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防災ノート

自分の命を守る。

の人といっしょに防災アクションを起こそう。
いえ ひと ぼう さい

じ

とう きょう と きょう いく い いん かい

ぶん いのち まも

ぼ　う さ　い
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防災ノート「東京防災」の使い方

つかむ しらべる
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しらべる

まとめる

にいるときに 大地しんが1
起きたらどうしますか？

大地しんが 起きたら（大しんさいシミュレーション）１

ものが

ばしょで頭を守る

おちて こない たおれて こない いどうして こない

　 の中で、おちてきそうなもの、たおれや
すいもの、いどうしそうなものは何ですか？

　 にいるときに、大地しんが起きたら、ど

のようなばしょで自分の命を守りますか？

おお だいじ お

いえ おお じ

お

まず、自分の命を守る
じ　ぶん　　いのち　　　まも

あたま まも

      いえ　  なか     　　　　　　　　      　　　　　　　　　

なん

      いえ     　 　　　　　　      　　  おお　じ　　　　　　　 お　　　　　　　

いのち　　まもじ ぶん

グラッときたら

東京防災
16～25ページを
見てみよう

とうきょうぼうさい

みつかむ

いたら
リビングや台所に

だいどころ

あなたの防災アクション

保護者の防災アクション

保護者
確認日

（ 　 月　 日）

（　  月　 日）

保護者
サイン

ぼう さい

ぼうほ ご しゃ

ほ ご しゃ

かくにん び

ほ ご しゃ

さい

日ごろから、大地しんにそなえて、 では何をしますか？

アクションわが の 防災
ぼう さいや

ひ おお じ いえ なに

がつ にち

がつ にち

ものが「おちてこない、たおれてこない、いどうしてこない」ばしょをかくにんします。

　さいがいのきけんや、そなえ
などについて、きほんを学ぼう。

　さいがいが起きたとき、自分の
命を守る行動につながるように、
あなたができることを話し合い、
自分の考えをまとめよう。

　さいがいにそなえるためや、さい
がいが起きたときに、あなたがとる
べき防災アクション（行動）を書い
て、 の人にかくにんして
もらおう。

　さいがいのきけんや、そなえ
などについて、 の人や友だち
といっしょに調べよう。

まとめる や

アクションわが の 防災

では

では では

では

       まな 　　　　　　　　　　            いえ        　ひと        とも

　　　　　　　                 しら

　　　　　　　　　　                 お                                       じ   ぶん　     

いのち　   まも       　こうどう

　 　　　　　　　　　                                             はな 　　　あ             

  じ   ぶん 　　かんが

　　　               お

                ぼう さい　　                                      こう どう              か         

 　　　いえ     　ひと
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ぼう さい とう きょう ぼう さい つか かた

ぼうさいぼうさい



防災ブック「東京防災」

　東京には、さまざまなさいがいが起きるかのうせいがあります。

　防災ブック「東京防災」は、防災アクション（行動）につながるように、もし
ものときに、役立つように作られた本です。

　あなたが、さいがいにそなえて、日ごろからとるべき行動や、さいがいが
起きたとき、その場でとるべき行動のことです。

防災アクションとは

とうきょう お

 ぼう さい                                          こう どう

　　　　　　　　　　　  　　                    　　　　　　                                 ひ      　　                       

ぼう さい

防災ブック「東京防災」ってなに？
とう きょう ぼう さいぼう さい

とう きょう ぼう さいぼう さい

　「デジタル版」「東京防災オリジナルＭＡＰ」
もあわせて使ってみましょう。

　　　　　　　　　　　ばん　　　とう きょう ぼう さい

つか

マップ

マップ

ブック

デジタル
東京防災 検索
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 こう どう

お ば  こう どう

ぼう さい ぼう さいとうきょう

つくやく  だ ほん
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