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整理番号 図　　　書　　　名 著　者　名 発　　行　　元 備　考

1 学習まんが　地震のひみつ 学研 H6

2 地震なんでも質問箱①　地震はどうして起こるの？ 島村　英紀 アリス館 H8

3 地震なんでも質問箱②　地震を防ぐことはむずかしいの？ 島村　英紀 アリス館 H8

4 地震なんでも質問箱③　地震が起きたらどうするの？ 島村　英紀 アリス館 H8

5 地震なんでも質問箱④　地震のあとは何をしたらいいの？ 島村　英紀 アリス館 H8

6 ＮＨＫやってみようなんでも実験　自由研究のヒントがいっぱいvol.１ ＮＨＫ出版 H8

7 ＮＨＫやってみようなんでも実験　自由研究のヒントがいっぱいvol.２ ＮＨＫ出版 H8

8 ＮＨＫやってみようなんでも実験　自由研究のヒントがいっぱいvol.３ ＮＨＫ出版

9 ＮＨＫやってみようなんでも実験　自由研究のヒントがいっぱいvol.４ ＮＨＫ出版 H8

10 おもしろ自動車１００点 ㈱講談社 H8

11 おもしろ自動車１００点（’９８） ㈱講談社 H11

12 大自然のふしぎ　地球・宇宙の図詳図鑑　Science Library 学習研究社 H12

13 みんなで考える地球環境シリーズ④　天気がおかしい 金の星社 H12

14 野外観察図鑑⑦　地球 ㈱旺文社 H12

15 調べて学ぶ（地球と天気）⑨台風のエネルギー 岩崎書店 H12

16 学習漫画　地球の歴史③ 集英社 H12

17 学習漫画　早わかり　消防・防災のしくみ 集英社 H12（２）

18 みぢかなくらしと地方行政４巻　消防署 リブリオ出版 H12

19 校外学習くらしをまもるくらしをささえる　７巻　消防署 岩崎書店 H12

20 新訂版　のりものアルバム⑧　消防車・パトカー１００点 講談社 H12

21 消防紙しばい①ふたごのポッポとボーボ 作並　徳明 （財）東京連合防火協会　東京法令出版 H13（２）

22 消防紙しばい②おかしの国は大さわぎ 露木　珠恵 （財）東京連合防火協会　東京法令出版 H13（２）

23 消防紙しばい③ダボダボシャツをきたゴンちゃん 長谷川　寛子・中園　俊一 （財）東京連合防火協会　東京法令出版 H13（２）

24 消防紙しばい④ドリーちゃんのブクブクあぶない 寺井　慶一 （財）東京連合防火協会　東京法令出版 H13（２）

25 消防紙しばい⑤１２ひきとかじのおはなし 藤崎　千里 （財）東京連合防火協会　東京法令出版 H13（２）

26 消防紙しばい⑥あきちゃんとママのゆびきりげんまん 菊池　明美 （財）東京連合防火協会　東京法令出版 H13（２）

27 学研の図鑑　地球・気象 学研 H17（２）

28 ぽっぽちゃんてだあれ（絵本） うちべけい 消防庁　㈱ぎょうせい （２）

29 １２歳からの被災者学　阪神淡路大震災に学ぶ　７８の知恵 土岐　憲三ほか ＮＨＫ出版 H16

30 Q＆A　天気　なんでだろう劇場 岩田　総司 岩崎書店 H16

31 ＢＦＣ　わたしの防災サバイバル手帳 総務省消防庁

32 地震をしらべる 茅野　一郎 小峰書店 H17

33 地震と火山のたんけん隊 地学団体研究会 大月書店 H17

34 震度７　新潟県中越地震を忘れない 松岡　達英 ポプラ社 H17

35 黄色いハンカチはＳＯＳの合図　だれでもできるボランティア 宇野弘信ほか ポプラ社 H17

36 山古志村のマリと三匹の子犬 桑原眞二・大野一興ほか 文藝春秋 H17

37 大地震のなぞ　シミュレーションまんが　東京大地震 望月　利男 講談社 H17

38 ドラえもん　ふしぎ探検シリーズ　地球　大探検 小学館 H17

防　災　ラ　イ　ブ　ラ　リ　ー　図　書　目　録

【子供　編】：幼児・小中学生向けの防災対策．資料
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39 学研まんがひみつシリーズ　天気１００のひみつ 清水　教高ほか 学研 H17

40 ドッカンぐらぐら　阪神淡路大震災兵庫県下児童作文集 甲南出版社 H17

41 科学のアルバム　四季のお天気かんさつ 塚本　治弘ほか あかね書房 H17

42 かんさつシリーズ１１　地震はなぜおこる 伊藤和明ほか フレーベル館 H17

43 なぜなぜクイズ絵本⑧　おてんき 高橋健司 チャイルド科学絵本館 H17

44 学研の図鑑　地球 学研 H17

45 学研の図鑑　天気・気象 学研 H17

46
リトルはかせのちしきえほん⑩
ちきゅうとうちゅうのふしぎ２

ブックローン出版 H17

47 ふしぎびっくり！？こども図鑑⑨　新版　ちきゅう 学研 H17

48 学研まんがひみつシリーズ　新訂版　地震のひみつ　 力武　常次 学研 H17

49 世界の災害の今を知る　水と風の災害１　津波 横田　崇 文渓堂 H18

50 世界の災害の今を知る　水と災害２　台風 横田　崇 文渓堂 H18

51 世界の災害の今を知る　水と災害３　洪水 横田　崇 文渓堂 H18

52 世界の災害の今を知る　水と災害４　干ばつ 横田　崇 文渓堂 H18

53 世界の災害の今を知る　火と土の災害１　地震 横田　崇 文渓堂 H18

54 世界の災害の今を知る　火と土の災害２　火山 横田　崇 文渓堂 H18

55 世界の災害の今を知る　火と土の災害３　土砂くずれ 横田　崇 文渓堂 H18

56
学研まんがでよくわかるシリーズ23
エレベーター・エスカレーターのひみつ 漫画：おぎのひとし 学研 H19(4)

57 バスの屋根の上で 白木恵委子　絵・うすいしゅん けやき書房 H19

58
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とわざ

監修　都司嘉宣 素朴社 H19

59 「知」のビジュアル百科　写真でみる異常気象 ジャック・シャロナー著　　　　　　　　　　　　　日本語版監修平沼洋司 あすなろ書房 H19

60
被災者からまなぶ自然災害　１
自然災害にそなえて

監修　横田崇 あかね書房 H19

61
被災者からまなぶ自然災害　２
自然災害発生！

監修　横田崇 あかね書房 H19

62
被災者からまなぶ自然災害　３
自然災害のあとで

監修　横田崇 あかね書房 H19

63
子ども科学技術白書Ⅶ　指令！地震災害を究明
せよ(CD-ROMつき)

監修　文部科学技術・学術製作局調査調整課 独立行政法人国立印政局 H19

64 地震のサバイバル 文：洪在徹　絵：文情厚 朝日新聞出版 H20

65
イラストガイド　すぐに役立つ救急ガイド、3、災害
編

浅井利夫監修 汐文社 H20

66
大地震シュミレーションコミック　ぼくの街に地震が
きた まんが：名古屋裕　原案：国崎信江　監修：目黒公郎

ポプラ社 H20

67
地震の村で待っていた猫のチボとハル　山古志村
で被災したペットたちの物語 池田まき子 ハート出版 H20

68 子ども地震サバイバルマニュアル 国崎信江 ポプラ社 H20

69
浜口梧陵さんのお話　津波からみんなをすくえ！
～ほんとうにあった「稲むらの火」～

監修特定非常利活動法人環境防災総合政策研究機 文渓堂 H20

70
地震防災えほん　じしんのえほん　こんなときどう
するの？

 作：国崎信江　絵：福田岩緒監修：目黒公郎 ポプラ社 H20

71
阪神淡路大震災短辺童話入選作品　シロのいた
町 あしぶえ出版 H21

72
おやこでみにつくあんぜんえほん③　キティちゃん
のじしんがきたら　どうするの？

セコム株式会社　子を持つ親の安全委員会監修 ポプラ社 H21

73 ありがとう　しょうぼうじどうしゃ  文：内田　麟太郎絵：西村　繁男 ひかりのくに株式会社 H21

74 地震の大研究－起こるしくみからそなえまで－  東京大学地震研究所監修：纐纈一起　著：大木聖子 PHP研究所 H21

75
日本を守る安全のエキスパート1　消火と救命に全
力をつくす

 著：深光　富士男監修：梅澤　実 学習研究社 H22

76
BCキッズ最新のりものずかん9　パトカーとしょうぼ
うしゃ 講談社ビーシー 講談社 H22
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77
まんがプロジェクトX挑戦者たち9
炎上男たちは飛び込んだ

 原作・監修　NHKプロジェクトX制作班作画・脚本　篠原とおる 宙出版社 H22

78
350シリーズ　のりものしゃしんえほん⑤
しょうぼうしゃ

編集：㈱みっとめるへん社 ポプラ出版 H22

79
350シリーズ　おしごとえほん④
しょうぼうしさんしゅつどう！

編集：㈱みっとめるへん社 ポプラ出版 H22

80 おしごと図鑑⑥アツイぜ！消防官 著：くさばよしみ フレーベル館 H22

81 モデル・カーズ特別編集　自動車だいすき消防車編  発行人　笹本健次編集人　長尾楯 ㈱ネコ・パブリッシング H22

82 津波は怖い！みんなで知ろう！津波の怖さ  （独）港湾空港技術研究所　監修㈶沿岸技術研究センター　編 丸善プラネット

83
原子爆弾から原子力発電まで　原子力のことがわ
かる本 館野淳　監 数研㈱ H23

84 ドラえもんの地震はなぜ起こるどう身を守る  監修・協力　国崎信江　まんが　三谷キャラクター原作　藤子・F・不二雄 小学館 H23

85
子どもたちに「生き抜く力を」を－釜石の実例に学ぶ津波防災教育
－　　　　　　　→地震編へ転換 H23

86 ドラえもんふしぎのサイエンス　Vol.1 編集：ドラえもんルーム 小学館 H24

87 ドラえもんふしぎのサイエンス　Vol.2 編集：ドラえもんルーム 小学館 H24

88 子どもと一緒に防災の本+防災おやつ＆献立レシピ 坂本廣子 フォーラム・A H26

89 家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 大木聖子 ㈱東京堂出版 H26

90
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 ㈱汐文社 H26

91
子どものための防災訓練ガイド②防災マップ・避
難と行動－その時、命を守りきる！ 松尾知純 ㈱汐分社 H26

92
子どものための防災訓練ガイド③防災マップキャ
ンプ－みんなで体験！ 松尾知純 ㈱汐分社 H26

93 チョコやココアで噴火実験　世界一おいしい火山の本 林信太郎 小峰書店 H26

94
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 ㈱くもん出版 H27

95
にげましょう　特別版　災害でいのちをなくさない
ために 著者　河田　惠昭 ㈱共同通信社 H27

96 はしれさんてつ、きぼうをのせて 著：国松俊英　画：間瀬なおかた WAVE出版 H27

97 ほうれんそうは　ないています 作者　鎌田實　画家　長谷川義史 ㈱ポプラ社 H27

98 あたまがふくしまちゃん 作：のぶみ/宮田健吾 TOブックス H27

99 かぜのでんわ 作絵　いもとようこ ㈱金の星社 H27

100 つなみてんでんこ　はしれ、上へ！ 文：指田和　絵：伊藤秀男 ㈱ポプラ社 H27

101 ハナミズキのみち 文：淺沼ミキ子　絵：黒井健 ㈱金の星社 H27

102 ひまわりのおか  文：ひまわりをうえた八人のお母さんと葉方丹絵：松成真理子 ㈱岩崎書店 H27

103 まつぼっくりちゃん　ありがとうをチカラに  作：「ありがとう　りくぜんたかた」プロジュクトデザイン：大内裕史 りくぜんたかたプロジェクト H27

104 はなちゃんのはやあるきはやあるき 作：宇部京子　絵：菅野博子 ㈱岩崎書店 H27

105
ぼくは海になった－東日本大震災で消えた小さな
命の物語－

作・絵　うさ　手紙　千崎妙子 ㈱くもん出版 H27

106 請戸小学校物語～大平山をこえて～ 絵　榎田宣行　編集　請戸小学校物語作成委員会 NPO 法人　団塊のノーブレス・オブリージュ H27

107
ぐらっとゆれたらどうする！？～そらジローときはら
さんの防災えほん～

著者　木原実　絵　小柴直之 ㈱小学館 H27

108
NHK学ぼうBOUSAI 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BOOSAI」制作班・編 ㈱金の星社 H27

109
NHK学ぼうBOUSAI 被災者に学ぶ　そのときどう
行動したか

NHK「学ぼうBOOSAI」制作班・編 ㈱金の星社 H27

110
NHK学ぼうBOUSAI 被災者に学ぶ　噴火・台風・
竜巻・落雷　どう備えるか

NHK「学ぼうBOOSAI」制作班・編 ㈱金の星社 H27

111
クレヨンしんちゃんの防災コミック　地震だ！その
時オラがひとりだったら

作　臼井儀人　監修　永田宏和 双葉社 H28

112 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 H28

113 パニックモンスター　台風大接近！  監　茂木耕作・長谷川拓也まんが　立花未来王 学研 H28

114 僕はガラス  さく　山下武信え　たき　まゆみ 文芸社 H28
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115 なみだは　あふれるままに  内田麟太郎・文神田瑞季・絵 PHP研究所 H28

116 かじだ、しゅつどう 山本忠敬　作 福音館書店 H28

117 しょうぼうじどうしゃ　じぷた  渡辺茂男　作山本忠敬　絵 こどものとも H28

118 かわ 加古里子 こどものとも H28

119 天地のドラマ　すごい雷大研究 かこさとし 小峰書店 H28

120 台風のついせき竜巻のついきゅう かこさとし 小峰書店 H29

121 せかいあちこち　ちきゅうたんけん かこさとし 農文協 H29

122 富士山大ばくはつ かこさとし 小峰書店 H29

123 じめんがふるえる　だいちがゆれる かこさとし 農文協 H29

124 ひをふくやま　マグマのばくはつ かこさとし 農文協 H29

125 よあけ　ゆうやけ　にじやオーロラ かこさとし 農文協 H29

126 やまをつくったもの　やまをこわしたもの かこさとし 農文協 H29

127 あめ、ゆき、あられ　くものいろいろ かこさとし 農文協 H29

128
心のおくりびと　東日本大震災　復元納棺師
～思い出が動き出す日～

著：今西乃子　写真：浜田一男 金の星社 H29

129 ロックとマック  なりゆきわかこ　作ドッグウッド/東海林綾　原案 角川つばさ文庫 H29

130 地震の夜にできること。 松本春野　文・絵 角川書店 H29

131 わたしたちの郷土　さいたま 「わたしたちの郷土　さいたま」編集委員会 中央社

132 わたしたちの郷土　さいたま 「わたしたちの郷土　さいたま」編集委員会 中央社

133 モグラはかせの地震たんけん 絵：松岡達英　構成：松村由美子　監修：溝上恵 ポプラ社 H29

134 だるまちゃんとかまどんちゃん 加古里子 福音館書店 H29

135 だるまちゃんとかはやたちゃん 加古里子 福音館書店 H29

136 災害救助犬レイラ 井上こみち 講談社 H29

137 今日よりは明日はきっと良くなると 茂市久美子 講談社 H29

138 3・11を心に刻むブックガイド 草谷桂子 子どもの未来社 H29

139 あしたがすき 文：指田和　絵：阿部恭子 ポプラ社 H29

140 大津波のあとの生きものたち 写真・文　永幡嘉之 少年写真新聞社 H30

141 ラーメンちゃん 長谷川義史 絵本館 H30

142 あの日起きたこと　～東日本大震災ストーリー311～ 原作/絵:ひうらさとる　ななじ眺　さちみりほ　樋口橘　うめ　文:山室有紀子 角川つばさ文庫 H30

143 ぼんやきゅう 文：指田和　絵：長谷川義史 ポプラ社 寄贈H30(2)

143 あの日をわすれない　はるかのひまわり 作:指田和　絵:鈴木びんこ PHP研究所 寄贈H30

144 あのとき、そこに、きみがいた。 やじまますみ ポプラ社 H30

145 みなおそう　さいたまの水 埼玉県教育局指導部 埼玉県企画財政部水源課 寄贈H30

146 災害にあったペットを救え 高橋うらら 小峰書店 寄贈H30

147 津波の日の絆 文：小俣珠乃　絵：田中利枝 冨山房インターナショナル 寄贈Ｒ１

148 カンカン塔のみはりばん くどうたくと TOA㈱ 寄贈Ｒ１

149 サイエンスコナン　防災の不思議 原作：青山剛昌　監修：川村康文 小学館 R1

150 ぼくのしょうぼうしゃ ステファン・T・ジョンソン 小峰書店 R1

151 わかる！取り組む！災害と防災　①地震 監修：矢守克也 帝国書院 R1

（）保有図書数
図書　(子供)
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152 わかる！取り組む！災害と防災　②津波 監修：矢守克也 帝国書院 R1

153 わかる！取り組む！災害と防災　③火山 監修：矢守克也 帝国書院 R1

154 わかる！取り組む！災害と防災　④豪雨・台風 監修：矢守克也 帝国書院 R1

155 わかる！取り組む！災害と防災　⑤土砂災害・竜巻・豪雪 監修：矢守克也 帝国書院 R1

156 年少向防災かみしばい　おぼえてね！あぶないときのおやくそく全8巻 教育画劇 R1

157 グスコーブドリの伝記 原作：宮沢賢治　文と絵：司修 ポプラ社 R2

158 津波!!　稲むらの火　その後 高村忠範 汐文社 R2

159 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 R2

160 天気のヒミツがめちゃくちゃわかる！　気象キャラクター図鑑  監修：筆保弘徳イラスト：いとうみつる 日本図書センター R2

161 富士山に のぼる[増補版] 石川直樹 アリス館 R2

162 調べよう！　わたしたちのまちの施設5　消防署 指導：杉並区立天沼小学校 新宅直人 小峰書店 R2

163 調べよう！　わたしたちのまちの施設７　防災センター 指導：杉並区立天沼小学校 新宅直人 小峰書店 R2

164 はじめての　てんきえほん  監修：武田　康男絵：てづか　あけみ パイ　インターナショナル R2

165 めくって発見！　地球と天気の絵事典 著者：ルース・シモンズ　イラスト：Bomboland パイ　インターナショナル R2

166 トムとジェリーのたびのえほん日本　富士山にのぼる  編集・文：糸遊舎作画：三上葉 河出書房新社 R2

167 明日の防災に活かす 災害の歴史１ 日本列島の誕生～奈良時代 監修：伊藤和明 小峰書店 R2

168 明日の防災に活かす 災害の歴史2 平安時代～戦国時代 監修：伊藤和明 小峰書店 R2

169 明日の防災に活かす 災害の歴史3 安土桃山時代～江戸時代 監修：伊藤和明 小峰書店 R2

170 明日の防災に活かす 災害の歴史4 明治時代～昭和時代中期 監修：伊藤和明 小峰書店 R2

171 明日の防災に活かす 災害の歴史5 昭和時代後期～平成・令和時代 監修：伊藤和明 小峰書店 R2

172 ぼうさいスイッチ 監修：竹之内健介、文：岸本くるみ・竹之内健介 一般財団法人 日本気象協会刊 R2（2）

（）保有図書数
図書　(子供)
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