
              調べものナビ（子ども－８） 

命を守る、防災教育 

中学校編 

 

 

 「防災」についての調べ方をご案内します。 

ここに挙げているのは、ほんの一例です。 

わからないことがありましたら、参考カウンターでおたずねください。 

 

お問い合わせ先：徳島県立図書館 〒770-8070 徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内 

                        TEL：088-668-3500 FAX：088-668-6904 

                   201９.８作成  2022.11 改訂 

徳島県立図書館 



1. キーワードを考える 

 

手がかりとなるキーワードを考えましょう。 

防災・災害・津波・地震・台風・洪水・南海トラフ巨大地震・避難・ハザードマップ・ 

安否確認・非常用持ち出し品・備蓄・特別警戒・耐震・液状化・がけ崩れ・地すべり 

 

2.   テーマを知る 

                                         

百科事典や入門書などの参考図書を調べると、テーマをより詳しく知ることや、新たなキ

ーワードを増やすことができます。 

書名 場所 請求記号 

総合百科事典ポプラディア １４ 子どもの本コーナー 031L /ﾎﾌ/14 

災害・防災図鑑 すべての災害から命を守る 子どもの本コーナー 369L /ﾌﾝ/ 

５８の用語でわかる！防災なるほど解説 上・下 子どもの本コーナー 369L /ｺｼ/1 

 

３.  図書を探す 

① 図書館内のパソコンや、お家のパソコン、携帯電話を使って、徳島県立図書館などの        

資料を探すことができます。 

書名、著者名、キーワードなどから検索できます。 

検索結果が出たら、「タイトル」をクリックしてください。資料の場所がわかります。 

   書名、請求記号、場所をメモしてください。 

② 請求記号の示す棚に行ってください。 

図書は「日本
に ほ ん

十進
じゅっしん

分類法
ぶんるいほう

（NDC）」によって、テーマで分類された数字の順番に並んで 

います。このため、同じテーマの本は、同じ棚に並んでいます。 

分類記号 テーマ 本の例 

３６９ 防災・災害 いのちと未来を守る防災１・２・３・４・５ 

４５１ 気象学 天気を知って備える防災雲図鑑 

４５３ 地震学 
いつ?どこで?ビジュアル版巨大地震のしくみ 1・

２・３ 

５１０ 土木 土木のずかん 

５１９ 環境、防災科学 防災授業僕たち自然災害を学び隊！ 

９１６ ノンフィクション 震災が教えてくれたこと 

 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110713834


４.  雑誌・新聞の記事を探す 

 

図書に比べて、新しい情報を知ることができます。 

ａ.  雑誌 

    所蔵検索画面の検索項目を、「内容細目」または「全項目」にして調べたい言葉を検索

すると、図書だけでなく、雑誌記事も一部調べることができます。 

ｂ.  新聞 

  新聞社が出版している年鑑には、１年間の主な出来事がまとめられています。 

  データベースでお調べできる記事もあります。参考カウンターでおたずねください。 

５.  インターネットで調べる 

 

新しい情報を知ることができます。ホームページの一例を紹介します。                                 

ハザードマップポータ

ルサイト 
https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

６.  ほかの図書館や関連機関を利用する  

 

ａ． 図書館 

   ほかの図書館の資料を利用できることがあります。参考カウンターでおたずねください。 

ｂ． 関連機関 

   テーマに関連する機関には、次のようなものがあります。 

徳島県立防災センター 
〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字大西 165 

TEL:088-683-2000 FAX:088-683-2002 

 

７.  資料一覧 

 

資料の一部を紹介します。                                    

 書名 著者名   出版者 出版年 請求記号 

1 
データで変わる！産業と

くらし ２ 

稲田 修一／監

修 
小峰書店 2021.11 007L/ｺﾐ/2 

2 
産業とくらしを変える情

報化 ４ 
堀田龍也／監修 学研教育出版 2012.02 007L/ｻﾝ/4 

3 
明日の防災に活かす災害

の歴史１・２・３・４・５ 

伊藤 和明／監

修 
小峰書店 2020.04 210L/ｺﾐ/1 

4 
しりたいな全国のまちづ

くり１ 

岡田 知弘／監

修 
かもかわ出版 2019.07 318/ｶﾓ/1 



 書名 著者名   出版者 出版年 請求記号 

5 
キャリア教育に活きる!仕

事ファイル 27 

小峰書店編集部

／編著 
小峰書店 2020.04 366L/ｺﾐ/27 

6 
知っておきたい障がいの

ある人の SOS 別巻 
河東 田博／著 ゆまに書房 2015.05 369/ｶﾄ/ﾍ 

7 
これからの防災 １・２・

３・４ 

近藤 誠司／監

修 
ポプラ社 2022.04 369/ﾎﾌ/1 

8 
「もしも」のときに役に立つ!

防災クッキング 1・２・３ 

今泉 マユ子／

著 
フレーベル館 2019.08 369L /ｲﾏ/1 

9 災害伝承の大研究 
佐藤 翔輔／監

修 
ＰＨＰ研究所 2021.09 369L/ﾋｲ/ 

10 
いざというとき自分を守

る防災の本１・２・３・４ 

防災問題研究会

／編 
岩崎書店 2019.09 369L /ﾎｵ/1 

11 

いざというとき使えるた

めに備えのものトリセツ

図鑑 ３ 

 教育画劇 2021.04 374L/ｷﾖ/3 

12 高校生、災害と向き合う 諏訪 清二／著 岩波書店 2011.11 Y374/ｽﾜ/ 

13 
地図から「よのなか」を見

てみよう！５ 

地理情報開発 

／編集・製作 
旬報社 2015.11 448L/ﾁﾘ/5 

14 台風の大研究 
筆保 弘徳／編

著 
ＰＨＰ研究所 2020.09 451L /ﾌﾃ/ 

15 徳島の地震津波 
猪井 達雄／ほ

か著 
猪井達雄 1982.02 453/ｲﾉ/ 

16 

いつ？どこで？ビジュアル版

巨大地震のしくみ１・２・

３ 

佐久間 博／編

著 
汐文社 2020.03 453 /ｻｸ/1 

17 いのちを救う災害時医療 森村 尚登／著 河出書房新社 2019.12 Y498/ﾓﾘ/ 

18 
自然災害からいのちを守

る科学 
川手新一／著 岩波書店 2013.05 Y519/ｶﾜ/ 

19 
ＮＥＷマーク・記号の大百

科 ６  

太田  幸夫／監

修 
学研プラス 2016.02 727/ｶｸ/6 

20 よりたかく よりはやく 
梅 田  俊 作 ／

文・絵 
［徳島県］ 2012.10 E /ｳﾒ/ 

 


