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すとーりー
ようこそ！

あなたは 「ちょうさいん」です。
「ちょうさいん」は いろいろな ばしょを しらべます。

きのう、ちょうさの おねがいが きました。
まちに とつぜん、なぞの いえが あらわれました。

すぐに、ちょうさしに いってください！

あんぜんか きけんかを しらべて、
なぞの いえの ひみつを しらべてください！



るーる
1. ちょうさいんは 『ちょうさてちょう』を もって ちょうさします。

2. 「ちょうさ」とは、きけんか あんぜんかを 』しらべることです。

3. ひとつずつ しらべて、ほしのかずを かぞえます。

4. てちょうの おわりの ぺーじに、ほしの かずを かきます。

5. ずかんの「はんだんぺーじ」で なぞの いえを しらべます。

6. くわしい じょうほうを あつめ、もういちど ちょうさします。

7. 「はんだんぺーじ２」で、もういちど なぞのいえを しらべます。

8. ちょうさ かんりょうです！ 
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ほしの かぞえかた
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きけん？ あんぜん？
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なぞのいえに つきました！
「ちょうさてちょう」をもって

なぞのいえを ちょうさして ください。

てじゅん１



てじゅん2
ちょうさは おわりましたか？
ほしの かずを かぞえて
つぎの はんだんぺーじで

この なぞのいえを しらべてください！



1. ちょうさいんは 『ちょうさてちょう』を もって ちょうさします。

2. 「ちょうさ」とは、きけんか あんぜんかを 』しらべることです。

3. ひとつずつ しらべて、ほしのかずを かぞえます。

4. てちょうの おわりの ぺーじに、ほしの かずを かきます。

5. ずかんの「はんだんぺーじ」で なぞの いえを しらべます。

6. くわしい じょうほうを あつめ、もういちど ちょうさします。

7. 「はんだんぺーじ２」で、もういちど なぞのいえを しらべます。

8. ちょうさ かんりょうです！ 

はんだんぺーじ

１９～30のあいだ
１８ 30６

たからもので いっぱいの いえのようです...



はんだんぺーじ

ひとが すんでいない いえのようです...

７～１８のあいだ
１８ 30６



はんだんぺーじ

まじょの いえのようです...

0～６のあいだ
１８ 30６



なぞのいえについて すこし わかりましたか？ 
すこし べんきょうを して

もっと くわしく しらべましょう。

てじゅん３



せの たかい かぐを

うごかなくする どうぐです。

ひとの うえに

たおれないようにします。

Iじ ぽーる



せの たかい かぐを

うごかなくする どうぐです。

あいじぽーるよりも

つよいです。

かべのなかのはしらに

つけます。

Lじ かなぐ



てれびや　ぷりんたー、

すぴーかーなど 

うごく かぐを こていする

どうぐです。

すこし ゆれても

だいじょうぶです。

ねんちゃく
まっと



ゆかに おちて われると

きけんです。

しょっきだなの とびらに

かぎなどを つけます。

じしんのとき、じぶんで

かぎがかかる たなも あります。

しょっき
（おさら・うつわ）



ねるへやに おきます。

じしんのとき、まどが われたり

おさらが おちたりするので、

はだしだと きけんです。

くつ・すりっぱ



じしんのとき、でんきが

つかえないことがあります。

かいちゅうでんとうの

でんちは ときどき かえます。

かいちゅう
でんとう



ひなんする（にげる）ときに

ひつような ものを 

もっていきます。

たべもの、みず、らじお、

らいたー、ばんそうこう、

もうふなどを

いれます。

ひじょうよう
もちだしぶくろ



べっどの そばに たおれやすい

かぐがあると、

ねているときに

つぶされときて

あぶないです。

そとに でるときに とおる

みちの そばに あると、

みちが ふさがって

とおれなくなります。

たおれやすい
かぐの ばしょ



７にちぶんの たべものと

みずを よういします。

じしんのとき、たべものと

みずは すくないです。

ながもちするものを

おいておきます。

たべもの・みず



たかい おとがでる ふえを

よういします。

たすけてもらうときに

ふえを ふくと ばしょが

わかります。

ほいっする
（ふえ）



へるめっとか

ぼうさいずきんを

よういします。

じしんのとき、ものが

おちてきす。

へるめっと



じしんのとき、たおれて

みずが かかると、

かじに なることがあります。

こんせんとの そばに

おきません。

かびん・
すいそう



じしんのとき、すいどうから

みずが でなくなることが

あります。

といれが つかえないとき

ふろのみずを

つかいます。

ふろの みず



じしんのとき、ぶれーかーの

すいっちを きって

でんきを とめます。

たかいので、

ひもをつけるとよいです。

ぶれーかー



てじゅん４
ぼうさいに ついて べんきょう したので、

あなたは すばらしい ちょうさが できます！

てちょうに かいていない

きけんや あんぜんを みつけたら、

あいた ぺーじに かくことが できます。

さあ、２かいめの ちょうさを しましょう！



ぼーなす ぽいんと！

きけん

あんぜん

ない

ある

かびん・
すいそう こんせんとの　そばに

こんせんとの　そばに

いちどめの ちょうさで
きけんだった ところを
あんぜんに かえることが
できれば、
さらに 　 ×３こ (3pt)
もらえます！



へるめっとか

ぼうさいずきんを

よういします。

じしんのとき、ものが

おちてきす。

てじゅん5
ちょうさ おつかれさまでした！
ほしの かずを かぞえて
つぎの はんだんぺーじ２で

この なぞのいえを しらべてください！



はんだんぺーじ2

きんで できている いえでした！

25～30のあいだ
１８ 30６ 24



はんだんぺーじ2

おかねが たくさん ありました！

１９～24のあいだ
１８ 30６ 24



はんだんぺーじ2

いつも きれいな まほうの いえでした！

13～18のあいだ
１８ 30６ 12



はんだんぺーじ2

ふつうの いえでした...！

7～12のあいだ
１８ 30６ 12



はんだんぺーじ2

1～6のあいだ
１８ 30６

ひとが にがてな まじょの いえでした...！



はんだんぺーじ2

0
１８ 30６

こわい まじょの いえでした...



おわりに
ちょうさ おつかれさまでした！

なぞの いえは あなたの いえです。
あなたのいえは あんぜんでしたか？ きけんでしたか？

きけんな ところは、じしんが きたとき、
あなたや かぞくは しぬかも しれません。
もっと あんぜんな いえに しましょう！



ぼうさい　きけんど　ちぇっくげーむ
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