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There will be an earthquake drill this afternoon.
　
So today, we will make an English pamphlet about 
earthquake safety actions.　

Group discussion:　
　
First, you have to get down on the floor and then get under a 
desk.
When the shaking stops, you can leave the building.

Do we have to take our bags?　

　
No, you don't have to take them.
　
And if there is no desk?
　

I don't know.　
　
I'll have to check.

今日の午後に防災訓練があります。

だから今日、私たちに地震時の安全行動について英語のパンフレット

を作るつもりです。

グループディスカッション：

初めに、あなたは床にかがんで、机の下にもぐらなければならない。

揺れがおさまったら、あなたは建物から離れることができる。

私たちは自分のかばんを持っていかなければならないですか？

いいえ、あなたはそれらを持っていかなくてもいいです。

そして、もし机がなかったら？

わかりません。

私は確認しなければならないだろう。



Unit5-Part2 3 つの大切なこと

Protect Yourself 　DROP 　COVER　 HOLD ON
 
These actions can keep you safe during an earthquake.
 
Drop:       Get down on your hands and knees.
 
Cover:     Get under a desk. If there is no desk, get down next to a wall.

             Stay away from windows. 
 
Hold on: Hold on to your desk.
 

             If you are not under a desk, cover your head and neck with    
             both arms.
 
When the shaking stops, leave the building quickly.

Don't push. Don't run.

You must stay calm.
 
You must not leave your group. 
 
For students: If you are at school, listen to your teacher's insructions.

自分自身を守る　姿勢を低くする　頭を守る　しっかりつかまる

これらの行動は地震の間、あなたを安全な状態にすることができる。

姿勢を低くする：　両手と両ひざをついてかがんでください。

頭を守る：　机の下にもぐってください。　もし机がなければ、壁の隣でかが

　　　　　　　みます。

　　　　　　　窓から離れてください。

しっかりつかまる：　机にしっかりつかまってください。

　　　　　　　　　　　　もしあなたが机の下にいないなら、両腕で自分の頭と

　　　　　　　　　　　 首をまもってください。

揺れがおさまったとき、すばやく建物から離れてください。

押してはだめ。　走ってはだめ。

あなたは冷静でなければならない。

あなたはグループから離れてはいけません。

生徒のみなさんへ：　もしあなたが学校にいるなら、先生の指示にしたがっ

　　　　　　　　　　　　  てください。
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Tina, Nick, and Ms.Rios are preparing an emergency bag
　
Here's an English pamphlet about earthquake evacuation.
　
We made it in class.
　

Oh, this is very useful.　
　
Is there any information about energency bags?

Here's a checklist of items.
　

Good. Let's see.　

We should pack a flashlight, a radio, a map, and a whistle.
　
Mom, you shouldn't forget some cat food for Felix.
　
And.....cookies?
　
OK, but I don't think you have to bring them all.

ﾃｨﾅ、ﾆｯｸ、ﾘｵｽさんは防災バッグを準備しています。

ここにあるのは地震時の避難についての英語のパンフレットです。

私たちは授業でそれを作りました。

あら、これはとても役に立ちますね。

防災バックについてなにか情報はありますか？

ここには持ち物のチェックリストがあります。

いいですね。えーっと。

私たちは懐中電灯とラジオと地図と笛を入れるべきなんですね。

お母さん、フェリックスのためのキャットフードを忘れるべきではありません。

そして、・・・・・クッキー？

わかりました。でも、私はそれらすべてを運ぶ必要はないと思うよ。


