
令和 4 年 3 月 17 日作成 

 

防災 

について調べる 
パスファインダー Ｎｏ．13 

 

パスファインダーとは、調べたいと思う事柄について役立つ資料を、わかりや

すく紹介した印刷物（リーフレット）のことです。 

ここでは、「防災」を取り上げ、必要な資料や情報を見つける事ができるよう

に、いろいろな情報の集め方の一部を紹介します。 

わからないことがあったら、気軽に声をかけてください。 

 

草加市立中央図書館 



１．手がかりとなるキーワードは？ 

まずは、情報にたどり着く手がかりとなるキーワードを考えましょう。 

ひとつのテーマに結びつくいろいろなキーワードから、新たな切り口が見つ

かったり、知りたい情報の的が絞られていきます。 

 

例：防災 地震 災害 水害 洪水 豪雨 台風 竜巻 落雷 耐震  

避難 噴火 非常食 危機管理 ハザードマップ 東日本大震災など 

 

 

２．基本的な情報源でテーマの概略を知る（事典・辞書などを使う） 

 草加市立中央図書館で利用できる基本的な情報源を紹介します。 

以下の資料から概略を調べ、テーマを理解しましょう。 

まずは、百科事典・辞書・図鑑などを調べることから始めましょう。 

 

資料情報 請求記号 資料番号 保管場所 

『防災白書 令和 3 年版』 

（日経印刷/刊，2021） 
R369.3 ﾎﾞ 116596479 参考図書 

『災害・防災の本全情報 

2012-2020』 

（日外アソシエーツ/刊，2020） 

R369.3 ｻ 116560798 参考図書 

『地震防災の事典』 

（朝倉書店/刊，2000） 
R369.3 ｼﾞ 112193404 参考図書 

『気象災害の事典』 

（朝倉書店/刊，2015） 
R451.9 ｷ 115761611 参考図書 

『自然災害と防災の事典』 

（丸善出版/刊，2011） 
R519.9 ｼ 115026353 参考図書 

『風水害と防災の事典』 

（丸善出版/刊，2021） 
R369.3 ﾌ 116623315 参考図書 

 

※このパスファインダーで紹介する資料には、貸出可能な資料と、館内でのみ利

用可能（貸出不可）な資料があります。詳しくはカウンターへお問い合わせくだ

さい。 

 

 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3882288
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3823590
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3823590
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3823590
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=396113
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3332920
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2771709
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3916145


３．図書を探す① ～草加市立中央図書館の蔵書から～ 

 草加市立中央図書館、蔵書検索機（OPAC）を使って探す。 

当館の OPAC やホームページから１．にあるようなキーワード、タイトル、

著者名などを入力して検索することができます。 

以下に、当館所蔵の検索結果の一部をご紹介します。 

 

★草加市立中央図書館蔵書検索システムで探す 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/index.do 

 

【備える】ための本 

資料情報 請求記号 資料番号 保管場所 

『帰宅支援マップ 首都圏版 

12 版』 

（昭文社/刊，2021） 

291.3 ｷ 116385063 3 階棚 33 

『一家に一冊！ 

防災アイデア手帖』 

（世界文化社/刊，2020） 

369.3 ｲ 116517285 3 階棚 35 

『スマホで防災』 

（ジャムハウス/刊，2021） 
369.3 ﾐ 116592197 3 階棚 35 

『ローリングストックで！ 

防災にそなえるレシピ』 

（オレンジページ/刊，2020） 

369.3 ﾛ 116540105 3 階棚 35 

『高齢者を身近な危険から 

守る本』 

（池田書店/刊，2021） 

368.6 ｺ 116598657 

 

3 階棚 35 

 

『犬連れ災害対策マニュアル』 

（エイ出版社/刊，2020） 
645.6 ｲ 116525189 3 階棚 13 

『レスキューナースが教える 

プチプラ防災』 

（扶桑社/刊，2019） 

369.3 ﾂ 116466038 3 階棚 35 

『登山式ＤＥ防災習慣』 

（講談社/刊，2020） 
369.3 ｽ 116244484 3 階棚 35 

『子連れ防災ＢＯＯＫ』 

（祥伝社/刊，2019） 
369.3 ｺ 116037649 3 階棚 35 

『こどものための防災教室』 

（理論社/刊，2021） 
Y369.3 ｲ 121118848 ヤングアダルト 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/index.do
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3839204
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3839204
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3839204
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3839204
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3785074
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3785074
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3785074
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3871071
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3813995
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3813995
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3813995
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3884509
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3884509
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3884509
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3790290
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3731935
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3731935
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3731935
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3814030
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3663448
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3833267


資料情報 請求記号 資料番号 保管場所 

『平井信行の気象・防災情報の 

見方と使い方』 

（第一法規/刊，2019） 

369.3 ﾋ 116452079 3 階棚 35 

『災害に強い家はこうつくる』 

（青春出版社/刊，2021） 
527 ｼ 116617176 3 階棚 10 

『免疫力アップレシピ』 

（清流出版/刊，2021） 
369.3 ｲ 116600404 3 階棚 35 

『自衛隊防災ＢＯＯＫ １』 

（マガジンハウス/刊，2018） 
369.3 ｼﾞ 116335852 3 階棚 35 

『自衛隊防災ＢＯＯＫ ２』 

（マガジンハウス/刊，2019） 
369.3 ｼﾞ 116458878 3 階棚 35 

『災害から命を守る 

「逃げ地図」づくり』 

（ぎょうせい/刊，2019） 

369.3 ｻ 116464538 3 階棚 35 

 

 
【地震について】知るための本 

資料情報 請求記号 資料番号 保管場所 

『地震はなぜ起きる？』 

（岩波書店/刊，2021） 
Y453 ｶ 121120695 ヤングアダルト 

『南海トラフ地震』 

（岩波書店/刊，2016） 
S453 ﾔ 115793150 3 階棚 23 

『リニア新幹線と 

南海トラフ巨大地震』 

（集英社/刊，2021） 

S516.8 ｲ 116585746 3 階棚 23 

『絵でわかる地震の科学』 

（講談社/刊，2017） 
453 ｲ 115881500 3 階棚 36 

『巨大地震と火山噴火を 

よく知る本！』 

（清水書院/刊，2020） 

453 ｷ 116519216 3 階棚 36 

『日本列島の下では 

何が起きているのか』 

（講談社/刊，2018） 

S455.1 ﾅ 116008608 3 階棚 23 

 

 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3709505
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3709505
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3709505
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3908748
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3873086
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3613615
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3718096
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3729829
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3729829
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3729829
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3852215
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3371344
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3869508
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3869508
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3869508
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3478295
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3781959
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3781959
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3781959
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3631751
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3631751
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3631751


【風水害について】知るための本 

資料情報 請求記号 資料番号 保管場所 

『命を守る水害読本』 

（毎日新聞出版，2017） 
369.3 ｲ 115917825 3 階棚 35 

『ど～する防災 水害編』 

（信山社/刊，2019） 
369.3 ﾑ 116478843 3 階棚 35 

『江戸水没』 

（平凡社/刊，2019） 
213.6 ﾜ 116473299 3 階棚 32 

『水害列島日本の挑戦』 

（日経ＢＰ/刊，2020） 
369.3 ｽ 116543372 3 階棚 35 

『グレタさんの訴えと 

水害列島日本』 

（学習の友社/刊，2020） 

519 ｸﾞ 116380619 3 階棚 10 

 

 

【草加市の防災】 

資料情報 請求記号 資料番号 保管場所 

『草加市ハザードマップ』 

（草加市市長室危機管理課/

刊，2021） 

L369.3 ｿ 

ｿｳｶｼ 
116373606 郷土資料 

『草加市地域防災計画 

（震災対策編）』 

（草加市防災会議/刊，2021） 

L369.3 ｿ 

ｿｳｶｼ 
116271065 郷土資料 

『草加市地域防災計画（風水

害対策編）（事故対策編）』 

（草加市防災会議/刊，2021） 

L369.3 ｿ 

ｿｳｶｼ 
115460503 郷土資料 

『よつはちゃんと 

避難所を学ぼう』 

（獨協大学経済学部高安健一

ゼミナール災害と共生 2020

チーム/刊，2021） 

L369.3 ﾖ 

ｿｳｶｼ 
116387366 郷土資料 

 

 

 

 

 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3521320
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3733786
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3729956
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3817023
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3798472
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3798472
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3798472
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3845137
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3867084
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3867084
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3867084
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3170341
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3170341
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3909969
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3909969
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3909969


図書を探す② ～テーマの棚に行って探す～ 

 図書館の本は、主題ごとに棚に並んでいるので同じような内容の資料が近く

に並んでいます。 

 

分類記号 テーマ 保管場所 

369.3 災 害 3 階棚 35 

451 気 象 3 階棚 36 

453 地 震 3 階棚 36 

519 防災科学・工学 3 階棚 10 

 

 

４．雑誌・新聞記事を探す 

 図書では見つからない時事的な情報などが分かります。 

 

≪広報そうか≫ 

・平成 23 年 4 月号 

（東日本大震災発生後の草加市からのお知らせ） 

・令和 3 年 4 月 20 日号 1 面 

（草加市防災情報発信アプリ 防災草加 配信開始） 

 

資料情報 

・『朝日新聞クロスサーチ』（※令和４年３月３１日までは『朝日新聞社 聞蔵

Ⅱビジュアル』） 

朝日新聞社のオンライン記事データベースです。 

・『日経テレコン 21』 

日本経済新聞社が提供するビジネス向けオンラインデータベースサービス

です。 

・『ヨミダス歴史館』 

明治 7（1874）年の創刊号から最新号まで約 1100 万件の記事が検索・閲覧できる

日本で初めてのオンラインデータベースです。 

※上記のオンラインデータベースに関しては、レファレンスカウンターにてお

問い合わせください。 



５．視聴覚資料を探す 

 資料情報 請求記号 資料番号 保管場所 

『今かもしれない 

草加市直下の大地震』 

（草加市教育委員会/刊，2017） 

LDV369 ｲ 

ｷｮｳﾄﾞ 
830011250 AV 開架 

『草加市の水害の歴史と 

取り組み』 

（草加市/刊，2018） 

LDV517 ｿ 

ｷｮｳﾄﾞ 

 

830011409 

 

AV 開架 

 

『どうする？大地震』 

（GP ミュージアムソフト/刊） 

 

DV369 ﾄﾞ 

 

830006425 

 

AV 開架 

 

 

６．インターネットで調べる 

 即時性があり、検索には便利ですが、情報の信憑性には注意が必要です。 

（令和 4 年 3 月 16 日現在） 

 

★草加市ホームページ トップページ > いざという時のために 

https://www.city.soka.saitama.jp/li/010/index.html 

 

★埼玉県ホームページ トップページ > くらし・環境 > 防災・消防 > 防災対策 

https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/bosai/taisaku/index.html 

 

★防災情報のページ（内閣府） 

http://www.bousai.go.jp/ 
 

７．困ったときは･･･ 

 このパスファインダーでご紹介した資料以外にも様々な資料があります。 

実際に書架に足を運んでみてください、もっとすごい発見があるかもしれま

せん。 

図書館の使い方についてよく分からない・探している本がみつからない時は、

図書館員にご相談ください。 

いつでもサポートできるように待っています。 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3484296
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3484296
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3484296
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3595515
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3595515
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3595515
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1863387
http://www.city.soka.saitama.jp/index.html
https://www.city.soka.saitama.jp/li/010/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/bosai/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/bosai/taisaku/index.html
http://www.bousai.go.jp/

