ふっこう

復興にむかうこどもたち

大人の本で調べよう

子どもむけパスファインダー No.９
2013.1 作成

『だけど、くじけない
子どもたちからの元気便』
長倉洋海と東北の子どもたち∥著
NHK 出版

（2019.3 改訂）
だい しん さい

県立図書館には震災関連資料コーナー があ
り、東日本大震災の本がたくさんあります
（3 階 参考図書コーナーとなり）

（H369.31/ﾅｶﾞ）

被災した東北の子どもた
（H369.31/ﾂﾅ）
ちの文と写真。岩手県からは宮古市の子ど
もたちの元気な様子がのっています。

『僕らは今を生きている』

インターネットで調べよう

かとう ゆういち∥写真
児童健全育成推進財団
（H748/ｶﾄ）

東北の子どもたちのえがおを集めた写真
集です。釜石・大船渡の子どもたちの気持
ちがわかります。

（最終確認日 2019.3.6）

◆「東日本大震災アーカイブス」

ジャーナル』

https://www9.nhk.or.jp/archives/

なで力を合わせ岩手を復興させ

311shogen/

ましょう。

◆「岩手県立図書館東日本大震災記事索引」
岩手県内の震災記事情報が分かります。
n/index.html

ふっこう

パスファインダーとは、いろいろ
な こと を調 べる とき に役 にたつ
「道しるべ」です。

◆「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ」
震災の写真・動画を検索できます。

講談社

http://kn.ndl.go.jp/#/

（H369.31/ﾂﾅ）
子どもたちが被災したふるさとや人々の
写真をとり、思いを文で伝えています。宮
古・大槌・釜石・陸前高田などで小中学生
が、がんばるすがたを見てください。

ひがい

大きな被害をうけました。みん

3 11Kids Photo Journal∥編
（H369.31/ｻﾝ）

かくち

被災した人の言葉を聞くことができます。

http://www.library.pref.iwate.jp/0311jisi

『3/11 キッズ フォト

えんがん

震災では沿岸をはじめ、各地で

でんわ：０１９－６０６－１７３０

わからないこと、もっとくわしく
知りたい人は、図書館のスタッフ
に聞いてみてね。

ファックス：０１９－６０６－１７３１
http://www.library.pref.iwate.jp/

キーワードをみつけよう
事典でキーワードを見つけよう。
◆『現代用語の基礎知識学習版』
自由国民社

（ＪＲ031/ｹﾞﾝ/201８）

◆『朝日ジュニア学習年鑑 201８』
朝日新聞出版 （ＪＲ059/ｱｻ/201８）

＼ ほら、キーワードが見つかった！／
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福島原発事故
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被災した人のたいけん

『3.11 が教えてくれた
防災の本 ④避難生活』

『津波はいつかまた来る』

片田 敏孝∥監修

大船渡ユネスコ協会図書発行編集

（J369/ｻﾝ/4）

委員会∥編集 大船渡ユネスコ協会
（K369.31/ﾂﾅ）

大船渡の津波の本です。
いつかまた来る津波からに
げることができるようにというねがいがこ
められています。

『いきいき生きる

『ニュース年鑑 2012』
池上彰∥監修

大震災釜石小学校記録集』
釜石市立釜石小学校∥著・発行
（H369.31/ｲｷ）

子どもや先生、おうちの人がどんなことを
たいけんして、何を感じたのか作文に書い
ています。（現在絶版の本です。）（分類番号 H は震災

大震災でなにがおきたか、
特集でわかりやすく、く
わしく書かれています。
地震発生から津波、福島原発事故、被災し
た人の生活、復興に向けてなど大震災全体
をとらえるのに良い本です。
（分類番号 J は児童コーナーにある本です。
）

むかしからのいいつたえ
『つなみ
おばあちゃんの紙しばい』
田畑 ヨシ∥作

産経新聞出版

（JK/ｴﾎﾝ/ﾀ）

作者の田畑ヨシさんは昭和三陸大津波を子
どもの時にけいけんし、津波のおそろしさ
を長年紙しばいで語りついでいた方です。

関連資料コーナーにある本です。）

ポプラ社

（J304/ﾆﾕ/2012）

被災して家に住めなくな
ると避難生活が始まります。食事やトイレ
などどうなるか、この本でわかります。

東日本

ｶﾀ/5）
釜石小学校の大震災の記録。

大震災でなにがおきたか

かもがわ出版

『みんなを守る いのちの
授業 』
片田 敏孝∥著

NHK 出版

（ＪK374/ﾐﾝ）

津波からいのちを守るための
学習をしてきた釜石市。子どもたちが自分
の考えでにげた様子や、防災をどう学ぶか
がのっています。自分のいのちは守ろう。

『大津波伝説てんでんこ』
ひつじ あかね∥絵と文

講談社

ビジネスパートナーズ（JK/ｴﾎﾝ/ﾋ）

津波がきたら「てんでんこ」
ににげましょう。家族もに
げていることを信じて。信
じあうことができるから「てんでんこ」が
できるのです。

キーワードをみつけよう
事典でキーワードを見つけよう。
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