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読んで「もしも」に備える防災特集 
９月１日は防災の日。そして９月６日は幕別町も含め道内が大規模な停電に見舞われた
北海道胆振東部地震が発生した日です。災害について考える事の多いこの季節。 
今できることから、防災を始めてみませんか？ 

防災を知ろう！ 

『いざ!に備える遊びで防災体験 BOOK』 

神谷 明宏 / いかだ社 
自然豊かな日本だからこそ、災害とは常に向き合っていかな

ければいけません。災害の時にいざ行動するというのは、実は
すごく難しいこと。そんな、いざ!というときの備えを実際に
体を使って遊びながら、身につけることができる 1 冊です。 

『自衛隊防災 BOOK 自衛隊 OFFICIAL LIFE HACK CHANNEL』

マガジンハウス 

様々な災害場所へと派遣され、人々の救助活動を行っている

自衛隊。そんな自衛隊の方々の防災ライフハックがギュギュっ
と詰まっています。災害以外にも日常生活に役立つライフハッ
クもあるので読んで損はない 1冊です。続巻もあり、ためにな

る情報満載です。 

『にげましょう 災–害でいのちをなくさないために』 

河田 惠昭 / 共同通信社 
逃げることの大切さを教えてくれる 1冊。地震・噴火・台風

その他の様々な災害が起きた時、どこに逃げるべきか、また優
先すべきは何かを教えてくれます。 
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『おうち避難のためのマンガ防災図鑑』 
草野 かおる / 飛鳥新社 

今の時代、電気や水道が使えなくても家が壊れていなけ
れば自宅で過ごすことになるかも?そんなときのために備
えておきたいアイテムや役立つ知恵を教えてくれる本で

す。イラストと 4 コマ漫画で描かれているので楽しみなが
ら防災に詳しくなれます! 

 

『犬と一緒に生き残る防災 BOOK』 

犬防災編集部 / 日東書院本社 
飼い主にとって犬はかけがえのない家族。こちらの本では

飼い犬と共に被災した際に浮上する問題や、避難所生活で注
意すること、日常から備えるべきことを分かりやすいイラス
トとともに紹介しています。 

『避難所に行かない防災の教科書』西野 弘章 / 扶桑社 

新型コロナウイルスの影響で避難所に避難することも簡単

ではなくなり、自宅に避難するというのも災害時の選択肢に

なってきました。電気や水といったライフラインの確保方法

や本当に役立つ備蓄品など自宅避難を可能にするノウハウが

詰まった 1冊です。 

家族といっしょに 
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災害はどのようにして起こる？ 

『地震はなぜ起きる?』鎌田 浩毅 / 岩波書店 

地震に関するちょっと専門的な話が学べる本。地震と

津波のしくみやこれから起こるかもしれない大地震、そ

のために必要な備えなどを知ることができます。図解や

写真も多いので分かりやすくて読みやすいです。まだ見

ぬ災害に向けて知識も備えてみませんか? 

『ゾンビから身を守る方法』高荷 智也 / ポプラ社 
ある日とつぜんゾンビが現れたら…ありえないって思い

ましたか?でも「ゾンビ」を「災害」や「感染症」に変えて

みたらどうでしょう?サバイバルは選択の連続。この本で

は、2択クイズで災害時に役立つ知識を学べます。あなたは

ゾンビから生き延びることができるか!? 

『生きのびるための流域思考』岸 由二 / 筑摩書房 

大雨による土砂災害や河川の氾濫は年々増えていま

す。水の災害から身を護るには、自分の町だけではなく

川全体(流域)を考えることが大切。この本では気候変動

の時代を生き抜くために必要な考え方を実際の例と共に

知ることが出来ます。 
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『防災ハンドメイド』辻 直美 / KADOKAWA 

家にあるような身近なものを材料にして、いざとなった

ら災害時に役に立つグッズを自分で作ってみよう!新聞紙

やペットボトルが、大活躍!もしものときに備えて、知っ

ておくといいですね。 

『スマホで防災 家族も自分も守る!スマホで始める 

最新防災マニュアル』   宮下 由多加 / ジャムハウス 

スマホは災害時の大事な情報網。ハザードマップや避難所

の調べ方、フォローした方がよい Twitter の防災アカウン

ト、災害時に家族と連絡を取る方法など、今日から出来るス

マホを使った防災法が満載! 

『もしときサバイバル術 Jr.』 

片山 誠 / 太郎次郎社エディタス 

救助の現場では、災害発生後 3 日間の動きが勝負を決

めるとされる。本書では、もしものときを生き抜くため

に、自分を守り、だれかを助ける 8 つのプログラム紹介! 

今すぐ始められる防災 
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 『大人になる前に知ってほしい生きるために必要な 
「法律」のはなし』    木村 真実ほか / ナツメ社 
これからの社会を生きていくとき、知っておくといい法律の知

識を解説。インターネットのトラブルや、学校でのトラブルなど、
10 代の若者にとって身近なテーマを取り上げる。大人になる準
備をしているはざま世代のみんなの悩みや不安に答える本。 

『イラストでわかる 13歳から自立できるマナーの基本』 
岩下 宣子/ PHP研究所 

本来マナーとは、自分も相手も気持ちよく過ごすためにあるも

の。こちらの本では大人になってからも大いに役立つ基本的なマ

ナーをイラストでわかりやすく説明しています。 

『大人になってこまらないマンガで身につく整理整頓』 
辰巳 渚 / 金の星社 

どこにしまったっけ。あれ?確かこの辺に置いたはず。探すため
に部屋中をひっくり返した結果大惨事。そうならないようにする
ために、物をしまう場所や必要不必要の選択の大切さを教えてく
れる 1 冊です。 

『ネットと SNSを安全に使いこなす方法』 
 ルーイ・ストウェル / 東京書籍 

基本的なマナーとともに、SNS 上の交流で気をつけたい点や友
達とのトラブル、ネットいじめ、お金の問題など 10 代で身につけ
たいネットリテラシーが学べる本。イギリスで出版されたものの
日本版です。 

『13歳からの「身になる読書術」』 
大居 雄一 / メイツユニバーサルコンテンツ 

読みたい本の探し方がわからない!いつもと違う本を見つけた
い！そんなときに開いてみたいのが読書案内です。この本では、
楽しく学べたり、視野が広がる“身になる本”を、本の見つけ方
と共に紹介しています。きっと、新しい出会いが待っていますよ。 

『困ったときの言いかたルール』大野 萌子 / 三笠書房 
立場的に、雰囲気的に言いにくいけど言わなければならない。そんな

「言いたいけど言えない」を解決する 1冊。相手が納得してくれる方法、
相手との関係を損なわない方法を教えてくれます。 



 

次は 2 月に発行予定です。次回のテーマは“レッツスイーツ”！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

海を見た日 M・G・ヘネシー 
 

鈴木出版 

夏休みの空欄探し 
 
似鳥 鶏 ポプラ社 

親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤ
だな」と思ったときに読む本 

藤木 美奈子 WAVE出版 

 
その意図は見えなくて 藤 つかさ 

 
双葉社 

勉強が面白くなる瞬間 パク ソンヒョク ダイヤモンド社 

支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ 岩波書店 

『空白小説 書き出しと結びが決まっているショートショート』 

氏田 雄介 / ワニブックス 

書き出しと結びの文だけがはじめから決まっているショートシ

ョート集。その間の空白をどう埋めるかで、物語は予想できない

方向へと展開し、書き出しと結びのもつ意味は大きく変わる。    

49話を収録。 

『クジラの骨と僕らの未来』中村 玄 / 理論社 

それはハムスターの墓あばきから始まった…。小さな頃から生

きものが大好きで、さまざまな動物を飼っていた少年は、ついに

哺乳類最大のクジラの研究者に。クジラの骨を求めて、地球の北

へ、南へ。骨からスタートしたクジラ博士の研究航海記。 

ま だ ま だ あ り ま す 
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はざま編集のこぼれ本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世の中にはいろんな人がいて、なかには「想像力を使うのが苦手な

人」がいる。そういう人は、自分のすることが、相手にどう思われる

かを想像することができない。だから、人にひどいことを言ったり、

ひどいことをしたりする。そんなときは、自分の足を使って、その場

から逃げること。自分を守るために。足は「やばいものから逃げる」

ためにあるのだから。 

足のもう一つの大切な役目は、自分を守ってくれる人、わかってく

れる人を探しに行くという役目。私たちは、動くことができる。やば

い！と思ったらすぐ動く。好き!と思ったらすぐ動くこと。ひどいこ

とをする人からは、逃げていい。大事な人を探しに行こう。(ふ) 

『にげてさがして』 

ヨシタケ シンスケ / 赤ちゃんとママ社 

http://2.bp.blogspot.com/-7DlIv6FoW4A/UWYfbGiIx0I/AAAAAAAAPxw/c6w-251_dZI/s1600/animal_dog.jpg
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『清く楽しく美しい推し活』 

河西 邦剛ほか / 東京法令出版 

大好きなアイドルやアーティスト、キャラクターを応援し、愛でる

活動。それが「推し活」。推しを応援することは自分のエネルギーに

なり、応援される推しにとっても励みになる素晴らしいことです。 

が、中には好きな気持ちが暴走して周りや推し本人をも巻き込んだ

トラブルに発展してしまうケースも。だけど SNS の書き込みや出待

ち、チケット譲渡…どこまでがセーフで、どこからがアウトなの?と

疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 

この本では最新の推し事情や法律関係に詳しい弁護士の先生が、法

的に正しく、かつ「推しから愛される」推し活を伝授。自分も周りも、

推しもみんなが幸せになる推し活のため、今一度ルールやマナーを再

確認してみませんか?(お) 

http://2.bp.blogspot.com/-OCQW6jyMQFE/UWYfk5mOhaI/AAAAAAAAP1E/u7gGlFXmRn0/s1600/animal_tako.jpg
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/fd0ab6da8d92d6e1182360c94062b2c9.png
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/de54377869e20818e0db6768dbb50a38.png


はざま編集のこぼれ本 
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『ビジネス用語図鑑 「知ったかぶり」を解消する!』 

マイストリートほか / WAVE出版 

ドラマや小説を読んでいると、ちょっと嫌味なエリートが出てくる

ことってありますよね。嫌味なエリートの使う「その言葉って日本語

じゃダメ??」と思ってしまう横文字の数々。正直ただ話をややこしく

しているだけに感じる。 

ビジネス用語ということはわかるのだからせっかくならば調べて、

何となくではなく正しく使えるように学んでみるのもいいかもしれ

ません。(ゆ) 



はざま編集のこぼれ本 
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『CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識』 

シオリーヌ / イースト・プレス 

性教育 YouTuber シオリーヌさんが、若い世代の皆さんや子ども

と関わる大人の皆さんのために書いた、正しい「性」の知識を身に

つけるための本。 

身体の仕組みや欲求との向き合い方、大切な人との付き合い方な

ど体の「性」のことはもちろん、自分らしさやセクシャリティなど

社会的な「性」や心の「性」に関する話も載っています。 

自分で自分の生き方を“選ぶ”ために、保健の授業では習わない

「本当のところどうなの?」をこの機会に知ってみるのはいかがで

しょうか？ 

ちなみに、表紙もシンプルで内容も事実が淡々と述べられている

ので、恥ずかしさを感じることなく手に取れる一冊なのではないか

と思います。(な) 

http://1.bp.blogspot.com/-K5CUC6Mbkgg/UWYfilfZ3WI/AAAAAAAAP0U/ap4-af8kCwg/s1600/animal_penguin.jpg
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はざま編集のこぼれ本 
   

『マンガでわかる災害の日本史』 

磯田 道史ほか / 池田書店 

日本は災害大国とも言われるほど、昔から何度も大規模な災害に

見舞われてきました。その時実際に起こったことや、当時の人が残

した教訓は、自分の身を守るうえでとても大切な道しるべとなって

くれます。この本は古文書に残された過去の災害の記録と防災の知

識を、マンガで分かりやすく知ることが出来る一冊です。(里) 



はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スマホを触れば何でもできる時代になりました。電話、メール

はもちろん。SNS、ゲーム、調べもの、買い物時の支払いまで文字

通りなんでもできてしまいます。そんなハイテク機器だからこそ、

気をつけなければトラブルに巻き込まれてしまうことも…。 

 

様々なデータを示しながら、情報社会を生きていく若者たちに

向けたスマホとの賢い付き合い方が掲載されたルールブック。あ

ることが当たり前になってきたからこそ、もう一度使い方を見直

すきっかけになる本です。（羽） 

『10代と考える「スマホ」  
ネット・ゲームとかしこくつきあう』 

竹内 和雄 / 岩波書店 
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はざま通信の表紙を描いてみませんか？ 

・イラストを描くのが好き！ 

・図書館が好き！ 

・自分のイラストをたくさんの人に見てほしい！ 

 
はざま通信では、通信の表紙を飾るイラストを通年募集しています。 

「我こそは！」と思った方は是非ご応募ください。 
 
 
●応募の前に● 
・募集イラストはオリジナル作品に限ります。既存のアニメやマンガ、ゲームなどの
キャラクターを描くのは、著作権を侵害する恐れがあるため NG です。 
ご了承ください。 

 
・手描きはもちろん、PC やタブレット等で作成したデジタル作品も受け付けいたし
ます。デジタル作品をデータで提出される場合は、下記のアドレスにイラストのデ
ータを添付の上、メールを送信してください。 
(ペンネームがある場合は忘れずにご表記ください) 

 
 
    library@town.makubetsu.lg.jp  
※イラストのファイル形式は「PNG」か「JPEG」でお願いします！   

・応募いただいたイラストは全て、図書館のホームページ上で紹介します。 
 また、応募作品は返却いたしませんのでご了承下さい。 
 

〒089-0611 

幕別町新町 122 番地の 7 
幕別町図書館「はざま通信」 
 

あて先 

※最寄りの図書館のカウンターに直接お持ちいただく 

ことも可能です。 

mailto:library@town.makubetsu.lg.jp


 

  

図書館からのお知らせ 

ポップの募集期間は終了しました。 
たくさんのご応募ありがとうございます！ 

★１０月３０日まで画伯部門の審査中です！ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休 館 日】毎週火曜日（祝日の時は翌日） 

         毎月末日（土・日・祝日の時は前平日） 

         年末年始（12/29～1/3） 

【開 館 時 間】午前 10 時～午後６時（忠類分館は午後９時まで） 

        ※札内分館 木曜日のみ午後８時まで 

【ホームページ】http://mcl.makubetsu.jp/ 

はざま通信 vol.27 

2022年 10月 

発行：幕別町図書館 

編集：幕別町図書館はざま編集 

はざま通信 vol.27、いかがでしたか？「天災は忘れた頃にやってくる」という

言葉もある通り、自然災害はいつ何時に起こるかわからないものです。 

備品の点検や自分の住む地区の避難先の確認など、今すぐに出来る防災はたく

さんあります。今回の特集本といっしょに、これらのことも併せてチェックして

みてくださいね！ 

★今回の表紙は幕別中学校の PN「飽き缶」さんの作品です！ご応募ありがとうございます！ 

【はざま通信】とは・・・ 

時には子ども、時には大人の感性を持つ世代を

主体としたみなさんに、幕別町図書館がオススメ

する本を紹介するブックリストです。 


