
さいきん、にほんでは しぜんさいがいが おおいです。   しぜんさいがいと ぼうさいについて かんがえてみましょう。

でんしばんでんしばんとくべつとくべつ

しぜんさいがい 
「しぜんさいがい」は、しぜんのちからが おこす さいがい です。  

たとえば、 おおあめや ごうう、 じしんや どしゃくずれ などは しぜんさいがいです。
では、 しぜんさいがいについて もっと ほかの れいを みてみましょう。 

どこから おきますか？ 

ぼうさい
「ぼうさい」とは、さいがいが おきるまえに じゅんびする こと です。
しぜんさいがいは、いつ おこるか わかりません。 
だから、「ぼうさい」が とても たいせつです。

おおきい じしんが おきたら たなが たおれます。
だから  たなが うごかないように おさえます。 
そうすれば、 たなで けがを しません。 

みんなみんなののひろばひろば

しぜんのちから
てんき しぜん 

かみなりあ　め か　ぜ ゆ　き と　　ち  や　ま う　み か　わ

このほかにも いろいろな しぜんさいがいが あります。 
どんな 「しぜんさいがい」が あるか インターネットで しらべてみましょう。 

おおあめ ごうう たつまき たいふう 

たかしお つなみ こうずい じしん 

どしゃくずれ やまかじ ふんか ごうせつ

しんすい 

なだれ 

どんな しぜんさいがいが ありますか？ 

ウエットティッシュ はブラシセットティッシュ

ぼうさいセット 
「ぼうさいセット」は、 「ひなん」するときの もちものを まとめたものです。

ひとによって もちものは ちがいますが、 いちぶを しょうかい します。 
わからないひとは ここを みてみましょう。→ ぼうさいセット クリック！ 

たとえば

みず たべもの  ばんそうこう せっけん ラップ ホイッスル

   じゅうでんき  でんち 

かいちゅうでんとう ライター タオル したぎ よく のむ くすり

※おおあめは つよい あめ、 ごううは、 もっと つよい あめです。おおあめが ながびいたり、 ごううが あったりすると 
　かわから みずが あふれてこうずいが おきて まちが しんすいします。
※たかしおは たいふうや かぜで おきる たかい なみ、 つなみは じしんで おきる たかい なみです。

ひなん
では、 もっと おおきい じしんが おきたら、 どうしますか？ 
いえは きけんですから 「ひなん」します。 
※「ひなん」は きけんな ところから にげることです。

◀たな

おさえます ▼

ぼうさいセット ▶

おやくだちじょうほうおやくだちじょうほう
こんなときどうする？

しぜんさいがいが おきたとき みなさんは どうしますか？ なにを もって にげますか？ 
いまから かんがえて じゅんびして おきましょう。

1 あなたの でんわから 「171」に でんわを します。
2 にほんごが きこえたら、「1」をおしてから ともだちの でんわばんごうをおします。
3 また、にほんごが きこえたら「1」をおします。
4 30びょうかん はなせます。 おわったら、「9」を おして でんわを きります。

じしんが ありました。
たなが たおれて あしを つよく ぶつけました。

いえの ちかくの かわが たいふうで はんらんしそうです。
うみと やま、 あなたは どちらに にげますか？

あなたは ともだちに でんわしたいです。
でも、いろいろな ひとが でんわを かけます。 だから でんわが つうじません。
でも、でんごんを したいです。 どうしますか？

ラップを まく　ラップは ほうたいの かわりになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　    くわしくは こちら →

やま　
かわが はんらんしそうなとき なるべく
たかい ところへ にげましょう。

さいがいよう
でんごんダイヤル（１７１） に 
でんごんを のこす

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/yakudachi/life/tips/1146550486218100736.html

たぶん ほねが おれました。 いたいです。  
あしを おさえたいです。 でも、ほうたいが ありません。 
どうすれば いいですか？ 

こたえ

こたえ

こたえ

Q1

Q2

Q3

でんごんを のこす ほうほう

ほうたい▼

アイム・ジャパンは まいとし アイム・ジャパンの ぎのうじっしゅうせいが かいた、 
さくぶん と あんぜん えいせい ポスターの コンクールを かいさいしています。

しぜんさいがいから みを まもるために
どんなことを したら よいか わかります。 

つぎの しけんは、2022 ねん 12 がつ 4 かです。 

みなさんの せいかつに やくだつ いろいろな 
じょうほうが のって いますから みてください。

しぜんさいがいが おこっている  ばしょが わかります。

かんたんな にほんごで さいしんの ニュースが よめます。

それぞれの にゅうしょう さくひんは こちら

ないかくふ ぼうさい じょうほう

にほんご のうりょく しけん（JLPT） 

しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりちょう

きしょうちょう
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Look! 

さくぶんコンクール

ポスターコンクール

https://imm.or.jp/concool_s/

https://imm.or.jp/concool_p/0018.html

https://qrtranslator.com/0000008033/000001

https://www.jlpt.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/

https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=jp

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/

にゅうしょう
さくひん

にほんごが わかると、 にほんで いろいろな ひとと
はなせますから たのしいです。 ニュースも
わかりますから ぼうさいのじゅんびが できます。

しぜんさいがい
から みを まもる 

にほんごのしけん

にほんにいる
がいこくじんの
みなさんへの

おしらせ 

やさしい にほんご 
でかいた ニュース 

※でんごんを ききたいときは 2のとき「2」をおしてから ともだちのでんわばんごうを おします。
※さいがいよう でんごんダイヤル「171」は、でんわがいしゃに よっては つかえないことも あります。

 さくぶん
コンクール

  ポスター 
コンクール

2022年9月発行　みんなのひろば とくべつ でんしばん

さいがいよう でんごんダイヤルは
さいがいが あったときと まいつき
ついたち、 15にちに つかうことが
できますから れんしゅうして おきましょう。


