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「 土砂 災害 」と いう のを 、２ 年生 のと きの 夏休 みポ スタ ーの 宿題 がき っか
け でし た。
それ から 、土 砂災 害の ニュ ース を見 たと きに 、す ごく きけ んと いう のが わ
かり まし た。
それ から ど うし て土砂 災害 がお こ るのか がき にな る ように なり まし た 。
そ して 調べ てみ まし た。
そ もそ も、 日本 で土 砂災 害が おこ りや すい 理由 があ るそ うで す。 それ は、
国 土の やく ７０ ％が 山地 だそ うで す。 その ため 川は もろ くて くず れや すく な
り岩や 坂か ら出 来 ている 山々 を深 く けずり なが ら山 の 上から 海ま での 短 いき
ょり を一 気に 流れ 下り ます 。そ のた め、 わが 国で は、 土砂 災害 やこ う水 など
の自 然災 害が 発生 しや すい そう です 。さ らに は、 山を はい ごに かか えた せま
い平 地が 多く の 人々の くら す場 と なっ ており 特に 都 市部 では山 をき りひ ら い
て 開発 され てい て、 すぐ そば にま で住 宅地 が形 成さ れて いる 例が 多く 見ら れ
ま す。
この こと もわ が国 で、 土砂 災害 が多 い１ つの 大き な要 因と なっ てお り土 砂
災害 のお それ のあ るか しょ はふ え続 けて いる こと がわ かり まし た。
それ を しっ て、 わたし は 、山 を切 りひら な けれ ばよ かたの にな と 思っ てし
まい まし た 。で も、も うも ど せな いの で、こ んご の ため に、土 砂災 害 から み
を 守る 方法 をし らべ まし た。
土 砂 災害 がお きるよ ち ょう は３ つあ ります 。
一 つめ は、 しゃ めん にき れつ が入 る。
二 つめ は、 しゃ めん から にご った 水が でる 。
三 つめ は 、じ なりや 木の 根が 切 れる 音がす る。
この よち ょう があ った らひ なん する べき です 。で も、 この よち ょう がよ な
かの ねて いる とき はき づか ない し、 よな かに は、 くら くて あぶ ない ので にげ
るこ とが でき ない と思 いま した 。だ から 大雨 がふ って きた とき は、 はや めに
に、 にげ られ る ように 日ご ろか ら そな えてお いた ほ うが よいと 思い まし た 。
さ いが いか らみ を守 るた めに 、ぜ んち ょう や生 活す る場 所の とく ちょ うを
し って おく こと が大 切で す。 そし て、 ひな んさ きで は、 さい てい げん ひつ よ
うなの みも の やた べもの もひ な んバ ッグに よう い して 自分の 命を まも れ るよ
うじ ゅん びし てお くこ とが だい じだ と思 いま した 。

