
  

所蔵一覧

No. 資料コード 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 シリーズ 備考

1 920234028 安全を守る仕事 １
写真とイラストでよくわかる！
消防

国土社編集部∥
編

国土社  317 /ｱ /1 児童

もりだくさんの写真・イラストと、小学校低学年で
もわかるやさしい文章で、「消防」について楽しく
解説。消防の仕事や消防官の1日、ポンプ車や
はしご車などいろいろな消防車の内部などを紹
介します。

2 920234036 安全を守る仕事 ２
写真とイラストでよくわかる！
警察

国土社編集部∥
編

国土社  317 /ｱ /2 児童

もりだくさんの写真・イラストと、小学校低学年で
もわかるやさしい文章で、「警察」について楽しく
解説。警察の仕事や交番の1日、パトカーや事
故処理車、白バイなど警察車両の装備などを紹
介します。

3 920234044 安全を守る仕事 ３
写真とイラストでよくわかる！
海上保安庁

国土社編集部∥
編

国土社  317 /ｱ /3 児童

もりだくさんの写真・イラストと、小学校低学年で
もわかるやさしい文章で、「海上保安庁」について
楽しく解説。海上保安庁の仕事や特殊救難隊
の1日、海で活躍する巡視船やヘリコプターの装
備などを紹介します。

4 920234051 安全を守る仕事 ４
写真とイラストでよくわかる！
自衛隊

国土社編集部∥
編

国土社  317 /ｱ /4 児童

もりだくさんの写真・イラストと、小学校低学年で
もわかるやさしい文章で、「自衛隊」について楽し
く解説。自衛隊の仕事や自衛隊員の1日、戦車
や艦艇、航空機や装備品などを紹介します。

5 920315785 交番のヒーロー おしごとのおはなし　警察官 如月　かずさ∥作 講談社  317 /ｷ / 児童
シリーズおしごとのお
はなし

昔よくナオトと遊んでくれたマモ兄ちゃんが警察官
になっていた。警察官の仕事ってカッコいいと思っ
ていたけれど…。おはなしを楽しみながら、あこが
れのお仕事がよくわかる本。職業への理解がさら
に深まる「まめちしき」つき。

6 920374642 警察官の一日
ＷＩＬＬこども知育研
究所∥編著

保育社  317 /ｹ / 児童

（暮らしを支える仕
事見る知るシリー
ズ)10代の君の「知り
たい」に答えます

暮らしを支える仕事で活躍する人の中から警察
官を取り上げ、その一日を写真で紹介。警察官
になるためのルートや、学校、働き方、収入など
を解説する。インタビューも掲載。

7 920325750 よくわかる警察
しくみは？どんな仕事をしている
の？

倉科　孝靖∥監修 ＰＨＰ研究所  317 /ﾖ / 児童
楽しい調べ学習シ
リーズ

警察や110番のしくみから、おまわりさんの1日、犯
罪の捜査、科学捜査研究所の仕事、さまざまな
警察車両までを、写真とイラストで紹介。犯罪に
巻き込まれそうになったときの対処法なども説明
する

8 920005238 わたしたちの町のおまわりさん 読売新聞社∥編 読売新聞社  317 /ﾜ / 書庫

1992年に初めて実施された全国小学生作文コ
ンクール「わたしたちのまちのおまわりさん」に応募
された北海道から沖縄まで3万7683人の作品の
中から選ばれた67点を収録。

所蔵館 : 菰野町図書館 ふせごう交通事故や事件
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9 920205333 新・みぢかなくらしと地方行政 ６
写真でわかる小学生の社会科
見学
警察署

松田／博康∥監
修

リブリオ出版  318 /ｼ /6 書庫

わたしたちの身近なくらしと深いかかわりを持つ地
方行政の施設などについて学ぶシリーズ。豊富な
写真でわかりやすく解説する。6では警察署を取
り上げる。

10 920192721 まちの施設たんけん ６ 林／義人∥文 小峰書店  318 /ﾊ /6

人々の暮らしやまちづくりとの関わりで公共施設の
役割が理解できるように紹介するシリーズ。6巻で
は、警察のしくみ、まちの人々の防犯活動などを
調べる。

11 920201068
じぶんをまもろうみんなをまもろ
う

１

子どものための安全・安心えほ
ん
みち 登下校時の事故や犯罪か
ら身を守る

横矢／真理∥監
修

学研  368 / /1 児童

学校の行き帰りに危険な目にあわないためには、
どうすればいいかな? 自分でできる、家を出る前
のチェック、交通安全、連れ去りにあわないための
注意点などをかわいいキャラクターやイラストを
使って、わかりやすく解説。

12 920201076
じぶんをまもろうみんなをまもろ
う

２

子どものための安全・安心えほ
ん
がっこう 学校内の事故や犯罪か
らみんなで身を守る

横矢／真理∥監
修

学研  368 / /2 児童

学校の中ではどこが危ないだろう? 学校で火事や
地震にあったら? 危険な場所や注意が必要な場
面、各自でできる対策方法などをかわいいキャラ
クターやイラストを使って、わかりやすく解説。

13 920201084
じぶんをまもろうみんなをまもろ
う

３

子どものための安全・安心えほ
ん
あそび 家庭内の事故や自宅付
近の危険を回避する

横矢／真理∥監
修

学研  368 / /3 児童

家の中や公園で遊ぶとき、どんなことに気をつけれ
ばいいかな? どんな所が危ないのかな? ひとりでも
できる注意点をかわいいキャラクターやイラストを
使って、わかりやすく解説。

14 920201092
じぶんをまもろうみんなをまもろ
う

４

子どものための安全・安心えほ
ん
やくそく 外出時の事故や犯罪か
ら身を守る

横矢／真理∥監
修

学研  368 / /4 児童

お出かけした時に危ないことにあわないために、ど
んな約束ができるかな? 電車に乗るときは? 迷子
になっちゃったら? 守るべきルールをかわいいキャラ
クターやイラストを使って、わかりやすく解説。

15 920201100
じぶんをまもろうみんなをまもろ
う

５

子どものための安全・安心えほ
ん
安全指導活用ブック 教師とおう
ちの方のための解説とアドバイス

横矢／真理∥監
修

学研  368 / /5 児童

第1巻から第4巻までの内容を解説。さまざまな
危険から子どもたちを守るために、今何をすれば
いいのか、先生方やおうちの方へ、子どもの安全
のためにできることを具体的にアドバイスします。

16 920237047 おぼえておこう安全大作戦
斉藤洋とキッズ生活
探検団∥作

玉川大学出
版部

 368 /ｵ / 児童
キッズ生活探検おは
なしシリーズ

白ネコのムクが新しい妖怪世界へご案内!? 新し
い妖怪=現代の子どもたちに降りかかる危険から
身を守る方法を、斉藤洋の「物語」とキッズ生活
探検団による「解説」のダブル構成で、楽しく理
解できる本。

17 920206703 犯罪から身を守る絵事典 こんなときどうする？ 国崎／信江∥著 ＰＨＰ研究所  368 /ﾊ / 児童

不審者ってどんな人だろう? つかまれたり、追いか
けられたりしたらどうしよう? 子どもが自分で自分
の身を守るために知っておきたいちょっとした心得
や護身術を、絵を使ってわかりやすく説明します。
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18 920156676 わるい人ってどんな人？ ジェリー・ハイド∥著 晶文社  368 /ﾊ / 児童
子どものための安全
ガイド

6〜12歳の子どもが、誘拐や性犯罪から自分の
身を守ることを学習するための本。公園、学校、
家のなか、さらにはインターネットの危険まで解
説。

19 920361037
こどもぼうさい・あんぜん絵じて
ん

渡邉　正樹∥監修 三省堂  369 /ｺ / 児童

交通安全、身のまわりの事故や火事、自然災
害、犯罪…。防災・安全に関することばと基礎知
識を、イラストをメインにわかりやすく解説。「想定
外」の事態にも慌てない、思考力・判断力を身に
つける絵じてん。小型版も同時刊行。

20 920361037
こどもぼうさい・あんぜん絵じて
ん

渡邉　正樹∥監修 三省堂  369 /ｺ / 児童

交通安全、身のまわりの事故や火事、自然災
害、犯罪…。防災・安全に関することばと基礎知
識を、イラストをメインにわかりやすく解説。「想定
外」の事態にも慌てない、思考力・判断力を身に
つける絵じてん。

21 920273067
子どもが安全にくらすために読
む絵本

２ みぎ・ひだり・みぎ タナカ　ヒロシ∥作
ベースボール・
マガジン社

 369 /ﾀ /2 児童

自分の身は、自分で守ろう! 子どもたちが自らの
身を守るきもちを養えるよう、子どもが巻き込まれ
がちな事故や犯罪について紹介します。2は、交
通事故のおはなしと、交通ルールに関するQ&Aを
収録。

22 920309747 どこがあぶないのかな？ １
危険予測シリーズ
学校

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /1 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。1は、「遅れそうで慌てていたら」
「カバンをふり回していたら」など、学校での危険な
シーンを取り上げる。

23 920311131 どこがあぶないのかな？ ２
危険予測シリーズ
家

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /2 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。2は、「玄関で立って靴をはこう
として」など、家での危険なシーンを取り上げる。

24 920312857 どこがあぶないのかな？ ３
危険予測シリーズ
まち

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /3 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。3は、「電車からおりるところだ
よ」など、まちでの危険なシーンを取り上げる

25 920313954 どこがあぶないのかな？ ４
危険予測シリーズ
ぼうさい

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /4 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。4は、「家にいるときに地震が来
たよ」など、防災の観点から危険なシーンを取り
上げる。

26 920313962 どこがあぶないのかな？ ５
危険予測シリーズ
ぼうはん

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /5 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。5は、「知っている人に誘われた
よ」など、防犯の観点から危険なシーンを取り上
げる。
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27 920344306 どこがあぶないのかな？ ６
危険予測シリーズ
自転車

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /6 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。6は、「青信号だからわたろうと
したら」など、自転車に乗っている時の危険なシー
ンを取り上げる。

28 920347291 どこがあぶないのかな？ ８
危険予測シリーズ
野山

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /8 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。8は、「山へハイキングに出かけ
たら」など、野山で遊んでいるときの危険なシーン
を取り上げる。

29 920346061 どこがあぶないのかな？ ７
危険予測シリーズ
水べ

渡邉　正樹∥監修
少年写真新
聞社

 374 /ﾄﾞ /7 児童

毎日の生活の中にある「このままでは事故が起き
るかも」というシーンをイラストで紹介し、事故を防
ぐポイントを解説。7は、「プールサイドを走っていた
ら」など、水辺で遊んでいるときの危険なシーンを
取り上げる。

30 920252152 地図をつくろう ２
安全マップをつくろう あぶない場
所はどこだろう？

次山／信男∥監
修

ポプラ社  448 /ﾁ /2 児童

地図を「まちたんけん」というフィールドワークを通し
て学ぶ。2では、事件事故から身を守るための“安
全マップ”、身近な自然を知る“環境マップ”など、
学校で役立つ地図のつくりかたを丁寧に紹介。

31 920367323
いのちを救いたい救急救命２４
時

２ 災害・事故現場へ急げ！ 風讃社∥編 汐文社  498 /ｲ /2 児童

自然災害や事故の現場で、「いのちを救う」ため
に懸命に働く人々の仕事を紹介。いのちの大切
さと、いのちを守る仕組みを学べる本。2は、山岳
救助隊、フライトドクター&ナース、災害救助犬、
特別救助隊(消防)などを収録。

32 920062833 どうするの？こんな時 親子で考える危険回避術
リンダ・シュワーツ∥
著

河合楽器製
作所・出版事
業部

 498 /ｼ / 書庫

火事、電気コンセント、いたずら電話、駐車場、
台風、ナイフ、犬にかまれた、鼻血、やけど、雷
…。家、学校、近所、外出中に出会う危険を回
避する方法を考える。ナショナル・ペアレンティング
出版賞金賞受賞。

33 920228483 くらべてみよう！はたらくじどう車 ２ パトロールカー・きゅうきゅう車
市瀬／義雄∥監
修・写真

金の星社  537 /ｸ /2 児童

パトロールカー、救急車、緊急車両…。身の回り
にあふれている「はたらくじどう車」の仕事や作り
を、豊富な写真でわかりやすく解説する。身近な
疑問に答えるQ&Aやコラムも満載。

34 921010633 警備と安全ここが知りたい！
名古屋  裕∥まん
が

文藝春秋企
画出版部

 673 /ｹ / 児童
文春まんが読みとく
シリーズ

35 920210762 マーク・記号の大百科 ６
環境や福祉、安全を守るマー
ク・記号

太田／幸夫∥監
修

学研  727 /ﾏ /6 児童

身のまわりにあるマークや記号の種類や意味がわ
かる! マークや記号のある場所や製品、表示方
法やサイズなどを紹介。マークの由来、役立て方
などの情報も充実。6巻は環境保護やリサイク
ル、福祉、安全に関するマークを扱う。
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36 921007902 体験・遊びナビゲーター ２
体験の風をおこそう
安全に体験活動を実践するた
めに

国立青少年教育
振興機構∥監修

国立青少年
教育振興機
構

 786 /ﾀ /2 児童

37 920206265 あかリボンちゃんきをつけて 防犯紙芝居 中村／徹∥作 教育画劇  C /ｱ / 児童

まもろうね！あぶな
いときのおやくそく/年
少向防犯防事故か
みしばい

1人でお留守番をすることになったあかリボンちゃ
ん。出かける前にお母さんと3つのお約束をしまし
た…。お留守番する時に気をつける事を学びま
す。小さな子どもたちを犯罪や危険から守るため
の防犯安全紙芝居。

38 920206240 うさぎおばけのパトロール
山本／省三∥作・
絵

教育画劇  C /ｳ / 児童

みんなで考えよう！
園児参加型あたら
しい防犯安全紙芝
居

もんくんたちが、野原でボール遊びをしていると、
工事現場へボールがころころ。ボールを取りに入っ
ちゃったけど…。危険な場所で遊ばないことを教
えます。小さな子どもたちを犯罪や危険から守る
ための防犯安全紙芝居。

39 920250859 キッキきをつけてだいどころ
西野／沙織∥作
／絵

教育画劇  C /ｷ / 児童

まもろうね！あぶな
いときのおやくそく/年
少向防犯防事故か
みしばい

キッキがひとりで台所に入ると、面白そうなものが
たくさん! でも、あぶないよ、気をつけて! 包丁や、
炊飯器など台所にある身近なものの危険を知ら
せる紙芝居。

40 921006201 クックおかしのくにのだいぼうけん
内閣府政策統括
官（共生社会政策
担当）∥監修

全日本交通
安全協会

 C /ｸ / 児童
こうつうあんぜんかみ
しばい

41 920206273 とまって！キットンくん 垣内／磯子∥作 教育画劇  C /ﾄ /

みんなで考えよう！
園児参加型あたら
しい防犯安全紙芝
居

黒猫キットンくんはすばしっこいのが自慢。ついつい
まわりを見ずにかけ出してはいろんなものにぶつ
かって、とうとう…。交通安全とルールを学びます。
小さな子どもたちを犯罪や危険から守るための防
犯安全紙芝居

42 920250891 バスくんとのおやくそく 山本／省三∥作 教育画劇  C /ﾊﾞ / 児童

まもろうね！あぶな
いときのおやくそく/年
少向防犯防事故か
みしばい

バスを待ちわびて車道に出てしまったクーちゃん。
すると後ろからバスがやって来て…。ルールを守ら
ないことによって起こる危険性を教え、安全な乗
り物の乗り降りを伝える紙芝居。

43 920250875 ひとりになっちゃ、だめですよ
やまだ／みつこ∥作
／絵

教育画劇  C /ﾋ / 児童

まもろうね！あぶな
いときのおやくそく/年
少向防犯防事故か
みしばい

ひよこのピーコは、家への帰り道、お母さんや兄弟
と離れてしまう。すると、カラスのおじさんにさらわれ
て…。誘拐・連れ去りの危険を知らせる紙芝居。

44 920250883 まもってあそぼうね 山本／省三∥作 教育画劇  C /ﾏ / 児童

まもろうね！あぶな
いときのおやくそく/年
少向防犯防事故か
みしばい

あっくんは、みんなが並んでいるすべり台を逆から
上りました。すると上から人が! 間違った遊具の遊
び方によって起こる危険性を教え、順番を守るこ
との大切さと安全な遊び方を伝える紙芝居。
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45 920250867 まいごのトコちゃん
宮崎／二美枝∥
作

教育画劇  C /ﾏ / 児童

まもろうね！あぶな
いときのおやくそく/年
少向防犯防事故か
みしばい

うさぎのトコちゃんが、店で迷子になってしまい…。
子どもがトコちゃんを通して疑似体験することが、
いざという時に行動できる力につながる、迷子の
危険を知らせる紙芝居。

46 921005484 まほうにかけられたクック
内閣府政策統括
官（共生社会政策
担当）∥監修

全日本交通
安全協会

 C /ﾏ / 児童
こうつうあんぜんかみ
しばい

47 920250842 ワンタのおさんぽ
さかた／まさや∥作
／絵

教育画劇  C /ﾜ / 児童

まもろうね！あぶな
いときのおやくそく/年
少向防犯防事故か
みしばい

子犬のワンタはお母さんと散歩中、楽しくて走り
出してしまう。蝶を追いかけるのに夢中になってい
ると、後ろから自転車がやって来て…。散歩の危
険を知らせる紙芝居。

48 921004438 守くんとじてんしゃと月とゆめ あべ  ゆきこ∥え
自転車産業
振興協会

 E /ｱ / 児童 じてんしゃシリーズ

49 921001590 じてんしゃがくるよ 楠  章子∥ぶん
自転車産業
振興協会

 E /ｵ / 児童 じてんしゃシリーズ

50 921004453 きけんは、どこに？
オカダ  ケイコ∥ぶん
え

自転車産業
振興協会

 E /ｵ / 児童 じてんしゃシリーズ

51 921001053 リンちゃんまちへいく 小倉  正巳∥え
自転車産業
振興協会

 E /ｵ / 児童 じてんしゃシリーズ

52 920188356 キティちゃんのこうつうあんぜん
セコム株式会社子
を持つ親の安全委
員会∥監修

ポプラ社  E /ｷ / 児童
おやこでみにつくあん
ぜんえほん

家を出るときや、道を渡るとき、自転車に乗るとき
に気をつけるポイントはどこかな? キティちゃんを主
人公にしたお話を読みながら、交通安全について
自然に学べる絵本。

53 920188364 キティちゃんのみぢかなきけん
おでかけ
編

セコム株式会社子
を持つ親の安全委
員会∥監修

ポプラ社  E /ｷ / 児童
おやこでみにつくあん
ぜんえほん

ひとりで出かけるときや、車が近づいてきたとき、帰
りが遅くなったときに気をつけるポイントはどこかな?
キティちゃんを主人公にしたお話を読みながら、防
犯について自然に学べる絵本。
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54 921002275 こざるのじてんしゃ 楠  章子∥ぶん
自転車産業
振興協会

 E /ｸ / 児童 じてんしゃシリーズ

55 920288750 妖怪交通安全 広瀬　克也∥作 絵本館  E /ﾋ / 児童

「みのわらじ よそみうんてん みのきけん」「かくにん
は いちどじゃたりない なんどばば」 交通安全を
テーマに、おかしな標語が次々とびだすユーモア
たっぷりの妖怪絵本第5弾。見返しにもイラスト付
きの標語あり。

56 921010013
おウチをまもれ！ロックとキー
チャ

防犯絵本 ふじさん∥原作 美和ロック  E /ﾌ / 児童

57 921002556
ブーちゃんのはなはアッチッチの
きけんしんごう

ライター安全絵本
マツバラ  マサヒロ∥
え

日本喫煙具
協会

 E /ﾏ / 児童

58 920298742
安全に楽しむ！子どもの山登
り

１ はじめての山登り １・２年生向き
田部井　淳子∥監
修

鈴木出版 G 786 /ｱ /1 児童

身近なようで、知らないこともたくさんある山につい
て説明し、山登りをするための準備、山登りの楽
しみ方などを紹介します。登山家の田部井淳子
先生との山登りの様子や、全国おすすめ山登り
コースも収録。

59 920298734
安全に楽しむ！子どもの山登
り

２ みんなで山登り ３・４年生向き
田部井　淳子∥監
修

鈴木出版 G 786 /ｱ /2 児童

山登りの服装や持ち物、山道の歩き方、山の思
い出の残し方など、みんなで山登りをするために
必要な知識を紹介。登山家の田部井淳子先
生との山登りの様子や、全国おすすめ山登りコー
スも収録。

60 920299914
安全に楽しむ！子どもの山登
り

３
挑戦！山登り ５・６年生、中学
生向き

田部井　淳子∥監
修

鈴木出版 G 786 /ｱ /3 児童

山登りの服装や持ち物、山道の歩き方、山の思
い出の残し方など、5・6年生や中学生が山登り
に挑戦するために必要な知識を紹介。登山家の
田部井淳子先生との山登りの様子や、全国おす
すめ山登りコースも収録。

61 920327202 消防署・警察署で働く人たち しごとの現場としくみがわかる！ 山下　久猛∥著 ぺりかん社 J 317 /ﾔ / ティーンズ しごと場見学！

ポンプ隊員、警防課職員、救急救命士、地域
警察官、白バイ隊員、鑑識係など、消防署・警
察署で働くいろいろな職種を紹介。消防署・警
察署の現場としくみ、実際に働く人たちのインタ
ビューも掲載する。
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