
児童資料

№ 書　　名 著者名 出版社 出版年 配置場所 請求記号 対　象

地震はどうしておきるのか

1
いのちを守る！災害対策大百科  １
 災害はこうしておきる！　歴史と仕組み編

藤吉　洋一郎／監修 日本図書センター 2008 中央／児童開架 J369/イノ/1 高・中学

2 地震をしらべる　（環境と人間） 茅野　一郎／著 小峰書店 1999 中央／児童開架 Ｊ453/カイ 中・高

3 地震だ！　（地球たんけんたい） フランクリン・Ｍ．ブランリー／文 リブリオ出版 2002 中央／児童開架 J453/フフ 低・中

4 地震なんでも質問箱  １    地震はどうして起こるの？ 横山　裕道／構成・文 アリス館 1996 中央／児童開架 J453/ヨヒ/1 中

5
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

都司　嘉宣／監修 素朴社  2007 中央／児童開架 J369/ツノ 高・中学

6 調べて学ぶ＜地球と天気＞  ２  地震はなぜおきる 大塚　道男／著 岩崎書店 1998 中央／児書庫B J450/シラ/2 高・中学

7 世界の災害の今を知る  火と土の災害・１  地震 メアリー・コルソン／著 文溪堂 2006 中央／児童開架 J369/セカ/1 中・高

8 大地の躍動を見る  新しい地震・火山像  （岩波ジュニア新書） 山下　輝夫／編著 岩波書店 2000 中央／児童開架 Ｊ453/ヤテ 中学・高校

9 ぼくらは地震たんてい団
地学団体研究会『シリーズ・自然
にチャレンジ』編集委員会／編

大月書店  1987 中央／児童開架 J453/B63 高・中学

いままでにおこった地震

10 あの日をわすれない　はるかのひまわり
指田　和子／作
鈴木　びんこ／絵

ＰＨＰ研究所 2005 中央／児童書庫 JE/スヒ 低・中

11 地震　（国際協力を知る本） ポール・ベネット／著 小峰書店 1999 中央／児童開架 J369/ヘホ 高

12 震度７  新潟県中越地震を忘れない 松岡　達英／文・絵 ポプラ社 2005 中央／児童開架 J369/マタ 高

13 大震災にあった子どもたち　１年生～６年生 震災をつたえる会／編 小峰書店 1996 中央／児童書庫 Ｊ816/タイ 低～高

※「対象」　　低：小学校　低学年　　　　中学：中学生
　　　　　　　　中：小学校　中学年　　　　高校：高校生
　　　　　　　　高：小学校　高学年
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津波

14 新観察図鑑  ３  海と海洋  波の下にかくされた世界 デビッド・ランバート／著 リブリオ出版 1995 中央／児童書庫 J403/シン/3 中

15 世界の災害の今を知る  水と風の災害・１   津波 横田　崇／著 文溪堂 2006 中央／児童開架 J369/セカ/1 中・高

16 津波ものがたり 山下　文男／著 童心社 1990 中央／児童開架 J453/Y44 中

17 なぞ・不思議ワールド  学習に役立つ  ３  海洋・海底のなぞふしぎ あかね書房 1995 中央／児童開架 J031/ナソ
中・高・中
学

18 もえよ稲むらの火  村人を津波からまもり堤防をきずいた浜口梧陵
桜井　信夫／作  高田　三郎
／絵

ＰＨＰ研究所 1987 中央／児書庫B J289/ハコ 中

19 Ｗｈａｔ’ｓ　Ｄｅｒｏｌｉｎ？  Ａ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　ａｎｄ　ｔｓｕｎａｍｉ 一井　康二／編 ウェイツ 2005 中央／児童開架 J369/イコ 小～一般

地震・防災について

20
いのちを守る！災害対策大百科  ２
災害がおきたらこうなる！ 予測と備え編

藤吉　洋一郎／監修 日本図書センター 2008 中央／児童開架 J369/イノ/2 高・中学

21 環境ことば事典  ことばの意味がわかる  １   地球と自然現象 七尾　純／著 大日本図書 2001 中央／児童開架 Ｊ519/ナシ 中・高

22 危険から自分をまもる本  予測学習でふせぐ
岡敦子／監修
千葉順子／監修

ポプラ社 2004 中央／児童開架 J369/キケ 中・高

23 これからの防災・減災がわかる本（岩波ジュニア新書） 河田　惠昭／著 岩波書店 2008 中央／児童開架 J369/カヨ 中学・高校

24 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 中央／児童開架 J369/ヤタ 中・高

25 地震　災害とたたかう
ジェーン・ウォーカー／著
新井朋子／訳

偕成社 1996 中央／児童開架 J369/ウシ 高

26 地震なんでも質問箱  ２    地震は防ぐことがむずかしいの？ 横山　裕道／構成・文 アリス館 1996 中央／児童書庫 J453/ヨヒ/２ 中

27 地震なんでも質問箱  ３   地震が起きたらどうするの？ 横山　裕道／構成・文 アリス館 1996 中央／児童書庫 J453/ヨヒ/３ 中

28 地震の大常識  これだけは知っておきたい
佐々木ときわ／文
大宮信光／文

ポプラ社 2005 中央／児童書庫 J453/サト 中

29 調べ学習に役立つ社会科データブック  １１  災害と事故 小峰書店 1996 中央／児童開架 J308/シラ/11 高

30
大地震が学校をおそったら  すぐに役立つ学校防災  １
学校でのひなんと備え

学研 1996 中央／児童開架 J374/タイ/1 中・高
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31
大地震が学校をおそったら  すぐに役立つ学校防災  ２
行事・通学中のひなんと備え

学研 1996 中央／児童開架 J374/タイ/2 中・高

32
大地震が学校をおそったら  すぐに役立つ学校防災  ３
家庭・外出先でのひなんと備え

学研 1996 中央／児童開架 J374/タイ/3 中・高

33 大地震のなぞ  シミュレーションまんが・東京大地震 講談社 1995 中央／児童書庫 J453/タイ 高

34
防災授業僕たち自然災害を学び隊！
自然災害は、どうして起きるのかな？どうすればいいのかな？

山本　哲朗／著 電気書院 2005 中央／児童書庫 J369/ヤテ 高

35 ぼくたちの危険攻略ファイル  ３    身近な事故・災害の危険 戸田　芳雄／監修  教育画劇 2004 中央／児童開架 J368/トヨ/3 高・中学

36 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 中央／児童開架 J369/アシ/1 中・高

37 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 中央／児童開架 J369/アシ/2 中・高

避難したあとできること

38
いのちを守る！災害対策大百科  ３
災害がおきたらこうしよう！ 対処と行動編

藤吉　洋一郎／監修 日本図書センター 2008 中央／児童開架 J369/イノ/3 高・中学

39 こども地震サバイバルマニュアル 国崎信江／著  ポプラ社 2006 中央／児童開架 J369/クノ 中・高

40 地震なんでも質問箱  ４   地震のあとは何をしたらいいの？ 横山　裕道／構成・文 アリス館 1996 中央／児童書庫 J453/ヨヒ/４ 中

41 すぐに役立つ救急手当  イラストガイド  ３　災害編 浅井　利夫／監修 汐文社 2006 中央／児童開架 J492/アト/3 高

42 みてわかる災害にそなえる本  ４  災害からのサバイバル 秋山　滋／作 岩崎書店 1996 中央／児童開架 J369/アシ/4 中・高

43 みてわかる災害にそなえる本  ５   役にたつ応急手当 秋山　滋／作 岩崎書店 1996 中央／児童開架 J369/アシ/5 中・高

安全を守る仕事

44 安全を守る人びと  わたしたちのくらしと安全を守る人びと
監修：高野尚好
指導：大貫英文

国土社  1997 中央／児書庫B J369/アン 中・高

45 建築家になろう  家が町や都市をつくる 樫野　紀元／著 国土社 2007 中央／児童開架 J520/カノ 高・中学

46
新・みぢかなくらしと地方行政  写真でわかる小学生の社会科見学
３　防災センター

深光　富士男／著 リブリオ出版 2007 中央／児童開架 J318/シン/3 中
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47 日本を守る安全のエキスパート  ２　自然災害をくいとめる 深光富士男／著 学研 2006 中央／児童開架 J317/フフ/2 中・高

48 日本を守る安全のエキスパート  ３  消防と防災の未来をきずく 深光富士男／著 学研 2006 中央／児童開架 J317/フフ/3 中・高

災害ボランティア

49 あなたにもできる災害ボランティア  津波被害の現場から
スベンドリニ・カクチ／著
大倉弥生／訳

岩波書店 2005 中央／児童開架 J369/カス 中学・高校

50 大震災！！イヌ、ネコを救え  車イスで救援活動 奈佐　誠司／著 ポプラ社 1996 中央／児開書庫 Ｊ916/ナセ 中・高

ノンフィクション・読み物

51 がんばれや巴くん  阪神大震災ふたりの夢は？ いずみだ　まきこ／作 汐文社 1996 中央／児開書庫 J913/イマ 中

52 ズッコケ脅威の大震災 那須　正幹／作 ポプラ社 1998 中央／児童書庫 Ｊ913/ナマ 中

53 地球が動いた日　（新日本おはなしの本だな） 岸川悦子／著 新日本出版社 1996 中央／児開書庫 Ｊ913/キエ 中・高

54 地球がおこった 小山　勇／作 旺文社 1996 中央／児開書庫 J913/コイ 中

55 ピーコの声音（こえ）が聴こえる 新居　しげり／著 文芸社 2007 中央／児開書庫 Ｊ913/アシ 中・高

56 ぼくらの町がきえた 　（新日本おはなしの本だな） 小林陽子／作 新日本出版社 1998 中央／児開書庫 J913/コヨ 中・高

57 大地震が学校をおそった 手島　悠介／文 学研 1986 中央／児書庫B Ｊ916/テユ 中

58 西宮少年サッカークラブ  大震災をのりこえ、栄光の全国大会へ！ 田中舘　哲彦／著 汐文社 1995 中央／児開書庫 Ｊ916/タテ 高

59 はじまりの虹  続・ぼくらの阪神大震災 綾野　まさる／文 小学館 1996 中央／児開書庫 Ｊ916/アマ 中・高

60 またあした  奥尻青苗小２年１組 かめおかゆみこ／作 汐文社 1993 中央／児開書庫 J916/カユ 低・中
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