
一般資料

№ 書　名 著者名 出版社 出版年 配置場所 請求記号

地震のメカニズム

1 地震・津波と火山の事典
東京大学地震研究所／監修
藤井　敏嗣／編

丸善 2008 中央／一般開架 45303/3

2 活動期に入った地震列島　新版 尾池　和夫／著 岩波書店 2007 西部／一般開架 45321/14

3 地震  “なまず”の活動史　（日本を知る） 寒川　旭／著 大巧社 2001 西部／一般書庫 45321/6

4 地震の揺れを科学する  みえてきた強震動の姿
山中　浩明／編著
武村　雅之／［ほか］著

東京大学出版会 2006 西部／一般開架 453/5

5 地震列島日本の謎を探る 日本地質学会／編著 東京書籍 2000 西部／書庫CL 45321/Ｊ54

6 液状化現象  巨大地震を読み解くキーワード 國生　剛治／著 山海堂 2005 東部／一般開架 5113/14

7 活断層　（岩波新書） 松田　時彦／著 岩波書店 1995 東部／書庫CL 453/MA74

8 活断層とは何か 池田　安隆／［ほか］著 東京大学出版会 1996 東部／一般書庫 4534/1

9 日本の地震活動  被害地震から見た地域別の特徴

総理府地震調査研究推進本部
地震調査委員会（科学技術庁研
究開発局地震調査研究課内）／
編

地震予知総合研究振興会
地震調査研究センター

1999 東部／一般開架 45321/7

地震予知

10 地震の前、なぜ動物は騒ぐのか  電磁気地震学の誕生 池谷　元伺／著 日本放送出版協会 1998 中央／一般書庫 45338/2

11 最新日本の地震地図 岡田　義光／著 東京書籍 2006 西部／一般開架 45321/10

12 地震のはなし 茂木　清夫／著  朝倉書店 2001 西部／一般開架 45321/7

13 地震雲を追いかけて  あなたも地震を予知してみよう 上出　孝之／著 北国新聞社出版局（発売） 2003 西部／一般開架 45338/7

14 地震予知の科学
日本地震学会地震予知検
討委員会／編

東京大学出版会 2007 西部／一般開架 45338/8

15 地震と火山の１００不思議  地震予知・火山噴火予知の最前線 神沼　克伊／［ほか］著 東京書籍 2004 西部／一般書庫 453/3

16 地震と火山の１００不思議  地震予知・火山噴火予知の最前線 神沼　克伊／［ほか］著 東京書籍 2004 西部／一般書庫 453/3

17 これから注意すべき地震・噴火　緊急警告　（プレイブックス） 木村　政昭／著 青春出版社 2004 東部／一般開架 45338/5
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18
せまり来る巨大地震  大震災は必ずやってくる　増補版
（ニュートンムック）

竹内　均／総編集 ニュートンプレス 2002 東部／一般開架 36931/52

19 公認「地震予知」を疑う 島村　英紀／著 柏書房 2004 東部／一般開架 45338/4

20 地震学がよくわかる  誰も知らない地球のドラマ 島村　英紀／著 彰国社 2002 東部／一般開架 453/7

21 地震予報に挑む 串田　嘉男／著 ＰＨＰ研究所 2000 東部／一般開架 45338/2

過去の災害例

22 近代都市の巨大地震災害を追う　被災から復興へ  北後　寿／著
イワキ・プランニング・ジャ
パン

2006 中央／一般開架 36931/114

23 大都市が震えた日　 安政大地震・関東大震災・阪神淡路大震災 永沢　道雄／著 朝日ソノラマ 2000 西部／一般開架 3693/12

24 新潟県中越地震 特別報道写真集 新潟日報社 2004 西部／一般開架 36931/27

25 津波の恐怖  三陸津波伝承録 山下　文男／著 東北大学出版会 2005 西部／一般開架 4534/13

26 日本の地震災害　（岩波新書） 伊藤　和明／著 岩波書店 2005 西部／一般開架 45321/12

27 日本災害史 北原　糸子／編 吉川弘文館 2006 西部／一般開架 45098/3

28 阪神・淡路大震災と地震の予測
深尾　良夫／編
石橋　克彦／編

岩波書店 1996 西部／一般書庫 4532/12

29 別冊安全工学  阪神・淡路大震災特集 安全工学協会／編集 安全工学協会 1997 西部／一般書庫 4532/13

30 地震の日本史  大地は何を語るのか 寒川　旭／著 中央公論新社 2007 東部／一般開架 45321/18

31 中越大震災  前編　雪が降る前に
新潟県中越大震災記録誌編
集委員会／編集

ぎょうせい 2006 東部／一般開架 36931/85

防災

32
この一冊でわかる最新地震対策ノウ・ハウ
市民から消防防災行政マンまで

樋口　次之／著 近代消防社 1996 中央／一般開架 453/5

33 日本の災害危機管理 武田　文男／著 ぎょうせい 2006 中央／一般開架 3693/51

34 都市防災 吉井　博昭／著 講談社 1996 中央／一般書庫 36931/40

35 災害情報が命を救う 山崎　登／著 近代消防社 2005 西部／一般開架 3693/108
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36
介護災害を防ぐ生活支援システム 新潟県中越大震災を乗り越え
たサポートセンター千歳の取組み

高齢者総合ケアセンターこ
ぶし園／編

筒井書房 2008 西部／一般開架 36926/126

37 いのちを守る地震防災学 林　春男／著 岩波書店 2003 東部／一般開架 36931/65

38 温暖化クライシス　メタルカラー烈伝　 山根　一眞／著 小学館 2006 東部／一般開架 3693/54

39 緊急地震速報  そのとき、あなたは、どうしますか？ 渡辺　実／著  
角川ＳＳコミュニケーション
ズ（発売）

2008 東部／一般開架 36931/109

40 緊急地震速報  揺れる前にできること
目黒公郎／監修
藤縄幸雄／監修

東京法令出版 2007 東部／一般開架 36931/96

41 高層難民　新潮新書 渡辺　実／著 新潮社 2007 東部／一般開架 36931/93

42 災害救助   新訂 竹内　吉平／著 近代消防社 2006 東部／一般開架 3693/31/06

43 地震防災のはなし　都市直下地震に備える
岡田　恒男／編
土岐　憲三／編

朝倉書店 2006 東部／一般開架 36931/86

44 せまり来る巨大地震  大震災は必ずやってくる　増補版 竹内　均／総編集 ニュートンプレス 2002 東部／一般開架 36931/52

45 想定される日本の大震災 ニュートンプレス 2006 東部／一般開架 453/10

家庭の防災

46 インテリアの地震対策　  家具と家電製品から人をまもる
北浦　かほる／著
北原　昭男／著

リバティ書房 1998 中央／一般書庫 36931/69

47
自然災害ハンドブック
家族と自分を守るために、いますぐ危機管理を！

山と渓谷社／編
アシトチエ・プレス／著

山と渓谷社 2004 西部／一般開架 3693/106

48 生死を分けた三分間  そのとき被災者はどう生きたか
被災者＋日本聞き書き学
会／編

光文社 2006 西部／一般開架 36931/30

企業の防災

49
会社を守る防災マニュアルのつくり方
防災リスクマネジメントのすすめ

山根　義信／著
小坂　雄二／著

マネジメント社 2005 中央／一般開架 336/84

50 企業の震災危機対応  下　先進企業の震災対策（実例） 竹内　吉平／監修 近代消防社 2001 中央／一般開架 36931/89/2

51 企業の震災危機対応  上　事業所の震災応急対策 竹内　吉平／監修 近代消防社 2001 中央／一般開架 36931/89/1

52 企業の地震対策Ｑ＆Ａ１００  この一冊ですべてがわかる
小林　誠／著
服部　誠／著

日刊工業新聞社 2007 中央／一般開架 336/114
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53 巨大地震  首都直下地震の被害・防災シミュレーション
坂　篤郎／監修
地震減災プロジェクトチー
ム／監修

角川書店 2005 中央／一般書庫 36931/104

54 企業の災害対策と事業継続計画 セコム株式会社／監修 リックテレコム 2007 西部／一般開架 336/42

行政の防災

55
子どもを守る学校の危機管理ガイドライン
　凶悪犯罪、地震災害、集団感染症、薬物対策等の全ノウハウ

大泉　光一／著 教育開発研究所 2004 中央／一般開架 374/24

56 自主防災組織のための大規模地震時の避難生活マニュアル 地震防災対策研究会／編集 ぎょうせい 1999 中央／一般開架 36931/37

57 新日本の災害対策 災害対策制度研究会／編著 ぎょうせい 2002 中央／一般開架 3693/31

58 図解日本の防災行政 　改訂版（平成１６年） 災害対策制度研究会／編著 ぎょうせい 2004 中央／一般開架 3693/39

59
地震対応マニュアル作成のために
　 阪神・淡路大震災から学ぶ社会教育施設

社会教育施設防災研究会 2005 中央／一般開架 36931/105

60 地震防災対策ハンドブック  地域における震災対策の実務 地震防災対策研究会／編集 ぎょうせい 1997 中央／一般開架 36931/64

61 ポートフォリオでプロジェクト学習！（＜未来教育＞実践モデル） 鈴木　敏恵／著 教育同人社 2003 中央／一般開架 37492/10

避難生活

62
これからの非常食・災害食に求められるもの  災害からの教訓に
学ぶ　１

新潟大学地域連携フード
サイエンス・センター／編

光琳  2006 西部／一般開架 3693/115/1

63 トイレが大変！  阪神・淡路大震災と新潟県中越大震災の教訓 山下　亨／編著 近代消防社 2005 東部／一般開架 51851/9

耐震建築

64 マンションの地震対策（岩波新書） 藤木　良明／著  岩波書店 2006 中央／一般書庫 52491/31

65 「地震でも安心な家」に住みたい  そんなリフォームで大丈夫？
日本木造住宅耐震補強事
業者協同組合／著

ＰＨＰ研究所 2005 西部／一般開架 52491/43

66
地震に強い＜木造住宅＞パーフェクトマニュアル
  （エクスナレッジムック ）

エクスナレッジ 2003 西部／一般開架 52491/21
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まちづくり

67 震災に強い都市づくり・地区まちづくりの手引
都市防災実務ハンドブック編
集委員会／編集

ぎょうせい 2005 中央／一般開架 36931/98

68
安全・安心の都市づくり  安全で安心して住める家づくり・まちづく
りのために

望月　利男／編著
中林　一樹／編著

東京都立大学出版会 2001 東部／一般開架 51887/5

69 地震から暮らしを守る町づくり  大震災から学んだ７４の提言 日本建築学会／編 彰国社 1998 東部／一般開架 52491/13

ボランティア

70 情報ボランティア 大月　一弘／［ほか］共著 ＮＥＣクリエイティブ 1998 西部／一般開架 3693/95

71
災害ボランティア読本
いてほしい時にきみがいる・来てほしい時にきみが来る

伊永　勉／著 小学館 1998 西部／書庫CL 36931/KO79

72 市民主体の危機管理  災害時におけるコミュニティとボランティア
東京ボランティア・市民活動
センター／編

筒井書房 2000 東部／一般書庫 36931/42

73 防災－協働のガイド  自助・共助・公助を超えて
高橋　洋／著
小島　誠一郎／著

日本防災出版社 2008 東部／一般開架 3693/64

災害小説

74 東京湾岸大津波 生田　直親／著 徳間書店 1992 中央／一般書庫 9136/I39

75 燃える水柱  陳　舜臣／著 徳間書店 1978 中央／一般書庫 9136/C36

76 神の子どもたちはみな踊る 村上　春樹／著 新潮社 2000 西部／書庫ＣＬ 9136/MU43

77 狐火の町 沢田　ふじ子／著 広済堂出版 1995 西部／書庫ＣＬ 9136/SA93

78 日本沈没　上・下 小松　左京／［著］  光文社 1976 西部／書庫ＣＬ 9136/KO61/1・2

79 海が割れる日  小説南関東地震 草　舎人／著  東京新聞出版局 1998 東部／一般書庫 9136/ｿﾄ1

80 Ｍ８（エムエイト） 高嶋　哲夫／著 集英社 2004 東部／一般開架 9136/ﾀﾃ10

81 震災列島 石黒　耀／著 講談社  2004 東部／一般書庫 9136/ｲｱ16

82 津波 高嶋　哲夫／著 集英社 2005 東部／一般開架 9136/ﾀﾃ11

83 ハンマー・オブ・エデン  ケン・フォレット
ケン・フォレット／著
矢野　浩三郎／訳

小学館 2000 東部／一般書庫 9337/ﾌｹ1
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