
文部科学省
もん　ぶ　 か　がくしょう

じ しん

お

地震って、

いつどこで起こるか

わからない。

じ　　　 　しん　　　　　　　　　　　し

じ　しん　　　ぼうさい

いっしょに

地震と防災について

学んでいこう！
まな

地震災害から身を守るために
　じ　 しん さい　がい　　　　　　　み　　　　まも
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▲地震で倒れたブロック塀

　：新潟県中越地震／平成16年（2004年）
　　＊写真提供：東北大学災害制御研究センター

じ　しん　　　たお　　　　　　　　　　　　　べい

　　にいがたけんちゅうえつ じ　しん　　へいせい　　ねん　　　　　　ねん

地震発生！その時、あなたは？

いつ、どこで起こるかわからない地震

かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅうたく 　にいがたけんちゅうえつ じ しん　　へいせい　　ねん　　　　　　ねん

▲1階がつぶれてしまった住宅：新潟県中越地震／平成16年（2004年）
　＊写真提供：首都大学東京土質研究室

じ　　しん　　はっ　　せい　　　　　　　　　 　　とき

お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん

学校に

いる時に

がっ　こう

　　　　とき
登下校

中に

とう　げ　　こう

　ちゅう

家に

いる時に

いえ

　

　　　とき

　地震が何よりおそろしいのは、とつぜん起こること。地震がいつ、どこで起こるか、正確に知

ることはむずかしいのです。だからこそ私たちは、地震を正しく理解して、地震に対応できる知

恵を身につけることが必要です。

▲地震により被害を受けた学校の校舎

　：阪神・淡路大震災／平成7年（1995年）
　＊写真提供：神戸市

じ　しん　　　　　　　ひ　がい　 　う　　　　　がっこう　　こうしゃ

　　はんしん　　　あわ じ だいしんさい　　へいせい　　　ねん　　　　　ねん

いつ、わたしたちの周りで

起こってもおかしくないのね。

まわ

お

　　　じ　しん　　　なに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　お　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　せい かく　　　 し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたし　　　　　　　　　　じ　しん　　　ただ　　　　　　り　かい　　　　　　　　じ　しん　　 たい　おう　　　　　　　　ち

　え　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひつ よう　
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　これまで日本は何度も地震におそわれ、大きな被害を受けてきました。

地震が起こると、家やビルがこわれたり、火事や山くずれが発生したりします。

時にはそうした災害によって命を失ってしまう人もいます。

地震発生！その時、あなたは？
じ　しん　　はっ　せい　　　　　　　　　とき

地震はさまざまな災害を引き起こす
じ　しん　　　　　　　　　　　　　　　　さい がい　   　ひ　　　　お

くの人たちの命がうばわれた阪神・淡路大震災
ひと　　　　　　　　　　　いのち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はん　しん　　　　　あわ　　じ　　だい　しん　さいおお

多

▲地震による火災：阪神・淡路大震災／平成7年（1995年）
　＊写真提供：阿部勝征氏

じ　しん　　　　　  　か さい　　はんしん　 あわ じ　だいしんさい　　　へいせい　　　ねん　　　　　　ねん

▲山くずれ：岩手・宮城内陸地震／平成20年（2008年）
　＊写真提供：岩手県県南広域振興局一関総合支局

やま　　　　　　　　いわ　て　　　みや ぎ ないりく じ　しん　　へいせい　　　ねん　　　　　　ねん

▲こわれたビル：阪神・淡路大震災／平成7年（1995年）
　＊写真提供：神戸市　　

はんしん　　あわ じ　だいしんさい　　 へいせい　　ねん　　　　　　ねん

特設公衆電話を利用する被災者たち：阪神・淡路大震災／平成7年(1995年）
＊写真提供：神戸市　

▲

　平成7年（1995年）1月17日、午前5時46分に発生した兵庫県南

部地震（阪神・淡路大震災を引き起こした地震）は、6400人以上

の命をうばいました。この地震で住宅約25万棟に加え、多くの

ビルや高速道路などがこわれたほか、電気・水道・ガス・電話な

ども止まってしまいました。また、多くの住民が避難所で生活す

ることになりました。 

とくせつこうしゅうでんわ　　　りよう　　　　ひさいしゃ　　　　　　はんしん　あわじだいしんさい　　へいせい　　ねん　　　　　　ねん

こわい！　地震の力って

ものすごいんだ。

じ　しん　　ちから　　　　　　　　　　　　に　ほん　　　なん　ど　　　　じ　しん　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　 　ひ　がい　　　う

　じ　しん　　　お　　　　　　　　　　いえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　じ　　　やま　　　　　　　　　はっせい

 とき　　　　　　　　　　　　　　さい がい　　　　　　　　　いのち　 うしな　　　　　　　　　　　ひと

　　へいせい　ねん　　　　　　ねん　　　がつ　　にち　　 ご ぜん　 じ　 　ぷん　　はっせい　　　　ひょうごけんなん

　ぶ　じ しん　はんしん　　あわ じ だいしんさい　　 ひ　　　お　　　　　　　じ　しん　　　　　　　　　　にん　いじょう

　　いのち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　じゅうたくやく　 　まんとう　　くわ　　 　　おお　　　　　

　　　　　　こうそくどう ろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん き　　すいどう　　　　　　　でん わ

　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　じゅうみん　　 ひ なんじょ　　せいかつ
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日本は世界有数の「地震国」
に　　ほん　　　　　　せ　　　かい　　ゆう　　すう　　　　　　　　 じ   しん   こく

●世界の地震分布

　　昭和63年～平成19年（1988年～2007年）／赤い点は、マグニチュード5.0以上、深さ100kmより浅い地震が起こった場所

せ　かい　　　　じ　しん　ぶん ぷ　

しょうわ　　ねん　 へいせい 　ねん　　　　  ねん　　　　　　ねん　 　あか　　てん　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　い　じょう　ふか　　　　　　　　　　あさ　　じしん　　お　　　　　　ばしょ　

世界の地震の約１０％が、日本やその近くで起こっている
せ　かい　　　　じ　しん　　　　やく　　　　　　　 　　　　　　　　に　　ほん　　　　　　　　　　ちか　　　　　　　お　

　日本は、世界の面積の1％にもならない国なのに、世界の約10％の地震が発生しています。体

に感じない小さな地震までいれると、いつもどこかで地震が起こっています。日本は世界で有数

の地震国なのです。

＊USGS(米国地質調査所)のデータをもとに、気象庁が作成

そもそも、地震ってなに？
じ　　しん

　地面の下の岩石には、とても大きな力がかかっており、その力にたえられなくなった時、ある

面を境に地面の下の岩石がずれるようにこわれます。このような現象を「地震」といい、ずれた

面を「断層」といいます。ずれの量が大きくなるほど、大きな地震になります。

　地震が発生した時の岩石のずれは、波になって地面の中を伝わり、地表でのゆれを起こします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのゆれが大きかった場合に、私たちは地震によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るゆれを感じます。

地震発生
じ　しん はっ せい

震源（地震が起こった場所）
しんげん　　じ しん　　お　　　　　　　ば しょ

　　　に　ほん　　　　　　せ　かい　　　めん せき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くに　　　　　　　　　　　せ　かい　　　やく　　　    　　　じ  しん      はっ せい　　　　　　　　　　　　　　からだ

　　　かん　　　　　　　　ちい　　　　　　じ　しん        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　　お                                     に ほん　 　　せ かい　　　ゆうすう

　　　じ しん こく 

　　　じ　めん　　　した　　　がん せき　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　ちから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき

　めん　 　さかい　　　じ　めん　　　した　　　がん せき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　げんしょう　　　　　じ　しん　　　　　　　

　めん　　　　　だん そう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょう　　　おお　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　じ　しん

　　　じ　しん　　　はっ せい　　　　　とき　　　がん せき　　　　　　　　　　　　　なみ　　　　　　　　　　 じ　めん　　　なか　　　つた　　　　　　　　ちひょう　　　　　　　　　　　　　お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　　　　　ば あい　　　　　わたし　　　　　　　　じ　しん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん 



４

　地球の表面は十数枚の「プレート」という固い岩石

の層におおわれています。このプレートは大陸や海を

のせてゆっくり動いています。これらのプレート同士

がぶつかったり、押し合ったりして、プレート内部に

力が加わります。これが地震のおもな原因です。

　地球の真ん中には、温度が高い（約6000℃）「核」があり、周りに「マントル」とよばれる部分

があります。マントルは火にかけたやかんの中のお湯のように「対流」という運動をしていて、そ

の外側にあるプレートを少しずつ動かしている、と考えられているのです。

　日本の周りでは、「ユーラシアプレート」「北アメリカプレート」「太平洋プレート」「フィリピ

ン海プレート」という、４枚のプレートが複雑に入り組んでいます。日本は、このようにプレートが

ひしめき合っている場所にあるため、地震が多いのです。

太平洋プレート
たいへいよう

フィリピン海

プレート

かい

プレート境界
きょうかい

ユーラシアプレート

どうして日本に地震が多いの？
に　ほん　 　　じ　しん　　　　おお

●世界のプレート境界
せ　かい　　　　　　　　　　　　きょうかい

日本は世界有数の「地震国」
に　　ほん　　 　　せ　　かい　ゆう　すう　　　　　　　じ　　しん　こく

●日本列島とその周辺のプレート
に　ほん　れっ とう　　　　　　 　しゅうへん

北アメリカプレート
きた

⬅
⬅⬅

⬅
⬅
⬅

日本の周りに

プレートが4枚もあるわ！

どうりで地震が多いわけね。

に ほん　　　まわ

じしん　　おお

 まい

マントル

ハワイ島
とう

日本
にほん

沈み込み
しず　　　こ

沈み込み
しず　　　こ

太平洋プレート
たいへいよう

ユーラシア
プレート

アフリカ
プレート インド・

オーストラリア
プレート

太平洋プレート
たいへいよう

南極プレート
なんきょく

北アメリカ
プレート

きた

南アメリカ
プレート

みなみ

フィリピン海プレート
かい

　　　ちきゅう　　ひょうめん　　じゅうすうまい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かた 　　がんせき

　　　そう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいりく　 　うみ

　　　　　　　　　　　　　　　　うご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう　し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない　ぶ

ちから　　くわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　　　　　　　 　げんいん

　　　ちきゅう　　　ま　　　　なか　　　　　　　　おん　ど　　　たか　　　　　やく　　　　　　　　　　　　　かく　　　　　　　　　　　　　まわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　ぶん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　たいりゅう　　　　　　　　　　　うん どう

　　 そとがわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すこ　　　　　　　　うご　　　　　　　　　　　　　　　　　かんが 

　　　に　ほん　　　まわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいへい よう

　　　かい　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　まい　　　　　　　　　　　　　　ふくざつ　　　い　　 　く　　　　　　　　　　　　　　　に　ほん

　　　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　ば　しょ　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　　おお

※図中の白い点線は不明瞭なプレート境界
ずちゅう　　しろ　　　てんせん　　　ふ　めいりょう　　　　　　　　　　　きょうかい

※図中の白い点線は不明瞭なプレート境界
ずちゅう　　しろ　　　てんせん　　　ふ　めいりょう　　　　　　　　　　　きょうかい

　世界地図で地震が起こったところをみると、プ

レートの境界にそった帯状の場所に集中している

ことがわかります。（前ページの「世界の地震分

布」の地図とくらべてみましょう）

　　　せ　かい　ち　 ず　　　　じ　しん　　　お

　　　　　　　　　　きょうかい　　　　　　　　　　おびじょう　　　ば　しょ　　しゅうちゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　ぜん　　　　　　　　　　　　　せ　かい　　　じ　しん　ぶん

　ぷ　　　　　　ち　 ず
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　日本では、さまざまな場所で地震が起こっていますが、その場所や、起こる原因

などによっていくつかのタイプがあり、それぞれに特徴があります。代表的なもの

としては、活断層で発生する地震や、プレート同士の境目付近で起こる海溝型地震

があげられます。

　海のプレートの動きなどによって、陸のプ

レート内に力が加わり、地震が発生します。

この地震は、人が多く住んでいる場所のすぐ

下で起こることもあり、その場合は大きな被

害が生じます。平成7年（1995年）に発生した

阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部

地震もこのタイプの地震でした。

海溝型地震
かい　こう　がた　 じ　 しん

活断層で発生する地震
かつ　だん　そう　　　　はっ　せい　　　　　 　じ　しん

海のプレート

うみ

陸のプレート
りく

　海のプレートが陸のプレートの下へしずみ

込む時に、陸のプレートの先のほうも下に引

きずり込まれます。この陸のプレートがその

力にたえきれず、元にもどろうとする時に地

震が発生します。この地震は巨大地震となる

ことがあり、津波をともないます。

日本は世界有数の「地震国」
に　　ほん　　 　　せ　　かい　ゆう　すう　　　　　　　じ　　しん　こく

地震はどこで起こるの？
じ　しん　　　　　　　　　　　　　お

陸のプレート
りく

海のプレー
トうみ

はね上がり
あ

津波の発生
つなみ　　はっせい

海のプレー
トうみ

陸のプレート
りく

引きずり込み
ひ　　　　　　こ

ひずみの蓄積
ちくせき

これまでくり返し地震を起こし、今後も地震が発生

すると考えられている断層を「活断層」といいます。

地震にもいろんなタイプ

があるのね！

じしん

だんそう

断層

　　　うみ　　　　　　　　　　　　　　うご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りく

　　　　　　　ない　　ちから　　くわ　　　　　　　　じ しん　 　はっ せい

　　　　　　じ　しん　　　　　ひと　　　おお　　　す　　　　　　　　 　　ば　しょ

　した　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば　あい　　　おお　　　　　　ひ

　がい　　しょう                 　へい　せい　　ねん　　　　　　ねん　　　　はっ せい　　　　　

 はんしん　　　あわ　じ　だい しんさい　　 　ひ　　　お　　　　　　　ひょうご　けん なん　ぶ

　じ　しん                                  じ　しん

　　　　　　　　　　 　かえ　　じ しん　　お　　　　　　こん ご　　　じ しん 　はっせい

　　　　　かんが　　　　　　　　　　 だんそう　　　かつだんそう　

　　　うみ　　　　　　　　　　　　　　りく　　　　　　　　　　　　　　した

　こ　　　とき　　　　　りく　　　　　　　　　　　　　　さき　　　　　　　　　した　　　ひ

　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　りく

ちから　　　　　　　　　　　　 　　　もと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき　　　じ

　しん　　 はっせい　　　　　　　　　　　　　　　じ しん　 　きょだい　じ しん

　　　　　　　　　　　　　　　つ なみ

　　　に　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば　しょ　　　じ　しん　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば　しょ　　　　　　お　　　　　　げん　いん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とくちょう　　　　　　　　　　　　　　だいひょうてき

　　　　　　　　　　　　　かつだん そう　　　はっ　せい　　　　　　じ　しん　　　　　　　　　　　　　　　どう　し　　　さかいめ　 ふ　きん　　　お　　　　　　かい　こうがた　じ　しん



６

ちが

どう違うのかな？

日本は世界有数の「地震国」
に　　ほん　　 　　せ　　かい　ゆう　すう　　　　　　　じ　　しん　こく

●震度による感じ方の違い
しん　　ど　　　　　　　　　　　　かん　　　　　かた　　　　　ちが

震度とマグニチュード

って間違えやすいから、

しっかり理解しよう！

しんど

まちが

り かい

●震度０

　ゆれは感じませんが、

地震計には記録されます。

しん　ど

●震度１

　屋内で静かにしていた

人や、注意ぶかい人がや

っと感じます。

しん　ど

●震度３

　電灯の傘がよくゆれ、た

なの食器が音を立てること

も。屋内のほとんどの人が

ゆれを感じます。

しん　ど

●震度４

　かなりの恐怖感があり、

外で歩いている人もゆれを

感じ、家の中の置物が倒れ

ることもあります。

しん　ど

●震度５弱

　窓ガラスがわれたり、

たなの食器や本が落ちる

ことも。多くの人が身の

安全をはかろうとします。

しん　ど　　じゃく

●震度５強

　人は思うように動けな

くなり、固定されていな

い家具が倒れたり、食器

や本が落ちて散乱します。

しん　ど　　きょう

●震度６弱

　立つのが難しくなり、

固定されていない家具の

多くが移動して倒れます。

建物の壁にひびが入った

り、ドアが開かなくなる

場合があります。

しん　ど　　じゃく

●震度６強

　立っていることができ

ず、補強していないブロ

ック塀のほとんどがくず

れます。強度が弱い建物

がこわれたり、倒れたり

します。

しん　ど　　きょう

●震度７

　建物がこわれたり、

倒れることがあります。

また、山くずれや大きな

地われが生じることもあ

ります。

しん　ど

しん　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちが

●震度とマグニチュードの違い

震度６強
しん　ど　　　きょう

震度４
しん　ど

Ｍ７

●震度２

　屋内にいる多くの人が

感じます。電灯の傘がわ

ずかにゆれます。

しん　ど

　　　　　　かん

　じしんけい　　　きろく

　　おくない　しず

　ひと　　　ちゅうい　　　　　ひと

　　　かん

　　おくない　　　　おお　　　ひと

かん　　　　　　でんとう　かさ

　でんとう　かさ

　　　しょっき　　おと 　た

　　　おくない　　　　　　　　ひと

　　　　かん

　　　　　　　きょうふかん

　そと　ある　　　　　　ひと

かん　　いえ　なか　おきもの　たお

　　まど

　　　　　しょっき　　ほん　 お

　　　　　　　おお　　　ひと　　み

あんぜん　

　　ひと　　おも　　　　　　うご

　　　　　　 こてい

　　か ぐ　　たお　　 　 しょっき

　　ほん　　お　　　さんらん

　　　た　　　　　むずか

　こてい　　　　　　　　　 か ぐ

おお　　　いどう　　たお

たてもの　かべ　　　　　　はい

　　　　　　　　ひら

　ばあい

　　た

　　　 ほきょう

　　　べい

　　　　　　きょうど　　よわ　たてもの

　　　　　　　　　　　たお

　　たてもの　　　　　　　　　　　

たお

　　　　　やま　　　　　　おお

　じ　　　　　　しょう

　震度とは、地震が起こった時に、ある地点での地面のゆれの強さを表したものです。

これに対して、マグニチュード（Ｍ）は地震そのものの大きさを表すものです。

　たとえば、マグニチュード７の地震が起こった時でも、震源（地震が起こった場所）

からの距離の違いなどによって、震度の大きさが変わってきます。

　　　しん　ど　　　　　　　　じ　しん　　　お　　　　　　　 とき　　　　　　　　　　ち　てん　　　　　 じ　めん　　　　　　　　　つよ　　　　 あらわ 

         　　 たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　あらわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　　お　　　　　　　　とき　　　　　　　しんげん　　　じ　しん　　　お　　　　　　　　ば　しょ

　　　　　　　きょ り　　　ちが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん　ど　　　おお　　　　　　　　か



海のそばでは津波がやってくる
うみ　　　　　　　　　　　　　 　　つ　なみ

を渡っておそってくる津波

　平成16年（2004年）12月26日にインドネシアのスマトラ島

沖で発生した大地震では、インド洋沿岸の各地に津波が押

しよせ、死者・行方不明者合わせて28万人を越える大きな

被害をもたらしました。このうちスリランカでは地震発生

から約2時間後に津波がやってきて、4万人近くの人が命を

失いました。

海
うみ わた　　　　　　　　　　　　　　　                  　つ   なみ

●津波が発生するしくみ

陸のプレート
りく

海のプレート
うみ

▲津波による漁船の被害

　：北海道南西沖地震／平成5年（1993年）＊写真提供：阿部勝征氏

つ　なみ　　　　　　 ぎょせん　　　ひ　がい　　

　ほっかいどうなんせいおき　じ　しん　　へいせい　　ねん　　　　　ねん

日本は世界有数の「地震国」
に　　ほん　　 　　せ　　かい　ゆう　すう　　　　　　　じ　　しん　こく

●地震により発生した津波が

　広がっていく様子

じしん　　　　　はっせい　　　　つなみ

ひろ　　　　　　　　　ようす

７

　海底で大きな地震が起こると、海底面が盛

　り上がったり、沈んだりし、その上にある

　海水も同じように動かされます。そのとき

　に動かされた大量の海水はそのまま周りに

　移動していきます。これが津波です。

津波は海が深いところでは速く伝わります。海

岸に近づいて海が浅くなると速度は遅くなりま

すが、波は高くなります。大きな津波では、波

が陸上をかけ上がったり、 川をさかのぼること

もあります。

海水が動く
かいすい　　うご

（地震が発生し海底面が盛り上がる場合）

　かい てい　　　おお　　　　　　じ　しん　 　　お　　　　　　　　　　　かいてい めん　　　 も

　　　あ　　　　　　　　　　　　　　しず　　　　　　　　　　　　　　　　　　うえ

　かい　すい　　　おな　　　　　　　　　　　うご

　　　うご　 　　　　　　　　　　たいりょう　　　かい すい　　　　　　　　　　　　　まわ　

　い　どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　なみ

　つ　なみ　　　うみ　　　ふか　　　　　　　　　　　　　　　はや　　　つた　　　　　　　　　　　　　かい

　がん　　　ちか　　　　　　　　うみ　　　あさ　　　　　　　　　　そく　ど　　　　おそ

　　　　　 　　　なみ　　　たか　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　つ　なみ　　　　　　　　　なみ

　　　りくじょう　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　かわ

つ　　なみ　　　 　はっ　せい じ　しん　　　はっ せい　　　かい てい めん　　　も　　　　あ　　　　　　ば　あい

（地震が発生し海底面が盛り上がる場合）

海底面が盛り上がる
かいていめん　　も　　　あ

津波が伝わる
つ　なみ　　つた

⇒

⇒

⇒
　海に囲まれている日本では、これまで何度も大きな津波におそわれています。津波はおもに地震によっ

て起こる波のこと。日本は世界でもっとも津波におそわれやすい地域です。

　　うみ　　　かこ　　　　　　　　　　　　　に　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　なん　ど　　　おお　　　　　　つ　なみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　なみ　　　　　　　　　　　じ　しん

　　 お　　　　　　なみ　　　　　　　　　　に　ほん　　　せ　かい　　　　　　　　　　　　　つ　なみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき

＊映像提供：
  東北大学大学院工学研究科
  附属災害制御研究センター

▲津波と地震後に発生した火災による被害

 （写真手前の土のところまで街並みがありました。）

　：北海道南西沖地震／平成5年（1993年）＊写真提供：阿部勝征氏

　つ　なみ　　　じ　しん　ご　　　はっせい　　　　　か さい　　　　　　　ひ　がい

　ほっかいどうなんせいおき　じ　しん　　へいせい　　ねん　　　　　ねん

しゃしんてまえ　　つち　　　　　　　　　　　まち な

　　へいせい　　ねん　　　　　ねん　　　　がつ　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう

　おき　　はっせい　　　　だい じ　しん　　　　　　　　　　　　ようえんがん　　かく ち　　　つ　なみ　　　お

　　　　　　　　　し　しゃ　　ゆく　え　ふ　めいしゃ　あ　　　　　　　　　まんにん　　　こ　　　　　おお

　ひ がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ しんはっせい

　　　　やく　 じ　かん ご　　　つ なみ　　　　　　　　　　　　　　まんにんちか　　　　ひと　　いのち

うしな

地震発生13分後
じしんはっせい　　ぷんご

インド

スリランカ マレーシア

インドネシア

約２時間後
やく　　じ かん ご

インド洋
よう

⬅
タイ
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MEMO:

　地震のゆれが大きくなくても、大きな津波がやってくることもあります。津波は台風などで起

こる高潮より強い力を持っています。海の近くに住んでいたり、海のそばにきていて地震にあっ

たら、以下のことに注意しましょう。

　海岸で地震にあったら、『より遠

　く』ではなく『より高いところ』へ。 

津波に対する心得
つ　なみ　　　たい　　　　　こころ　え

　津波警報が出たら、ゆれを感じ

ていなくても避難しましょう。 

　津波は海岸に近づくと急に高

　くなります。 

　津波が川をさかのぼってくるこ

とも。近くには絶対に近づかない。

　正しい情報をラジオ、テレビ、

広報車などを通じて入手しましょう。

学生の命をうばった津波

　昭和58年（1983年）に起きた日本海中部地震では、秋田県を中心

に津波で100人がなくなりました。そのうち遠足で男鹿半島の海岸を

訪れていた小学生13人が、地震から7、8分後にやってきた津波にまき

込まれました。日本海側ではそれまで津波の被害を受けた経験があまり

なく、津波に対する警戒心がうすかったことなどが被害を大きくしたと

考えられています。

がく　せい　　　　いのち　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　なみ

小
しょう

３

日本は世界有数の「地震国」
に　　ほん　　 　　せ　　かい　ゆう　すう　　　　　　　じ　　しん　こく

地震が起こったら、

津波に注意しなくちゃ！

じ　しん　　お

　つ なみ　　ちゅうい

海の近くで地震にあった時の注意点をメモしておきましょう。
うみ　　　ちか　　　　　　じ　しん　　　　　　　　　　　とき　　　ちゅうい　　てん

　津波はくり返しやってきます。

避難しても気をゆるめずに。

N

津波の高さ
つなみ　　たか日本海

に ほんかい

市浦
５．８ｍ

し うら

震源域
しんげんいき

奥尻
４.３ｍ

おくしり

太平洋
たいへいよう

東北
とうほく

北海道
ほっかいどう

震度３
しんど

震度２
しんど

震度４
しん ど

震度１
しんど

震度５
しんど

つなみ けい　ほう

　　　じ　しん　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　つ　なみ　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　なみ　　　たい ふう　　　　　　　　　お　

　　　　　たか　しお　　　　　　つよ　　　ちから　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　うみ　　　ちか　　　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　うみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん

　　　　　　　　い　　か　　　　　　　　　　　ちゅう い

　　かい がん　　　じ　しん　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　とお

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　たか

　　　つ　なみけいほう　　　で　　　　　　　　　　　　　　　 かん

　　　　　　　　　　　　　　ひ　なん

　　　つ　なみ　　　　　　　かえ

 ひ なん　　　        　き

　　　つ　なみ　　　かい　がん　　　ちか　　　　　　　　きゅう 　　たか 　　 つ　なみ　　　かわ

　　　　　　ちか　　　　　　　ぜったい　　　ちか

　　　ただ　　　　　じょうほう

　こうほうしゃ　　　　　　　つう　　　　にゅうしゅ

　　しょうわ　　　ねん　　　　　　　ねん　　　　　お　　　　　に　ほんかいちゅうぶ　じ　しん　　　　　　　あき た　けん　　ちゅうしん

　　　つ　なみ　　　　　 にん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えんそく　　　お　が はんとう　　　かいがん

 おとず　　　     　  しょうがくせい　　にん　　　　　じ　しん　　　　　　　　ふん ご　　　　　　　　　　　　　　つ なみ

　こ　　　　　　　　　　　　に　ほんかいがわ　　　　　　　　　　　　　つ　なみ　 　ひ　がい　　 う　　　　　けいけん

　　　　　　つ　なみ　　たい　　　　けいかいしん　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ がい　　おお

　かんが

八竜町
６．６ｍ　

はちりゅうまち

津波だ！
つ なみ

また、 来た!!
き



９

　地震にあった時には「あわてない」「身を守る」「落ち着いて行動する」ことが大切です。学校、

屋外、自宅などいろんな場所で、どんなことに注意して避難すればいいのでしょう。

　１.ゆれが大きいうちは机の下にもぐっていまし

　　　ょう。

　２.座ぶとんや防災ずきんなどで頭を守りましょう。

　３.先生の言うことを聞いて行動しましょう。　

　４.避難する時は、あわてずにみんなと一緒に行

　　　動しましょう。

　５.天井やたなの上から落ちてくる物や、窓ガラ

　　 スに注意しましょう。

※このほかに気をつけるべきことについて、話し合ってみましょう。

　学校の行き帰りなど、屋外で地震が起こった場合を考えて、あらかじめ通学路やその周りの危険な

場所、避難できる場所などをチェックしておきましょう。

地震にそなえて
じ     しん

学校にいる時、地震が起きたら
がっ　こう　　　　　　　　　とき　　　　じ　しん　　　　　お

通学路の安全もチェックしておこう
つう　がく　　ろ　　　　あん　ぜん

□落ちてきそうなもの
お

□倒れてきそうなもの
たお

□道をふさぎそうなもの
みち

MEMO:学校にいる時や通学路で地震にあった時の注意点をメモしておきましょう。
がっこう　　　　　　　　とき　　　つう がく　ろ　　　　じ　しん　　　　　　　　　　　とき　　　ちゅう い　てん

●避難する時の心がまえ
ひ　　なん　　　　　　　　　とき　　　　　こころ

屋根の瓦やビルの窓ガラスなど ブロック塀や自動販売機など 自転車やお店の立て看板など
や　ね　　　かわら　　　　　　　　　まど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べい　　 　じ　どうはん ばい　き　　　　　　　　　　　 　じ　てん しゃ　　　　　　みせ　　　た　　　かん　ばん

　　　じ  しん　　　　　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　まも　　　　 　　　　お　　　　つ　　　　　　こうどう　　　　　　　　　　　　 　　　たいせつ　　　　　　　　がっ こう

　おくがい　　 　じ　たく　　　　　　　　　　　　　 　　ば　しょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう い　　　　　　　ひ なん

　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　　　　　　　つくえ　 　した

　　　　ざ　　　　　　　　　　　ぼうさい　　　　　　　　　　　　　　あたま　　まも

　　　　せん せい　　　　い　　　　　　　　　　き　　　　　　こう どう

　　　　ひ　なん　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっ しょ　　　こう

　　　　どう

　　　 てんじょう　　　　　　　　　　うえ　　　　　　お　　　　　　　　　　　もの　　　　　　まど

　　　　　　　　ちゅうい

　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　あ

　　　がっ こう　　　い　　　かえ　　　　　　　　　　おくがい　　　　じ  しん　　 　お　　　          　ば あい　　　かんが　　　　　　　　　　      　　　　　　 つうがく　ろ　　　　　　　　まわ　　　　　　き　けん

　ば　しょ　　 　ひ　なん　　　　　　　　　ば　しょ
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　大きな地震では、家具などが倒れたり、 上から物やガラスが落ちてきたりして、たくさんの人がケガをし、

中には命を失ってしまう人もいます。いざと言う時のために、危険なところはないか確認しておきましょう｡

□家は地震でこわれないようにがんじょうにできているかな？

□家の中で危ない場所はないかな？

□避難場所や、そこまで行く安全な道はわかるかな？

□地震が起きた時の待ち合わせ場所はあらかじめ決めているかな？

□連絡方法は決めているかな？

□避難場所に持っていくものはあらかじめ用意しているかな？

家の人と確認しておこう
いえ　　　　ひと　　　　かく　にん　　　

家の中やその周りも安全チェック！
いえ　　　　なか　　　　　　　　　まわ　　　　　　　あん  ぜん

地 震 に そ な え て
じ　　　　しん

●物やわれたガラスなどで
　ケガしないように

　タンス、本棚などの倒れや

すい家具は、金具やつっぱり

棒などで固定する。

　食器棚などわれる物がある

家具は、とびらが開かないよ

うに止め金具をつける。

　逃げる時にドアをふさぐよ

うな場所に、家具など倒れや

すい物を置かない。

　家の周りのブロック塀が倒

れにくいようになっているか、

家の人に確かめる。

●家具が倒れないように
か　　ぐ　　　　たお

●家の中に閉じこめられない
　ように

いえ　　　なか　　　　と

もの

●ブロック塀はしっかりして
　いるか

べい

　　　おお　　　　　　じ　しん　　　　　　　　か　　ぐ　　　　　　　　たお　　　　　　　　　　うえ　　 　　もの　　　　　　　 　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと

　なか　　　　いのち 　うしな　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　 　　い　　　とき　　　　　　　　　　　　き　けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かくにん

　　　　　　　　　　　　　ほん　だな　　　　　　　　たお

　　　　　　か　　ぐ　　　　　　かな　ぐ

　ぼう　　　　　　　　　こ　てい

　　　　に　　　　　　とき

　　　　　　ば　しょ　　　　　　か　 ぐ　　　　　　たお

　　　　　　もの　　　　お

　　　しょっ き　だな　　　　　　　　　　　　　もの

　か　　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　ひら

　　　　　　と　　　　かな　ぐ

　　　いえ　　　まわ　　　　　　　　　　　　　　　　べい　　　たお

　いえ　　　ひと　　　たし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　しん　　　　　　　　　　　　　　か　ぞく　　　はな　　　　あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　　　とき

　　　たし

　　　いえ　　　　じ　しん

　　　いえ　　　なか　　　あぶ　　　　　　ば　しょ

　　　ひ　なん　ば　しょ　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　あん ぜん　　　みち

　　　じ　しん　　　お　　　　 　とき　　　ま　　　　あ　　　　　　　ば　しょ　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　れん らく ほう　ほう　　 　き

　　　ひ　なん　ば　しょ　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう　い

　とつぜんおそってくる地震について、家族で話し合ったこと

がありますか？　いざと言う時にどうすればいいか、ふだんか

ら確かめておきましょう。

持ち出し品を用意しておこう
も　　　     　　だ　　　   　　ひん　　　    　よう　  い 

○飲料水　○マッチ・ライター　○ローソク　○衣類　○携帯ラジオ 

○懐中電灯（予備の電池も）　○食料品　○貴重品　○救急セット　

○簡易ガスコンロ　○雨具　○トイレットペーパー　など

いんりょうすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　るい　　　　 けい　たい

かいちゅうでん　とう　　　　よ　　び　　　でん　ち　　　　　　　　しょくりょうひん　　　　 　き ちょうひん　　　　きゅうきゅう

かん　い　　　　　　　　　　　　　　　　　 あま　ぐ

　地震が起きたら、水道、ガス、電気などが使えなくなるかもしれ

ません。そんな時のために、家族が３日間すごせるぐらいの水や食

料、衣類などの持ち出し品を準備しておきましょう。

　　　じ　しん　　　お　　　　　　　　　　　すい　どう　　　　　　　　　　でん　き　　　　　　　　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　　か　ぞく　　　　　　か　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　みず　　　しょく

りょう　　　い　るい　　　　　　　　も　　　　だ　　　ひん　　　じゅん び
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検索＊

緊急地震速報
とは？

きん　きゅう　　じ　　しん　　そく　　ほう

　地震をすばやくキャッチし、強い揺れが始まる

　ことを数秒～数十秒前にお知らせします。

じ　しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   つよ　　　ゆ　　 　　　はじ

　　　　　　  すうびょう　   すう じゅうびょう まえ　　　　  　し 

強い揺れが来ると聞いたときは？
つよ　　　　　ゆ　　　　　　　 　く　　　　　　　 　き

学校にいたら？
がっ　　こう

家の外にいたら？
いえ　　　　　そと

電車・バス
にのっていたら？

でん　 しゃ

人がたくさん

いる所にいたら？

ひと　　

　　　　　　ところ

　先生の言うこと

をよく聞いて机の

下などに隠れて身

を守ろう。

　　 せんせい　　　　い

　　　　　　　　き　　　　　つくえ　　

した　 　　　　　　かく　　　　　　み

　　 まも

　ブロック塀など、

倒れたり落ちてき

たりするものから

離れよう。

　　　　　　　　　　　べい

たお　　　　　　　　お

はな

　急ブレーキにそ

なえて、手すりな

どにしっかりつか

まろう。

　　　きゅう

　　　　　　　　　　　て
　あわてて出口に

走り出さず、係の

人にしたがい落ち

着いて行動しよう。

　　　　　　　　　　　 　で　ぐち　　　

はし　　　だ　　　　　　　　かかり

ひと　　　　　　　　　　　　　お

　つ　　　　 　こうどう

とつぜん揺れたときも、行動は同じだよ
ゆ　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　こう　どう　　　　　おな　

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2　 電話：03-5253-4111(代表) 古紙配合100%再生紙を使用しています。

（平成20年12月）

この冊子は、文部科学省の委託により、(財)地震予知総合研究振興会地震調査研究センターが作成しました。

もん　　ぶ　か がく　しょう　 けんきゅうかいはつきょく  じ　　しん　　 ぼう　さい けん　きゅう　か

(地震調査研究推進本部事務局)

「１７１災害用伝言ダイヤル」の使い方

▲

録音されたメッセージ

を聞く場合

ろくおん

き　　　　ばあい

「１７１」の後に「２」を押す

　➡自宅の電話番号を押す（市外局番を忘れずに）

あと　　　　　　　　　お

　じ　たく　　　　でん　わ ばんごう　　　お　　　　し がいきょくばん　　わす

録音は…
ろくおん

再生は…
さいせい

あと　　　　　　　　　お

「１７１」の後に「１」を押す

　➡自宅の電話番号を押す（市外局番を忘れずに）
じ　たく　　　でん　わ ばんごう　　　お　　　　し がいきょくばん　　わす

メッセージを録音する

場合

ろくおん

ばあい

▲

覚えておこう　災害用伝言ダイヤル「171」
おぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　さい　がい　よう　でん　ごん

いっぱんでん わ　　　こうしゅうでん　わ　　　けいたいでん わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか

さい　がい　よう　でん　ごん　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか　　　　かた

■ホームページ：http://www.jishin.go.jp/　検索ワード　　　　　　　　　　　　

 ［キッズページ］http://www.jishin.go.jp/kids/

地震調査

(音声ガイダンスにしたがって録音、再生できます。)
おんせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろくおん　さいせい

　地震災害が起こると、みんなが連絡を取り合おうとするので、電話がつながりにくくなることがあります。

家族と連絡が取れないとき、「１７１災害用伝言ダイヤル」は自分のメッセージを録音でき、また、家族からの

メッセージを聞くことができます。そこで、「１７１災害用伝言ダイヤル」の使い方をみんなで覚えておきましょう。

＊録音例：「僕は元気です。○○小学校に避難しています。」

※一般電話、公衆電話、携帯電話、ＰＨＳなどから使うことができます。

　　　じ　しんさいがい　 　お　　　　　　　　　　　　　　　　　れんらく　　　と　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　でん　わ

　か　ぞく　　　れんらく　 　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいがい　ようでんごん　　　　　　　　　　　　　じ　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　ろくおん　　　　　　　　　　　　　か　ぞく

　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいがい　ようでんごん　　　　　　　　　　　つか　　　かた　　　　　　　　　　　おぼ

　　　ろくおんれい　　　　　ぼく　　　げん き　　　　　　　　　　　　　しょうがっこう　　　ひ なん
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