
８月の日本
はち がつ にほん

2022年
江戸川観光案内所

あんぜん かいてき たの にほん す

安全に 快適に 楽しく日本で過ごすために



• 気温と湿度が高くなります。ベタベタする暑さです。

• 熱射病 運動中、たくさんの汗をかく 体温が40度以上になる

運動していないときは汗はかかないでぐったりなるときもある

体を冷やす

言葉の問題で困った時にはAMDA国際医療情報センターの

電話相談へ。 03-6233-9266

８月の日本で注意すること
はち がつ に ほん ちゅう い

きおん しつど たか あつ

からだ ひ

ねっしゃびょう うんどうちゅう あせ たいおん ど いじょう

うんどう あせ

ことば もんだい こま とき こくさいいりょうじょうほう

でんわそうだん



台風や集中豪雨による雨の量が増えます。

・下水や川の水が増えて、低い場所に水がたまり洪水になります。

・道路に水があふれて、家に帰ることが出来なくなります。

・洪水が心配なときは「土のうステーション」にある。

土のう(土を入れた袋)を取り出し、積んでおくと安心です。

土のうステーションの場所を確認しておきましょう。

・避難勧告が出たら、地域の避難所に行けるようあらかじめどこに

避難所があるか確認しておきましょう。

・４月１0日より、江戸川区の防災無線は、英語と中国語での放送も始まりました。

江戸川区は土地が低いので、大雨が降ったら避難勧告が出る
かもしれません！
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お盆 夏に行われる先祖の霊をまつる行事。東京は7月15日、地方は8月15日に行われます。

昔からの信仰と仏教が融合した行事です。

ぼん

盆飾り(ぼんかざり)

スーパーでは、お供セット

を売っています

平井の灯籠流し は今年は中止です

精霊馬

迎え火 送り火
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花火大会 夏に行なわれるのは、暑い季節に涼しさを味わうため。

江戸川区花火大会は、今年も中止です。コロナの影響で、都内の花火はほとんど中止です。

はな び たい かい

日本の花火は丸いの

で、どこから見ても

丸くてきれいです
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盆踊り
ぼん おど

お盆に帰ってきた先祖の霊をお迎えするための踊り。

浴衣、花火、盆踊りは、日本の夏の風物詩です。

櫓

江戸川区内の盆踊りは、今年は

中止が多いようです。

屋台

屋台では、焼きそばやたこ焼き

などの食べ物、射的やヨーヨー

釣りなどのゲームが楽しめます。
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浴衣

お祭り、花火大会、観光地、イベントなどで
着る人が多い夏のおしゃれ着です。

平安時代(約1200年前)に、蒸し風呂に入るときに着た湯帷子が起源。

お風呂に入るときに着たことから、今でも「浴衣」という漢字が使われています。

江戸時代(約400年前)に、夏のおしゃれ着としても着られるようになりました。

ゆかたの小物は

・下駄

・髪飾り

・かごバッグ

・うちわ など

７月１６日の

「ゆかたで七夕お茶会」

に参加したみなさん
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夏バテで食欲がない時にオススメ！
日本では、冷たくて簡単に作れて、のどごしの良いものを食べます

そうめん

日本では、夏の食べ物として人気。

めんつゆと薬味があれば、おいしく

食べられます。

１００円ショップで売っている電子

レンジ用パスタ容器を使えば、レン

ジで簡単に茹でられます。

そうめんは必ずレンジでお湯を沸か

してから、麺を入れてください。

ところてん

海藻から作られています。

食物繊維が 豊富で、カロ

リーがないので、ダイエッ

トしたい人にもオススメで

す。パックを開けるだけで

食べられます。

酢醤油か、黒蜜で食べます。

とうふ麺

麺の形をしたとうふです。

タレ付きなので、開けるだ

けで食べられます。色々な

味があります。

冷汁

日本の 東北や 九州の 郷土料理。

冷たい味噌汁のような汁物で、魚や 野菜が入って

います。ご飯にかけたり、麺のつけダレにします。
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日本にいる間に食べておいて！
外国ではあまり食べらていないものを紹介します。

パフェ

フランスのパルフェとアメリカのサン

デーを日本で独自に発展させました。

グラスにフルーツやチョコ、アイス、生

クリーム、クッキー、フルーツソースな

どを入れて、味や食感の 変化を楽しみ

ます。

枝豆

日本の枝豆は種類がたくさんあって、おいし

いです。スーパーで、朝採りの枝付きを買っ

て、家で茹でるのが一番おいしい食べ方です。

ビールによくあいます。

冷やし中華

仙台の中国料理店で 誕生した、夏の

人気メニューです。甘酸っぱいタレがおいし

いです。

冷しゃぶ

シャブシャブを氷水で冷やして、タレをかけて

食べます。暑い時期に、タンパク質を取るのに

ぴったりな料理です。
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