
  

防災 所蔵一覧

No. 種別 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 シリーズ コメント

1 920134087 あっ！じしん 金子／章∥文 学研  E /ｽ / 児童

地震のイメージを持つか、持たないか。いざ起こった
ときの行動に、その差がはっきり出ます。子どもたち
に地震のイメージを喚起させ、たのしく防災の意識
付けができ、地震に負けない生きぬく力を育てる絵
本。

2 920333978 じしん・つなみどうするの？ せべ　まさゆき∥絵 金の星社  E /ｾ / 児童
やさしくわかるぼ
うさい・ぼうはん
のえほん

地震は突然やってくる。そのとき命を守るために、子
どもたちがどのように行動すればいいのかを、わかり
やすく解説する絵本。地震の後に起きる津波や火
山の噴火に備える方法も掲載。

3 920236981 津波！！稲むらの火その後 高村／忠範∥文・絵 汐文社  E /ﾀ / 児童

江戸時代の大地震の時、稲むらに火を放ち、津波
の襲来を知らせて村人たちを救った五兵衛のその
後の活躍を紹介。私財をなげうち、村と村人を守る
目的で行った大防波堤の建設を描く。子どもたちが
防災を考えるのに最適な絵本。

4 920145547 じしんのえほん こんなときどうするの？ 国崎／信江∥作 ポプラ社  E /ﾌ / 児童
君がひとりでいる時に、地震がきたらどうしよう?通学
路や自宅などの状況ごとに身の守りかたを伝える、
親子で読む地震防災絵本。

5 920335080 地震がきたらどうすればいいの？ あかぎ　かんこ∥さく 埼玉福祉会  E /ﾐ / 児童
ＬＬブック
/やさしくよめる

ひとりでいるときに地震にあったらどうすればいいのか
を、難しい言葉は使わず、さらに絵文字も付けて説
明します。読むことに困難がある人でも理解できる
バリアフリーの絵本。

6 920370228 写真とデータでわかる平成時代 ４ 平成の日本社会 時事通信社∥編 ポプラ社  210 /ｼ /4 児童
東日本大震災…。平成時代を象徴する、社会を
めぐる10のテーマについて、それぞれ30年の歩みを
紹介し、写真や図表でくわしく説明する。

7 920138617 日本地理 保岡／孝之∥監修 ポプラ社  291 /ﾆ / 書庫
ポプラディア情報
館

グラフや統計、写真などさまざまな資料を集めた。
「日本地理」は目でみる日本はっけん編、データでく
らべる編、都道府県ものしり情報編の3つの内容で
解説。

8 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。

9 920273539 ハイパーレスキュー災害現場へ走れ！ 深光　富士男∥文 佼成出版社  317 /ﾌ / 児童
このプロジェクト
を追え！

東日本大震災、福島第一原発の事故の現場で、
災害救助のスペシャリスト部隊はどう困難に立ち向
かっていったのか?

10 920205309 新・みぢかなくらしと地方行政 ３
写真でわかる小学生の社会科見学
防災センター

松田／博康∥監修 リブリオ出版  318 /ｼ /3 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。3では防災センターを取
り上げる。

11 920361532 こどものための防災教室 災害食がわかる本 今泉　マユ子∥著 理論社  369 /ｲ / 児童

災害の種類や身の守り方を説明すると共に、災害
食を中心としたそなえについて詳しく解説。日常備
蓄やサバイバルレシピを伝え、防災マップの作成や
非常持出袋などについても紹介する。

所蔵館 : 菰野町図書館
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12 920312790 サバイバル入門
メアリー　ポープ　オズ
ボーン∥著

ＫＡＤＯＫＡＷ
Ａ

 369 /ｵ / 児童
マジック・ツリーハ
ウス探険ガイド

巨大地震、津波、噴火などの災害や、ジャングル、
海など、大自然のなかで身を守る方法をまとめた。
災害でサバイバル！（大地震がおこったら津波の前
ぶれを知る　ほか）

13 920282555 家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 大木　聖子∥著 東京堂出版  369 /ｵ / 児童
おうちで、通学路で、地震が起こったらどうすればい
いのか。地球科学者が、地震の際に命を守るヒント
を紹介します。地震が起こるメカニズムなども解説。

14 920356078 もしときサバイバル術Ｊｒ．
災害時に役立つスキルを手に入れ
ろ！

片山　誠∥著
太郎次郎社エ
ディタス

 369 /ｶ / 児童

「SOS」「ファイヤー」「ウォーター」「ファーストエイド」
「フード」など8つのプログラムを通して、災害時に役
立つサバイバルの知識やスキル、マインドが身につく
本。

15 920331477 びちくでごはん かんたんおいしい防災レシピ 粕谷　亮美∥文
子どもの未来
社

 369 /ｶ / 児童
家族で楽しく挑戦しよう! 「いざというときのために何
をどのくらい備えておくか」「備蓄品でおいしい料理は
つくれるか」などの疑問にすっきり答える。

16 920161155 救助犬 こどもくらぶ∥編・著 鈴木出版  369 /ｷ / 児童
社会でかつやく
するイヌたち

地震などで壊れた建物の下敷きになった人、土砂
崩れやなだれで生き埋めになってしまった人、海や
川で流されたり、山などで行方不明になった人を探
し出す犬・救助犬について紹介する。

17 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。

18 920206554 災害・状況別防災絵事典 危険から身を守る 山村／武彦∥監修 ＰＨＰ研究所  369 /ｻ / 児童
下校中に台風が来て強い風が吹いてきたなど、災
害が発生したとき、どうするかをたくさんの絵を使って
解説する。

19 921011169 地震・津波防災のひみつ 東日本大震災を忘れない 工藤  ケン∥漫画 宮城県  369 /ｼﾞ / 児童

20 920235231
ドラえもんの地震はなぜ起こるどう身を守
る

親子で読もう！ 国崎／信江∥監修 小学館  369 /ﾄﾞ / 児童
家族で防災を考えよう! 地震が起こったらどうすれば
いいか、子どもにも分かるようにまんがでわかりやすく
紹介。子どもを災害から守る16か条も収録。

21 920363413 防災・防犯シミュレーション 〔１〕 大地震そのときどうする？ 国崎　信江∥監修 ほるぷ出版  369 /ﾎﾞ /1 児童

自然災害や身近な危険について、シミュレーション
しながら学ぶ本。1は、地震のときにどのように身を
守ればよいか、何に困るのかを、マンガを交えて解
説する。

22 920368834 防災・防犯シミュレーション 〔２〕 気象災害そのときどうする？ 国崎　信江∥監修 ほるぷ出版  369 /ﾎﾞ /2 児童

自然災害や身近な危険について、シミュレーション
しながら学ぶ本。2は、台風や豪雨などの気象災害
で生じる危険や、身の守り方を、マンガを交えて解
説。

23 920312840 ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害 風の災害
まつした　くにこ∥文　イ
ラスト

創元社  369 /ﾏ / 児童
想定外の大災害にも対応できる応用力をやしなう
ための学習絵本。台風や竜巻のメカニズムや、それ
らにあったときの対応を解説。

24 920312832 ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害
火山の災
害

まつした　くにこ∥文　イ
ラスト

創元社  369 /ﾏ / 児童
想定外の大災害にも対応できる応用力をやしなう
ための学習絵本。火山のメカニズムや、噴火にあっ
たときの対応を解説します。

25 920312824 ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害
土砂と水
の災害

まつした　くにこ∥文　イ
ラスト

創元社  369 /ﾏ / 児童
想定外の大災害にも対応できる応用力をやしなう
ための学習絵本。土砂崩れや洪水のメカニズムや、
それらにあったときの対応を解説します。

2 / 5 ページ



  

No. 種別 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 シリーズ コメント

26 920312816 ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害
津波の災
害

まつした　くにこ∥文　イ
ラスト

創元社  369 /ﾏ / 児童
想定外の大災害にも対応できる応用力をやしなう
ための学習絵本。津波のメカニズムや、津波に襲わ
れたときの対応を解説します。

27 920312808 ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害
地震の災
害

まつした　くにこ∥文　イ
ラスト

創元社  369 /ﾏ / 児童
想定外の大災害にも対応できる応用力をやしなう
ための学習絵本。地震のメカニズムや、地震にあっ
たときの対応を解説します。

28 920264504 子どものための防災訓練ガイド １
防災マップ・カルテ作り 身近な危険
をチェック！

松尾　知純∥著 汐文社  369 /ﾏ /1 児童
災害が起きても負けない力をつけるための本。1は、
自分の災害に対する力を診断する防災カルテや、
まちと屋内の防災マップの作り方を紹介する。

29 920266160 子どものための防災訓練ガイド ２ 避難と行動 その時、命を守りきる！ 松尾　知純∥著 汐文社  369 /ﾏ /2 児童

災害が起きても負けない力をつけるための本。2は、
災害時の正しい避難や行動のしかたをはじめ、消
火活動、救命・救助活動について紹介する。屋内
消火栓の使い方や心肺蘇生法なども収録。

30 920266178 子どものための防災訓練ガイド ３ 防災キャンプ みんなで体験！ 松尾　知純∥著 汐文社  369 /ﾏ /3 児童
災害が起きても負けない力をつけるための本。3は、
災害の疑似体験をして、より備えを高めるための防
災訓練「防災キャンプ」の方法を紹介する。

31 920305612 みんなの防災事典 災害へのそなえから避難生活まで 山村　武彦∥監修 ＰＨＰ研究所  369 /ﾐ / 児童
楽しい調べ学習
シリーズ

実際に災害が起きた時、どのように身を守るのかを
イラストでわかりやすく解説。防災の基本、災害へ
のそなえについても説明する。

32 920293776 ぼくらの津波てんでんこ 谷本　雄治∥著 フレーベル館  374 /ﾀ / 児童
東日本大震災で被災した岩手県釜石市の小中
学校の児童・生徒たちは、「津波てんでんこ」の教え
を忘れず、自分たちの命を守りました。

33 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
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。

34 920138492 未来教育ポートフォリオでプロジェクト学習 ２
防災プロジェクト 地震からこの町を
救え！

鈴木／敏恵∥著 学研  375 /ｽ /2 書庫
“夢のかなえ方”
シリーズ

2はポートフォリオを通して、地震からあなたやあなた
の家族、友だちを助ける「防災」についてのプロジェ
クト学習を紹介。

35 920372083 小学生になったら図鑑
入学準備から小学校生活まで楽し
くなるコツとヒント３６６

長谷川　康男∥監修 ポプラ社  376 /ｼ / 児童
小学校生活を安心して送ることができる知識や、
興味・疑問・悩みなど、全366項目を写真やイラス
トで解説。（「さいがいへのそなえ」含む）

36 920254182 あたらしいかがくの話 １年生 田中／幸∥著 東京書籍  404 /ﾀ /1 児童
シリーズ朝の読
書の本だな

豊富な図解イラストとともに紹介。1年生は、「家で
出合う不思議」「自分の体の不思議」「動物たちの
不思議」「災害や放射線について」などを収録。

37 920254190 新しい科学の話 ２年生 田中／幸∥著 東京書籍  404 /ﾀ /2 児童
シリーズ朝の読
書の本だな

豊富な図解イラストとともに紹介。2年生は、「冬に
出合う不思議」「家の中の不思議」「遊びや乗り物
の不思議」「災害や放射線について」などを収録。

38 920254208 新しい科学の話 ３年生 田中／幸∥著 東京書籍  404 /ﾀ /3 児童
シリーズ朝の読
書の本だな

豊富な図解イラストとともに紹介。3年生は、「水の
不思議」「空気の不思議」「光の不思議」「災害や
放射線について」などを収録。

39 920254216 新しい科学の話 ４年生 田中／幸∥著 東京書籍  404 /ﾀ /4 児童
シリーズ朝の読
書の本だな

豊富な図解イラストとともに紹介。4年生は、「天気
の不思議」「宇宙の不思議」「スポーツの不思議」
「災害と放射線について」などを収録。

40 920333192 よくわかる！天気の変化と気象災害 第２巻 変わり始めた！世界の天気 森田　正光∥監修 学研プラス  451 /ﾖ /2 児童
世界の気候と大気の動き、海水温と天気の関係を
解説するとともに、防災マップの作り方、災害の予
知についての実習も収録。

41 920319407 火山ビジュアルガイド ３ 噴火へのそなえ 高田　亮∥監修 教育画劇  453 /ｶ /3 児童
3は、火山の噴火が原因で起こるいろいろな災害
や、噴火へのそなえを紹介。見開き毎に写真やイラ
ストを多用し、わかりやすく解説します。
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42 920310018 火山噴火 何が起こる？どう、そなえる？ 高田　亮∥著 ＰＨＰ研究所  453 /ﾀ / 児童
楽しい調べ学習
シリーズ

噴火すれば、大きな災害に結びつく火山のおそろし
さについて、イラストや写真を使ってわかりやすく説明
する。

43 920324050 土砂災害のきほん 佐藤　丈晴∥著 吉備人出版  455 /ｻ / 児童
子どもの命を守
る防災教育絵
本

子どもたちが土砂災害から自分で身を守るための
知識を、クイズ、すごろく、迷路などで遊びながら身
につける本。

44 920306560 環境を考えるＢＯＯＫ ４
「２０１１年にあった大きな自然現
象」から始まるお話

日能研教務部∥企画
編集

日能研  519 /ｶ /4 児童
考える×続ける
シリーズ

「東日本大震災」をテーマに、環境を考えるときに
役立つ内容をイラストなどとともに紹介する。

45 920196425 はたらくじどうしゃ １
きんきゅう自動車 パトカー・消防自
動車・救急車

海老原／美宜男∥監
修

国土社  537 /ﾊ /1 児童
サイレンをならして走る車を中心に、カラー写真で紹
介。また、そこではたらく人たちも紹介します。

46
920214483
920212107

はたらくじどう車スーパーずかん ２
小賀野／実∥監修・
写真

ポプラ社
 537 /ﾊ /2
 537 /ﾊ /2

児童
2では、サイレンを鳴らし赤色灯をつけながらかけつ
けるパトロールカーや、救急車などの緊急自動車を
紹介する。

47 920366978 電気・ガスはどこから来るのか？ エネルギー供給のしくみをさぐろう 江田　健二∥監修 ＰＨＰ研究所  540 /ﾃﾞ / 児童
楽しい調べ学習
シリーズ

電気・ガスがつくられる方法、運ばれるしくみや設
備、災害・事故時の対応、未来のエネルギーなどに
ついて、写真やイラストでわかりやすく解説する。

48 920105053 よみがえった黒こげのイチョウ 命を守り震災や戦災を伝える樹木 唐沢／孝一∥著 大日本図書  653 /ｶ / 児童
ノンフィクション・
ワールド

樹木を通して戦災や震災の実相を知り、平和の尊
さや防災、地域の歴史について考えます。

49 920090503 海岸林が消える？！ 近田／文弘∥著 大日本図書  653 /ｺ / 児童
ノンフィクション・
ワールド

海からの自然災害から国土を守り、白砂青松と愛
されてきた海岸林が、開発などによって消えようとし
ている。その意義と役割について考える。

50 920236429 今すぐ身につけたいサバイバルテクニック
遭難・災害…キミは生き残ることが
できるか？

かざま／りんぺい∥著
誠文堂新光
社

 786 /ｶ / 児童
無人島で生きていくためのさまざまな技や知恵、さら
に、災害が起きても生き残る・生きのびるための技
術を紹介します。

51 920266426 災害・防災図鑑 すべての災害から命を守る
ＣｅＭＩ環境　防災研究
所∥監修

文溪堂 G 369 /ｻ / 児童
日本の自然災害すべてを取り上げて、それぞれの
災害がもたらす被害や原因を紹介し、日頃の備え
について写真や図版でわかりやすく解説する。

52 920340841 地図から「よのなか」を見てみよう！ ５
わたしのまちが好きになる、４７都道
府県がよくわかる/大事だね！地図
からわかる＆考える防災と安全

加藤　哲三∥監修 旬報社 G 448 /ﾁ /5 児童
はじめての地理・地図学習にぴったりの本。5は、災
害の仕組みと身の守り方、交通安全や防災につい
て解説する。

53 920372158 異常気象 天気のしくみ 武田　康男∥監修 学研プラス G 451 /ｲ / 児童
学研の図鑑ＬＩＶ
Ｅ　ｅｃｏ

ゲリラ豪雨、竜巻、スーパー台風など、災害をもたら
す身近な気象現象を一挙解説。美しい虹や危険
な雷のしくみなど天気の基本がわかる。

54 920349107 社会でがんばるロボットたち ２ 災害現場や探査でがんばるロボット 佐藤　知正∥監修 鈴木出版 G 548 /ｼ /2 児童
2は、アクティブロボSAM、災害救助対応ドローンな
ど、災害現場や、宇宙・海での探査でがんばるロ
ボットたちのしくみや働きを解説する。

55 920244175 日本の津波災害 伊藤／和明∥著 岩波書店 J 369 /ｲ / 児童
岩波ジュニア新
書

日本書紀に記された最古の津波から、2011年の
東日本大震災まで、印象的なエピソードを交えな
がらたどる津波災害の日本史。

56 920244290 みんなを守るいのちの授業 大つなみと釜石の子どもたち 片田／敏孝∥著 ＮＨＫ出版 J 374 /ﾐ / 児童
多くの命が奪われた東日本大震災。子どもたちの
生きる力を育てた3つの教えと、いのちの防災教育
について紹介する。

57 920115029 救急医、世界の災害現場へ 山本／保博∥著 筑摩書房 J 498 /ﾔ / 書庫
ちくまプリマーブッ
クス

文化の異なる国で、しかも緊急を要する被災地で
はどのような医療が可能なのか。世界各地の災害
現場の医療体験を通して日本の救急医療の在り
方を考える。
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58 920249588 目で見て分かる！放射能と原発 ＣＧとイラストで丁寧に解説 澤田／哲生∥監修 双葉社 J 539 /ﾒ / 児童
放射線と原発に関する正しい科学的知識をCGと
イラストで丁寧に解説する。

59 920248408 地球の声に耳をすませて 地震の正体を知り、命を守る 大木／聖子∥著 くもん出版 S5 453 /ｵ / 児童
くもんジュニアサ
イエンス

地震の正体から、地震と津波の発生原因、巨大
地震によって引きおこされる現象、命を守るために
人々ができることまでを解説する。
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