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現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説『 おかえりモネ』は、宮城県気仙沼湾沖の自然豊かな

島で生まれ育ったヒロインが、あるきっかけで気象予報士を目指し、「 天気予報」 という未

来を予測する仕事で人々 の暮らしと命を守ろうと奮闘する物語です。

「 気象予報士」と聞く とニュース番組やワイドショーの「 お天気コーナー」を思い浮かべ

ますが、実際にはその仕事内容は多岐にわたります。漁業、農業、小売業など各種産業への

影響のほか、さまざまな場面で天気はわたしたちの仕事や生活と深くかかわっており、時に

は人ひとりの人生を大きく変えることもあるのです。

日本はその位置、地形、地質といった自然的条件から台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害

などの災害が発生しやすい国土だと言われています。近年では毎年のように強い台風の上

陸や集中豪雨、大雪などの災害が起き、各地に甚大な被害をもたらしています。

いつ起きるかわからない自然災害に備え、命と暮らしを守るには、天気予報をはじめとし

た情報や知識がとても役に立ちます。いざというとき適切な対応ができるように、まずは天

気について知ることが大切ではないでしょうか。

晴れ、雨、く もり、雪…天気は日々 変わります。人生と同じように、良いときもあれば、

悪いときもあります。では、良くないことが起きたとき、あなたはどう行動しますか。

今回の展示では、『 おかえりモネ』 の放送に合わせて、天気予報やモネが目指す気象予報

士について書かれた本、気象災害、異常気象を解説した本、気象防災に関する本など天気に

まつわる様々 な資料を紹介します。

物語はまだはじまったばかり…。この機会に私たちの暮らしに身近な“ 天気”のはなしを

モネと一緒に学んでみませんか。
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No. 書名 著者名 出版者名 資料コード 出版年

1 子ども 450 ｵ09 100の知識天気のしくみ
クレア・オリバー
／著

文研出版 915912208 2009.12

2 子ども 451 ｷ07 気象がわかる絵事典
日本気象協会
／監修

PHP研究所 915431378 2007.2

3 岩波J新 J451 ｷ13 天気ハカセになろう 木村 龍治／著 岩波書店 900148775 2013.5

4 J451 ｷ14 気象の図鑑
筆保 弘徳／監
修・著

技術評論社 900304388 2014.9

5 子ども 451 ｸﾞ13 気象学
ダン・グリーン／
文

玉川大学出版
部

900202996 2013.4

6 子ども 451 ｸ16 見えない大気を見る 日下 博幸／著 くもん出版 900372038 2016.11

7 子ども 451 ｼ09 親子で読みたいお天気のはなし 下山 紀夫／著 東京堂出版 915905437 2009.9

8 451 ﾀ05 楽しい気象観察図鑑
武田 康男／
文・写真

草思社 914819281 2005.8

9 451 ﾀ12 気象観察ハンドブック
武田 康男／
文・写真

ソフトバンククリ
エイティブ

900078741 2012.6

10 451 ﾀ12 雲ごよみ
高橋 健司／写
真・文

山川出版社 900133807 2012.11

11 子ども 451 ﾀ14 絵図解天気のなぞ 田中 幸／文 絵本塾出版 916136078 2014.2

12 子ども 451 ﾀ17 雲と天気大事典 武田 康男／著 あかね書房 900375817 2017.1

13 451 ﾃ12 天気と気象 ニュートンプレス 900065340 2012.5

14 451 ﾃ13
天気と気象についてわかっているこ
といないこと

筆保 弘徳／編
著

ベレ出版 916153524 2013.4

15 子ども 451 ﾃ17 天気のふしぎえほん
斉田 季実治／
監修

PHP研究所 900408121 2017.3

16 子ども 451 ﾃ 1 天気でわかる四季のくらし
日本気象協会
／著

新日本出版社 900030603 2010.12

17 子ども 451 ﾃ 2 天気でわかる四季のくらし
日本気象協会
／著

新日本出版社 900030612 2011.2

18 子ども 451 ﾃ 3 天気でわかる四季のくらし
日本気象協会
／著

新日本出版社 900030621 2011.2

19 子ども 451 ﾃ 4 天気でわかる四季のくらし
日本気象協会
／著

新日本出版社 900030630 2011.2

20 子ども 451 ﾃ 5 天気でわかる四季のくらし
日本気象協会
／著

新日本出版社 900030640 2011.2

21 J451.6 ﾓ09 雲の不思議がわかる本 森田 正光／著 誠文堂新光社 915916172 2009.6

22 451.9 ｵ15 日本の天気 小倉 義光／著
東京大学出版
会

900286996 2015.4

No. 書名 著者名 出版者名 資料コード 出版年

23 子ども 366 ｼ 43 職場体験完全ガイド ポプラ社 900277370 2015.4

24 366.2 ﾅ 144 気象予報士・予報官になるには 金子 大輔／著 ぺりかん社 916467778 2016.6

25 391.2 ｷ19 気象と戦術 木元 寛明／著 SBクリエイティブ 900520865 2019.7

26 子ども 451 ｹ13
見学!日本の大企業ウェザーニュー
ズ

こどもくらぶ／編
さん

ほるぷ出版 916902592 2013.11

27 451 ﾂ18 気象学と気象予報の発達史 堤 之智／著 丸善出版 916703712 2018.1

28 子ども 451 ﾃ11 天気予報の大研究
日本気象協会
／監修

PHP研究所 900039091 2011.9

29 451 ビ04 ビジネスと気象情報
『ビジネスと気象
情報』編集委員
会／編著

東京堂出版 914705262 2004.4

30 子ども 451 ﾌ14 日本気象協会気象予報の最前線
深光 富士男／
文

佼成出版社 900303012 2014.8

31 451 ﾌ15 気象庁物語 古川 武彦／著 中央公論新社 900295752 2015.9

請求記号

【天気を知る】

【気象予報と暮らし】

請求記号
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32 451.2 ｲ13
井田寛子の気象キャスターになりた
い人へ伝えたいこと

井田 寛子／著 成山堂書店 900178872 2013.3

33 451.2 ｼ07 天気予報のつくりかた 下山 紀夫／著 東京堂出版 915454640 2007.8

34 J451.2 ﾀ19 今の空から天気を予想できる本 武田 康男／著 緑書房 900547653 2019.8

35 451.2 ﾃ20 天気予報のすべてがわかる！
青木 寿史／監
修

清水書院 900588039 2020.6

36 451.2 ﾅ18 気象予報と防災 永澤 義嗣／著 中央公論新社 900475939 2018.12

37 451.2 ﾏ08 天気予報いまむかし 股野 宏志／著 成山堂書店 915518326 2008.1

38 451.2 ﾐ08 天気図がわかる 三浦 郁夫／著 技術評論社 915489500 2008.3

39 451.2 ﾔ12 これでわかる天気予報の科学 山本 光義／著 合同出版 900089370 2012.8

40 498.4 ﾑ09 健康気象学入門 村山 貢司／著 日東書院本社 915903272 2009.11

41 498.4 ﾑ12 体調管理は天気予報で!! 村山 貢司／著 東京堂出版 900089718 2012.7

42 613.1 ﾉ20
農家が教える天気を読む知恵とワ
ザ

農文協／編
農山漁村文化
協会

900594180 2020.6

43 613.1 ﾉ21 農業気象学入門 鮫島 良次／編 文永堂出版 900664014 2021.1

No. 書名 著者名 出版者名 資料コード 出版年

44 369.3 ｲ17 命を守る水害読本
命を守る水害読
本編集委員会
／編著

毎日新聞出版 900407616 2017.7

45 J369.3 ｴ 3
NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知
恵

NHK「学ぼう
BOSAI」制作班
／編

金の星社 900339202 2016.3

46 岩波J新 J369.3 ｶ13 自然災害からいのちを守る科学 川手 新一／著 岩波書店 900148784 2013.5

47 369.3 ﾀ19 ドキュメント豪雨災害 谷山 宏典／著 山と溪谷社 900588674 2019.7

48 369.3 ﾏ19
図解異常気象のしくみと自然災害
対策術

ゲリー・マッコー
ル／著

原書房 900520515 2019.7

49 369.3 ﾔ20 台風防災の新常識 山村 武彦／著 戎光祥出版 900638856 2020.1

50 J369.3 ﾜ 4 わかる!取り組む!災害と防災
帝国書院編集
部／編集

帝国書院 900417855 2017.2

51 子ども 451 ｲ13 異常気象の大研究
三上 岳彦／監
修

PHP研究所 900169597 2013.7

52 451 ｺ15
世界のどこでも生き残る異常気象サ
バイバル術

トーマス・M.コス
ティジェン／編
著

日経ナショナル
ジオグラフィック
社

900275606 2015.2

53 451 ｻ15 知識ゼロからの異常気象入門
斉田 季実治／
著

幻冬舎 916450028 2015.5

54 451 ﾄ17 トコトンやさしい異常気象の本
日本気象協会
／編

日刊工業新聞
社

900388216 2017.2

55 451 ﾌ20 世界の気象現象
ロバート・J.
フォード／著

河出書房新社 900651544 2020.11

56 451 ﾏ20 気象防災の知識と実践 牧原 康隆／著 朝倉書店 900545579 2020.2

57 451.2 ﾆ15
最新図解特別警報と自然災害がわ
かる本

饒村 曜／著 オーム社 900299279 2015.6

58 451.9 ｻ15 命を守るための土砂災害読本 佐藤 丈晴／著 吉備人出版 900321450 2015.11

59 451.9 ﾌ15 避難の科学 古川 武彦／著 東京堂出版 900336022 2015.1

60 451.9 ﾌ18
絵でわかる日本列島の地震・噴火・
異常気象

藤岡 達也／著 講談社 900440227 2018.2

61 451.9 ﾐ14 気象災害を科学する 三隅 良平／著 ベレ出版 900232850 2014.5

62 451.9 ﾐ20
47都道府県知っておきたい気象・
気象災害がわかる事典

三隅 良平／著 ベレ出版 900622248 2020.1

請求記号

【気象・災害・防災】


