
【災害にそなえよう】

請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

210
勇者はなぜ、逃げ切れなかったのか ： 歴史から考えよう「災害を生
きぬく未来」

田所 真／著 くもん出版 2016.1

369 こどものための防災教室 今泉 マユ子／著 理論社 2018.8

369 親子のための地震イツモノート ： キモチの防災マニュアル 地震イツモプロジェクト／編　寄藤 文平／絵 ポプラ社 2011.8

369 家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 大木 聖子／著　溝口 真幸／イラスト 東京堂出版 2014.2

369 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　岡本 正子／監修　杉山 薫里／絵 子どもの未来社 2017.1

369
地震・津波防災のひみつ ： 東日本大震災を忘れない（学研まんが
でよくわかるシリーズ）

工藤 ケン／漫画 宮城県 2018.3

369 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉 正樹／監修　三省堂編修所／編 三省堂 2018.9

369
58の用語でわかる!防災なるほど解説　上　災害をまねく自然現象
さまざまな自然災害 災害予防

安全・安心な社会創造研究所／監修　災害復興まちづ
くり支援機構／協力

フレーベル館 2011.12

369
58の用語でわかる!防災なるほど解説　下　災害応急対策 災害復
旧・復興 災害対策関係の法律

安全・安心な社会創造研究所／監修　災害復興まちづ
くり支援機構／協力

フレーベル館 2012.2

369 こども地震サバイバルマニュアル
国崎 信江／著　恩地 晴美／イラスト　河田 惠昭／監
修

ポプラ社 2006.2

展示期間 ： 2019年2月～3月
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請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

369 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 2005.9

369 3.11が教えてくれた防災の本　１　地震 片田 敏孝／監修 かもがわ出版 2011.12

369 3.11が教えてくれた防災の本　２　津波 片田 敏孝／監修 かもがわ出版 2012.2

369 3.11が教えてくれた防災の本　３　二次災害 片田 敏孝／監修 かもがわ出版 2012.3

369 3.11が教えてくれた防災の本　４　避難生活 片田 敏孝／監修 かもがわ出版 2012.3

369
3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ　１　困難を乗り
越える・人とつながる

赤坂 憲雄／監修　スマイルとうほくプロジェクト(福島民
報社・河北新報社・岩手日報社)／編集協力

日本図書センター 2015.2

369
3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ　２　地域を愛
する・自然と共に生きる

赤坂 憲雄／監修　スマイルとうほくプロジェクト(福島民
報社・河北新報社・岩手日報社)／編集協力

日本図書センター 2015.2

369
3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ　３　防災を知
る・日本の未来を考える

赤坂 憲雄／監修　スマイルとうほくプロジェクト(福島民
報社・河北新報社・岩手日報社)／編集協力

日本図書センター 2015.2

369
知ってそなえよう！地震と津波 ： ナマズ博士が教えるしくみとこわさ
（知の森絵本）

都司 嘉宣／監修 素朴社 2007.8

369 72時間生きぬくための101の方法 ： 子どものための防災BOOK 夏 緑／著　たかおか ゆみこ／絵 童心社 2012.3

369
みんなの防災事典 ： 災害へのそなえから避難生活まで （楽しい調
べ学習シリーズ）

山村 武彦／監修 PHP研究所 2015.6

369 みんなの防災えほん （たのしいちしきえほん） 山村 武彦／監修　YUU／絵 PHP研究所 2017.8

453
巨大地震 ： なぜ起こる？そのときどうする？　（楽しい調べ学習シ
リーズ）

京都大学防災研究所／著 PHP研究所 2014.2

453 新・地震をさぐる 島村 英紀／著 さ・え・ら書房 2011.11

453 地震のはなしを聞きに行く ： 父はなぜ死んだのか 須藤 文音／文　下河原 幸恵／絵 偕成社 2013.3

453
火山噴火 ： 何が起こる？どう、そなえる？ （楽しい調べ学習シリー
ズ）

高田 亮／著 PHP研究所 2015.10
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請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

453 火山列島・日本で生きぬくための30章 ： 歴史・噴火・減災 夏 緑／著　末藤 久美子／絵 童心社 2017.1

J369.3
NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵　地震・津波はどうして起きる
のか

NHK「学ぼうBOSAI」制作班／編 金の星社 2016.3

J369.3
NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵　被災者に学ぶそのときどう
行動したか

NHK「学ぼうBOSAI」制作班／編 金の星社 2016.3

J369.3
NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵　噴火・台風・竜巻・落雷どう
備えるか

NHK「学ぼうBOSAI」制作班／編 金の星社 2016.3

J369.3 自然災害からいのちを守る科学　（岩波ジュニア新書） 川手 新一、平田 大二／著 岩波書店 2013.5

J369.3 東日本大震災に学ぶ日本の防災 地震予知総合研究振興会／監修 学研教育出版 2012.2

J369.3 わかる！取り組む！災害と防災　１　地震 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2017.2

J369.3 わかる！取り組む！災害と防災　２　津波 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2017.2

J369.3 わかる！取り組む！災害と防災　３　火山 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2017.2

J369.3 わかる！取り組む！災害と防災　４　豪雨・台風 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2017.2

J369.3 わかる！取り組む！災害と防災　５　土砂災害・竜巻・豪雪 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2017.2

J404 春夏秋冬 ： 自然とつきあう！ 村中 李衣／文　ふるやま なつみ／絵 玉川大学出版部 2015.4

絵本 あっ！じしん 鈴木 まもる／絵　金子 章／文 学研 2004.12

絵本 生きている火山　（火山の国に生きる） 井口 正人／監修　宮武 健仁／写真・文 くもん出版 2017.1

LL絵本 地震がきたらどうすればいいの？ mitty／え　あかぎ かんこ／さく 埼玉福祉会 2017.3

絵本 じしんのえほん ： こんなときどうするの？ 福田 岩緒／絵　国崎 信江／作　目黒 公郎／監修 ポプラ社 2006.2
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請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

絵本 地震の夜にできること。 松本 春野／文・絵 角川書店 2011.8

紙芝居 ありんこチッポながされる　（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 山本 祐司／絵　わしお としこ／作 教育画劇 2011.8

紙芝居
あわてないあわてない　（いのちを守る防災かみしばいじしん・つな
み・たいふう）

仲川 道子／脚本・絵 童心社 2011.6

紙芝居
いなむらの火　（いのちを守る防災かみしばいじしん・つなみ・たいふ
う）

降矢 洋子／絵　川崎 大治／脚本 童心社 2011.6

紙芝居
かみなりぼうやともりのなかま　（おぼえてね！あぶないときのおやく
そく）

権田 章江／絵　岡山 真子／作 教育画劇 2011.8

紙芝居
じしんがきたときどうするの　（おぼえてね！あぶないときのおやくそ
く）

タカタ カヲリ／作・絵 教育画劇 2011.8

紙芝居 地震って、どうして起きるの？　（危機管理紙芝居シリーズ　1） mitty／絵　赤木 かん子／文
埼玉福祉会商品事
業部

2011.9

紙芝居 だいじだいじ　（もしもにそなえる防災かみしばい：頭を守る） ひろかわ さえこ／脚本・絵　原本 憲子／監修 童心社 2014.7

紙芝居 たいふうがきた！　（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 山本 省三／作・絵 教育画劇 2011.8

紙芝居
台風がきたぞ　（いのちを守る防災かみしばい：じしん・つなみ・たい
ふう）

久住 卓也／絵　千世 繭子／脚本 童心社 2011.6

紙芝居
できるかな？じしんのひなんくんれん　（おぼえてね！あぶないとき
のおやくそく）

新井 洋行／作・絵　二瓶 保／監修 教育画劇 2011.8

紙芝居
にげてにげてつなみがくるよ！　（もしもにそなえる防災かみしばい：
地震・津波避難訓練）

鈴木 幸枝／絵　やすい すえこ／脚本　原本 憲子／監
修

童心社 2014.7

紙芝居
もしももしものもしもんが、きた！　（もしもにそなえる防災かみしばい：
身の回りの危険）

くすはら 順子／絵　すとう あさえ／脚本　原本 憲子／
監修

童心社 2014.7

紙芝居
れんしゅうしててよかったね　（もしもにそなえる防災かみしばい：地
震・二次避難）

夏目 尚吾／絵　宮崎 二美枝／脚本　原本 憲子／監
修

童心社 2014.7
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【被災者や被災地について知ろう】

請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

369 「あの日」、そしてこれから ： 東日本大震災2011・3・11 高橋 邦典／写真・文 ポプラ社 2012.11

645
いつか帰りたいぼくのふるさと ： 福島第一原発20キロ圏内から来た
ねこ

大塚 敦子／写真・文 小学館 2012.11

816 大震災にあった子どもたち　1年生 ： じしん、こわかった 震災をつたえる会／編 小峰書店 1996.3

816 大震災にあった子どもたち　2年生 ： めちゃめちゃや、どないしょ 震災をつたえる会／編 小峰書店 1996.3

816 大震災にあった子どもたち　3年生 ： わすれへん、まけへん 震災をつたえる会／編 小峰書店 1996.3

816 大震災にあった子どもたち　4年生 ： いま、生きてる 震災をつたえる会／編 小峰書店 1996.3

816 大震災にあった子どもたち　5年生 ： 人ってあったかい 震災をつたえる会／編 小峰書店 1996.3

816 大震災にあった子どもたち　6年生 ： なにがあっても、へこたれん 震災をつたえる会／編 小峰書店 1996.3

916 にいちゃんのランドセル　（世の中への扉） 城島 充／著 講談社 2009.12

916
被災地の動物をすくえ！： 雲仙・普賢岳で活動するボランティア
（PHP愛と希望のノンフィクション）

森下 研／作　狩野 富貴子／絵 PHP研究所 1995.3

J369.3 「あの日」のこと 高橋 邦典／写真・文 ポプラ社 2011.6

J369.3 宮城県気仙沼発！ファイト新聞 ファイト新聞社／著 河出書房新社 2011.7

J916
震災が教えてくれたこと ： 津波で家族3人を亡くした新聞記者の記
録

今野 公美子／著 朝日学生新聞社 2012.2

J916
ぼくとチェルノブイリのこどもたちの5年間 （ノンフィクション・隣人たち
の哲学　1）

菅谷 昭／文 ポプラ社 2001.5

絵本 つなみてんでんこ ： はしれ、上へ! 伊藤 秀男／絵　指田 和／文 ポプラ社 2013.2
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請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

絵本 奇跡の一本松 なかだ えり／絵・文 汐文社 2011.10

絵本 ふるさとはフクシマ ： 子どもたちの3.11 元気になろう福島／編 文研出版 2012.10

絵本 かえるふくしま 矢内 靖史／写真・文 ポプラ社 2016.2

絵本 あのとき、そこにきみがいた。： 2016年4月熊本地震の現場から やじま ますみ／作・絵 ポプラ社 2018.3

【物語や絵本をつうじて考えよう】

請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

F 赤い首輪のパロ ： フクシマにのこして 加藤 多一／作 汐文社 2014.6

F ジロー、生きててよかったね 岸川 悦子／作　つちだ よしはる／絵 新日本出版社 2000.4

F ぼくは、ジローです 岸川 悦子／作　つちだ よしはる／絵 新日本出版社 1999.1

F ジローのあくしゅ 岸川 悦子／作　つちだ よしはる／絵 新日本出版社 2005.10

F 地球がおこった 小山 勇／作　末崎 茂樹／絵 旺文社 1996.4

F よみがえれ！大地 高村 たかし／著　鈴木 千歳／画 新潟日報事業社 2006.3

F まあちゃんのコスモス 中川 なをみ／作　石倉 欣二／絵 新日本出版社 2004.12

F レネット ： 金色の林檎 名木田 恵子／作 金の星社 2006.12

F こぶたものがたり ： チェルノブイリから福島へ 中澤 晶子／作　ささめや ゆき／絵 岩崎書店 2016.3

F さくら ： 原発被災地にのこされた犬たち 馬場 国敏／作　江頭 路子／絵 金の星社 2011.12
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請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年月

F それでも夜は明ける 舟崎 克彦／著 秋書房 1995.3

F パンプキン・ロード 森島 いずみ／作　狩野 富貴子／絵 学研教育出版 2013.2

F サリファ ： ツナミをのりこえて 山本 斐子／作　りえきのりえかきのえ／絵 汐文社 2010.9

JF ハンナの記憶 長江 優子／著 講談社 2012.7

JF フラダン 古内 一絵／作 小峰書店 2016.9

絵本 はなちゃんのはやあるきはやあるき 菅野 博子／え　宇部 京子／さく 岩崎書店 2015.1

絵本 津波！！命を救った稲むらの火 高村忠範／文・絵　小泉八雲／原作 汐文社 2005.4

絵本 津波！！稲むらの火その後 高村 忠範／文・絵 汐文社 2011.8

絵本 つなみ ： おばあちゃんの紙しばい 田畑 ヨシ／作　山崎 友子／監修 産経新聞出版 2011.7

絵本 きせきの一本松 のはら あい／文・絵 俵慶 2013.3

絵本 タンポポ ： あの日をわすれないで 山本 省三／絵　光丘 真理／文 文研出版 2011.10

絵本 あのひのこと ： Remember March 11,2011 葉 祥明／絵・文 佼成出版社 2012.3
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