
こども向け災害・防災の本
分類 書名 著者 出版者 出版年

日本の火山  火山の国に生きる 宮武健仁写真・文 くもん出版 2017.2

知っておきたい日本の火山図鑑 林信太郎監修・著 小峰書店 2017.3

火山のクライシス  科学学習まんがクライシス・シリーズ 金田達也まんが : 三条和都ストーリー 小学館 2017.4

モイラと雲ちゃん  : 火山のアシュリーをたすけなきゃ アリスター・ターリー, ターリー美紀著 アリスター・ターリー, ターリー 2018.3

海のクライシス : 地球環境  科学学習まんがクライシス・シリーズ 岡田康則まんが・構成 ; 甲谷保和監修 小学館 2018.1

水不足のサバイバル : 生き残り作戦  かがくるbook スウィートファクトリー文 ; 韓賢東絵 朝日新聞出版 2016.8

みどりの町をつくろう : 災害をのりこえて未来をめざす アランドラモンドさく ; まつむらゆりこやく 福音館書店 2017.2

技術 災害現場や探査でがんばるロボット  社会でがんばるロボットたち 佐藤 知正【監修】 鈴木出版 2017.12

おおあめとぼくのゆめ (紙芝居) プラス・アーツ プラス・アーツ [20--]

地球を旅する水のはなし 大西健夫, 龍澤彩文 ; 曽我市太郎絵 福音館書店 2017.9

人文 体験・遊びナビゲーター : 親子で遊ぼう 国立青少年教育振興機構監修 国立青少年教育振興機構 2017.3

ゆきのあかちゃん 宮田ともみ作 アリス館 2017.10

ゆきがうまれる  月刊たくさんのふしぎ 前野紀一文 ; 斉藤俊行絵 福音館書店 2017.2

ドラえもん科学ワールド南極の不思議  ビッグ・コロタン
藤子・F・不二雄まんが ; 藤子プロ, 国立極地研究

所監修 ; 小学館ドラえもんルーム編
小学館 2017.3

雪と氷 : 水の惑星からの贈り物  楽しい調べ学習シリーズ 片平孝著 PHP研究所 2017.9

ろっかのきせつ 荒木健太郎作 ; 小沢かな絵 ジャムハウス 2018.11

アンダーアース・アンダーウォーター : 地中・水中図絵  BFC
アレクサンドラ・ミジェリンスカ, ダニエル・ミジェリンスキ

作・絵 ; 徳間書店児童書編集部訳
徳間書店 [2016]

地図と私たち 国土地理院 [編集] 国土地理院 2016.3

阿蘇ジュニアジオガイドマップ2017 国立阿蘇青少年交流の家 国立阿蘇青少年交流の家 2017

宮沢賢治の地学教室 柴山元彦著 創元社 2017.11

日本列島の歴史と地理  日本の島じま大研究 稲葉茂勝著 あすなろ書房 2017.12

地球と生きる : 災害と向き合う知恵 金田義行著 冨山房インターナショナル 2017.3

地球  手のひら図鑑 ダグラス・パルマー監修 ; 伊藤伸子訳 化学同人 2017.4

激流のサバイバル  かがくるbook
スウィートファクトリー文 ; 韓賢東絵 ; [HANA韓国

語教育研究会] [訳]
朝日新聞出版 2017.7

目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ編 東京書籍 2017.8

日本の島じまの大自然と気候  日本の島じま大研究 稲葉茂勝著 あすなろ書房 2018.1

地歴高等地図 : 現代世界とその歴史的背景 帝国書院編集部編 帝国書院 2018.10

ビジュアル地球探検図鑑 : おどろくべき大地の姿とメカニズム
ジョン・ウッドワード文 ; 田近英一日本語版監修 ;

竹田純子訳
ポプラ社 2018.11

かけがえのない地球  ワクワク探検シリーズ ジョー・ネルソン文 ; トム・クロージー・コール絵 ゆまに書房 2018.12

誕生のふしぎ  図解日本列島100万年史 山崎 晴雄/久保 純子【監修】 講談社 2018.2

大地のひみつ  図解日本列島100万年史 山崎 晴雄/久保 純子【監修】 講談社 2018.2

あしたがすき : 釜石「こすもす公園」きぼうの壁画ものがたり  ポプラ

社の絵本
指田和文 ; 阿部恭子絵 ポプラ社 2016.2

サケが帰ってきた! : 福島県木戸川漁協震災復興へのみちのり 奥山文弥著 : 木戸川漁業協同組合監修 小学館 2017.10

もも色ゆうびんきょく = The pink post offic 小松則也文・絵 ; Julian Amott英訳 イー・ピックス (印刷) 2017.3

ぼくらがつくった学校 : 大槌の子どもたちが夢見た復興のシンボル

感動ノンフィクションシリーズ
ささきあり文 佼成出版社 2017.7

たかのびょういんのでんちゃん 菅野博子文・絵 ; 高野己保原案 岩崎書店 2018.1

今日よりは明日はきっと良くなると : 愛犬・太刀と暮らした16年

世の中への扉
茂市久美子著 講談社 2018.2

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
オフィス・イディオム構成 ; 工藤ケン漫画 宮城県 2018.3

かがやけ!虹の架け橋 : 3・11大津波で3人の子どもを失った夫妻

の物語
漆原智良著 アリス館 2019.3

スヌーパー君がいた40日 : 避難所の小学校で起こった小さな奇跡 丹由美子著 山と溪谷社 2019.3

津波の日の絆 : 地球深部探査船「ちきゅう」で過ごした子どもたち 小俣珠乃文 ; 田中利枝絵 冨山房インターナショナル 2019.3

地震がおきたら 谷敏行原案 ; 畑中弘子文 ; かなざわまゆこ絵 BL出版 2017.10

地震がきたらどうすればいいの? （紙芝居） LLブック-やさしくよめ

る-
あかぎかんこさく : mittyえ 埼玉福祉会 2017.3

ぐらぐらゆれたらだんごむし!  おやこでまなぼう!防災しかけ絵本 国崎信江監修 : Meg絵 東京書店 2018.3

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

ポプラ社の絵本
やじまますみ作・絵 ポプラ社 2018.3

くまモン : 地域振興と災害復興にかけまわる次世代のリーダー  小

学館版学習まんが

森真理まんが ; 三条和都ストーリー ; 熊本県くまモ

ングループ監修
小学館 2018.8
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稲むらの火のひみつ : 11月5日は「世界津波の日」  学研まんが

でよくわかるシリーズ
山口育孝漫画 学研プラスメディアビジネス部 2017.2

つなみ ジョイデブ&モエナ・チットロコル著 ; スラニー京子訳 三輪舎 2018.9

かぜ イブ・スパング・オルセンさく ; ひだにれいこやく 亜紀書房 2016.11

竜巻のクライシス  科学学習まんがクライシス・シリーズ ひきの真二まんが ; 三条和都ストーリー 小学館 2016.7

あめ イブ・スパング・オルセンさく ; ひだにれいこやく 亜紀書房 2017.2

たいふうどうするの?  やさしくわかるぼうさい・ぼうはんのえほん
せべまさゆき絵 ; 国崎信江監修 ; WILLこども知育

研究所編著
金の星社 2017.3

砂漠化のクライシス  科学学習まんがクライシス・シリーズ てしろぎたかしまんが ; 惠志泰成ストーリー 小学館 2017.4

天気のふしぎえほん  たのしいちしきえほん 斉田季実治監修 PHP研究所 2017.3

ひまわり8号と地上写真からひと目でわかる日本の天気と気象図鑑 村田健史著 : 武田康男著 : 菊池真以著 誠文堂新光社 2017.7

ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー著 ; 橋本恵訳 あすなろ書房 2017.7

Mr.トルネード航空事故を激減させた気象学者藤田哲也 佐々木健一著 小学館 2017.8

にゅうどうぐも  かがくのとも絵本 野坂勇作さく ; 根本順吉監修 福音館書店 2018.5

異常気象 : 天気のしくみ  学研の図鑑LIVE eco 武田康男監修 学研プラス 2018.7

せきらんうんのいっしょう 荒木健太郎さく ; 小沢かなえ ジャムハウス 2018.7

ブリタニカ科学まんが図鑑天気 : 未知の世界を冒険しよう!  ナツメ

社科学まんが図鑑シリーズ

蓬莱大介監修 ; ボンボンストーリー文 ; チェビョンイク

絵
ナツメ社 2018.8

土砂災害防災ぬりえ 土砂災害防止広報センター制作 土砂災害防止広報センター [20--]

土砂災害防災かるた 土砂災害防止広報センター制作 土砂災害防止広報センター [20--]

土石流のチカラ  子どもの命を守る防災教育絵本 佐藤丈晴著 吉備人出版 2017.4

土砂災害から命をまもる : 砂防副読本 土砂災害防止広報センター制作 土砂災害防止広報センター 2018.3

土砂災害とひなん  子どもの命を守る防災教育絵本 佐藤丈晴著 吉備人出版 2018.6

おうちの中のぼうさいへん (紙芝居) だるまセンパイとくるばちゃんのぼ

うさいかみしばい
ヒゲプロ, ツクモル [編集] ヒゲプロ [201-]

だるまセンパイとくるばちゃんのぼうさいかみしばい (紙芝居) ヒゲプロ, ツクモル [編集] ヒゲプロ [201-]

オバケからのちょうせんじょう (紙芝居) だるまセンパイとくるばちゃんの

ぼうさいかみしばい
ヒゲプロ, ツクモル [編集] ヒゲプロ [201-]

ツクモル探検隊 : 災害島を脱出せよ (すごろく) ツクモル事務局 [編集] ヒゲプロ [201-]

減災アクション！カードゲーム [グローバル安全学トップリーダー育成プログラム開発] 東北大学災害科学国際研究所 [2016.10]

Survive! : 「もしも」を生き延びるサバイバル手帖
ガイ・キャンベルほか著 : 間芝勇輔イラスト : 岩田佳

代子訳
文響社 2017.12

じしん・つなみどうするの?  やさしくわかるぼうさい・ぼうはんのえほん
せべまさゆき絵 ; 国崎信江監修 ; WILLこども知育

研究所編著
金の星社 2017.2

ゆめのすけが見た空 : 災害救助犬になった夢之丞の感動コミック

エッセイ  San-ei mook
七色虹子著 三栄書房 2017.3

知っておきたい自然災害のはなし : 自然災害からどう逃れるか  近

代消防ブックレット
瀬尾明敏著 : 渡辺力著 近代消防社 2017.7

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

サイエンスコナン防災の不思議 : 名探偵コナン実験・観察ファイル

小学館学習まんがシリーズ
青山剛昌原作 ; 川村康文監修 小学館 2017.8

大地震そのときどうする?  防災・防犯シミュレーション 国崎 信江【監修】 ほるぷ出版 2018.10

防災・安全ジャンボかるた 桶田ゆかり監修 ; 間部香代文 ; 森のくじら絵 チャイルド本社 2018.10

ぼくらの災害サバイバルBOOK : 「地震」「水害」…もしもにそなえ

る!
国崎信江監修 ; 主婦の友社編 主婦の友社 2018.12

もしときサバイバル術Jr. : 災害時に役立つスキルを手に入れろ! 片山誠著 ; 高橋未来イラスト 太郎次郎社エディタス 2018.5

もしものときのサバイバル術  学研まんが入門シリーズミニ 峯村真まんが ; かざまりんぺい監修 学研プラス 2018.5

こどものための防災教室 : 災害食がわかる本 今泉マユ子著 理論社 2018.8

ぼうさいまちがいさがしきけんはっけん！ 日本赤十字社, プラスアーツ企画・制作 日本赤十字社事業局 2018.8

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

こどものための防災教室 : 身の守りかたがわかる本 今泉マユ子著 理論社 2019.1

助けを呼ぶ/火起こし  めざせ!災害サバイバルマスター

 : きみは、災害発生後72時間を生き抜けるか?

片山 誠【監修】/７２時間サバイバル教育協会【協

力】
太郎次郎社エディタス 2019.2

安全な水/ナイフと道具  めざせ!災害サバイバルマスター

 : きみは、災害発生後72時間を生き抜けるか?

片山 誠【監修】/７２時間サバイバル教育協会【協

力】
太郎次郎社エディタス 2019.2

シェルター/食べもの  めざせ!災害サバイバルマスター

 : きみは、災害発生後72時間を生き抜けるか?

片山 誠【監修】/７２時間サバイバル教育協会【協

力】
太郎次郎社エディタス 2019.2

応急手当/チームワーク  めざせ!災害サバイバルマスター

 : きみは、災害発生後72時間を生き抜けるか?

片山 誠【監修】/７２時間サバイバル教育協会【協

力】
太郎次郎社エディタス 2019.2
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