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 Gｏａｌ   防災ガイドブックの内容を伝えよう！  

   「宮城県防災ガイドブック『Miyagi Disaster Handbook』(外国人用)」 を読んで，あとの問いに答え

ましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑴  このスピーチの内容と合っているものを、次の中から一つ選びましょう。             

  ア． Takuya went to a Japanese festival with Mr. and Mrs. Johnson by bus.  

  イ． There was a Japanese festival in Australia last summer.  

  ウ． Takuya didn’t learn a lot about Australian culture.  

  エ． Takuya wanted to know more about Australian culture. 

 

⑵   次の問いに英語で答えましょう。                                          

 

⑴  ガイドブックの内容を下の     にまとめました。内容と合うように①と②はガイドブックから語を抜

き出し，③は適する語を書き入れて，英文を完成させましょう。  

Japan is affected by earthquakes.  So we have to ( ① ) for them. Earthquakes 

can cause various kinds of damage.  You may not be able to （ ② ） telephones 

and / or internet.  Even if a big earthquake stops, we have to （ ③ ） careful . 

 

①                   ②                  ③                 

Ⅰ Main Types of Disasters and What to Do When They Happen 

 Earthquakes  

Japan is one of many countries which are affected by  

earthquakes. Since we do not know when an earthquake  

will occur, we need to take daily precautions to prepare  

for them.  

◎ Damage Caused by Earthquakes 

◆    Earthquakes, especially large ones, can cause various  

kinds of damage. 

◆     Objects may fall on you, buildings and roads may collapse, and the ground may 

split/crack. Furthermore, fires may spread, and electricity, gas, and water supply 

may be stopped. You may not be able to use telephones and / or internet. 

◆    Because Japan is surrounded by oceans, there is also danger of a tsunami 

hitting coastline regions.  

◆     Aftershocks may continue for a long time after a big  

earthquake, so caution is necessary.            (１3２ 語)         

※ disaster handbook 防災ガイドブック   what to do 対処法 

be affected 影響を受ける daily precaution 日頃の備え   

collapse 崩れる  split/crack 地崩れ/山崩れ  

furthermore さらに  gas ガス  water supply 水道  be stopped 中断される   

coastline regions 沿岸地域  aftershocks 余震  caution 注意 

 

       Miyagi Disaster Handbook【Read and Think】 

 

 

3問中   
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⑴  ガイドブックの内容を下の     にまとめました。内容と合うように①と②はガイドブックから語を抜き 

  出し，③は適する語書き入れて，英文を完成させましょう。  

日本は地震の影響を受けます。だから，私たちはそれらに備えて①準備をしておくことが必要です。 

地震はたくさんの被害をもたらします。あなたたちは電話やインターネットが②使えなくなるかもしれま

せん。大きな地震は収まった後でも③注意をしていかなければなりません。 

 ①   prepare     ②    use       ③    be      

 

【チャレンジ問題】  ガイドブックをもとに，あなたのクラスのＡＬＴの先生に一番伝えたいこととその理由を英

    語で書きましょう。                                                                   

                                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                            

 (例) After an earthquake, you may not be able to use the internet or your cellphone. But,    

      you can use the public pay phones! They will still work! You can only use 10 yen coins   

      to pay so you should carry 10 yen coins in your wallet.  

Ⅰ おもな災害と対処方法 

地震  

日本は世界でも地震が多い国の一つです。地震はいつどこで 

起きるかわからないため，日頃から地震に備えておく必要があります。 

◎ 地震による被害 

 ◆地震は大きいものになると様々な種類の被害が発生します。 

 ◆物が落ちたり，建物や道路が崩れたり，地割れ，山崩れなどが 

発生することがあります。さらに火事が燃え広がったり，電気，ガス， 

水道が止まり，電話やインターネットが使えなくなることがあります。 

 ◆日本は海に囲まれているため，沿岸部では津波が発生することがあります。 

 ◆大きい地震の後は，その後も長く余震が続く場合があるので注意が必要です。 

【解答例】 

       Miyagi Disaster Handbook【Read and Think】 

 

※ be able to ～ ～することができる   

   eｖｅｎ ｉｆ ～ ～でさえ 

 


