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じしんがおきたら：

しゃがむ！ あたまをか
くす！

つかまる！ 



やあ、ぼくは Rocket、じしんのエキスパー
トだよ。この本のアクティビティをぜんぶやる
と、きみもじしんのエキスパートになれるよ！



1

じしんってなんだろう？
じめんがゆれることを、じしんというんだよ。ちょっとだけゆ
れることもあるし、たくさんゆれることもある。じしんでたて
ものがこわれたり、ものがおちたりすることもある。人がけ
がすることもある。
じしんのあとにもっとゆれることもある。これをよしん、とい
うよ。よしんはふつう、もとのじしんよりゆれは小さく、なん
にちもつづくことがあるんだ。

このページにいろをぬろう。 
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じしんはなぜおきるの？
プレート

だんそう

ちきゅうのひょうめんは、ひび
のはいったたまごのようなもの

なんだ。
それぞれのだんぺんは「プレート」
とよばれる。これらのだんぺんはぜ
んぶとてもゆっくりうごいている。
それぞれのだんぺんのはじはたい
ていかさなっていて、そこを「だん

そう」というんだよ。

ときどきだんぺんが「だんそう」にそって
きゅうにすべることがあって、それでじめ
んがゆれれるんだ。それが「じしん」とよ

ばれるんだよ。

このページにいろをぬろう。
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ようごリスト
じめん   ゆれる   プレー
ト

ちきゅう   すべる   じしん   だんそう

２ページのじしんについてのじょうほうと下
のようごリストをつかって、くうらんをうめてみ
よう！
1.  _____________ の外がわはひびのはいったたまごのようだ。

2. ときどき、だんぺんはだんそうにそってきゅうに _____________ 、
じめんがゆれる。

3. だんそうにそってちきゅうのだんぺんがきゅうにすべるとき、 じめ
んが _____________ 。

4. じめんがゆれるとき、そのことを _____________ という。

5. ちきゅうのプレートのはじのことを _____________ という。

4. ちきゅうのひょうめんのだんぺんのことを _____________ という。

7. じしんがおきると、 _____________ がゆれる。 
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どこがあぶないかさがし 
てみよう

いえのなかにもたくさん、おちたらあぶないものがあるよ。ひくいば
しょにうつしたり、こていしておちないようにしよう。

おちてきたらあぶないものに「X」をつけよう。 
このページにいろをぬろう。
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かぞくのきんきゅうけいかく

ぼく・わたしのきんきゅうじょうほう

きんきゅうれんらくさき：

かぞくのきんきゅうけいかくをたてて、あんぜんなしゅうごうばしょをきめよう。

はなればなれになってもみつけることができるように、かぞくのれんらくさきをか
いておこう。

なまえ：
たんじょうび：
じゅうしょ：
しゅうごうばしょ：
でんわばんごう：
けんこうじょうたい：
アレルギー：
くすり：

けいさつ：

ほごしゃでんわばんごう：

ほごしゃでんわばんごう：

しんせきのでんわばんごう：

きんじょのひとのでんわばんごう：
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じしんにそなえるもの:
じゅんびはだいじょうぶか

な？
ゆれがとまったあと、ひなんするばあいにそなえて、かならずかぞくのための

「ぼうさいバッグ」をよういしよう。

「ぼうさいバッグ」にひつようなものにまるをつけよう。 
そしてこのページにいろをぬろう。
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きみだけの「ベッド下のバッグ」もよういして、あんぜんにいえをでられるよ
うにしよう。かならずベッド下にバッグをおいて、ベッドにむすんでおこう。

バッグにいれるものにまるをつけよう。そしてこのペ 
ージにいろをぬろう。
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じめんがゆれたり、けいほう（ページ１０）がなったら、そのばでしゃ
がみ、あたまとくびをおおい、つかまろう。

ーガラスやまどからはなれよう
ーでいりぐちにたたないで
ーそとにはしりでないで
ーもしあればつくえやテーブルのし 
たにもぐろう

じしんがおきたら：

しゃがむ

あたまをかくす

つかまる
せんをひいてことばとただしいRocketのえをつなごう。
このページにいろをぬろう。

じしんがおきたら：

しゃがむ！ あたまをかく
す！ つかまる！
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このページにいろをぬろう。

そとでは、ひろいばしょ 
にいどうしよう。

ねどこでははらばいになって、 
まくらであたまとくびをかくそう。

くるまのなかだったら、ろかたにくるまをとめよ
う。ゆれがとまるまでしゃないにいよう。

くるまいすでは、しゃりんをロックして、 
あたまとくびをかくそう。
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じしんがおきるすぐまえに、けいたいなどのデバイスや、テレビ、ラ
ジオ、ぼうさいほうそうなどで「けいほう」がくることがあります。
けいほうをきいたら、ゆれるのをまたないで、  
しゃがみ、あたまをかくし、つかまるときです。
ゆれをかんじたり、じしんけいほうがきたら、 
しゃがみ、あたまをかくし、つかまるときです。

そうきけいほうシステム

けいほう！

けいほう！

このページにいろをぬろう。
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じしんのさいしんじょうほうについては、じもとのラジオ
ほうそうをききましょう。
かじやおおけがのような、きんきゅうじたいがあれば、 
9-1-1にでんわをしまし 
ょう。
おちつきをたもつことを 
わすれずに。

9-1-1

 9-1-1 というすうじが、このすうじさがしに５
かいでてきます。ひとつはもうまるをしてありま
す。のこりの４つにまるをしましょう。このページ
にいろをぬりましょう。
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じしんについてよくしりまし
ょう
かぞくであつまって、したのしつもんに

こたえましょう。
1. じしんとはなんですか？ （１ページ） _____________
 _____________________________________________
2. じしんのあとにじしんがつづくことをなんといいます
か？（１ページ） ________________________________
 _____________________________________________
3. いえのなかにあるおおきなものが、おちないようにす
るにはどうしたらよいですか？（４ページ） ___________
 _____________________________________________

4. じぶんのじゅうしょとでんわばんごうがわかりますか？（５ページ） _____________________
_______________________________________________________________________________
5. おうちの ぼうさいバッグにはなにがはいりますか？（６ページ） _______________________
_______________________________________________________________________________
6. きみの ベッド下のバッグにはなにがはいりますか？（７ページ） _______________________
_______________________________________________________________________________
7. じめんがゆれたらどうしたらよいですか？ （８ページ） _______________________________
_______________________________________________________________________________
8. じめんがゆれたら、そとにはしってでるべきですか？（９ページ） _______________________
_______________________________________________________________________________
9. じめんがゆれたら、つくえのしたにはいるべきですか？（９ページ） _____________________
_______________________________________________________________________________
10. ベッドにいるときにじめんがゆれたら、どうすべきですか？（９ページ） _________________
_______________________________________________________________________________
11. きんきゅうのばあい、どのばんごうにでんわすべきですか？（１１ページ） _______________
_______________________________________________________________________________
12. じぶんのでんわにじしんけいほうがきたら、どうしたらよいですか（１０ぺーじ） _________
_______________________________________________________________________________

３ページのこたえ
1. ちきゅう 
2. すべり

3. ゆれる 
4. じしん 

5. だんそう 

6. プレート 
7. じめん 



よくできたね！

しゅうりょうしょう！
おめでとう

いろをぬって、このしゅうりょうしょうにきにゅうして、かべにはろう。

きみはじしんのエキスパートだ！

ひづけ 

しょめい



じしんでじめんはゆれ、たてものがこわれ
たり、ひとがケガをしたりします。

Rocketの じしんあんぜんアクティビティブック
で、こどもたちもじしんのぼうさいとあんぜんをま

なべます。

じしんあんぜんチェックリストじしんあんぜんチェックリスト

ひなんしなければならないばあ
いにそなえて、じしんぼうさいバ
ッグをよういする。

きんきゅうれんらくさきをしって
おく。

じしんがおきたら、しゃがみ、あ
たまをかくし、つかまる。

おもいものがおちてこないよう
に、こていする。

よりよいはんだんができるよう、
おちつきをたもつ。

「ShakeOutのような校内訓
練のおかげで、子供達は両親よ
り地震防災についてよく知って
いることがあります。Rocketの
じしんあんぜんアクティビティブ
ックで、子供達はさらに学び、家
族全体がよりよく備えることが
できます。」

Mark Benthien, 南カリフォル
ニア地震センター、アウトリーチ
ディレクター
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