のケアとかになればうれしい。知事には、湊中が新しく建て

・その人たちは、私達のすんでいる地域をどう思っているのか

られないか知りたい。

知りたい。そして、これからどうしたいと思っているか。

・早く被災地のふっこうに力をかしてほしい

・自分のまちについて・・・

・今回の震災でどこでどのような事があるのかもっとくわしくし

・街をこれからどのようにしていくのか。自分達に出来ることは

りたいからそのような事を話してみたい

ないか。義援金や支援物資について感謝。

・町のふっこうについて

・どうやったら自分のまちをよりよくできるか。

・まちを活発にするために、どういう事ができるか話したい

・これからどうしていくのか、子どもにも分かりやすく説明して

・今後の町づくりについて

ほしい。子どもだって、地域の一人だと思うから。

・いろいろうったえたい

・これから、街を戻すために、どんな事をすれば良いのか、花

・いろんなはなし。

や木をいっぱいにしたい。

・ふっきゅうの話し

・東北地方が被害を受け、今治安も何も悪くなっている。この

・どんなことをすれば、みんなが元気になれるか

ままで本当にいいのか、ここにしか住む場所がない人は一体

・まちをよくするために何ができるか

こんな中でどのようにして生活していけばいいだろう。今、何

・こんごの石巻について

を考えているのか、どのような対処をしてくれっるのかを具体

・津波とか地震とか、原発とかの被害のたいおうをもっとしっか

的に聞いてぬたう。

りしてほしい

・この後どうなるのか知りたいし、どうやったら良くなるのかを

・今後どうするのか先がみえない（原発とか）

教えていただきたい。

・湊はどうなるのか"

・国会議員の人は、石巻の現在の様子をどれくらい知っている

・このひ災についてなど

か CM であるように日本をよくしていこうというのが、あるの

・世の中の詳しい仕組み

ですか。具体的にどのようなことをして、日本をよくしていくつ

・今の日本について。

もりなのですか

・いろいろ

・政策のせの字も知らん奴が「管やめろ！」とか言ってる中に

・町の復興について

このアンケートは不味いと思う

・もっと子どものためになる施設をつくって欲しいという話。

内容がおもしろいと思うから

・自分の声を聞いてほしい ただそれだけです。

まちのことについて

・これからどおなるのか どうゆう計画をたてているのか

"総理大臣などの考えの他、→色々と、ここがジャマして復興

・さいきん、前ほどこのしんさいのことがやっていないので、み

できづらい…とか。

んなわすれはじめているんじゃないかと思っています（東京と

意見交換など、これからのこと、今までのこと。"
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これからのことをどうするのか

・町とみ来について。

"これから町をどのように復興するのか

・震災後の石巻をどうしようと考えているのか聞いて見たい

復興でいるのか"

・自分のまちをよくするためになにをするか

早く町を直せこのバカ市長、遅いんだよ 多くの人の命がなく

・どのような町づくりをするか

なっているのに、まだ直さない・どんだけのんびりなんだよ、

・これからの町づくりについて

おまえは 町の人にすがたをだしてあやまれ！遅い理由も言

・これからの石巻はどうなるか

え

・震災ゴミやガレキてっきょについて 保障金について

・子供が楽しく住める所を作ってほしいことや、地域の活性化

・世の中どのように変わるのか？

につながることなど"

・意見交換をしたい

・協力してほしいと伝えたい。

・未来のまちのこと

義援金はいつもらえるのか。また、山の上にある家にも色々

・石巻の門脇や南浜がすごいひがいをうけたのに、どうして、

な物資がほしい。原発はいつ大丈夫になるのか、など

テレビや雑誌に取りあげられないのか？

・特にありません

・福島の今後の対応

・今後の事について

・これからの石巻について

・今、地震で、いろんな人が死んでいるのに政治をしていいる

・町がどうやれば良くなるか。

えらい人達は、ただの金とりともいえるし、今すぐにでも政党を

・町をきれいにするためには、どうしたらよいか 等

かんけいなく、被災地であるこの石巻やその他の地域に、仕

・これからどうすればいいのか。

事やすむ家などを作ってほしい。

・今後の日本をどうしていくのか聞いてみたい

・こんごのこと

・町のこと

・みんなで団結して頑張ろう的な感じ

・お説教！

・復興には約何年かかるかなど復興してからの市民の心のカ

・なんにもしていないから、もっともっとアピールするようにしろ。

ウンセラーをしてほしい

ということ。

・じっくり時間をかけて石巻のことを考えてみたい

・日本の未来について

・大地震でたくさんの人達、国からのお金をもらっていて TV で

・この状況で世界で協力して日本を立て直せるかという話

も「～円のお金が集まりました。」と言っているのに具体的なお

・まちとかじゃなく国とかのことも。色々いってやりたい。"

金の使い方が決まっていない事。未来の事を考えるより、今

・今の状況

の現実をどうにかしてほしい

・しんさいで今後どんなふうになるのか？放射能はどうえいき

なにかやれることはあるか。など

ょうするか

・義援金はいつくるのか？仮せつの選ぶ基準

・べつにはなさなくていい

・復興に向けてどうしていくのか

・対応が遅い なにをびってすか

・これから、どう復興していくのか 復興に何年かかるか"

・本当に国民の事を考えてる？

・今後のこと

・今後どうするか

・色んなことを話してみたい

・今後のまちはどうあるべきか。

・これからどんなことをしていけばいいのか

・世の中のことを聞きたい。

・震災中の話

・うちらは今こんな生活してるとか

・未来の事 頑張って行こう…と言う話 など

・世の中のこと！

・これからのこと

・オタッキーな話 アニメ語りてぇ！！

・これからのこと。

・これからについて

・町をよくするために何ができるか？

・元気になりーヨ！！つながりーヨ！！がんばりーヨ！！
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・いろいろとがんばってくだはい

・新しい町づくりのこと。

・今の政治のことを…

・災さいのことでの話。総理大臣よりも行動が早かったから

・宮城県沖地震はどうなったんですか

・たしかに、部活や、学校行事は、したいけど今の状きょうだっ

・じしんの事とかー。

たら、町のためにがれきの片付けとかをした方がいいと思う

・自分たちにできることは何か、してほしいことなど、役割。説

・地方の人の生活をよりよくするためにどうすればいいのか話

教。（管総理に）、まぢ腹立つ。"

したい。

・今の日本

・石巻の話

・震災のこと

・福島にいる動物たちを助けてほしい。もっと平和で住みやす

・もっと、ひ災地に来て、現実を見てほしい。

い国にしてほしい。

・被災地のふっこうについて、何を考えているのか？どれくら

・日本の未来 国民の安全 世界との協力 まず平和、平等、

いかかるのか（費用、期間）

自由を求めます。つねに町はキレイであり、あらそいの無い

・これからのこと。

町にしたいです。それをかなえるには、法律から見なおしてい

・明るくなる話をしたい。

かないとダメだと思います。 いいえの意見もあります。それ

・他の学校の人々と街についてのサミットを開きたい。（チルド

は、町の人全体が協力しなければ出来ないからです。かなら

レンサミットﾊｰﾄﾏｰｸ）

ず協力しない人がいます。なので、ムリだと考えればムリだと

・昔みたいに明るく話しをしたい 今の自分達には、何が出来

思うのです。

るのか！

・今の町のじょうきょうかなぁ

・今、自分のいる県はどんなじょうきょうか

・町のどこをどう改善すればいいのかなど。

・日本の経済についてはなしたい。借金がいっぱい日本にあ

・今後の原子力発電を継続するかについて 原発の安全性。

るから返すために、税金を増やすとか、募金とかしたらどうか

なぜ都市部につくらないか

と…。

・ボランティアについて

・不便な事。どんな活動をしたいか。

・ライフラインのふっこうがおそいこと（きてない所もあるから）

・地震のこととか。

・ライフラインの復活について

・まちをよくする

・今後の日本について、はなしたいです。

・その町に必要な資金をどこから用意するか。子供手当を復

・被害が遭った場所にどんなことをするのか これからどのよ

興金に当てる等、そのためにどうやって説得するか、福島の

うにしていくのか こんなことをしているのか

ひとのちんせい化、及び東京電力に対する借金の問題。

・雄勝のため。

・被災地ふっこうの計画について？（笑）

・これから、どうなるのかとか…。

・市をなおしてってたのんだりする

・今後どうするか

・町はどうなるのか。

・これからどうやってまちをよくするか

・今回のしんさいについて………

・いつ復興するのかという話をしてみたいです。

・はげましあい

・子どもどうしの方が話しやすい。色々なはなし

・給料の 25％を義援金に回せ

・なんで働かないの？とにかく働け"

・震災の影響など

・ライフラインの完全復旧はいつになるのか。

・震災について

・早く仮設住宅を建ててあげてください

・こまっていることがないか聞いたりする

・幼くして親を亡くした子どもがいるので心の支えになりたい

・いろいろな話し

・「石巻を盛り上げる活動をたくさんして欲しい」ということを話

・日本はどうなるのか？

をしてみたい

・まちをよくしましょうという一言
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・いろんなじょうほうをおしえあう

高校 1 年生

・国のこと
・今後の人生について

・自分達の理想の町

・自分たちの被害状況。

・今回の災害のことについて話してみたい

・世間話

・これからどうすればよいか

・かんきょうのこととか。

・人分達にできることわなにか。

・その時の心境（じしん、つなみ

・市の財政状況について

・原発のことや、被災地の今度を熱く語りたい

・おもしろい話

・自分の町についてどう思っているか

・ゴミ拾いなど

・町のためになにができるか。

・町をよりよくするには、どのようなことをするなど

・町を綺麗にするためのそうじ方法

・これからどうしますか

・今、地域でできること。

・町のげんじょうなど々

・地域について

・一緒にボランティアをしないか聞いてみる

・ガレキについて

・他の市と比べると石巻市は震災への対応が遅いと思うの

・もっと対応早くしてっ！！って言いたい。・

で、・もっと対応をはやくしてほしい

・将来について

・日本の未来と自分の生活のどちらをとるか。自分の生活だろ

・原子力発電＆国民の足ひっぱるな！！という事。

う

・町をよりよくする話

・歌の話し

・協力すればどんなことができるのか

・今の東北地方の状況

・復興について

・町をよくするための話し

・まちをきれいにするほうほう

・世間話

・地球の復興のことについ

・復及活動の今後の方針を詳しく

・自分達の町のためにどんなことをすればいのか？

・自分の町の環境

・これからどうして行くべきか、自分達にできることは何か

・自分の町についてなど

・地域の復興の話をしたい。

・どうしたら子供の力で町を動かせるか

・町にいまだ残っているゴミの話し

・どうしたら良い町になるとか・・・

・地震が起きた直後何をしていたか

・このまちのふべんなところ

・今の市の状況や市にしてもらいたいこと。市の良い点と悪い

・町を良くするには、どうしたらいいのかなどなど・・・

点

・まちをもっと良くして下さい

・もっとえんじょしてもらえるようにたのむ

・新たな地球「another アース」を作ってくれと頼んでみる。お

・どうやったら町がよくなるか

金の援助を受ける

・スペイン語

・町についてどう思っているか・・・など・・・

・昔はどうだったかを話してみたい。

・総理に「辞めろ」など言ってる暇があるなら復興作業に取り組

・これからの生活について

め！！

・町の複興について

・どうゆう風にすればよいか

・石巻はどんなまち？

・地域の人たちはどのような町をつくりたいのか聞いてみたい

・今後の取り組みと考え

と思ったからです。

・より豊かで安心して住みやすい地域にするための話

・これからのこと

・東北をより早く復興させる
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・今の宮城の話と原発について

・これからもがんばってほしい

・ごみ問題

・これからどんなことをしてくれるのか・・・

・これからの日本

・津波はどうだったか。今はどのような状態で生活しているの

・どうやったらよくなるか

か。

・分からない。

・どうすれば町の活気が良くなるのかなど

・今の正直な気持ちを知りたい。（不安なことや不便なことなど）

・町にどんな建て物をとりいれていくか

そして、将来のことを聞いてみたい。

・今後について

・石巻の話し。

・これからどう復興していくのかとか

・今の国会議員は真面目に被災地のことを考えているのか

・これからの日本のことなど

・何をするか

・自分の町の被害などの話したい

・はやくゴミをなんとかしてほしい。

・学校の近くのゴミ山について

・町の土地を上げるための工事

・学校の近くのゴミについて

・困っている人達を今後どのように助けていくのか話し会いた

・どんなことに困っているのかということを話したい。

いです。

・ゴミの問題について

・町の復興状況

・ないしょ

・自分たちのまちは震災の被災地なのでこれから先の対策や、

・その時しだい

どうしていくのかを聞きたい

・もっと数多くのニュースを写して、１つのものに集中するな

・どうしたらこの町がよくなるか

・震災のこと

・今後の地球

・地域のことについて

・てきとうな会話

・今度のこと

・募金やボランティアをしてくれている人へのお礼と、これから

・ごみのこととか

についてなど

・ここらへんについての話

・通学路について

・津波のこと

・自分達ができる事はなにか

・今必要なこと、やってほしいことなどの話をしてみたい

・まちの話

・どのぐらいでふっこうするのか。

・刑務所について

・しっかり考えてほしい

・今後の生活について

・これからの日本をどうするのか聞いてみたい。

・これからどうするのか。

・はやく蛇口から水をだしてほしい

・どのようなまちがより良いか。

・現状を知りたい、詳しく。

・ごみや空気のこと

・学校の裏のゴミのことについて

・今の県についてくわしく聞きたい。

・今後どうなるのか。

・そっちの学校はどーお？

・県をどうよりよくするかなどを聞いてみたい

・どのようにすればまちをよくすることができるかについて

・そのひとが知らない町の状況や環境について話してみたい。

・今後のことについて

そして悪い所は改善できるようにしてもらいたい。

・これからの未来について

・原発や国際関係・法律についてなど

・これからどんなふうにして復こうにとり組むのか

・しつもんしたい

・自分たちの町について

・未来について

・これからのこととかについて

・よいまちにするにはどうしたらよいかを話してみたいです。

・ごみ

・これからの企業や家庭に対する支援をどのようにしていく
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か。

・みらいについて

・地震の感想、今できることを聞く

・町をもっとよくしてほしい

・これから町をどうすればいいのか話合う

・ゴミをどうにかしいてほしい

・国について

・これからの東北について

・色々

・大臣のきゅうりょうへらすべき

・難しいたくさんのこと

・これからはどのようにしていくべきか

・自分が住んでいる市のことやゴミの問題について

・これからのこと

・何をしたらまちが活性化するか、など

・国会議員の給料そんなにいらないですよね？議員の給料カ

・町を良くしていくためにどのような事をしていかなければいけ

ットで石巻への復興を！

ないか

・町内について

・これからの町づくりについて

・色々

・もっと被災者のことを考えてほしい

・地震について

・これから地域活性化や復興にむけて

・いろんなはなし

・これからのこと

・ゴミのこと

・学校のとなりになるゴミをどうにかしてほしい！って話す

・堤防について

・自分の学校の周りにあるゴミの問題について

・その人が考えられることの話

・世間話等

・ふっこう

・今の石巻について

・これからの事

・石巻の復興について

・まだ具体的には決めていません

・学校の近くにあるゴミの問題

・施設を増やしてほしい

・石巻について

・今後について

・まちについて

・これからのこと

・恋バナ

・ごみのこと

・震災について

・これからの石巻について

・原発のこと

・今の世の中について

・今なにがしたいか 気持ち

・自分たちの町について

・今後の石巻について

・これからの活動について

・今後の日本

・他の党の批判ばかりではなくちゃんと話し合いをしてほしい

・いろいろと

・いろんな話

・どうしたら良くなるか

・いろいろ

・いろいろ

・１日でも早く元に戻れるようにしてほしいとか・・・。

・何が出来るかどうか

・子供で何ができるか

・分かりません

・国民が今思っていることをしりたい。今一番何をしてほしいか

・よりよい市にするための話。

とか

・がれきてっきょ

・国民が今思ってることを知りたい。今一番何をしてほしいかと

・宮城はこれからから大丈夫なのか

か。

・国のこと

・これからのまちについて

・さいがいの話

・どんな風に復こうしていきたいか。

・矢本町に戻せ

・災害のこと
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・自分達でできること

・今どういうじょうきょうか これからどうしていくか 自分は何

・花とかうめましょう

をすれば良いのか

・自分達の地域をよくするために話し合いたいです

・これからについて

・色々なこと。

・仮設住宅や色々なこと

・実行できることを話し合ってまちをよいものにしていく

・これからどうするのかとか色々。

・いろんな話し。

・同いどしぐらいの人たちと、今後今までよりもっとよりよい町

・このからの話☆

にするにはどうしたらいいか？など・・・どうしたら早く復興でき

・石巻ふっこうに向けてみんなで何ができるのか。

るのか。

・まちをするのにはどのようなことがあるのか

・原発問題があるのに、なぜ国会はおかしいことをしているの

・まちのいいところをきいてみたい

か？誰が総理大臣になっても同じだと思う

・今の状況の事について色々と。

・色んな話 楽しい話とか

・地震のこと。

・わからない

・せけんばなし
・いろいろん

高校 2 年生

・どんなことをすれば東松島市が良くなって行くか
・店とかなくなった町をどうやってどのくらいの期間で直してい

・ゴミ問題

くか

・こん後のこと

・これからの事

・ゴミの収集等

・今後の環境について！

・災害ゴミのことについて

・どうしたらもっとまちをよくできるか

・学校の裏のゴミなんとしてくれ

・どうしたら、女川の町をキレイにもとどうりにし、人がたくさん

・色んな話

来るか！！

・今後どのような構造を持っているのか聞いてみたい

・どうやったらかっきがでるか？など

・復興するための話をしたい

・国について。

・宮城を復興させ話し

・まちのことで困っていることは何か。

・公園とかの掃除について

・原発につして、今必要なことなど

・まちの復興のこと

・津波で被害にあった地域はこれからどう復旧していくのか

・商業にゴミを置くな！！

・福島のげんぱつのこと！！！

・自分たちがすんでいる環境について

・福島原発

・ゴミ山

・今後どうなるのか。

・これからどんなことをすればいいか

・いろんな話

・今後の日本について

・今、

・これからまちをどのようにふっこうさｓるのか

・国のこと。

・ふっこうのコト

・街の環境について。

・町の復興するには、どのくらいの年数がかかり、どのくらい

・こんごのこととか

のお金がかかるのか

・今後、自分たちのまちはどうなっていくのか

・復興のためにどういうことができるのか（高校生で）

・復興のこととか

・これからどうすればいいのか。

・なんでも

・震災に関すること。今後の震災対策など。

・あなたは、何を考えているんですか？

・復興について
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・今の状況説明やこれからのこと。

防波堤を高く作るか、津波被害がひどい所には家とかつくらな

・震災後の事とか色々。

いでほしい

・支援について

・これからの事について話たい。

・これからの日本について。

・もっとしっかりしようとする事

・これからについて

・もっと地区の状況を分かりやすくしてほしい

・放射線の事を話したいです

・原発の事

・じしんのこと

・今後の日本のことについて

・これからのこと

・当時のお話

・どうしたらもとどおりになるか

・怒りをぶつけたい！！！

・もうすこし自衛隊の量を増やしてほしい

・これからの未来について。

・子ども同士で同じ目線で色んな話をしたい

・まちをよくするはなし。

・今後の支の活動について画工の仮設校舎建設について

・若者達にどんな事をしてほしいか、又これからの石巻の理想

・今後

や目標について

・災害のこと

・今後のことをどう考えているんですか？

・これからの日本のために今できること

・これからどんな町にしていきたいか、など。

・なんでも

・被災した人たちや被災地の状況をどう思っているか。P.S 本

・これからの日本について

当は 1 番力のある人と話したいです。

・まだ避難所にいる人たちのことで、早く仮設を用意してほしい

・日本の未来についてと石巻の復興

・まだ避難所にいる人達のことで、はやく仮説を用意してほし

・これから何をするのか

い。

・これからの行政について

・石巻がはやく元にもどるように、協力してほしいと言う

・私たちの年代が、今何をできるのか、何をすべきか。

・これから宮城県はどうやって復興していくのか

・私たちが何するべきか。

・復興についての話
・手続きｔかもっとはやくしてほしい

高校 3 年生

・色々！！
・これどうしたら、まちがよくなるか、など。

・お盆までに本当に仮設入れるのですか？？

・今、ひつような事、してほしい事などをつたえたい。

・はやく元の生活に戻るための話をしたい。

・明るい話

・被災地の状況考えていただきたい

・今後どうするのか

・地域の人たちがどんなことを望んでいるのかをしりたいので

・いろんな問題について

話してみたい！

・これから先の未来について

・ゴミについて

・前の石巻により近づくように、どのようにしたらいいか話した

・今何ができるか

い。

・お前らは何をしているのか？？

・どうすれば良い街になるかなど

・総理大臣のリーダーシップについて震災をどう感じたか（本

・原発について今はどうしようと考えているのか。国をなんだと

音）

思っているのか。

・ごみ問題

・被災地の現状を自分の目でみて、今どうすべきなのかを、き

・これからの日本について

ちんと考えてほしい。

・はやくなんとかして

・津波で家を流され、何が防波堤だよと思った。だから、町は

・これからのことについて
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・ゴミをそうかしてください

れているのかちゃんと説明してください

・党同士争って足のひっぱりあいしてないで日本のこの先を考

・ボランティアについて

えて仕事しろー

・原発について

・ゴミ問題

・お前は何をやっているんだ。

・被災地について

・まず学校のゴミや震災のこと

・いろいろな事

・日本のサブカルチャーの未来について

・今本当に必要なこと

・いま、私たちにできること。Etc・・・

・なぜ辞めないのか

・これからのこと。学校のうしろのゴミのこと（体に害はないの

・ゴミとかの問題について

か）

・いろいろ

・復興にどれくらいの時間がかかるか？どれくらいの人数が

・市の事や津波とかの避難所について

必要かなど

・政治的な話をして、げんばつとかいろいろもんく言いたいで

・今後どのような活動が可能なのかを聞きたい

す

・これからどうするか。

・これからどうするか・・・？

・今、どんなことをしているのか？

・学校のよこのゴミを国会に持って行って辛さを知ってほしい

・これからの復興案について。

・いろいろ

・地域の人たちが今必要としているものはなにか聞いてみた

・震災の対応について

い

・これからの石巻について。

・どんなまちにしたいか地域の人の意見もききたいから。

・日本の農業をどうしたいのか

・自分と違うところに住んでいる人とその町はどんな環境でど

・色々はげましたい。

んなボランティアを行っているのかなど

・ゴミを今後どうするのかを聞いてみたい。

・もっと県のアピールをして、宮城の特産物を多く広め、多くの

・ゴミのこと

人に宮城県に来てもらうことを話してみたい

・これからの日本について

・心のケア、震災を一時でも忘れられるような楽しい話

・野党は与党をつぶすことしか考えてないので、もっと強力し

・アニメ（ONE PIECE)の話

てこれからのことを話し合え

・石巻の復興のための話

・市長のダメダメさについて

・今回の震災でたくさんの店がつぶれたが、他に何かたつの

・地震の対策をしてほしい

か。今、海産物は食べられるのか

・話たいことはいろいろある

・これから私たちがすべきことや、将来の話んど

・がんばって下さい。

・近所のおばちゃん

・ボランティアについて

・津波に負けないひな形のタワー作り

・これからの日本！！総理大臣はこんな状況の中、何をして

・今、困っていること、何をすれば喜んでもられるのか、未来に

いるのか。

ついて

・町のこと！！

・今後の街づくり関して

・今の状況をより早くもとに戻すための方法。

・地域の話

・学校まわるのゴミについて

・いろいろ話したい。

・まちのこと

・今後のこといついて

・これからの石巻について

・復興について

・ガレキの安全性について

・石巻のこれからについて

・学校の裏のゴミをどうにかしてください。どんな物質がふくま

・色々
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・ゴミの問題

すればいいのかなど

・このまちの将来をどのように考えているのか

・ボランティア

・今、何をすべきなのかについて話す

・世間話

・せけん話

・地震の話

・今後の宮城について

・色々

・不安など

・国債と経済について

・地域の話発展の話

・今後の日本について

・災害について

・学校のまわりのがれきについて。

・町のこれからいついて。

・学校周辺のゴミ（震災によるもの）の健康被害

・義援金にいつ払うのか。横領していそうだから、やる気ない

・今後どうしていくのかなど・・・総理について

ならさっさとやめろ

・川開きをしてほしい

・これからの町について

・災害のゴミについて・・・。学校の周りのゴミ・・・。

・どんなことを今しているのか

・ゴミについて

・やる気あるの？

・環境について

・ゴミてっきょ

・学校のまわりにおいている震災ゴミについての環境問題。そ

・今の現状について

れで発生してくる健康問題。がれきをどうするか。処理方法。

・そのときによって

置く場所

・どういう町にしていきたいか

・いろんなこと

・公園などにおかれているゴミを早くどうにかしてほしいこと

・震災について、これからの日本について

・いろいろ

・これからの日本について。ゴミのしょりについて。

・被災地の今の現状や不便さなど

・大人だけの考えじゃなく、子供もこうなればいいとかたくさん

・被災地の人の今の状況や大変さをわかってもらいたいです

あると思うから、そういう意見をいう

・今野被災地の現状についてこれからについて

・町全体の話

・いろいろ

・大変だったねーって！！

・まちづくり

・自分の住んでいた町について

・これからについて

・改善してもらうように。

・石巻の復興をどのようにしていくか

・今どんな暮らしをしているのか。

・地域に残るかどうか。

・自分が暮らしているところだけでも、何かできることがない

・どんな店がほしいか！

か。

・今後の石巻の話し

・就職などの話について

・今後の石巻について

・町の復興などについて

・ガレキをどうにか外国に売ることができないか話をしたい

・これからのこと

・道路の凸凹がひどいことや早くいろんな店が復活して町に活

・これからどうすんの？

力を与えてほしいことなど

・町の復興のためにどんな役割を果たしているのか

・状況

・今後のまち作りについて。

・今後の日本について、

・笑ってお話できればなんでもよし！！

・ゴミについて

・これからの未来。

・日本の力を信じてる

・楽しい話

・地震の影響で離れた人たちを再び町に呼び戻すためにどう

・これからの石巻について
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・町中の現状について

宮城県

・これからの石巻について
・これからどうやってもとどうりにもどしていくか。

ひがしまつしまし

・がれきの撤去などについて。

東松島市

・地域について。
・今後について
・仮設住宅が遅い。日頃何をしてんのか
・今後の石巻について
・街作りのための話
・原発をなんとかしてほしい。
・わからない

小学 4 年生

・最近あったこととか
・いろいろ
・これからの社会

・どうすればよい東松島市がつくれるか。

・今、何を考えて話が進んでいるのか話したい。

・つなみで、家がどうなったか聞きたい！

・今よりもより良くするためにはどうするか考えたい。

・楽しい話やうれしい話をしたい。

・高校生にできることは何ですか？

・今の家のことや家族のことやひなんさきで友だちになった子

・この先どうするか。

のこと。

・これからの宮城の事

・東松島のことを知っている、地域の人達と「子どもができるこ

・今後の地域復興・・。

とは何か。」話してみたいです。

・日本の未来について地震の対応を早くしてほしい。

・家のこと。

・世間話

・「いっしょにがんばろうね。」って話したい。

・今後の日本について

・そっちのほうはたいへんだから、なんかてつだってあげる

・雑談

よ。

・なんとなく

・しんさいのこと。

・今後について

・楽しい話やたいへんなこと。

・いろいろ。

・こまってる人を助けること。

・震災を機に今の町を新しくもっと良い町に変えるということ

・家のこと 津波のこと 他

・今のこの状況でなぜ政治中心の話を国民でできるのか？

・今そっちのほうはどうですか。どこに住んでいますか。

自分の立場を考えて欲しい

・総理大臣だといろんなことをけいけんして市がよくなる話

・不信任案出す前にやることがあるだろう

・楽しい話やおもしろい話。元気が出る話です。

・被災者の気持ちを話す

・宮城県はどうゆうふうになっているのか？

・意見を言い合ってこれからの国について話し合いたい。

・どうやって東松島をすくうのか。

・被災者の気持を伝えたい

・東日本大しんさいの、じょうほうや、ぼくができることはありま

・今の日本の政治について

すか。(手伝い）
・「ボランティアの人をふやした方がいいのか。」話したい。
・だいじょうぶですか。（じしんのこと）
・町をゆかたにするので、話してみたい。
・ボランティアはなにをしてあげられますか？
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・どのようにしたら市がよくなるか。

・どこがどんなじょうきょうか。

・このちいきについて→どうすればどろぼうなどがなくなるか。

・おもしろい話

交通じこもすくなくなるか。じしんがまたきたときどうすればい

・先生と話して、どんなことをすれば、ひなんじょのみなさんを

いか。（ひなんくんれんなど）

ゆうきずけられるか。

・わたしはしちょうさんとおはなしをしてみたい。

・けんかのこととか、町のルールとかを話したい。

・どうやったら自分の住む県をもっとよりよいくらしができるか

・ずけいをかいてよいまちにしよう！

話したい。

・ふくしま第一げんぱつ、しんさい

・家で、どんなことをしているか。

・地しんで家はどうなったのか、地しんの後どうしたのかを話し

・ちいきの、ごみひろいをふやすか、どうか。

てみたいです。

・ひなんじょのひとに、あったらじしんとかでショックだと思うの

・自分ができるような東松島市のためになることができる場所

で、元気が出る話をしたい。

などのこと

・町のためにゴミなどを拾うことはどうすればいいか。

・福島第一原発やじしんやつ波などの話をしてみたいです。

・なぜこどもどうしで話をしていいのですか。

・つ波が来た所を全部ふっこうしてほしい。

・つなみがいったか。家はどこですか。

・復旧するためにどんなことをしているのか。この後のことに

・今日。何をしたか、楽しかったこと、地震で大変だったことと

ついてどんな話をしているのか。

かを話してみたい。

・市をよくする話

・どんなイベント（こと）を開けばみんなが笑顔になるか。

・どこが一番津波のひがいがあったかきいてみたい。

・地震の時どこにいたんですか？コメントを見たい。

・町がよくなるための話

・どんな町にしたらいいか。

・何ができることを、いっしょにかんがえたい。

・しぜんのいいよい町したい。

・できることをいっしょに考えたい。

・子どもたちでも、何か役に立てることがあるかどうか話した

・町がよくなるための話し

い。

・なれてて、はなしやすいし、どういうことをいわれても、あまり

・親と市の話をすると楽しいから。

ショックではない

・ゴミのこととか、かんきょうに、いい大曲にするにはどうする

・はなしたいことをはなす

か。

・いつもの生活が、もどるようには、どうすればいいか。できる

・親と市のことを話すのはいいな。と思います。

ことを話したい。

・町を良くできるようにがんばりたいです。

・大しんさいでつ波にさらわなかったか。

・ともだちとあそんだ

・どんなプレゼンをわたすとよろこぶか。きく。

・なぜ、浜岡げんぱつをとめたんですか。

・町をきれいにするための話

・家に津波が来たか、来てないか。

・はやくふっこうしたいか

・色々しってるから。

・いろいろな話をしてみたいです。

・今、何の活動をしているんですか？

・町のことについて

・いま、ほうしゃのうはどこまできているんですか。

・町のことについて話してみたい。

・つなみはどこまできたのか。

・じしんでこまってることをききたい

・わからない。

・今自分ができる事をする。

・東松島市がじしんやつなみでどんなふうになっているのか。

・お家の人がなくなっていないか。

・ごみない運動の話エコの話ぼきんの話

・ブロックをふやしてください

・ゴミをすてないためには、どうするのかを話しあいたいです。

・1 日でも早くげんぱつをとめてください。

・ひさいでのふっこうの話。

・早くげんぱつをなおしてください。
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・安全にする方ほうなど。

・ぼくのまちもまもってください。

・できるだけのらねこ、犬がいないようにほごしてほしい

・親の話し

・どういう気持ちか。

・ごみをなるべく出さない

・海がんのブロックべーをもっと多くしてほしいです。

・すぐちかくにたかだいをつくってほしい

・自分のおねがいを、親といっしょにしようとおねがいする。

・本当にこの町や、県が前のようなきれいな所にもどれるの

・もっと安全でくらしやすくしてほしい。

か。

・協力できる町にしたいという。

・あいさつです。

・もっと早くふっこうしてほしい

・地しんで大じょう夫だったかつまみは大じょう夫だったか

・

・今、ひがにあった人たちにどんなことをしてあげればいいか

・・・

・波消しブロックをもっと強くすること

話す。

・つなみがこないようにしてほしい。

・私達には、なにができるか。

・早くふっこうしてほしい

・すべての家にソーラーパネルをつけてほしいです。

・もっと安全な町にしたいし、きれいな町ですみたいです。

・じしんやつなみのことをききたい。

・きれいな町にしていくには、どうするか。

・町をきれいにしてほしい

・うらぎりをなくしたい

・しぜん、、。

・あなたはどのようなかつやくをしていますか。

・元気ずけること

・また、つなみが、くるかもしれないので、つあみが、こないよ

・ちょうしはどうかだれかなくなってないか。

うにしてほしい。

・きゅえんぶしゅをもちょとだした方がいい。

・1 週間に 1 回、安ぜんか、パトロールを（子ども）（親 2 人）した

・家はだいじょうぶなのか話をしてみたい。

い。

・地しんがあってからなにをしていたか。

・ゲームのはなしをしたい。

・家がどんなふうになっているか話してみたい。

・しゃべりたいことをしゃべらせる。

・どうしたら家がなくなった人のためにやくにたつのか。

・総理大臣は何をしているのか。

・どうやれば頭よくなるかおしえてもらう。

・気ぶんがよくなって、楽しくなる話です。

・わたしはひっこしたばかりなのでおしえてもらいたいです。

・あれやんない？

・みなさんはどんなことをしたいですか。

・スーパーボーハテーは、いつかんせいするのか。ひより大

・東北電力のしゃっ金やひがいをうけた人たちはこれからどう

はしからずっとどうろに山もりみたいなのを作ったらもし作った

なればいいのか、地球はどうなるのか。

ら、どこに住めばいいのか、できれば作らないでほしいです。

・町がどうしたらきれいになるか。

どうしてこんなにひがいが出ているのにがれきのてっきょやつ

・がんばりましょうはげましあう。

波のひがいをかたづけてくれないのですか。

・福しまげんぱつのとめるほうほうで話してみたい

・どうして、はやく人をみつけようとしなかったのですか？まだ、

・てえぼうをどうするか。

生きていた人はいたのに、、、

・いま家はどうゆうふうになっているかはなしたい。

・こまっている人をたすけるという話

・今は、どのくらいの人たちがひなんしているの？

・家はだいじょうぶなのか。

・いつ日本がもとどうりになるか。

・あそびのはなしをしたいです。

・家のこと。

・つなみがこなかったのかと家はたいしょうぶなのか

・じこしょうかい。

・つなみどうだった？ときく。

・すきな食べ物をきいたい。

・じしんでどうなったか

・町についてそうだんする

・勉強の話やカードゲームの話。

・楽しい話し
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・楽しいお話

・せつ電やせっ水をしよう

・地きゅうのこと

・今はごみがつなみとかでながされてきて友だちといっしょに

・「みんなで、なかよくしてね。」

ごみひろいをしようとはなす。

・むずかしいはなし

・つなみがきて、たいへんだったからその時の気持ちを聞いて

・日本のこと

みたいです。

・市の話・・・！！

・市ぜんたいを工夫してよくしたいです。

・みやぎけんはどこまでつなみがきたか。

・大震災、大つなみについて

・町のこと

・すきなくだものとかすきな人はだれですか？とかいろいろき

・まずつなみのひがいが大きい地いきにしえんぶっしやかせ

いてみたい。

つじゅうたくのけんせつなどの事をしてほしい。せいじのことで

・元気？とか、おはよう、とかを子どもどうしで言う

早くたいじんしてほしいことなど。

・しんさいでひがいの大きいかった所は、どうなるのか。

・東松島市をきれいにするのはどうすればいいか。

・３月１１日の地面プレートは、どうなっていたのですか？今、

・町をよくするためにゴミを道にすてないでください。

プレートはだいじょうぶですか地しんはもうおこりませんか？

・市のみんなでできることを話してみたい。地いきの人たちで

・どこもひなんするのかとか、全ぶ物なくなったらとか話す

まつりをしたい

・子どもとと話せば、友達もできるし、おもしろいことや、３月１

・学校はきれいか。どうすればきれいになるか。

１日のしんさいのことを話せるから

・どうしたらこの市をきれいにするか。

・大震災について

・学校のお話し・家のこと

・大震災について

・学校のこと 市や町のこと

・東日本大震災（大震災）（津波）

・しんさい後何をしたか。

・東松島市で一番ひがいが大きかったところのはなし

・東日本大しんさいがなんで今おきたのか

・大つなみの事

・よりよくするには、どうするかの話し合いや、それをどう行う

・地区をきれいにするための話しをしたい。

かなど

・しんさいで、東松島市の中でいちばんひがいがうけていると

・今の生活や

ころが知りたい。

・ゴミおなるべくおおくしない

・この市のいちばんひどかったところはどこですか

・学校のこと。

・つなみの時し

・人が捨てたゴミ。おちてる木のえたとかをつかって、ものをつ

・いつから総理大臣になっていなんですか

くったりして、きれいにしながらちょ金も、できるかもしれないこ

・ひがいはあった県、市、町、村などのふっこうのために全力

と！

を上げてください。おねがいします！！

・地しんがきて時のためにラジオとか水を用いする話。

・学校のことを話す（けがしたこと）

・町をきれいにする。

・いつも、大変ですね。とか、もっとかたづけをしたら、きれい

・東松島市をよくするためになにをすればよいのか。

になりますよねとか話してみたいです。

・どうしたら、もっといいいまちになるか。

・安全のくらしのこと。つなみでこないところでくらすこと。

・いろんな人のためにできること学校

・どうしたら市がきれいになるか。たとえば、ごみをすてないよ

・地しんとつなみのはなし

うにこえをかけるなど。

・「あのさ週に一、二回ごみ拾いしない？家の近くや公園の近

・みんながあんしんしてくらせるような話。

くとかさ」

・みんなが楽しく安全にくらせる町（市）の話をしたいです。

・近くでこまっている人やひなん所にいる人の手伝をでいるよ

・町か市のこと。ぼ金をしたいこと。みんなが安心してくらせる

うにしたい。

ようにしてほしいこと。
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・ぼ金させてください。町に店おいっぱいつくってください。

・田んぼとかの水をどんどんすくなくしてくださいなど

・いろんなのをつくってほしいって話をしたいです。

・みんながえがおになるうような話をしてみたい。

・ぼきんの話

・つなみがこないような町にしてくださいたかだいにあるがっこ

・かせつじゅうたくを作るのは、いいけど、子どもたちがあそべ

うをたててください

るところにかせつじゅうたくを作るのは、ちょっといやだ。

・どんなかたづけを手伝ったりすればいいか

・ボランティアやぼきんをしたいです。

・町をかたずけるのに、まずどうすればいいか。

・みんなが住みやすくて、楽しいくらしをしてみたい話をした

・はやくなおらないか(町)

い。

・つなみがこない町にしてください

・人がすめるような町をつくってみたいとはなしたいです。

・つなみのないにほんにして

・子どもたちでぼきんをしてみたい。ボランティアかつどうをし

・まろうをもらいたい。

たい。

・学校を作って下さい

・ボランティアをできるか話したい。

・つなみがあったところをみせたい。

・ぼくたちもユニセフぼきんがしたいです。

・どうかたづけたら、はやくかたづくか？

・ぼきんをして、お金がない人をたすけてあげたいことを話し

・野蒜の町でたとえば、おとしよりとかの人たちが住みやすい

たいです。

町にしたらいいとかを話してみたいです。

・どうやったら、地域の人たちによろこばれることは、なんなの

・新しい学校を大きく作ってつなみにも、強い学校を、作って下

か。

さい！

・どんなことをするのか。

・どういうふうにしてかたづけるのか

・その市、町でボランティア（ぼ金つなみに会った人たちの手

・どうゆう新しい町にするか。

伝い）を子ども達でしたいと話したいです。

・新しい学校をつくって。

・みんないえにすめたらいいね。というはなしをしてみたい。

・どうやったら、みんな元気になってもらえるのか。

・おやとは、かせつがあたらなかったらどうするかとかがはな

・どうなったらここをよくできるか

したい。

・大きい学校の中にプールにつくってほしい

・ここをこうしたらいいよねとか話たいです。

・できれば、ていぼうが高く、新しい学校をつくってほしい。(安

・東松島のことをどうやってふっきゅうさせるか。

全なように。)

・家の話をしてみたい。

・プールや、おもしろい学校してほしいこと

・しぜんの話をしてみたいです。

・新しい学校をつくってほしいです。

・東日本大しんさいの話

・はやく日本にとっても大きなスーパーていぼうを作ってほし

・みんなを明るくするためにどんな活どうをすればいいかの話

いです。

・いい話をしてみたい。

・つなみにあった家や学校をたて直してつなみにあわないよう

・地しんの話をする

にしたい。

・かんきょうをよくするための話

・津波がこなに高だいに学校をつくってください。

・どんなふうによくするか。

・どこでどんなボランティアができるか。

・この市をよくするための話

・どうやったらかんきょうにいいことがもっとできるか。

・家をつくる時、土台をすこし上げる。

・どおやってすむか。

・つなみのこと

・町の事

・いつふっきゅうするのするのか？かせつはいつ入れるんで

・どうゆう町にするか

すか？

・町をきれいにしたいですか？

・野蒜の町をきれいにしてくだい。

・こゆうことしたら市がよくなるんじゃなあいとはなしたい
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・この市をどうすればふっこうができるか。

・3 月 11 日の地しんが大きくてこわかったですね。大丈夫でし

・家につなみはおしよせてきたんですか。

たか

・ひさい地になにをしたのか 東北ちほうのみんなの未来はど

・しんさいと同じ意注を話し合う。

うなるのか。 何年ぐらいでもとにもどるのか。 福島原発はど

・どんなことがおきているのか

うして自分のせいだといっているのか。

・石巻や女川をはやくキレイにしたり家ですめるようにしてス

・しんさいの話

ーパーやみせがやるようにしてください！！

・しんさいの、はなし

・お母さんたちといっしょにボランティアにさんかをしてみんな

・ごみ拾いのこと

を助けたい、と話し合いたい。

・つなみの事

・家がなくなった人やランドセルがない人に分けてあげたいこ

・どんなものがすきやあそぶはなし

と。

・子どもどうしでおもしろいはなしをしたい。

・どうすれば安全で明るい東松島市になるか。

・けんかをしないで助け合っていきたい

・ここの町をどういうふうに前の風けいにもどすのか。

・メルトダウンを止めて

・どうすれば、町がもとどおりにもどるんだろうと。

・自分たちは、どういうことができるか

・たのしいこと

・これからどうするか

・これからどうなるか。今は、どんなじょうきょうか。ふりかえ

・いろいろな話

る。

・いろいろなはなし

・安全なこととはどうゆうことか

・いろいろなこと

・これからどうやっていけば日本を元にもどせるか。

・いろいろなはなし

・ひさしぶりに合えるからえがおで話したい。

・早くふっこうにむけておたがいがんばりましょう。という話をし

・いろいろな話をしたい。

てみたい。

・しっかりしてください

・ひさい地の人たちのこと

・学校であったことを話したい。

・車がいろんな所にあるからどかしてほしいな。

・自分の町がどのようにかわっているか。

・これから、どうしていくか。

・元気にする話

・どうすればふっきゅうできるようになるのか。

・あそびの話

・良い町にするには、どうしたらいいですか。

・地しんがあって友だちと話をしてわすれたいです。

・東松島市をきれいにするにわどんなことをすればいいのか。

・こまった時の話、ふあんな話、楽しい話です。

・どうしてまだかたづけられないのか。

・またじしんがきたりするのか。

・国みんのためにどうしたいのですか。元どおりになるまでど

・元気になる話

れくらいですか。今一番大事だと思っていることは

・今何をしているか 大変なことは何か

・どうしたらもとの東松島市にもどるか

・ひさい地の人がこう言っていました。電車が通っていないの

・また大きい地しんがきたらどうする。

で、ふべんです。

・ほうしゃ線をとりのぞく作業をしてください。

・地いちをどうやって元気にするか。

・ひさいしたことのはなしをいわないでたのしいことをはなして

・しんさいの話

みたい。

・いまのさいがいのことで。

・自分たちは勉強しておわりなので、大人の人たち、ボランティ

・出来ごと

アの方々の、強になろうということを話したいです。

・家や町を作ってほしいです。

・さいがいにあった子どもたちとあそぶはなしとかがしたい。

・いまのじょうたいの話
・せつ電を、しようとか・・・。
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・はまいち小学校

・ポイ捨てをへらすようにすることを話したい。

・はやくぼきんとかして、町をよくしたい。

・今、日本はどうなっているの？大丈夫なの？

・いっしょに話をしてみたい。

・きょう、あそびにいこうか、なんしてあそぶ？など

・電りょく会社のほうしゃせんは、どうなるんですか。

・今後の宮城の話。

・町にできることはあるか。

・こんなときにいい人だとおもわれるチャンスなのになんでい

・なにをしたらよろこんでみんながらくになるかを話したい。

い人はでてこないの？

・じしんで、こわかった時の話

・国で家をなくした人々に家をつくってください。

・②でかいたことをはなしてじっこうしてほしい

・がんばろうとか、今どこにいるかなど。

・これからもがんばっていきましょう。

・おもしろい話。

・じしん直前はなにをしていてじしんがおこったのですか？じし

・もっと東松島市を元気にするには。

ん直ごどこかにひなんしたのですか？

・今の日本について。日本で何ができるか。総理になにができ
ているのか。今の総理。
・市の様子など。

小学 5 年生

・どうやったら東松島もっと元気になるか。どうしたらケンカ（ぼ
うりょく）がなくなるか話したい。

・復興のことやこれからのこと。

・ぼくたちは何をすればいいんですか？

・考え中

・おな川原発が次、津波でやられたらあぶないからなくした方

・いろんな話

がいい。

・どうやったら町を良くするか。など

・どうすれば市がよくなるか。

・津波が来るとき、どれぐらいの速さだったか。

・はまには、すべて１．２m のていぼうを何個も作って、津波を

・これからどうなるかな原子力発電所はいつごろおわるか。な

おさえるように 1m くらい高いところに家をつくったりしたらいい

ぜ大じしんがおきたのか。

んじゃなんですか。

・どうやってきれいにするか。

・節電をしているかどうか。

・町のルールを話してみる。

・この町を明るく元気にしてあげたい。

・友だちとどのようにしたら大曲をよくできるか。

・いろいろな話

・ぼきん

・はまの人達の家はながされていない人もいるけど、「いまど

・どんなしえんができるか。

こにすんでいるんですか？」と話してみたいです。

・どうやったらふっこうしていくか。

・私達はどんなことをやればいいのですか？

・いまはどのようなじょうきょうか。

・募金のやり方

・大変なこと。

・どうするとエコになるか。

・町がきれいになるにはどうすればいいか。

・良くするためにはどうすれば良いか

・町のルールを守りたい。

・ひなん所に行ってなにか少しでも助けてあげたいのでどんな

・自分たちにできることはなんなのか。

事をすればいいのか話をしてみたい。

・いつもどんなにつかれてもがんばっているんですか。

・かんきょうをよくするためにゴミをすてないようにすること

・どんなふうにしたら、まちをよくできるか。

・よしんはなし

・ほかのひさいしたところには、何かできないのか。ひなんじょ

・何かこまっていることなどがないかつなみのことにるいて

などをもっとまわって人をはげましてほしい。
・今はこんな状態だけどおたがい、笑顔で、元気にすごしたい。

・まちをキレイにするためにごみをすてないでほしいです。
・じしんの事。いつまた強いじしんかくるのか。

という話。

・東日本大しん災

・どうやったらきれいになるのか。
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・げんぱつと、がれきしょりです。

・家がなくなった人はそのうちどうするのか。

・いっしょにゴミ拾いとかひなん所でおとしよりをなぐさめたい

・なんとなく話をしてみたいです。いろいろ

ので話し合ってみたい

・自分の町を良くするために他の人は何をしたいか。

・まちのいいところを話したい。

・ぼくたちにもできることいがないか。協力することはないか。

・ふっこうを早くいそいでほしい。

など

・さいがいの話

・どんなてつだいをしたらいいか

・つなみの話

・話はしたいけどどんな話をしたらいいかわからない

・げんぱつの話じしんのはなし

・これからの「市」作りに、今何が出きるか。とっても仲がよか

・この後、避難所の人たちは、どこでくらすのか。

った友達が、3 人亡くなったんだけど、そのこにもう一度何かし

・どうやって、この生活からぬけだすか！？

てあげたい。

・げんぱつじこ

・これから日本は、どうなるか聞きたい。

・じしんについての話

・これから、東北の県がよくなるようにどんなことをしていけば

・なにかできることがないかそうだん

いいのか、国はどうなっていくのか。

・ふっこうをいそいでほしい。

・どうやって良くすれば良いか

・じしん

・

・第一原発は、どうなるんですか。

・どうやってそうりだい臣になっか

・なに話したらいいか分からない。

・ダメなことやいいところなおそうと思うこと

・東京のでんぱつがつぶれるのは本当か

・ゴミすてはしないでください。人に会ったらあいさつをしよう。

・今どんなことをしたいか。もとのくらしにしたいか。よりよいく

・明るい未来の話。

らしたいか。

・管総理大臣に、もっと勉強がしやすく、遊具も最っと多い方が

・さいがいについて

いい。

・自分たちの町をきれいにする。

・くるしんでいる人は、今どういうくらしをしているか。

・ごみひろいの事

・これからどんな町にしたいか。

・県はどういうことをしているのか。

・県知事はどれだけえらいのか。

・どうなったら、もっとかんきょうがよくなって、きれいになる

・町のための話し

か。

・おとうさんとじしんのことをはなす

・町が早くふっこうするように、協力してほしいです。

・ぼくたちにできることはないか。

・これから しん災にあった県はどうしていくのですか。

・日本が国民のためにどんな事ができるか話したい。

・ゴミを拾うこと

・ちいきの人たちのいけんなどを聞いてみたいからです。

・その人のかわいいと思ったり、どこに行くがきいたりする。

・自分たちで、なにか出来ることはないか、役に立てることが

・どういうふうにすれば、いい町になるか

ないか、話しあう

・小さなこどもたちがあんぜんあんしんであそんだりできるとこ

・自分たちで何が出きるか。

ろのこと。

・これからの東松島市について。

・自分にどんなことができるか。

・総理大臣が日本のためにどうゆうことができるか話してもら

・これからどんな町にするかを聞く。子どもにも出来ることがあ

いたい。

るかを考えてもらう！

・日本をきれいにする法方。

・今日、あったことや、楽しかったことなどをはなしたい。

・子どもだけで何

・まだあまりわからないです。

・どうすればまちはきれいになるのか話をしたい

・この市のこと。

・こんごどのようにしたらなおっていくか。どのようにしていけ
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・・・

ばいいのかなど。

てきたのか？とかを話して見たいです。

・地しんのときにどんなことを思ったか。みんなケガをしなかっ

・震災のことについてはなしたい

たか。

・ひさいしている人の気持ちもわからずにちょっとしか会見せ

・こんなふうになってしまったから、生活じょうたいがかわって

ずにかえらず何十分もはなしてください。

しまったから、１日でも、らくな生活をみんなにしてもらいたい。

・このまちをどのようにしたら、よりよくなるか。

・家のこと町のこと

・どうすればいい東松島市になるか。

・自分たちの町のこと。学校のこと

・どうすればもっと、よくなるか。

・学校とかの話、家の話

・町のために何がしたい？

・これからの、東松島市のはなしです。

・しんさいとかの話

・子どもたちができることはどいうことかはなしたい。

・しん災のこと

・しぜんを守る

・「この街になにかしてやる事はないんですか？」って言いた

・こまっている人を助けてあげる（話）ひなん所にいる子どもや

い

赤ちゃんに栄養がある食べ物をあげてほしい（という話）

・いろいろなはなし

・ひなんじょの人とはなしてあげて。やれることは、やってくだ

・私たちにもできることがあれば何でも言ってください！

さいなど。

・手つだいなどをして、たいへんですが、がんばっていきましょ

・宮き県をどのようによくしていくか。こまっている人をどのよう

う！

にしてたすけるか。

・ゴミ拾いをして町をきれいにしよう

・つなみがきてひがいがうけたんですよ。

・ゴミ拾いとかして、キレイにゴミ拾という話。

・宮城県や石のまきの町のゴミをゼロにすることや、こまって

・道路をはやくなおしてほしい。

いる人たちをたすける話をしてみたいです。

・早く復旧できるように、いい方法を考えてください！

・未来の東松島市は、どうなっているかとか、災害の話をした

・亡くなった方たちを、火そうして、おはかに入れてあげてほし

いです。

い

・その人の心が安らぐような話

・復旧するためには、どうすればいいですか。

・しんさいちゅうどうしていましたか。

・被災した人が幸せになるようにしてくださいといいたいです。

・このしん災のことを話したい

・「町をよくするために、どのようなことをすればよりよい町に

・じしんでかなしいと思うから楽しい話をしたいです。

なるか、そして、町の人にやくだつ事をしたいです。」というよう

・しん災のこと

な話をする。

・どうすれば、町をいい町にできるかという話

・ゴミひろい

・げん発、つなみのひがいについて

・いっしょにあそぼう

・こまっている人や家を流された人がいるんですよ。はやくか

・どうしたら自分たちのまちを良くできるか。

せつじゅうたくなどをたててください。

・もうちょっと東松島町のためにできることがあると思います。

・たすけあっていこう

もう少しがんばりましょう 浜の人たちにお金をわたせ！

・こまっている人をはやく、らくにしてほしいことです。

・はやく行方不明の人達をさがしてもらったり、どうろとかをせ

・こまっている人を助けてあげる（話）

いびしてもらってもとの生活にもどりたいしもとのまちにもどて

・ごみをすてなくする。

ほしいとかの話をしたい

・どうやったらごみをなくせるか聞いてみたい。

・みんなを笑顔にしてください！

・どういうふうにすると、ごみとかがかたずいて、こわれた家と

・今、復旧のために、どんなことをすればいいのか。

かがあるからその人たちがすめるか話してみたい。

・みそしるなどを町の人にボランティアとしてあげてもいい

・地しんは、なぜおきたのか？とか、なぜつなみは、どうやっ

か？
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・もっとせいじなどをよくして、被災地のためにいろいろなこと

の気持ちの言葉を言いたいです。

をしてほしいです。こんなことを話したい。

・家族のことや、一番の宝物、今考えていること。

・被災地をみんなで力をあわせて復旧をめざしてがんばりまし

・サンドイチマンと被災したから、元気をもらえる。はなしをした

ょう。

い。

・テレビでうつったところは、はいきゅうがくるけどその他のとこ

・被災の話

ろは、はいきゅうがこないこと

・地域の人たちに一回町を見てもらって、こうゆうところをこうと

・ふっきゅうするためには、なにをしたほうがいいと思います

かゆってもらう。

か。

・いまのことをどう思うか。

・復旧のため、市、町を早く、きれいにしてあげてください！

・このままの小野は良くないから、もっときれいにしたい。

・東松島市の完全な復旧について

・なにか地域の人たちになにか、私たちの力で、てつだいをで

・東日本大震災の話

きるか、話ししてみたいです。

・道路を直してほしい。ほしょう金をもっとふやしてほしい。

・こっからどうゆうふうに、ぬけだして笑顔になるには、１人１

・もっと町をきれいにしてあんしんしてくあせるようにしたい！

人ががんばればいいんですか。

・ブロックべいがたおれてきたらあぶないからやめてほしい

・今後、被災した所にどういう対応をしていくのか。

・はやく市をきれいにしてほしい

・この町をどうしたら前みたいになおしたりできるかいまのじぶ

・どんな手伝いをすればいいの？

んになにができるかなど。

・いろいろ手伝ってください。

・今、出来ることは何か。自分たちで出来ることを教えてほしい。

・１日でも早く、もとの、町になおして！！

出来るのであればやります。

・みんなにやさしくして～ください。

・東松島市をどのようにくふうしていけばいいですか。

・がれきてっきょをやらせてくださいぎょうじで

・宮城県に来てみんなにあってあいさつしてください。

・みんなでまちをきれいにしていこう。

・いまは、だいしんさいがあるのでだいしんさいの話をしたい。

・学校のことを話してみたい。

・いま、わたしたちのまちのために、どういったことを、してい

・せいそうをしてください。などなど

ますか！

・新東名のこと

・町のことを話したいです。

・どうやったらよりいいまちになるのですか？

・今ひつような物とか なくなった物のはなし

・被災しゃにはどんなことをしていいんですか。

・じえいたいの人たちとちょっとだけゴミのしょりがしたい。

・地しんのおきた時のこととか、ひなんじょのこと、つなみのこ

・みんなで、がんばって生活しているか。

とを、話したい。

・ボランティアにさんかして、ごみとかをかたづけてありがとう

・よしんはいつ止まるんですか？

ございます

・もっとにぎやかにするために、お金を分けてください。そして

・東松島がこれからどうなるか

いっぱい建て物をたてて、もっと楽しい市にしてください。

・ふっきゅう、ふっこうなどの話と原発の話。

・この先、どうするか。それに来たら元気がでる。

・このまちをもとどうりにすることを話したい

・このまちを皆、笑顔にしたい。

・これから宮城県はどうなるのか？

・女川の家は流されちゃったけど、みんなのために役立ちた

・「どんな町にしたい？」

い！！役立つには？どうすれば？たとえば・・・料理のおすそ

・楽しい話

わけやげきなど・・・。

・今の日本のこと

・げんきになる話をしてみたい。

・ちゃんと生活できているのか

・早く田や畑のごみを取って町をきれいにしたい。

・はまいちがいつふっかつするかはなしてみたい。

・地震で、おうえんを、いっぱいしてくれてるから、「ありがとう」

・さいがいにあった所を速くかたづけるために地域の人たちに
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言ってほしい

・がれきのてっきょ作業をもっと早くやってください

・のびる海岸のすなはまをなおしたい。

・ガレキのてっきょはいつごろになるか。

・かいがんのゴミをかたづけてください。

・ごみのてっきょやじしんのこと かたずけのこと

・すなはまをかたづけるような話をしたい。

・町をもっときれいにして下さい！

・かいすいよくじょうのがれきをなくしてほしい。

・てつだいをできることはないのか

・地域のえがおを広げてください。

・もっとげんきをとりもどしてください。

・○野蒜のかいすいよくじょうをいちばんはやくかたづけた

・町をよくするための話

い。

・どうすれば、もっとよくなるかなど。

・野蒜海がんをとりもどせないのですか。

・てつだいをすることないかな

・とりもどせたら、せいそうお願いします。

・どんなひがいをうけたか？

・ごみがいつごろなくなるか

・まちのふっこうの事

・早く家に住めるようにくきれいにしてください。

・町の不こうのこと。

・野蒜の海岸を早く直して下しい。野蒜のゴミをかたづけてくだ

・元気がでる話。心強くなれる話。

さい

・地いきのためになる話

・野蒜をいっしょになおしたい。

・おもしろいはなしや、げんきがでる、はなし。

・ゴミをキレイにしてください。

・地域のためになる話

・東松島市のボランティア活動

・元気でしたか。

・ふっこうの事

・前の地しんのことを思い出さないような話し。

・今まであったこと。

・市長は、何をふやしていった方がいいかとか

・みんなが住めるプレハブを早く建ててくださいと言う

・地しんは、だいじょうぶでしたか。こんごどうしますか。

・そうじを早く終わらせてほしい

・宮城県をもっといい県にするという話をする。

・ごみをぜんぶひろって家にすめるようにしたい。

・町のシンボルになるものをつくる

・どうしたら、もと通りのまちになるか。

・ふっこうのこと

・ボランティアできないかときく。

・どんな町にしたいのか。

・野蒜海岸をきれいにしてほしい

・どういう活動をしているか

・市をきれいにするために

・どういうことをしたらいいか。

・いい町にしたいということ

・今は、どこに住んでますか？

・大臣

・どんな町にしていきたいですか？

・町をきれいにするためについて

・いろんなこと

・この町をよくするための話

・どうしたら市のやくにたてるか。

・ごみ拾いについて

・いい町にするには、どうするか？

・県和事

・いろいろな話。

・しん災の話

・これからどうするのか（町を）ききたい！

・遊びの話

・どうきれいにしたらいいかきく

・町をどうやってもっとよくするかを話す。

・宮城のじょうたい

・このたびのしん災で困っている人たちを中心にして、良い町

・いい町にする話をしてみたいです。

づくりをしてほしい。

・どうしたらもとのまちにもどるか？

・じしんがきたら、人がえらそうになったと・・・

・なるべく車やバイクをつかわず、自転車や歩きで行動したり、

・②で書いたことなどを話してみたい。

ゴミを捨てないようにしようよ。
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・町をいっしょにきれいにしたいという話をしたい。

・町などのためにどんなことをしているか。

・どんなまちがいいか？

・いろいろな

・どうすれば生物がまたよみがえるのか

・悲しい気持ちが消えるような楽しくて明るい話をしたい。

・市町村は、どうなるうですか。

・車にのるときにごみをみつけたらひろうという事。

・3 月 11 日東日本大震災で赤井町やかずまが家がもうボロボ

・ごみがあるところ。どうゆう人がポイすてしているか

ロなので早く平和になりたい。

・今どういうことがおきているか

・じしんのはなし

・いまどうゆうことがおきているか？げんきなのか？

・どうすれば、もっといい、キレイな町にするにはどうしたらい

・いろんなこととお。

いか。

・なんか話したい。

・なくなったひとにかんしゃしよう。町をきれいにしよう。
・東松島にきてください。

小学 6 年生

・いろんな町について。どんな町がいいか。
・東北をよくする計画について

・今回の震災の復興、今後のことについて

・町はどのようにしてきれいにするか。

・仮設住宅を非公開にしないでください。

・この町をどのようにするのか。

・あった人に。

・これからのことなど今出来ることを話す

・地域の人達今どう思っているのかや、自分の意見を話してみ

・これらのじしんで、みんな元気ないと思うから元気づけてあ

たい。

げたい、

・家の話

・しつもんや、町のことでどうしたらきれいになるとか総理大臣

・その日にあったことなど話したいです。

だからしゃべったことがないからです。

・震災に強い町にする対策など

・市の悪い所を話したい！

・今どんな状況なのかとか、どうやれば、前のようにくらされる

・あそびのはなし

とかを話したいです。

・じしんのはなし

・どうすれば良くなるか？

・みんなのためになにかしてほしい。

・色々なこと。

・どうすれば、東松島市がいいところになるか。

・みんなで募金するとかいろいろな話をします。

・ちゃんとしてください

・今はどんな生活をしているのかを話してみたいです。

・ゲームの話

・防波堤の高さをあげるよりじょうぶな防波堤をつくることの話

・ゲームの話

と予算の話。女川原発の安全性と福島原発のほうしゃのうの

・ゲームの話

話

・まず、そこに住む人達の意見を聞き、私がかいたもの以外で

・おたがいはげましたり、私達子供にできることを話し合う。

何があるかを話す

・東松島市をどうすれば震災前のように生活できるか。

・今のしんさいについて

・総理大臣さんは宮城が安心してすめると思いますか？住め

・町をきれいにしよう

ると思ったらその答えの理由を聞かせてください。

・今できることについて

・国としての地震や津波のたいさくを強化してほしい。原発を

・町や自分のこと

減らしてほしい。（原発の代わりに自然のエネルギーをつかっ

・ふっこうについて自分達になにが出来るか

てほしい）

・みんなにやさしい町にするには、どうしたらいいか

・この災害でなにか町のためにしてみませんか？と聞きたい。

・みんなでゴミをすてないように気を付けよう

・なにができるか。

・早くかせつじゅうたくをたててください

・被災地になにか活動しないんですか？
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・いろいろな意見をだしてその意見をを実行したい！

・どうやったらゴミを減らせるか。

・そうじとかするのを話してみたいです。

・政治家のおこずかいが多すぎる

・少しでも勇気のつくような言葉をかけたい！

・ゴミのポイ捨てなどをしないなど。

・どうすれば津波で被害を受けた家が(周辺も）きれいになる

・みんなにゴミの節約をたのんでもらう。

か。

・市長さんは仮設住宅の建設の順番についてはどうお考えで

・どうやったらきれいなるか。

すか？市では弱者が優先と言いましたがじっさいにくじびきの

・仮設住宅もいいんですが、僕たちの練習所がなくなるんです

ようなものではないですか！いっていることとやっていること

けど。どうすればいいでしょうか？

がちがう。

・世間話。地震の予想をする。

・今自分たちが町のためになにができるか、どのようにやくに

・どこで何が起こっているか。

立てるかなどを話したい！です。

・どんな被害をうけたかこれからもがんばろう！！！

・今、どんなことにこまっているか、自分達にはどんなことが出

・いろいろ話し、ふれあい、仲良くなる。

来るか？

・おもしろい話。

・地域の人たちと自分たちのまちのことを話してみたいです。・

・どうしたらもとの東松島市にもどれるか。

自分たちのまちのよいところなど話してみたいです。

・世間話（節電などの）

・じしんは、だいじょうぶたったんですか

・これからもがんばってください。

・日本ぜんたい良い日本してください

・原発の問題など

・学校をキレイにして見たいですかと聞いて見たいです！

・いろいろ

・なんかこまっていることはないか。

・町を復興させるための話

・住んでいる町を良くするための話。

・いろいろな話、楽しい話

・復興の話をしたいです。

・津波でどうしたのか（何で逃げたのか）

・ゴミを拾ってきれいにしたいから、どのくらいのゴミがあるの

・いろいろなこと（学校のこと・復興計画のこと）

か話したい

・みんなに不公平のないようにしてください

・もっと市を良くするには、どうすればいいか。

・手伝えること

・げんぱつについて

・今のことなど・・・・・・。

・これからの東松島市について話合う。

・どうして、市議会のひとやお役人が仮設住宅に真っ先にあた

・みんなのやくにたつこと

るのですか？市は何を考えているのですか？

・今、こまっていることや、うれしいこと

・今はどう？とかだいじょうぶ？とか？？？

・私が答えたこと以外に、どのようなことをすればいいかを、話

・この市をどうやったらよいか？

し合いたいです。

・おもしろい話とかしてみたいです。

・自分のまちをよくするためのこと。

・世の中の話

・ふっこうの話

・市のためにどんなことができるか。

・いろいろな話をしたいです。

・子どもにできることはなにか。

・まちを良くする話などをしたい。

・けいざい的な支援もおねがいしたい。（家車のローンなど）

・今、大変な事やこまっていることはないか。

・節電対策や環境美化、税金、震災の影響など。

・まち、日本をもっとよりよくするためには、どういうことをする

・ゴミのポイ捨てをしないようにしよう

か、話し合い

・カードとかコンビニにもよろいしてください。

・きれいな町にするためのたのしいはなしをしたい。

・ゴミを捨てないことなどを話したいです。

・市のふっこうの話

・また津波などが来てもいいように防波堤を作ってください。

・ゲームの話、マンガの話、すきな食べ物やすきなキャラクタ

160

ーの話！

・みやぎをなをそうといいたいです

・よりよい地域にするには、どうすればよいのか。

・「どうしたらより良い町になるか」とかです。

・ほうしゃのうはどうするんですか。福島県の人たちや、いろい

・地域のことなど

ろな人がくるしんでいます。なにかできることはないのです

・まちの良いことや悪いこと、なおしたほうが良いこと

か。

・どこをどうすればいいのか聞きたいです。

・もっと自然があったら。

・まちをきれいにするほうほうです。

・川をきれいにするのをてつだってください

・げんぱつ問題

・「東松島市が早く元にもどるように」ということを話してみた

・もんくをいいたい（官総理）

い。

・仮設往たくやしえんぶっし、親をなくした子どもの心のケア

・大臣とは、もう少し、国のために、考えてほしいと言う。

・いろいろなやくに立つことを考えて話したい

・子どもどうし、じしんのことを話してみたい やってほしいこと

・いまの福島原ぱつについて

とか・・・

・ごみを取ったりするとまちがよくなりますか。

・自分たちがどんなことをできるか。

・どのくらいのひがいがあったか。

・海や川の事について

・ゲームの話や色々な事を話したい。

・石巻の津波のひ害について

・やさしい人といろんな話

・つなみで木などが流されてしまったので、木をうえてほし

・日本をもっとよくできないのか

い！

・どうしたらゴミのぽい捨てや暴力がなくなるのか。

・もっとよりよい市にするためや、じしん、つなみにもっとたい

・福島げんぱつについて。

さくできる市にしたい

・今宮城県はどういう状きょうなのか

・みんなが笑顔になるために復興作業をできるだけ早く願いし

・原ぱつ

ます！前のふるさとにもどしてください

・きゅうえんぶっしの話

・管首相退じんなんていってないで、ちゃっちゃと復興作業して

・色々な話。ボランティア。原発

ください。

・どのようにすれば、この世の中がよくなるかなど・・・。

・ごみのぽいすてをしないよびかけをいっしょに考えてほしい

・地しんがまだ続いている話し

です。

・これからのこと。

・東松島のいいところ

・地球おんだん化

・市のふっこうの話

・これから、どうするのか？

・日本をよくするためになにをしたらいいか！

・ぶじかどうか、けが人は、いないか

・原発にかわる新しい発電の方法

・いろいろ

・みんなでボランティア活動をしたいです。

・大じしんがおきたときは何をしていたとか。

・石巻のゴミ、ガレキについて

・今の宮城県はどうなっているのか

・東松島市をよくするためにはどのようなことをすればよいで

・町をきれいにするために、どうすればいいか話す

すか。

・今日、なにしてたかきく

・おやをなくした子や家をなくした子供たちへのしえんぶっしと

・世界のこと、いろいろしりたい

心のケア

・じしんたいさく。

・今、東日本大しん災で、今、宮城のことをどう思っているの

・今、こんな時だからこそ、みなさんで協力したいですね。」な

か？

ど色々なことを話をしたいです。

・日本がちんぼつしないか

・この、しん災について

・じしんのこと

・町にごみがなくなればいいですねみたいなこと
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・環境にかんする話

・地いきのこと

・まちのごみについて

・今の日本。

・どうしたらいいまちになるか。

・宮戸をこれからどうして、なおしていくのか

・しん災のこと

・大変だったこと

・総理大臣の話し

・これからひさいされた人は、どこにすむかとか、これからボラ

・町をきれいにすることを

ンティアはどんなことをするか。

・しんさいのことなど

・最近つなみで持ってきたゴミの事

・地しんについて

・手伝うことがないかを話したい。

・なぜ野球を始めたきっかけは

・しょうらい、東松島市を今よりあかるくしましょう！ってお話し

・これからのみやぎのこと

たいです。

・宮城について

・どういう、ボランティアをするか？

・避難所などの人のこと。

・町をどうやったらきれいにできるかを話してみたい。

・これから宮城はどうなるのか？

・みんなが住む小野の町をきれいにしたい私たち子どもには

・どうしたら、この宮城がもとにもどれるとしたら。

やることがほんとにあるのか

・この国をもっとはんざいのない国にしてほしい

・県のとりくみや今どのようにしんさい復こうをめざしているの

・じしんがあったときどうしたか。

か

・早く原発をなおしてほしい

・なんか市の人たち全員でうんどうやごみひろいをしたいんで

・どうやったらみんなを笑顔にできるのか。

すけど。。。などなど

・みんなや町のために、どんなことができるか。

・どうしたら市をよくできるか

・東日本大震災で出たしげんごみをすてるのではなく、あらっ

・どうして人はしんでしまうの？

ていろいろなことにりようしてごみをすこしでもへらせりうよう

・どんなことができるのか？

にすることについて話してみたい！

・しえんぶっしをいっぱいくれてありがとうと言いたい。

・家にない物のこと

・どうすれば、市が早くキレイになるのかを話したい。

・ヘドロのこと

・ひなん所にきて元気にしてほしい。

・わかりません

・浜市小には、いつもどれるんですか？

・日本のこと

・もっとぼきんをしてほしいし公園はいっぱい作ってください

・宮城県をあかるくするための話

・どうしていくか。いつまでこの生活なのか。またできることは

・自分たちの住んでいる所をどうやってとりもどすか、なにか

ないか。市が前のようになるのは何年後か。いままでとどこが

できることはないか

どのように変わるのか。自分の意見。津波対さく、それは市に

・やれることないかなとかやれたらいいよね

えいきょうがあるのか。

・地震とつなみの話おもしろい話

・防はていは、どこにできるのか。

・しんさいのときなにをしていたか

・やりたいこと。私ができそうなこと。

・①東松島市を元気にするためにどんな活動をしたらよいか。

・いつ原子力発電はなおるんですか。

②東松島市だけの合い言葉をつくりたいということ

・いつから福島の原子力発電所が使えるようになるんです

・おもしろいはなし。

か？いつ税金を８％に上げるんですか？

・この後どうなるか話がしたいです。

・前の友だちにぶっしとかだいじょうぶですか。はやくもとにも

・どうやったら町をよくできるか。

どてほしいね。できることがないかとかを話したい。

・どうしたら町がすぐ復興できるか

・浜市小学校はどうなる

・へどろやゴミを拾ったりする話

・かせつの話
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・歌ってほしいそして元気を

・復興に向けて、自分たちがどんなことができるか、話し合う。

・いつ、がれきをてっきょできるか

・みんな元気づけるためにやりたいことの計画をたてる

・私が、まだ、ひなんしている時にカップラーメンをなぜ、返し

・この町は、いま、どのような生活をしているのか？

てやっているんですか。

・東松島市の直すところとよくするところ

・いつ、浜市小学校をたてるのか聞きたい

・何かやれる事があるなら、何をせっきょく的にやっているの

・いつ浜市のがれきをとるのか。

か。（→それに合わせて自分もやる）

・はまいち小学校がまた出来るかわかんないけど出来たらし

・どうすれば、まちが良くなるか

たいし、はまいちにもういっかいすみたい。もとの場所にした

・もっと良い町にするにはどうすればいいか

い。どうやったら出来るか

・この町みんなできれいにする話

・浜市小学校はふっきゅうするか。

・これから地域をどうやって元気にしていくかなど

・まちのふっこうの話

・どんなことができるか。

・町をよくするための話

・自分のまちの事について

・いろいろ話す

・自分たちが何をできるか。について話し合う。

・町のこと

・みんなが元気になるような話

・あかるくなるような楽しい話

・どうやって日本を元気にするかについて

・早く高くてはばがあつい防波ていを作ってほしい

・これからもがんばりましょう、だいじょうぶでしたかなど、

・自分たちのまちをよくする話

・これからのこと。

・自分たちの町の話をしたい

・自分のまちをよくするために、なにか良い方法はないですか

・自分たちのまちをよくする話

という話をしたい。

・どうやったら町がきれいになるか。きたない川を少しでもきれ

・今一番楽しいと思うこと 今 みんなで、 できること

いにしたい。町の人たちがえがおであふれるように。

・これから、どうしたらいいか、私たちに、できることは、なにか、

・つなみの話し

などを話したいです。

・自分のまちをもっとよくする話

・いま何にこまっているか。

・水ぼつした地域、きけんになっている地域は国で買うのか、

・住みやすい町にするために、何があったら、何をしたらよい

そのままか。

か等

・つなみのひがいがでないためにはどうすればよいのです

・「どんなふうにしたら楽しく住ごせるかな。」

か。

・もうちょっと大人だけではなく子どもの意見を聞いてください。

・津波がきてもだいじょうぶなように、してもらうように話したい

・大しん災にあったので、これからの東北をどうよくしていくの

野蒜のぼう波ていを、高くて、多く、してほしいこと、こうしょう

か。

する。

・子供達で町を盛り上げていこうということ。

・しょうらいまたつなみがきたらいっしょにがんばろう。！！

・これからの東松島をどうするのか。

・増税とかしてほしくない。ただでさえ苦しいのに、今なんでそ

・私のような子どもでもできる活動を、いっしょに考えてみたい

んな事するんですか？

です。

・もっと町をきれいにするキャンペーンなどを作る話

・私達になにができるのか。

・自分の地域の話

・これからどうゴミ拾いなどに、取り組んでいくか。

・復興や東松島が明るくなるためにどうしたら良いか？

・党内でもめていないで町の復興のための話を進めてほしい

・これからの東松島のこと。

という話。

・ボランティアのこと

・楽しい話。

・自分たちの町をどうしていきたいか。

・いっしょに作ろう。
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・自分たちも、こっちで生活して、この大変さを知ってほしい。

・子供や大人からあいさつされたらちゃんとあいさつをかえす

・いまはこのしんさいで福島原発でなんできじゅんちがあるの

ことができるような取り組みを考えてほしい。

か聞いてみたい！

・ポイすてや、ふしん者 悪い町じゃなく、良くしたい！

・話もしたいけど楽しくなるようなゲームなどをしたい

・震災の、なやみ・・・

・さいがいでひがいがあってだからいろいろにゴミがちらばっ

・しんさいのこと

てるから市をきれいにする話し

・どのようなボランティアをしていますか？？

・しょうらいなどの話し
・昔の宮城にするためにはどんなことが必要か、今、自分達に

（学年不明）

何ができるかを話してみたい。

・東松島市のいいところなどについて。

・どのようなことができるかどうか。

・みんなで、できそうなこと（人のため）を話たい。

・大変だったこと、これからどうしていくか
・おもちゃとカードゲームと、ゲームの、値下げお願ーい。！

中学 1 年生

・いろいろ
・ひ災地を明るくするキャンペーンを開いてほしい

・東松島をどうやって元気に、復興させるか聞いて、できること

・引っこしの価格を下げる

（身近なこと）は手伝いたい。

・そうじをしよう

・どうやったら国のためにならない悪いことをする人がへるか

・あいさつを明るくしてがんばりましょう

など・・・

・ライブにきてください。（元気にするために）

・東松島市をよくするために、どんなことをしているのです

・もっとけいざいを良くしてください。

か？

・けいざいを良くしてください

・よくするためにはどんなことをするか

・ひ害にあっている所だけ物を半がくにしてほしい。

・あいさつをきちんとする国にしてほしい

・今は、どこに、いるのですか。

・自分達と同じぐらいの人どうしの考がえ方を・・・です。

・世間話

・総理大臣になってうれしかったか。

・震災のことを話したい

・町のふっこうをどうするか？

・どんなふうにまちをよくするんですか。

・いま大へんなことになっているから自分はどんなことをすれ

・節電

ばいいのか聞いてみたい

・しえんかつどうはどうですか。

・どうしたら地いきかっせいかすればいいか相だんする

・いろいろな楽しいはなしをしてみたい

・総理大臣になった理由

・私たちに何ができるか

・今、学校では何をやっているのか

・私たちに何ができるか・・・。とか・・・。

・町をよくするためにどんなことをすればいいと思うかはなし

・これからについてアドバイスをもらいたい。

合いたい

・まちをよくするためには、どんな工夫が必要なのか。

・もっと町が明るくなるにはどうしたらいいか

・どうすれば町がよくなるかとか、一番困っていることで大かっ

・東松島市でやっている「心あったかイートころ作戦」を広めて

たことは、なにか聞きたいです。

下さい。

・どうやって日本を元気にするかについて町をきれいにするか

・あいさつやゴミ拾いのことについていろんな話をしたい。

・宮城県を良くするにはどうするか。県全体で、なにか活動をし

・かせつじゅうたくについて

たい。など

・あいさつ運動などの話

・元気になってください

・どんな遊びをしてるのか、どのくらい勉強をしているのかなど

・このまちを、あかるくしてほしい、しんさいのこと

が知りたいです。
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・子どもどうしなら話がすすむし言えないことも、子どもどうしな

・なやんでいることやかなしいこと

ら言えると思うから。

・どうやって町をよくするか

・この地域の特産物などを PR する方法、ポイ捨てさせないた

・○○に～～～のよな場所がほしいなど

めの工夫

・自分たちのまちにどんな事が必要か？

・あいさつを心がけよう。

・まず仲良くなれるように世けん話とかです！テレビの話とが

・明るくなる話とか・・・。

（以下略）

・東松島市について

・宮城の復興の話や震災について

・これからのこの国をどうしていくのか？今現在残っている問

・どうしたら、自分達の町が平和になるのか。

題をどう解決していくのか。

・いろいろ

・いろいろきょうみを持てるから。

・これからの生活やどうやって新しい町を作るか

・いりょうや、しえんぶっしを早く届けてあげて（ひなんしている

・自分達のまちをどうしたら良くできるかなど

人やふじゆうな人に）ほしい

・ボランティアの話

・町をよりよくするには、どうするかや、町のみんなが仲良くす

・このあとについて

るにはなど

・今は何をやっているのか。

・こまっていることやこうゆうふうにしてほしいことなど

・地域の人たちと毎日の生活の話などをして楽しくコミュニケー

・このまちをたすけようゼ！

ションをとりたい。

・いろいろ

・なぜそういう話や会議しかできないのか？ なにを考えて、

・うーん。

行動、話、会議をしているのか？ やじをなぜ大きな声でする

・もり上がる話

のか？ もっとまともな話し合いをしてほしい

・どんな事をしたらいいのか聞く

・今、何をやっているか

・東松島市を豊かにする

・あとどのくらいでしんさいがなおるのか。

・がんばってくださいとか。

・ぼきんをしてください

・町の復こうについて

・てっきょしたがれきをどこにすてるかを話したい

・町を元気づけたい。

・これから日本をどう復旧させるか。また、どれくらいかかる

・ボラティアで何をするか。

か。

・体ちょうなどについて。

・これからの日本

・ふっこう（つなみ）したらなにがしたいかなどなど

・これからのこと

・これから、どのようにしていくか

・ひさい者へのほしょう金について

・避難訓練を今までして、市役所などでたき出しをしたが実際

・今後の日本の財政社会について

たき出しが行われたのは数日後でたき出しが遅かった件につ

・楽しいこと

いて

・今町はこうなっているとか

・これからどうなっていくか

・この先のこと

・復興は今どのだんかいまで進んでいるのか。物資はちゃん

・市の活性化について「イートくんの絵本や DVD を作ってみた

と行き届いているか。ボランティアの方々は何をしているの

らどうか」など

か。

・今の子どもの遊び方について

・アニメについてを語り合いたい

・どうしたらより住みやすいまちになるか。

・自分のまちでしたいことなど

・良い市にするためにこれからしていかなければならない事

・今の、日本のことや、未来の日本のことを話してみたい。

など。

・これからの新しい東松島づくり これからの復興

・市、町、村長は、まちのために何をしたいか。を聞いて見る。
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・市の良い所や悪い所、こうなれば良いなと思う事について子

・自分の市を活気あふれた元気いっぱいにしたりするための

供同士で話をする。

方法などを話したい

・小さい子から大きな子まで楽しめる場所（大人も）

・これからの東松島市をどうしていくのか。前みたいな東松島

・どのようにしたら、もとの矢本にもどせるか？

市になるのか

・なし

・市の安全性・県の行い

・近くに無料のグラウンドを作る話

・どうすればまちはよくできるか

・その地域の問題点や、良い所を聞いてみたい

・子どもはどんな事をすればいいのかはなしてみたい。子ども

・こんごどのようにしていくのか 復こうするのはいつごろの話

の質問にすべてはっきりと答えられるか

かなど

・環境問題

・今回のような地しんでのひなん場所（生活する場所）、食料

・どんなことをすればもっとまちが良くなるか話合ってみたい

の配きゅうの平等

・ボランティア活動をふやしたらどうか

・気があう話

・学校の話

・松島の事を話したい。

・明るい話題

・東松島市のこと

・どんなことをすれば町はよくなるか

・心配話とかどういう気持ちとか

・東松島市をきれいにするための工夫について話をしてみた

・どうやったら街がきれいになるか

い

・明るい話

・日本をよくするための話合い

・楽しく明るくなれる話

・どうやったら自分の町が良い町になるかという話をしてみた

・今、市のためにどんなことをしてくださいって言っているのか

いです

を聞きたいです

・どんなことをすればいいのかという話

・宮城について

・地域のこと

・市にお金を下さい

・今の東松の現状

・東松島市をもっとよりよいものにできないか

・これからどのように東松島市をつくりあげていくか

・福島原発をどうにかしてほしいから

・これから町をよくするためにどうすればよいか

・大震災の事やボランティアの人たちのこと話したい

・いつもお世話になっている感謝。東日本大震災で消防団へ

・そうじの手伝いなどの話

のお礼

・色々

・より良いまちづくりをするにはどんなことが必要なのか

・今困っていることを聞いたりして、自分が出きることを考えた

・自分たちにどのようなことができるのか話し合ってみたい

いです。

・地域のために何かみんなでできることは何かを話し合いた

・支援が来る避難所と来ない避難所があるのはどうしてか

い

どうしたらまちをすくえるのか

・自分達が快適に住めるにはどのような活動が必要か話した

・みんなで協力してキレイにしよう

いです

・地域の人たちとこの町をどのようにするかを話し合いをした

・地域にかかわること（地域のことでわからないこと）

い

・地震で大変だったこと

・あいさつなどをくりかえして、仲良くなること

・まちのためにすることを話す

・お礼

・これからの日本をどうすればいいのか？など

・環境をよくするにはごみひろいとあとどんなことをしたらいい

・ぼくの家に来ていただきたい。それとこのしんさいについて

か

どう思うか。

・どんな生活をしているか。じしんのときどうしていたか

・復興について
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・地域をよくするためにどんなことをすればいいのか

・被災地への支援は政府はどのようなことをしているのか。Ｊ

・どんなできることがあるのか

Ｒ仙石線の全面復興はいつになるのか

・どうしたらいいか

・エコ活動の話

・みんなができることなど

・あなたはまちのためになにをしたいですか

・どうやったら町がよくなるのかなど

・今はどんなことが足りないですか。私たちにできることは何

・今の国の政治について？

か

・どんなふうに町をよくしていくかなど

・今後どうするか

・町のためににができるか

・東松島市のこと

・町のために自分達が何をできるのか

・「ゴミ拾いをしよう」など

・なんで FK がまいか

・未来でどうゆうふうに市をすごしていくか

・どうやって町をよりよくできるか

・今の宮城を変えてよりよい県していきたいという話をしていた

・ソーラーパネルについて

い

・地震のことなど全部

・町を良くするためにどんなことをしているのか、など

・宮城県の復興に向けてどんな努力をしたらいいか

・こまっていることがないか

・好きな曲

・市・町・村をどうしたら、みんなが元気で笑ってくれるか

・町をよくするためにしてほしいこと

・町をよくするために、どういう活動をすればいいのかなどを

・町をよくするためにどうしたらいいか

話してみたい

・どうすればいいまちにできるか

・生活や

・自分達からゴミ拾いをしてよりよい町にしよう

・この東松島市をきれいにするためにゴミ拾いをしたい

・自分の思っていることほとんどよべて

・全国で 1 か月みんなとゴミ拾いをしたいと伝えてみたい

・日本の復興や今も家が流されたり、畑に水が入ってしまった

・これからの宮城県について

人に、何をしてあげるのか聞きたいです

・村のことを色々聞く

・震災や復興の様子など

・この東松島市は、どんな状況で、どんなことが必要なのか

・今、世の中混乱しているから早く決められるようにしてほしい

・今どんなことができるか話をしたい

ことを話したい

・大臣はどのようなことを考えているか話したい

・みんなの意見を聞いてみたい

・どうすれば良い町になるか

・まちをよくするための方法

・市をよくするための話

・宮城のことについて

・どんなことをすれば、地域の人達が楽にすごせるか

・少しでも国のために頑張って下さい。電車の再開に力を入れ

・震災での県への影響等

て下さい

・色々。

・国をよくするために、どうすればいいか

・たわいもない普通の会話（笑）

・みんなで市をきれいにしたいし、復興もさせたいからです

・わからない？

・きゅうりょう

・色々なことを！！あまり分かりません。

・この場所がはやく、完ぺきに復旧するためにはどうすればい

・ボランティアについて。

いか？

・子供たちでも出来ることを探します。

・家のことや、今どんなことをしているか

・プライベートな話。好きな食べ物、行きつけの店の話。

・あそび

・ゲームの話しをしたい

・人の意見をとりいれるための話

・具体的なものは特にないです。

・町の復興

・自分の分かるはんいの話
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・わすれた。

・とくになし

・今こうゆういろいろなことがおきているので話したい

・特になし

・今の政治家についてやまぁいろいろ

・今どのようなことを考えているのか。（ふっこう関係） どんな

・げんぱつのこと

ことをしようとしているのか。（ふっこう関係）

・どうすればよくなるか。自分達は、そのために何ができるの

・震災の事について

か？

・この県はどういう風に復興されていくのかや、沿岸部はどの

・元気が出るような話

ようになっていくのかなど

・みんなが元気になるような話

・報道と違うかもしれない真実が知りたい。今、宮城県がどうな

・どうしたら、東松島市のためになるか。

っているのか。

・楽しくしてくれるような話

・このごの日本や市、町がどううごくか

・いろいろなこと

・ぼうはていをたててください。早くかせつじゅうたくをたててく

・どうゆうことをすればいいかそうだんする。

ださい。

・いろんなこと

・家の建てる場所を確認。じばんを上げること

・スポーツ施設についてマジ！！アゲポヨ！

・これからどうするのか？ 町をつくれるの？

・スポーツしせつについて

・地震の時の様子や・避難所のこと

・つなみでこわれたぼうはていを直してもらいたい

・色々

・村い知事合いたい

・東日本大震災について

・早くかせつの住宅などつくって

・自分の町の事

・今回の震災の事、そしてこれからの事

・どんなふうに、復興を考えているのですか。

・ふっこうについて

・特別名しょう松島はどうなるのか じしん津波たいさくの町づ

・どうすれば、もっといい地になるか

くり

・どうすれば、そのことが実行できるのか？など・・・・

・「だいじょうぶでしたかぁー」みたいなこと。

・町の事 これからどうなるのか。

・少しでも明るい話題

・義援金をください

・お互いの意見を聞いて、それで出来た意見をどの様に実行

・自分の町をよりよくする話し

しるか等。

・町をよくする話し

・総理は今、この日本、東北のために今何をやっていて何をや

・今、自分はどう言う気持ちなのかを聞いてあげたいできるこ

らなくちゃいけないと思いますか？

とならなんでもしたい！！

・これからのこと

・堤防のことを話したい…

・土地の話

・町をどうすればきれいにできるか、や本当にもう家を建てる

・土地の話し

ことはできないのか。大きいよしんの心配。がれきをどこへや

・ボランティアあどをよびかけてほしい。復こうにむけていろい

るのか。福島原発の心配

ろしてほしい。

・この先放射能が宮城の私たちが住む町に、来るかどうか。

・今どのような状況かや、何がたりないかなど。

・堤防の”高さ”など堤防にかんすること。これからの宮城につ
いて。

中学 2 年生

・これからのことなどについて。
・被害を受けた地域の復興のための話とまたこんな事が来た

・ポイ捨てについて注意してほしい

時のためのひなん場所の話

・いろんなこと

・復こうについて 私たちができることはなにか

・今やっているものの他にあとできることは何か。今の町の現
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状についてなど

・もっといいせいさくをしてください

・もっとしっかりしてほしいということ

・住みやすい市にしてくれ

・楽しい町にしてほしい

・地しんの話し

・自分の住んでいる町をどう思っているか話合ってみたい

・がんばってーといいたい

・自分の件は町をよくするためにどんなことをしてい、これから

・これからの国の未来の話をしてみたいです

どんなことをするか

・原発問題などの情報を性確に知りたいです

・部活類

・日本はこれからどうするのか？はなす

・宮城を救ってほしい

・話しをスムーズに進めて行動に表してほしい。（国会で）

・これからのこと

・今のじょうきょう

・挨拶などしたいです

・いろいろな話

・どうしたらいい国になるか

・東松島市をよくしたいと話をしたい

・今どんな状況なのかや別に関係ない話などもしたい

・楽しくなるような話をしたい

・何か困っていることはありますか

・まちをどのようによくしたらいいのかということなど

・世間話

・町が静かでつまんない

・困っていることないですかなどのこと

・町をでっかく

・東松島知っていますって話したい

・ゴミ問題など

・これからもがんばってください

・どのような事をすれば町や市がいいかんきょうになるか

・まちをよくするため

・少し考えがおかしいから。改善してもらいたいという

・被災地でどんなことができるか

・町づくりの話

・今のじょうきょうなど

・一体何を考えているのか、国民をどう思っているのか

・これからなにをしないといけないのか

・みんなが暗くならないような明るい話

・これからの日本や原発事故の処理について

・ひがいのじょうきょうなど

・もっと全力プレーしろ

・今のじょうきょう、被災してからどんあ生活をしていたか

・家族との空白の時間

・今のじょうきょうについて、これからについて（地震など）

・「もうしんぱいしないで…」と子どもたちにおしえたい

・こんごどうすればいいのか

・どんなことができるか

・まだ地域で大変なこと、たりないところ

・もっとよりよく日本をする方法はないのか？

・今の状態、今後について

・学校のことやいろいろ

・自分の市をこれからどう発展させるか

・先のこと

・いろいろ話をしてみたいです

・これから復こうしていくために必要なこと

・もっとひさいちになにかしてください

・町の活せいかとか

・ひさいちになにかしてください

・今回の地震などいろいろ

・とりあえずどんあことでをすればいいのか？など

・相手の人が元気になるような話をしたい

・この震災のこと

・ここからどうしていきたいのか。ちゃんとひがいが多かった所

・かせつ住宅をなんとしてでも 1 日も早くたててください

のために、活動をしているのか

・いろいろどうにかしてほしい

・いろんな世間話をしてみたいっ！

・今地域の中でこまっていることを話し合う

・また、もとにもどれるように、協力おねがいします。とかいろ

・はやくもとの町にしてほしい

いろたのしんでみる。

・自分たちは今どんなことができるのか

・避難民のこと

・町の活性化しましょう
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・じしんのこと

・どうすればこの町はもっとより良い住みやすい環境になるか

・なんで文句ばっかり言って自分からやろうとしないのか

・がんばれ

・いろいろがんばってほしい

・いろんな話し

・もっとしっかりしてほしい、頑張ってほしいなど

・町の良さを取り戻すためには、どんな事をしたらいいのか

・この国はどうなるのか

・地震と津波のたいさくについて

・今もっとこの町のじょうきょうを、いちはやくつたえられないか

・色々

なということをしたり

・いろんな話す

・わがんね

・市の復興について

・今、何が大変か聞いてみたい。いつ総理をやめるのか

・今後の宮城をどうしていくのか

・活動の話し

・これからの宮城県と日本はどうなるのか

・活動の話し

・市で家がなくなった人たちとかの家のことや震災ゴミなどに

・町をきれいにするにはどうすればいいか

ついて

・どんなことをのぞむか、

・宮城県の公務員の給与や財源について話たい。総理大臣は

・どんなふうにしたいと思うか

市民ともっと話すべき。震災での対応なども不十分だったから

・市全体でのごみ拾いなどの活動をしたいです

・未来

・どんな良いまちにしたいか

・福島げんぱつのことやぎえん金、仮設住宅など災害につい

・いろんな話

て

・今のくらしについて

・今回の事をどう思っているのかとか

・いろいろ

・いろんなこと

・きれいにする工夫

・福島原発について

・未来の町のあり方について

・自分のまちのためになにができるか

・環境の話しをしたいです

・未来の宮城県について

・どういうことをすればいいのかなど

・これからの宮城はどうなるか

・この市をよりよくするためには、色々な活動などをしなけれ

・何か私に手伝えることはないかなど、地震や震災のことにつ

ばならないと思います。この市の人々や、その他の市や県の

いて話してみたいです

市民の人をこれからも大切にしてください

・その地域で行われている工夫などを知りたい

・どんな事をしたらみんなが元気になれるか

・学校の事など

・いろいろ！

・いろいろな話をしたい

・いまはめんどくさい

・これからのこの町について

・この震災にあったこのまちについての話

・宮城県について

・どうすればもっとよい市にできるか

・宮城県についてしりたい

・地域のようすなど

・震災につての補助の話

・被災した人たちになにかしてくださいといいたい

・電気がたりのかどうか

・あいさつや昨日のニュースの話題など

・この町のためにあなたはどんなことに取り組みますか？

・どうしたらまちをよりよくできるか

・色々な楽しくなるような話題

・そのちいきのこととか、世間話

・色々な楽しい話題

・どうすれば街がより良くなるのか

・自分達でできることを話し合う

・東松島の問題点について話合う

・今後の未来について

・街の復興のために、どんなことをするのか

・これからどうするの？
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・話がつうじるから

かいぎいん：なんにもしてないもの！！）

・女川原発の事や宮城の税のことや町をきれいにするために

・ひさいちにきて町をみてほしい

はどうすればよいのかなどの話したい

・前の東松島市（矢本町）はどうだったか？どうやったらよくな

・自分の家の状態や、今どのような生活を送っている等の話を

るか？

してみたい

・未来について

・未来

・原発事故

・今後の未来について

・原発事故関係

・これからの町をよくするためについて話してみたいです

・これからの未来や原発について

・楽しいことやおもしろいこと

・今国はどう動いているのか 放射のうはどこまで広がるのか

・宮城県について

・これからの復興の事について

・どういうボランティアがひつようかとかです

・県のこと これからどーなるのかということ

・げんぱつやこれからの生活について

・これからの復興のことについて・・・

・自分達でできることはないか話し合う

・未来について

・これからどうなるのか

・今後この市はどんなふうになっていくのか

・どうやってこの東松島市をなおしていったらいいのか？

・楽しい話をしたい

・どうやってまちをよくしていきたいかなど

・将来の話など

・ひさいちのためになにをしてくれますか

・どういう活動を市でしているのかなど

・子どもたちでもできることなど

・県知事とは、このひがいをもとどーりになるのにあとどれくら

・どうしたら地域がきれいになるか

いかかるのかなど・・・

・未来の宮城についてこれからどうやって復興していくかにつ

・原発の問題を解決してほしい

いて

・今後の日本について

・これからの未来や復興について話あいたい

・どうしたら前のようにすごせるか

・これからのふっこうについて

・これからどうなっていくのか

・原発について

・国としてもう少し何か出来るんではないかということ。

・東松島市を良くするために

・どうしたら、自分のまちがよくなるか

・未来について

・町をどのようにしていってもらいたいですか？

・こんごについて

・自分がすべきことはなにか。

・この震災で家を流された人やげんぱつによって苦しんでいる

・お金に関すること。福島のげんぱつについて 本当はどうな

人に国は今後どのようなことをしてくれるのか

ってるのか、どうしたいのか。

・今の原発の状況について

・これからの東松島

・どうすれば町をきれいにすることがでるか（できるか）

・お金の使い方

・これからについて

・総理大臣・国会議員たちの年間給料は数千万円はおおすぎ

・今後どんな町にするか

ると思う。数千万円も出さないで六百万円ぐらいで、もっと国に

・じしんでおきたつなみで車とかは保険にはいっていてもため

使ったほうがいいと思います。

だからそういうことをＯＫにしてもらえるようにしてもらいたい

・これからのことなど、[つぎにこのようなことがおきたら]のこと

・震災したひどい現場をしっかり自分の目で見て、他の都道府

国会での政策や環境問題、国会議員のありかたなど

県に被害のすごさを伝えてほしい

・むだをなくしてもっと被災地に支えんして下さい。もっと丈夫

・未来について

な防波堤やひなん所ヘリポートがほしい

・あなた方はひさいしたみなさんのために何をしたか？（こっ

・ひがいのあった町にどういうことをしてくれるのか。半壊とか
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で金がおいるのは、いいけど家ぜんかいのしゅうりができる

・これからの東松島市をどうするか。まちについて、どうきれい

のかがぎもんてんです。

にしていくかを話してみたいです。

・この震災がどんな影響をもたらしたか、そしてどうゆうことに

・この震災で思ったこと。

今困っているのか？将らいどうなってほしいか？

・今の状況や日本全体のこと

・『宮城の中でこの津波によって心に傷をおった人への心のケ

・これからの未来がどんな風になっているのか

アをこの市の人だけではなく被災した県の人みんなでやった

・地域のふっこうの話や、ボランティアに来てくれている人の話、

らどうか』という話

自分達の今の生活など・・・・。

・これからのわたしのまちは、どうなっていくのでしょうか？

・もっとしっかりと、おかねの問題（しんさい）でのことを何とか

・まわりの人のことかんがえてください。むだづかいしないで。

しろ！！

・これからどのような県にするのか話合いたい

・これから宮城はどうなるのか。

・いろいろ政治のこととかいまどうなっているのかとかを

・今の心情や状況

・町の復興など・・・・。

・これからの日本について

・ふきゅうの事

・仙台にもっと仮せつをつくらないのか？物質がほしい

・ふっこうはまだ

・原発の話し、いま、どうなっているのか。

・ふっこうのめどは、いつなのか？

・原発の話し、これからどうするのか

・これからの話し

・これからの日本をどうするのか、、、 ほうしゃのとか、、、し

・これからのこと

っかりしてほしい！

・相談したい

・これからのこと

・今のげんじょう→くわしく＝福島原発とか もとどおりはい

・市長はもっと東松島が大変だったことをたくさんの人に知っ

つ？

てもらえるようにしたほうがいい。震災関連の本で写真なんか

・がれきのこととか！！

を見ると東松島の写真は 2 枚くらいしかない。だから東松島は

・自分の地域をどしたいか、今、どこにいるのか。

あまり支援されていないと思う

・東松島市は小さい町なので、見落とされがちなのですが、今

・いろいろ

回の震災で困っている人が、たくさんいるということを伝えた

・復興について

い

・家のこと

・東京とかでのんびりしてるなら公務員の給料を下げずにあな
た達議員などの給料を減らして下さい。震災で仕事にも行け

中学 3 年生

なく生活の危うい国民を救ってみて下さい
・地域の現状、復興についてこれからしていきたいこと

・町のとりくみ？

・自分達の力でも出来る事は何かを話してみたい。

・市のことを話したり

・ぎえん金について

・これからの未来について

・町が復興するのにどれだけの期間がかかるのか。

・今の状況と今後の目標

・この市をどうゆう風にしていこうと考えているのか聞いてみた

・自分のまちの良いところ改善する点、継続していきたいとこ

い。

ろ

・まえの友達に、学校生活は少しずっとりもどしているよと言い

・まちにたりないものや、ほしいものなどについて話してみた

たいです。

い

・今私たちに必要なモノなどの話。

・これからどう良い町・市にしていくからです

・これからの東松島市をどうするか。

・このまちをよくするためにはどんなことをすれば良いのかと

・自分たちでできることを話しあいたい

いうこと
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・大地震で被災した人たちについて

・いま困っていることなど

・もっとちゃんと国のことを考えてほしい

・これからの日本のこと

・いろいろな事

・自分の市について、これから取り組みたいとこについて話し

・これから、どのように生活していくか

たいです

・自分たちのまちに対すること

・よくなる方法など

・今後の東松島について話し合いが必要だと思う

・これからどのようにしてまちに活気をつけるか

・原子力発電所問題の真実

・子どもどうしで話し合って具体的に案がまとまったら上にか

・被災地の復興予算について

け合いたいです。楽しい行事などの企画について

・町をよくするため

・これからどーしてくのか

・どうすればもっと、よりよいところになるか

・今の世の中のこと

・ふつうの話をしてコミュニケーションをとる

・自分の町のとなりの福島県のことですが、風評ひがいがこの

・これからの生活

宮城にも。風評を無くすような一言をテレビで言って下さい

・子どもが出来ることはなにか？

・日々取り組んでいること

・震災について

・ボランティアや福祉活動をすすんで行おうと話たいです

・東松島のがれきを何とかできないか

・環境について地域の交流について

・今後町をどう復興させるのかきいてみたい

・しんさいについて

・政権

・これからの宮城県について話をしてみたい

・これからの東松島はどうなるのかを話し合ってみたいです

・地球温暖化など

・どうすれば矢本はよくなるか

・市のために、どうすればよいか。話し合う。

・これからの宮城

・地球温暖化など

・これからの日本をどのようにしていくのか。今の望み

・自分たちにできることはないかどうか話す

・どのような活動をしているのか

・良いこと、改善した方がよいことなど

・自分と同じ意見をもっているか話してみたい

・復興について、中学生ができることを話す

・被災の町の復興。今後の明るい未来

・東日本大震災の復興について

・よくわからない

・日本国民について

・いろいろ

・役に立つ話

・いろいろ

・復旧について

・みんなで何ができるか？って言うのとそのことを実際にやり

・どうすれば効率よくよりよくなるか

たい

・どんな町にしていきたいかについて

・町の行事のこととかルールの話

・まちをよくするためにどんなことをしているのか

・世間話など

・これからどうしていくかそれをするにあたってなにが大変か。

・まちよりもまず、国を直さないといけないからです

を話したい。

・日本はこれからどうなるか

・物資の配分や一般人と避難民の区別について

・町についてもっと、しんけんにはなし合ってほしいと言ってみ

・被災して、どう思って話してみたいです

たい。

・今の状況を聞きたい

・今後どこが発展するか？被災した人にどのくらいえんじょす

・自分たちのまち、地域のためにできることを話し合ってみた

るのか？

い。

・今市では何をやっているのか。

・市の歴史とか

・まちをよくするために何ができるか

・全国の人に被災しても頑張っている。そんな宮城野いいとこ
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ろを全国の人に知ってもらうにはどうすればよいか

・少しだけだが被災したのに、国は何かしてくれなのか？など

・今震災で大変なので、どうしていったらいいのかとか、私たち

・これからどういうことをしていくのか、また、今の状況につい

にできることを教えてほしい

てどう考えるか

・どんなことができるか

・総理大臣とかトップの人たちにいろいろまかさるのではなく

・被災地のことをどう思っているか、こうすれば良いというアイ

みんなきょうりょくする。いろいろな党とかあるけど、ほかの党

ディアについて

とくむのはやだでわなく、みんないっしょになってやればいい

・よりよい町にするにはどうしたらよいかを話し合う

と思う

・何が必要か、してほしいことなど

・何かしたいことをやらないか尋ねてみる

・これからどんなまちにしていくか

・東松島市で実際市がよくなるためにやっている活動や今す

・過去のことばかり話してないで先のことを考えてー！

ぐ・自分たちにできることを聞きたいです。

・どうしてそんなに決断力が無いのか、本当に国県のことを考

・自転車道の整備

えているのか

・この後の計画を教えて欲しい

・どのようにしたら、このまちがもっとよくなるのか

・節約術について

・どーすれば地域が明るくなるか？など

・自分が明るくなるような話、被害を忘れさせてくれるような話

・何故はやると言われた風邪について何も言わなかったのか。

・いろんな話

肺炎になったら命の危険もあったというのに…。後、仮設住宅

・震災を守れるような楽しい話

について

・宮城もしくは東松島市について（知っていることどう思うか）

・わからない

・家とそのあたりの地域の話

・県の現状とこれからについて

・しんさいのこと

・ これからのこなど

・ライブをしてほしい。話しをして元気をもらいたい

・その人が町をよくするためにどう思っているかなど意見をき

・歌をうたってもらって元気をわけてほしい

きあう

・何が私たちにとって必要であるか

・どうしたらよりよい町になるのか。中学生でも何かできること

・自分の市について

はないかなど

・私に何ができるか

・よくわからない。だけど、会って話してそんはないと思う

・楽しい話

・これからの日本について、今どのようなことをしたいと思って

・地震を忘れらる楽しい話

いるのか

・明るい話

・早くなんとかしてほしい

・嵐の人たちがきてはげましてほしい

・今、何が必要とされているのか

・地震がきてどう思ったか？これから何をしていけばいいの

・どうすればよりよいまちにできるか

か？など

・東松島をもっとアピールするでは？予算はしっかり立ててあ

・この市（地域）はどのように復興していくのか このような大

るのか？震災だからこそ復興以外に、もっと盛り上がる必要

災害を予測して備えていたもの（食・衣料）や対策をきちんとし

があるのでは？

ていたか（計画していたか）

・何を求めているのか

・被災した時の状況とお金に関して

・どんなことで困っているのか

・いろんな事を話たい

・自分がまちのためにどんなことをしたいか話してみたい

・総理大臣はこの震災を受けてからどのような対応をとったか。

・今の日本の状態とその人の意見（これからどうしていくかも

なぜなにも動かないか。

ふくめて）

・いろんな話をしたいです

・何をすればいいか

・本当に今必要なのは（日本に）何なのか知りたい
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・総理大臣になった理由

・がんばって

・町の悪い所、直していく所 話しをして、その案がどのくらい

・同じ年齢の人がどんなことを考えているか知りたいから。

の確立で通るのか

・自分達の住む町がどうやったらもっと住みやすくなるの

・これからこの国をどのように再建していくのか。電力をどのよ

か・・・？

うにしておぎなうのか。（原発以外で）またこのような震災がお

・復興について何でもＯＫ

きたときのための考えなどはあるのか。

・復興に向けてどんな計画を立てているのか。

・老若男女とわず楽しめるようなこと

・未来のことについて

・どんなまちにしたいか。

・これからについて。

・今、自分達で出来ることを話し合いたい。

・日本についてや県など、大きいところについて知ってみたい

・どこがどう変わればもっと住みやすくなるのか。

なと思うから

・今１番困っていることや「なやみ」

・この震災、どんなことに感謝（うれしくおもったのか）をしたの

・何か自分たちで今できる事はないのか？などです。話し合っ

か。今の地域の環境など

た後に行動にうつせたらいいと思う。

・みんなで地域を活性化させるにはどうしたらいいか

・これから自分達の町をどのように復旧させていくのか。

・震災で心がやんでいる人たちがたくさんいるから、笑わせて

・今の、状態について

くれるような話がしたい

・被災地には今何が必要か理解しているか？税金について

・未来について。

・町をよくするため

・まちの未来について

・今の高校や大学について

・「頑張れ」と肩をたたきながらはげます

・あいさつとか楽しい話

・これからの宮城の復興について

・げんぱつ

・町の未来について

・これからの宮城県のことについて

・復旧を目指して・・・・クリーン。

・これからどうするか

・復こうについて

・これからの宮城県について

・復興のこと！！

・日本経済について

・これからの日本について

・保証について

・これからのくらしをどうするかなど

・今の状況 今後どんなことをしたいかなど

・どんなまちにするか

・もとの市とか町にもどすためにはどうすればいいかの話し合

・日本の未来

い。

・これからどういうふうになっていくか

・いろいろ地域の人のためになること

・家の修理に金が足りないので、お金をください。

・くだらないことでけんかしないで下さい。もっと協力してくださ

・家をください。お金をください。

い。私から見ればどの党も同じです。

・色んなこと。災害のことなど。

・町のいい所と悪いところやどうやったらすみよい町になるか

・今の生活など・・・・。いろいろ・・・・。

・さいきん楽しかったこと

・これからの日本のことを話をしたいと思った。

・これからどういう事ができるか

・自分が市に対してもっている不満 これからの市について

・今の総理大臣について

・これからの日本について

・原発について

・PS3 が流されました。ください。

・これからの原子力発電に代わる発電の方法

・これからの明るい未来の話。

・日本について

・どうしたら、よくなるでしょう？みたいな事とか、今、自分には

・今後の復興について

なにができるでしょう？みたいな事を話てみたいです。
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・復興に向けて

・いろいろ

・原発問題はいつ終わるか

・天誅だと言った事を土下座してあやまってほしいとかあやま

・大変ですか

れ

・「何か困っていることはありますか？」と聞いてみたい

・ふっこうについて

・今の日本のあり方

・日本の未来について 日本の政治について

・ゲーム

・日本の未来について 法律について

・いろいろと・・・。

・震災のこと

・今後について

・今の状況

・いろいろ

・これからの事や、津波がきた時のこと

・国のために何をしてるかとか、色々言いたいことがある。

・仮設住宅の場所

・日本の今のけいきとかわるい所をよくできないかとかです。

・これから、原発や自分の育った町、そして宮城がどうしていく

・これからどーすんのか

方針なのかを知りたいです。

・嵐

・この後の東北について

・これから、どうするのか・・・

・この市でできることがあるのか これから何をしていったらよ

・日本の未来について

いのか

・今の日本について

・これからどうなるか。

・復興の見通しについて

・こんごどうなっていくのか？

・今何しているのか これからの日本の対策みたいなの
・サッカーの話

宮城県

・いろんな事
・音楽とか楽器とか、この震災について、これからの復興につ

わたりちょう

いて。

亘理町

・せけん話
・イーグルの岩隈投手、田中投手
・これからどのような復興の計画をたてているのかということと、
原発の安全は確保されているのか。（現時点で）
・復興支援をもっとがんばってほしい
・こうした方が速く復興できるのではとか
・今より、環境のよい町にするために、自分たちにどんなこと
ができるか。

小学 4 年生

・地震、津波ですごい経験をして、それで終わりではなく、その
経験を生かしてこれからどう生活していかなくてはならないの

・みんなのやくにできることは、なにかなと。

かなど話してみたい

・できることをいっしょに考える。

・子どもでもできる事を話してみたい。

・いつ、なにおするか。

・自分達に何ができるか等

・みんなにやくだつこと

・地震や津波当日のこと・これからどうして行きたいか（どうし

・家がなをっても、またじしんや、つなみがきたらどうするかと

たらいいか）など

か。犬がとてもかわいそうだからとかを、話してみたい。

・好きなこととかの話

・今、いろいろな所で、どんな、じょうたいか知りたい！家は大

・自然エネルギーの推進についてなど

きい地震が来てもこわれないか。
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・きょうどこでなにをしたか。

・政治のこと

・ボランティアを、したいです。いいですか？

・子どもにげん金で高校になるまでに毎月２万円をしきゅうす

・いっしょにかたつけよう

る。

・ごみをどうやってへらすか。

・ぎえん金をふやしてほしい

・げんぱつは、いつになったらなおるんですか。もっと車をや

・ぎえん金をふやしてほしい

すくしてください。

・町のためにできること

・つなみはなん年ごにくるか

・ぼうはていを高くすること。

・亘理町には金なくてこまってる。

・亘理町などの小学校などでぼ金をしてひさい者などにおくる

・がんばって、やれることは、やろうね。わたしもがんばるよ！

・地しんのこと

・ほうしゃのうをはかってもらいたいと話す そうじのことを話

・すこし、しえんぶっしを多くしてほしい

・ぼうはていをつくってほしい。亘理町のほうしゃのうをはかっ

・ごみひろいをきょうりょくする話。

てもらいたい。

・地しんのひがいのはなし。

・いたいとかはらがへったとかさんぽいきたいとか、話をした

・福島原発を早くなんとかしてほしい。

いです。

・どうしたら、つ波の水でも育つ花や木がないのか。

・学校にいくみちがドロいっぱいでいきにくい

・一日でも早くがれきのてっきょをすませてくれ。

・またつなみがきたら家がやばそう。ちゃんとぼうはていを作

・ぼう波ていの予算と高さ。

って。

・原発話し。

・何日にゴミ拾いをするかをきめたりする。

・町にお金がほしい

・町のためにしたいことがあるか？

・町にお金がほしい

・ちきゅうはどうなるんですか

・子どもたちが屋たいで物をうてっまつりをかいさいする（ふこ

・きんじょの人とかは、どんな気持ちにしてるのかなあ。

っさい）

・いつ家の前のガレキがかたづくのかなぁ。

・②で答えたようにお店を出してみんなで楽しみながらキャッ

・おばあちゃんちの整理

キャとはげましの言葉を話す

・かせつじゅうたくの人を５年ぐらいにしてほしい。家をただで

・がんばって！

うってほしい。

・原発のたいおうがおそい。また第一原がばくはつしたら亘理

・かせつじゅうたくを２年じゃなくて５年にのばす。

町もひなん区いきになってしまう。亘理町がひなん区いきにな

・げんぱつはいつ直るんですか。

ったら、１００万円はらってほしい

・家のこと

・ただで、何でもかえるようにしてください

・こどもどうしで、はなし合っていいアイデアを思いうかばせる
・子どもどうしでいろんなことをはなしあっててつだう。

小学 6 年生

・ごみをすくなくするにわどうすればいいんだろう。
・かせつ住たくを２年から５年にのばして！！

・日本をよくしたい

・かせつじゅうたくを２年ではなく５年にのばしてもらう。

・これからどうするのか。原ぱつの話

・家のこと

・今どんなことをしているんですか
・早くふっこうするような話
・今元気か。

小学 5 年生

・すこし肉や食べ物をわけてください

・とにかくギャグをしてもらいたい。

・ほうしゃせんはどうたいさくしたらいいのか。

・ごみあつめやちゅういのこと（いたずらをやめさせること）

・これからもっといい国にするには。
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・ほうしゃのうのこと！
・もっと、かせつ住たくを増やしてください。
・じゅうなんな考え方を求める。原発や、えん岸の使い方につ
いて
・もっと早く非災した学校を早くなおしてほしいということ。
・どうやって町が早く元のようにもどるのか聞いてみたい
・もうじしんがこなければいいねという話をしたい
・大しんさいのときの町の様子
・がれきを早くてっきょしてもらいたい。
・花の種を安くしてください。
・野球やゲームやカードゲームのことをはなしたい。
・だいじょうぶだったとかとはなす
・ゲームの話や遊びの話し
・大しん災の時の話
・今げんぱつのことをくわしく話したい。
・元気になれるように楽しい話や、地震の感想を話したい！
・これからどのように生活をしていくかについて
・ふっこうにむけて宮城県をよくするために話しをしてみたい。
・早く町がもどるように、きかいだけでわなく、自分たちで、ゴミ
や、へどろを、しまつしたい
・この町をどうすればいいか
・どうしたら、亘理が良くなるか
・浜吉田えきに電車をはしらせてほしい。
・自分はいったいこれからどうしたらいいか。
・小学生に復興のためにできることはないのか相談してみた
い。
・どうすれば町が良くなるか。
・市町村長はいつもなにおしているのか。
・復興にむけて！！
・なぜげん発の員いんたちはうそをなぜついたんですか。
・これからどうなるのか？
・②で答えた話し
・どんなふうに町をよくするか。
・まちをよくするはなし
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