くるまの

うんてんの ちゅうい
Advice for Drivers

⑤まがるときは まえからくる くるまや
おうだんほどうの ほこうしゃと
じてんしゃに ちゅういして。

①まえを みて うんてん しよう。
Let's look ahead!

When turning, let's look around.
（oncoming car, pedestrians and cyclists）

ひだりに まがるときも みぎに まがるときも
②ゆうがたは ライトを つけよう。
Turn on the light in the evening.(and night)

⑥うんてんに つかれたら やすみましょう。
Let's take a break frequently

③けいたいでんわ・スマートフォンはつかわない。

Do not use mobile phones

⑦ほこうしゃのちかくでは
ゆっくり うんてん しよう。
When driving near pedestrians and cyclists,

smart phones

④アルコールを のんで
うんてんしては いけません。

let’s slow down.

⑧きけんなうんてんを しては いけません。
Do not drive dangerously.

Do not drink and drive.

⑨シートベルトを しましょう。
Please, fasten your seat belt.

国際交流友の会「さ・か・い」

どうろでの ちゅうい

（ほこうしゃ）
Advice for Pedestrians

③どうろを わたるときは おうだんほどうや
ほどうきょうをつかいましょう。
When crossing the road, let's use crosswalks

①ほどうを あるこう。ほどうが ないときは

and pedestrian bridges.

どうろの みぎがわを あるこう。
Let's walk on the sidewalk. When there is no sidewalk,
let's walk on the right side of the road.

④しんごうを まもりましょう。
Obey the traffic lights.
②どうろを わたるときは
みぎ ⇒ ひだり ⇒ みぎを

みて

わたりましょう。
When crossing the road, let's look at the right,
left and right. Watch out for cars.

⑤よるは
リフレクターを つけましょう。
Let's wear reflective materials at night.
⑥とびだし しては いけません。
Don’t run into the street.

どうろでの ちゅうい

（じてんしゃ）
Advice for Cyclists

①じてんしゃの どうろを つかおう。
ないときは どうろの ひだりがわを とおろう。

Let's use a bicycle exclusive road.
When there is nothing,

④ふたりのりを しては いけません。
ならんで うんてんしては いけません。
Do not ride two people.
Do not run in parallel.
⑤しんごうを まもりましょう。
Obey the traffic lights.

go through the left side of the road.
②こうさてんでは かならず とまり
みぎと ひだりを 見て わたりましょう。

⑥よるは ライトを つけましょう。
Turn on the light at night.

Be sure to stop at the intersection,
let's cross the road
after watching the surroundings.

⑦かささし
うんてんしては いけません。

③ほこうしゃを ゆうせん しましょう。
Let's give priority to pedestrians.

• Do not drive with an umbrella.
⑧アルコールを のんで
うんてんしては いけません。
Do not drink and drive.
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