
レベル1

レベル２

えら

レベルを選んで
く い ず ちょうせん

クイズに挑戦！！































レベル１ 第１問

しょうぼうしゃ きゅうきゅうしゃ よ

消防車や救急車を呼び
とき なんばん でんわ

たい時には何番に電話

をかければいいかな？

ばん

119番

ばん

110番



































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル１ 第１問 残念

































せ い か い

正 解 !
しょうぼうしゃ きゅうきゅうしゃ よ

消防車や救急車を呼び
とき ばん

たい時には119番に
でんわ

電話をかけてね！

レベル１ 第１問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！

















































レベル１ 第2問

びょういん ま じかん なが

病院で待ち時間が長く
いや

なるのが嫌だから
きゅうきゅうしゃ よ

救急車を呼ぶのは・・・

○かな？×かな？

×

○









































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル１ 第2問 残念































せ い か い

正 解 !

レベル１ 第2問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！

きゅう びょうき きゅうきゅうしゃ

急な病気やケガで救急車
ひつよう ひと

が必要な人のために
きんきゅう きゅうきゅうしゃ

緊急なときに救急車を
よ

呼んでね！

































レベル１ 第3問

じしん お ひなん とき

地震が起きて避難する時に
つか よ

使わないほうが良いのは

どれかな？

エレベーター

かいだん

階段























































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル１ 第3問 残念































せ い か い

正 解 !

レベル１ 第3問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！

じしん お とき

地震が起きた時は、
よ と

エレベーターが止まって

しまうかもしれないので
つか

使わないようにしよう！













レベル１ 第4問

はや せんたくもの かわ

早く洗濯物を乾かすために
いや ちか

ストーブの近くで
せんたくもの かわ

洗濯物を乾かすのは・・・

○かな？×かな？

○

×















































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル１ 第4問 残念































せ い か い

正 解 !

レベル１ 第4問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！

ひ ちか

ストーブなどの火の近く
いや も

には燃えやすいものを
お

置かないようにしよう！























レベル１ 第5問

かさい お

火災が起きそうなところ
さが

を探そう！









































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル１ 第5問 残念





























せ い か い

正 解 !

レベル１ 第5問 正解

つぎへ

ひあそび ぜったい

火遊びは絶対にだめだよ！
ひ つか とき おとな ひと

火を使う時は大人の人と
つか

使うようにしよう！





























ちょうせん

クイズに挑戦してくれて

ありがとう！
ひ つか かた

これからも火の使い方に
き つ

気を付けよう！

はじめにもどる

プレゼントページ

ちょうせん

レベル２にも挑戦しよう！

































レベル２ 第１問

あき かさいよぼううんどう

秋の火災予防運動は
はじ

いつから始まるのかな？

1月１９日

11月９日



































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル２ 第１問 残念





































せ い か い

正 解 !
あき かさいよぼううんどう

秋の火災予防運動は

11月9日から11月16日

までです。

レベル２ 第１問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！































レベル２ 第2問

でんわ

＃7119に電話をすると

どこにつながるかな？

きゅうきゅうそうだん

救急相談センター

きゅうきゅう

救急コールセンター































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル２ 第2問 残念





































せ い か い

正 解 !
きゅうきゅうそうだん

「＃7119」救急相談センター
じゅしん おうきゅうてあて かん

では、受診や応急手当に関する
しんさつかのう

アドバイスや、診察可能な
いりょうきかん あんない

医療機関を案内しています。

レベル２ 第2問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！









































レベル２ 第3問

かぐ たお

家具が倒れにくくするために
おも たか ひく

重いものは高いところと低い
しゅうのう

ところのどちらに収納した

ほうがいいかな？

ひく

低いところ

たか

高いところ

































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル２ 第3問 残念





































せ い か い

正 解 !
おも ひく しゅうのう

重いものは、低いところに収納
かぐ たお

されていると家具は倒れにくく
おも たか

なり、重いものが高いところから
らっか ふせ

落下するのを防ぐことができます。

レベル２ 第3問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！







































レベル２ 第4問

なに

このマークは何かな？

てき

適マーク

ゆう

優マーク







































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル２ 第4問 残念



































せ い か い

正 解 !
ゆう ほうれいきじゅん いじょう あんぜん

優マークは法令基準以上の安全
せい そな たてもの あかし

性を備えた建物である証だよ！
とうきょうしょうぼうちょう

東京消防庁のホームページなどで

チェックできるよ！

レベル２ 第4問 正解

つぎ もんだい ちょうせん

次の問題に挑戦！















レベル２ 第5問

なに

火災が起きそうなところを
探そう？

かさい お

火災が起きそうなところ
さが

を探そう！































ざ ん ね ん

残 念 !

いちど ちょうせん

もう一度挑戦！

レベル２ 第5問 残念

































せ い か い

正 解 !
ほうかかさい ふせ いえ まわ

放火火災を防ぐために家の周り
も お

には燃えやすいものを置かない

ようにしよう！

レベル２ 第5問 正解

つぎへ







ちょうせん

クイズに挑戦してくれて

ありがとう！
ひ つか かた

これからも火の使い方に
き つ

気を付けよう！

はじめにもどる
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