
〔絵本〕

書　　名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

よしお君とでろりん　地震と津波のお話 しんどう こうぞう／さく・え 日本港湾協会 2005.7 /E/ｼﾝ/ 316387562

地震がおきたら　 谷 敏行／原案 BL出版 2017.1 /Eｾ/ｶﾅ/ 323199810

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 2017.3 /Eｾ/ﾐﾂ/ 323188979

〔紙芝居〕

書　　名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

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 教育画劇 2011.8 桃/K/ｱﾗ/ 322117359

じしんがきたら…
 （防災紙芝居・じしんだ!かじだ！）

山下 文男／脚本 童心社 1992 /K/ｲﾄ/ 322547852

もしももしものもしもんが、きた! とう あさえ／脚本 童心社 2014.7 桃/K/ｸｽ/ 323111344

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）

やすい すえこ／脚本 童心社 2014.7 桃/K/ｽｽﾞ/ 323111336

れんしゅうしててよかったね 宮崎 二美枝／脚本 童心社 2014.7 桃/K/ﾅﾂ/ 323111328

マグニチュードってなあに？
 （危機管理紙芝居シリーズ 3 ）

赤木 かん子／文 埼玉福祉会商品事業部 2013.3 桃/K/ﾐﾂ/ 322180894

地震って、どうして起きるの? 赤木 かん子／文 埼玉福祉会商品事業部 2011.9 桃/K/ﾐﾂ/ 322127416

〔児童書〕

書　　名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

調べてナットク!みんなの博物館　1
日本列島の自然を調べよう

河合 雅雄 他／監修 河出書房新社 2012.4 J/06/ｼﾗ/1 322142340

みてわかる災害にそなえる本　1
災害はやってくる

秋山 滋／作 岩崎書店 1996.2 J/36/ｱｷ/1 314864000

みてわかる災害にそなえる本　2
地震にそなえる

秋山 滋／作 岩崎書店 1996.2 J/36/ｱｷ/2 314864018

大災害サバイバルマニュアル
How to survive a natural disaster

池内 了／著 実業之日本社 2016.4 J/36/ｲｹ/ 323161984

いのちと未来を守る防災 1 地震 鎌田 和宏／監修 学研プラス 2016.2 J/36/ｲﾉ/1 323156935

いのちと未来を守る防災 2 津波 鎌田 和宏／監修 学研プラス 2016.2 J/36/ｲﾉ/2 323156943

NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵　[1]　
NHK「学ぼうBO
SAI」制作班／編

金の星社 2016.3 J/36/ｴﾇ/1 323178756

親子のための地震イツモノート 地震イツモプロジェクト／編 ポプラ社 2011.8 J/36/ｵﾔ/ 322115288

みんなで防災アクション！国際レスキュー
隊サニーさんが教えてくれたこと　1
台風や地震から身を守ろう

神谷 サニー／著　 評論社　 2016.4 J/36/ｶﾐ/1 323161265

こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉 正樹／監修 三省堂 2018.9 J/36/ｺﾄﾞ/ 323225524

こどもあんぜん図鑑 講談社／編 講談社 2015.2 J/36/ｺﾄﾞ/ 323128942

災害・状況別防災絵事典 山村 武彦／監修 PHP研究所 2005.9 J/36/ｻｲ/ 320767353

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 J/36/ｻﾝ/1 322126384

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　 2011.12 J/36/ｻﾝ/2 322135328

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
学研プラス次世代教
育創造事業部学びソ
リューション事業室

2018.3 J/36/ｼｼﾞ/ 327076113

知ってそなえよう!地震と津波（知の森絵本） 都司 嘉宣／監修 祥伝社 2007.8 J/36/ｼﾂ/ 321134124

東日本大震災に学ぶ日本の防災
（ がんばろう！日本 ）

地震予知総合研究
振興会／監修

学研教育出版 2012.2 J/36/ﾋｶﾞ/ 322138249

「もしも
　 ・　　　・　　　・

の地震に備えよう」展示図書リスト



被災者からまなぶ自然災害 第1巻
自然災害にそなえて

横田 崇／監修 あかね書房 2007.4 J/36/ﾋｻ/1 322107327

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 2018.1 J/36/ﾎﾞｳ/1 323229245

ぼくらの災害サバイバルBOOK 国崎 信江／監修 主婦の友社 2018.12 J/36/ﾎﾞｸ/ 323237172

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

松尾 知純／著 汐文社 2013.2 J/36/ﾏﾂ/1 322165135

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 2015.6 J/36/ﾐﾝ/ 323133066

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 J/36/ﾜｶ/1 323208769

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 J/36/ﾜｶ/2 323208777

みんなの防災えほん 山村 武彦／監修 PHP研究所 2017.8 J/37/ﾐﾝ/ 323196972

巨大地震をほり起こす
大地の警告を読みとくぼくたちの研究

宍倉 正展／著 少年写真新聞社 2012.4 J/38/ｵｵ/ 322143843

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 2011.12 J/45/ｵｵ/ 323123786

地震の大研究 大木 聖子／著 PHP研究所 2009.5 J/45/ｵｵ/ 321178634

ゆれうごく大地　地震の話 茅野 一郎／著 小峰書店 1980 J/45/ｶﾔ/ 310877477

巨大地震　なぜ起こる?そのときどうする? 京都大学防災研究所／著　 PHP研究所 2014.2 J/45/ｷｮ/ 323096891

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 2014.2 J/45/ｼｼ/ 323105213

新・地震をさぐる 島村 英紀／著 さ・え・ら書房 2011.11 J/45/ｼﾏ/ 322131053

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 童心社　 2017.1 J/45/ﾅﾂ/ 323184960

日本列島大地まるごと大研究　4　地震の大研究 ポプラ社 2012.3 J/45/ﾆﾎ/4 322160938

モグラはかせの地震たんけん 松岡 達英／作・絵 ポプラ社 2006.3 J/45/ﾏﾂ/ 320850274

〔一般書〕

書　　名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40 アベ ナオミ／著 学研プラス 2017.2 /369.3/ｱﾍﾞ/ 323481135

生き延びるための非常食<最強>ガイド エクスナレッジ編集部／編 エクスナレッジ 2011.4 /369.3/ｲｷ/ 321715674

今すぐできる!ママが子どもを地震から守る
ための本 ( マミーズブック )

ママが地震災害から
子どもを守るプロ
ジェクト／著

メイツ出版 2007.9 /369.3/ｲﾏ/ 321018657

もしもごはん 今泉 マユ子／著 清流出版 2016.8 G/369.3/ｲﾏ/ 323418277

「もしも」に役立つ!おやこで防災力アップ 今泉 マユ子／著 清流出版 2017.8 G/369.3/ｲﾏ/ 323516781

いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川 光一／著 ワニブックス 2016.9 /369.3/ｵｶﾞ/ 323444273

本気で取り組む災害食 奥田 和子／著 同時代社 2016.9 G/369.3/ｵｸ/ 323427302

必ず役立つ震災食 石川県栄養士会／編 北國新聞社 2012.12 G/369.3/ｶﾅ/ 321900532

4コマですぐわかるみんなの防災ハンドブック 草野 かおる／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2011.8 G/369.3/ｸｻ/ 321869109

おかあさんと子どものための防災&非常時
ごはんブック

草野 かおる／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2014.8 G/369.3/ｸｻ/ 323252460

震度7から家族を守る家 国崎 信江／著 潮出版社 2012.1 G/369.3/ｸﾆ/ 321868176

地震から子どもを守る50の方法 国崎 信江／著 ブロンズ新社 2011.4 G/369.3/ｸﾆ/ 321715666

子連れ防災手帖 つながる.com／編 メディアファクトリー 2012.3 G/369.3/ｺｽﾞ/ 321810632

子連れ防災BOOK ママプラグ／著 祥伝社 2019.3 /369.3/ｺｽﾞ/ 323651869

子どもを守る防災手帖 MAMA-PLUG／編・著 KADOKAWA 2016.8 G/369.3/ｺﾄﾞ/ 323418269

災害に備える心理教育 窪田 由紀／編著 ミネルヴァ書房 2016.1 G/369.3/ｻｲ/ 323463265

災害時における食とその備蓄
新潟大学地域連携
フードサイエンスセ
ンター／編

建帛社 2014.8 G/369.3/ｻｲ/ 323247940

台所防災術 坂本 廣子／著 農山漁村文化協会 2012.5 G/369.3/ｻｶ/ 321828790

地震の時の料理ワザ 坂本 廣子／著 柴田書店 2006.8 /369.3/ｻｶ/ 320920317



自衛隊防災BOOK マガジンハウス／編集 マガジンハウス 2018.8 /369.3/ｼﾞｴ/ 323623215

地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト／編 ポプラ社 2016.8 G/369.3/ｼﾞｼ/ 323422287

自然災害最新サバイバルBOOK ( エイムック 2196 ) 枻出版社 2011.6 G/369.3/ｼｾﾞ/ 321725731

自然災害ハンドブック 山と溪谷社／編 山と溪谷社 2011.5 G/369.3/ｼｾﾞ/ 321718173

自然災害から人命を守るための防災教育マニュアル 柴山 元彦／著 創元社 2015.4 G/369.3/ｼﾊﾞ/ 323317503

女性目線で徹底的に考えた防災BOOK
（ MAGAZINE HOUSE MOOK ）

マガジンハウス 2016 G/369.3/ｼﾞﾖ/ 323418632

震災のときあったらいいもの手帖 チーム住まいと暮らし／監修・執筆 住まいの学校 2016.5 G/369.3/ｼﾝ/ 323417964

お金の防災マニュアル 鈴木 雅光／著 すばる舎 2011.5 G/369.3/ｽｽﾞ/ 321720468

南海トラフ地震・大規模災害に備える 自治体研究社 田結庄 良昭／著 2016.7 G/369.3/ﾀｲ/ 323424903

大地震を生き抜く48の知恵 震災対策研究会／編著 イースト・プレス 2013.6 G/369.3/ﾀﾞｲ/ 321927998

大地震発生!生き残るための77の教え ニッポン放送地震取材班／編 ニッポン放送 2011.6 G/369.3/ﾀﾞｲ/ 321731291

南海トラフ巨大地震の防災対策 高畠 秀雄／著 鹿島出版会 2014.9 G/369.3/ﾀｶ/ 323251074

震度7の生存確率 仲西 宏之／著 幻冬舎 2016.12 G/369.3/ﾅｶ/ 323454587

日本列島ハザードマップ 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2013.3 G/369.3/ﾆﾎ/ 321911331

日本の自然災害　（なるほど知図帳） 昭文社 2012 G/369.3/ﾆﾎ/ 321869125

災害からみる防災・減災Q&A 藤田 嘉美／著 オーム社 2011.8 G/369.3/ﾌｼﾞ/ 321751497

防災ピクニックが子どもを守る! MAMA-PLUG／編・著 KADOKAWA 2014.2 G/369.3/ﾎﾞｳ/ 322000993

ママのための防災ハンドブック 国崎 信江／監修 学研パブリッシング 2011.9 G/369.3/ﾏﾏ/ 321749350

親子で学ぶ自然災害から子どもの生命（い
のち）を守る本

山本 光義／著 メディアイランド 2015.4 G/369.3/ﾔﾏ/ 323302760

大地震!とっさの行動マニュアル 山谷 茉樹／著
廣済堂あかつき
株式会社出版事
業部

2011.5 /369.3/ﾔﾏ/ 321731242

天地海人 矢守 克也／著 ナカニシヤ出版 2017.1 G/369.3/ﾔﾓ/ 323472514

わが家の防災ハンドブック 山村 武彦／監修 家の光協会 2016.6 G/369.3/ﾜｶﾞ/ 323417972

大地震にそなえる自分と大切な人を守る方法 渡辺 実／著 中経出版 2011.5 G/369.3/ﾜﾀ/ 321723892

防災教育のすすめ 岩田 貢／編 古今書院 2013.11 G/375.3/ﾎﾞｳ/ 321966236

子どもと一緒に防災の本 坂本 廣子／著 フォーラム・A 2013.12 子育/376.1/ｻｶ/ 321969669

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 2018.2 /451.9/ﾌｼﾞ/ 323577304

巨大地震　（ニュートンムック） ニュートンプレス 2010.6 /453/ｷﾖ/ 321638140

巨大地震としくみ　GIANT EARTHQUAKE ニュートンプレス 2011.1 G/453/ｷﾖ/ 321768145

日本の地震地図 岡田 義光／著 東京書籍 2014.8 G/453.2/ｵｶ/ 322033200

科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴
火の歴史 ( BERET SCIENCE )

山賀 進／著 ベレ出版 2016.7 G/453.2/ﾔﾏ/ 323426783

次に備えておくべき「噴火」と「大地震」の危険地図 木村 政昭／著 青春出版社 2015.9 G/453.3/ｷﾑ/ 323349571

「地震の目」で予知する次の大地震 木村 政昭／著 マガジンランド 2010.1 /453.3/ｷﾑ/ 321668022

地震予測ハンドブック 三一書房編集部／編 三一書房 2013.9 G/453.3/ｼﾞｼ/ 321976896

トコトンやさしい地震と建物の本（B&Tブックス） 斉藤 大樹／著 日刊工業新聞社 2013.3 G/524.9/ｻｲ/ 321911422

スーパー主婦の節電レシピ 坂本 廣子／著 柴田書店 2011.8 /596/ｻｶ/ 321748329

危険から身を守る本 自然災害編 山谷 茉樹／著 創元社 2010.11 /598.5/ﾔﾏ/ 321676330

いぬとわたしの防災ハンドブック いぬの防災を考える会／著 パルコエンタテインメント事業部 2016.3 G/645.6/ｲﾇ/ 323391870

どんな災害でもイヌといっしょ
（小学館GREEN MOOK）

徳田 竜之介／監修 小学館クリエイティブ 2018.8 /645.6/ﾄﾞﾝ/ 323614552

どんな災害でもネコといっしょ
（小学館GREEN MOOK）

徳田 竜之介／監修 小学館クリエイティブ 2018.3 /645.6/ﾄﾞﾝ/ 323599621

※ 請求記号に「G」が付いている本は、常設展示「防災」関
係図書コーナーの展示図書です。


