
　　＜防災・減災＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1
みんなで考える図書館の地震対策  減災へつ
なぐ

『みんなで考える図書館の地震
対策』編集チーム／編 日本図書館協会 2012.5 013/14 一般開架

2
災害・崩壊・津波地名解  地名に込められた
伝言

太宰 幸子／著 彩流社 2013.3 29101/63 一般開架

3
東日本大震災復興への提言  持続可能な経
済社会の構築

伊藤 滋／編 東京大学出版会 2011.6 304/689 一般開架

4
地方自治体は重い負担に耐えられるか  「民」
の力を結集する方法

小林 麻理／編著 早稲田大学出版部 2011.12 318/138 一般開架

5 Q&A震災と相続の法律相談 永井 幸寿／著 商事法務 2012.3 3247/24/2 一般開架

6 災害復興と居住福祉 早川 和男／編集 信山社 2012.3 3653/54 一般開架

7 防災・救急に役立つロープワーク 羽田 道信／著 風媒社 2008.6 3693/65 一般開架

8
防災・救急に役立つ日用品活用法&ロープ
ワーク

羽田 道信／著 風媒社 2011.4 3693/69 一般開架

9
もし、一日前に戻れたら…  私たち(被災者)か
らみなさんに伝えたいこと  [2008]

内閣府(防災担当) 2008.3 3693/70 一般開架

10
防災・減災の人間科学  いのちを支える、現
場に寄り添う

矢守 克也／編著 新曜社 2011.1 3693/76 一般開架

11 漂流被災者  「人間復興」のための提言 山中 茂樹／著 河出書房新社 2011.7 3693/79 一般開架

12 防災・災害対応の本質がわかる本 二宮 洸三／著 オーム社 2011.8 3693/81 一般開架

13 災害からみる防災・減災Q&A 藤田 嘉美／著 オーム社 2011.8 3693/82 一般開架

14 復興まちづくり実践ハンドブック
復興まちづくり研
究会／編著

ぎょうせい 2011.1 3693/86 一般開架

15
近助の精神  近くの人が近くの人を助ける防
災隣組

山村 武彦／著
金融財政事情研
究会

2012.9 3693/91 一般開架

16
減災と市民ネットワーク  安全・安心まちづくり
のヒューマンウェア

三舩 康道／著 学芸出版社 2012.9 3693/92 一般開架

17
災害時炊き出しマニュアル  誰もができる炊き
出しを目指して

キャンパー／共著 東京法規出版 2012.8 3693/93 一般開架

18 防災に役立つ地域の調べ方講座 牛山 素行／著 古今書院 2012.11 3693/94 一般開架

19 日本列島ハザードマップ  災害大国・迫る危機 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2013.3 3693/95 一般開架

20 自然災害と被災者支援 山崎 栄一／著 日本評論社 2013.9 3693/97 一般開架

21 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／著 共同通信社 2014.1 3693/101 一般開架

22 災害フィールドワーク論 木村 周平／編 古今書院 2014.9 3693/103 一般開架

23 地震の社会史  安政大地震と民衆 北原 糸子／[著] 講談社 2000.8 36931/48 一般書庫

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

防災・震災　～大切な命を守るために～

展示期間:平成2８年２月25日～4月14日
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

24 減災の知恵  阪神から東日本へ 金芳 外城雄／著 晃洋書房 2011.11 36931/160 一般開架

25 東日本大震災から学ぶ「津波にも負けず」 森田 武／著 近代消防社 2011.11 36931/165 一般開架

26
3.11津波で何が起きたか  被害調査と減災戦
略

柴山 知也／著 早稲田大学出版部 2011.12 36931/168 一般開架

27 東日本大震災と憲法  この国への直言 水島 朝穂／著 早稲田大学出版部 2012.2 36931/181 一般開架

28
地震大国の防災を考える　想定を超える大震
災に備えて

NPO法人東京いのちの
ポータルサイト／監修 自由国民社 2012.3 36931/196 一般開架

29 必ず役立つ震災食 石川県栄養士会／編 北國新聞社 2012.12 36931/215 一般開架

30
首都大地震揺れやすさマップ  あなたのまち
はなぜ揺れるのか!

目黒 公郎／監修 旬報社 2013.1 36931/228 一般開架

31
防災から減災へ  東日本大震災の取材ノート
から

山崎 登／著 近代消防社 2013.1 36931/229 一般開架

32
防災・減災・復旧被災地からおくるノウハウ集
水害現場でできたこと、できなかったこと

水害サミット実行
委員会／編

毎日新聞社 2014.3 36933/7 一般開架

33 命を預かる保育者の子どもを守る防災BOOK 猪熊 弘子／編 学研教育出版 2012.2 37614/14 一般開架

34 柳田国男と今和次郎  災害に向き合う民俗学 畑中 章宏／著 平凡社 2011.11 3801/83 一般開架

35 もし富士山が噴火したら 鎌田 浩毅／著 東洋経済新報社 2012.1 45382/18 一般開架

36
災害時の健康支援  行動科学からのアプロー
チ

災害行動科学研
究会／編

誠信書房 2012.9 49889/12 一般開架

37
仮設のトリセツ　もし、仮設住宅で暮らすこと
になったら

岩佐 明彦／著 主婦の友社 2012.3 527/182 一般開架

38
拡大する放射能汚染と法規制  穴だらけの制
度の現状

日置 雅晴／著 早稲田大学出版部 2011.12 53909/18/2 一般開架

39
サイエンスカフェにようこそ!  地震・津波・原発
事故・放射線

滝澤 公子／編著
冨山房インターナ
ショナル

2012.3 53999/15 一般開架

40 危険から身を守る本    自然災害編 山谷 茉樹／著 創元社 2010.11 5985/2/1 一般開架

41 危険から身を守る本    日常生活編 山谷 茉樹／著 創元社 2010.11 5985/2/2 一般開架

42 森林環境   2012　特集：震災復興と森林 森林環境研究会／編著 森林文化協会 2012.3 6505/1 一般書庫

43 津波と海岸林  バイオシールドの減災効果 佐々木 寧／著 共立出版 2013.2 6539/2 一般開架

44
東日本大震災とコンビニ  便利さ(コンビニエン
ス)を問い直す

川邉 信雄／著 早稲田大学出版部 2011.11 67386/25 一般書庫

45
文化遺産の保全と復興の哲学  自然との創造
的関係の再生

中川武+中川研究
室／編著

早稲田大学出版部 2012.4 70912/1 一般開架

46 和の道具の使い方  野遊びから防災まで 平山 隆一／著 並木書房 2011.7 786/33/2 一般開架

47 津波から生き延びるために  知る・行動する 電通(制作) 2010.12 VD369/6 別置ＡＶ

2 ページ

http://www.irasutoya.com/2012/05/blog-post_04.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_2291.html


　　＜防災教育＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

48 災害ボランティアの心構え 村井 雅清／著 ソフトバンククリエイティブ 2011.6 3693/78 一般開架

49
学生のパワーを被災地へ!  「早稲田型ボラン
ティア」の舞台裏

岩井 雪乃／編著 早稲田大学出版部 2012.2 36931/180 一般開架

50
自然災害とストレスマネジメント  それでも僕ら
は歩み出す

磯野 清／著 文芸社 2012.3 36931/188 一般開架

51
新ボランティア学のすすめ  支援する/される
フィールドで何を学ぶか

内海 成治／編 昭和堂 2014.12 3697/65 一般開架

52
子どもの命は守られたのか  東日本大震災と
学校防災の教訓

数見 隆生／編著 かもがわ出版 2011.12 37492/11 一般開架

53
子どもたちに「生き抜く力」を  釜石の事例に
学ぶ津波防災教育

片田 敏孝／著 フレーベル館 2012.2 37492/12 一般開架

54 命を守る教育  3.11釜石からの教訓 片田 敏孝／著 PHP研究所 2012.3 37492/13 一般開架

55 人が死なない防災 片田 敏孝／著 集英社 2012.3 37492/14 一般開架

56
東日本大震災と学校  その時どうしたか次に
どう備えるか

天笠 茂／編著 学事出版 2013.3 37492/15 一般開架

57 教師のための防災教育ハンドブック 立田 慶裕／編 学文社 2013.9 37492/16 一般開架

58
防災教育  学校・家庭・地域をつなぐ世界の事
例

ショウ ラジブ／編著 明石書店 2013.11 37492/17 一般開架

59
子どもの命と向き合う学校防災  東日本大震
災の教訓から日本の沿岸部学校への提言

数見 隆生／著 かもがわ出版 2015.4 37492/18 一般開架

60 防災教育のすすめ  災害事例から学ぶ 岩田 貢／編 古今書院 2013.11 37533/16 一般開架

　　＜地震のしくみ＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

61 地震と防災  “揺れ”の解明から耐震設計まで 武村 雅之／著 中央公論新社 2008.8 453/11 一般開架

62 「次」にひかえるM9超巨大地震 ニュートンプレス 2011.7 453/13 一般開架

63 巨大地震としくみ ニュートンプレス 2011.1 453/14 一般開架

64 巨大地震の科学と防災 金森 博雄／著 朝日新聞出版 2013.12 453/17 一般開架

65 図説地震と人間の歴史 アンドルー・ロビンソン／著 原書房 2013.11 45302/1 一般開架

66 地震・津波と火山の事典 東京大学地震研究所／監修 丸善 2008.3 45303/4 一般開架

67 東日本大震災を解き明かす
NHK「サイエンス
ZERO」取材班／編著 NHK出版 2011.6 45321/21 一般開架

68
地震列島と原発  首都直下,東海,東南海,南海
地震に備える

ニュートンプレス 2012.2 45321/24 一般開架
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　　＜地震の記録・記憶＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

69 発掘された日本列島  新発見考古速報  2012 文化庁／編 朝日新聞出版 2012.6 21002/47 一般書庫

70 災害復興の日本史 安田 政彦／著 吉川弘文館 2013.2 21017/4 一般開架

71
元禄の光と翳  朝日文左衛門の体験した「大
変」

大下 武／著 ゆいぽおと 2014.11 21052/110 一般開架

72 関東大震災  写真集 北原 糸子／編 吉川弘文館 2010.4 21069/49 一般開架

73
ひと目でわかる「大正・昭和初期」の真実
1923-1935

水間 政憲／著 PHP研究所 2014.7 21069/68 一般開架

74
関東大震災時の朝鮮人迫害  全国各地での
流言と朝鮮人虐待

山田 昭次／著 創史社 2014.9 21069/70 一般開架

75
関東大震災記憶の継承  歴史・地域・運動か
ら現在を問う

関東大震災90周年記念
行事実行委員会／編 日本経済評論社 2014.1 21069/72 一般開架

76 東北力  絶対に復活するこれだけの強さ 東北をこよなく愛する会／著 PHP研究所 2011.8 2912/24 一般開架

77 東北・大地をゆく 仙道 作三／著 春秋社 2012.3 2912/26 一般開架

78
岩泉・海と小本  東日本大震災を経て、ふるさ
とを見る・知る・探るビジュアル史料

岩手県立大学総
合政策学部／編

イー・ピックス 2014.11 29122/12 一般開架

79
地震は貧困に襲いかかる  「阪神・淡路大震
災」死者6437人の叫び

いのうえ せつこ／著 花伝社 2008.1 36931/101 一般開架

80 東日本大震災  特別報道写真集 共同通信社 2011.4 36931/122 一般開架

81
東日本大震災  報道写真全記録2011.3.11-
4.11

朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2011.4 36931/124 一般開架

82 東日本大震災  読売新聞報道写真集 読売新聞東京本社 2011.5 36931/125 一般開架

83
朝日新聞縮刷版東日本大震災  特別紙面集
成2011.3.11ー4.12

朝日新聞社／著 朝日新聞社 2011.5 36931/127 一般開架

84
写真で見るトモダチ作戦  OPERATION
TOMODACHI

北村 淳／編著 並木書房 2011.6 36931/134 一般開架

85 3.11  大震災・原発災害の記録  [1] 橋本 紘二／著 農山漁村文化協会 2011.7 36931/141 一般開架

86
<東日本大震災・原発事故>復興まちづくりに
向けて

学芸出版社編集
部／編

学芸出版社 2011.7 36931/142 一般開架

87 TSUNAMI 3・11    PART1 豊田 直巳／編 第三書館 2011.6 36931/145 一般開架

88 TSUNAMI 3・11    PART2 第三書館編集部／編 第三書館 2011.9 36931/145/2 一般開架

89 TSUNAMI 3・11    PART3 第三書館 2012.6 36931/145/3 一般開架

90 それでも咲いていた千年桜  大沼英樹写真集 大沼 英樹／著 窓社 2011.7 36931/146 一般開架

91
前へ!  東日本大震災と戦った無名戦士たちの
記録

麻生 幾／著 新潮社 2011.8 36931/149 一般開架

92 東日本大震災全記録  被災地からの報告 河北新報社 2011.8 36931/152 一般開架

93 奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 中原 一歩／著 朝日新聞出版 2011.1 36931/154 一般開架

94 平成の三陸大津波  特別報道写真集 岩手日報社 2011.6 36931/155 一般開架

95
河北新報のいちばん長い日  震災下の地元
紙

河北新報社／著 文藝春秋 2011.1 36931/156 一般開架

96
「つなみ」の子どもたち  作文に書かれなかっ
た物語

森 健／著 文藝春秋 2011.12 36931/164 一般開架

97
0泊3日の支援からの出発  早稲田大学ボラン
ティアセンター・学生による復興支援活動

加藤 基樹／編著 早稲田大学出版部 2011.12 36931/169 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

98
東日本大震災の復興に向けて  火山災害か
ら復興した島原からのメッセージ

高橋 和雄／編 古今書院 2012.1 36931/172 一般開架

99
東日本大震災の復興  自治体・企業・労組の
支援実例集

くらしのリサーチ
センター／編集

くらしのリサーチ
センター

2011.12 36931/174 一般開架

100
震災1年全記録  大津波、原発事故、復興へ
の歩み

朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2012.2 36931/178 一般開架

101
読売新聞記者が見つめた東日本大震災300
日の記録

読売新聞東京本社 2012.3 36931/184 一般開架

102 震災復興  日本経済の記録 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 2012.2 36931/189 一般開架

103 日本人の底力  東日本大震災1年の全記録 産経新聞社／著 産経新聞出版 2012.3 36931/190 一般開架

104 写真記録|東日本大震災3・11からの軌跡 毎日新聞社／著 毎日新聞社 2012.3 36931/197 一般開架

105
自衛隊員が撮った東日本大震災  内側からで
しか分からない真実の記録

防衛省／協力 マガジンハウス 2012.3 36931/199 一般開架

106
統計と地図でみる東日本大震災被災市町村
のすがた

衞藤 英達／著 日本統計協会 2012.3 36931/201 一般開架

107 生きる  東日本大震災から一年 日本写真家協会／編 新潮社 2012.2 36931/202 一般開架

108
東日本大震災の記録・宮城  忘れない伝えよ
うつながろう

泉区福祉ガイドブック
作成委員会／編集

泉区福祉ガイドブッ
ク作成委員会

2012.4 36931/205 一般開架

109
津波からの生還  東日本大震災・石巻地方
100人の証言

三陸河北新報社「石
巻かほく」編集局／編 旬報社 2012.8 36931/209 一般開架

110 津波の墓標 石井 光太／著 徳間書店 2013.1 36931/219 一般開架

111 津波の夜に  3・11の記憶 大西 暢夫／著 小学館 2013.2 36931/224 一般開架

112 文豪たちの関東大震災体験記 石井 正己／著 小学館 2013.8 36931/226 一般開架

113 瓦礫にあらず  石巻「津波拾得物」の物語 葉上 太郎／著 岩波書店 2013.3 36931/231 一般開架

114 震災画報 宮武 外骨／著 筑摩書房 2013.8 36931/238 一般開架

115
ボランティアによる支援と仮設住宅  東日本大
震災

日本家政学会東日本大震災生
活研究プロジェクト／編 建帛社 2014.5 36931/246 一般開架

116
8・15戦災と3・11震災  なぜ悲劇は繰り返され
るのか

片野 勧／著 第三文明社 2014.7 36937/45 一般開架

117 地震雑感／津浪と人間 寺田 寅彦／著 中央公論新社 2011.7 45304/1 一般開架

118 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 2011.5 45321/18 一般開架

119 千年震災  繰り返す地震と津波の歴史に学ぶ 都司 嘉宣／著 ダイヤモンド社 2011.5 45321/20 一般開架

120
日本人はどんな大地震を経験してきたのか
地震考古学入門

寒川 旭／著 平凡社 2011.11 45321/23 一般開架

121 命と地域を守る  証言東日本大震災 日刊建設工業新聞社震
災特別取材班／編著

日刊建設工業新聞社 2012.3 51094/2/0 一般開架

122
航空写真で現在(いま)の土地を読む  地震の
危険箇所を知るために

小泉 俊雄／著 彰国社 2014.6 5112/6 一般開架

123 大津波と原発 内田 樹／著 朝日新聞出版 2011.5 5435/61 一般書庫

124 アフターマス  震災後の写真 飯沢 耕太郎／著 NTT出版 2011.1 7404/41 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

125 神戸市街地定点撮影  1995-2001 関 美比古／写真 毎日新聞社 2002.1 748/362 一般書庫

126 はまゆりの頃に  三陸、福島2011ー2013年 田代 一倫／著 里山社 2013.11 748/771 一般開架

127 水害大国  天災・人災・怠慢災 辻田 啓志／著 柘植書房新社 2008.6 36933/11 一般開架

128 ことばのポトラック 大竹 昭子／編 春風社 2012.4 91156/78 一般開架

129 希望の地図  3.11から始まる物語 重松 清／著 幻冬舎 2012.3 9136/ｼｷ45 一般開架

130 随想    2011 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 2012.3 91468/61/11 一般開架

131 天変動く  大震災と作家たち 悪 麗之介／編・解説 インパクト出版会 2011.9 9186/63 一般開架

132
20世紀日本の地震災害  財団法人日本気象
協会企画映像作品

日本映画新社(製作) 2003製作 VD369/1 別置ＡＶ

133
Zone存在しなかった命  Zone, the life that did
not exist

北田直俊 監督
日本アナログ・デジ
タル・ギャルドadg

[2013] VD369/12 別置ＡＶ

134
ただ、目の前の命のために。  全国民の「想
い」を胸に、被災地へ

防衛省(制作) 〔2011〕 VD392/1 別置ＡＶ

135
小貝川災害復旧記録  昭和56年8月高須地先
昭和61年8月赤浜・豊田地先

日映科学映画製
作所(制作)

2007.3 VD517/1 別置ＡＶ

　　「場所区分」が「別置AV」になっている作品は、視聴覚資料（ビデオテープ・DVD）です。
　　東部図書館館内のAVブースでご覧いただけます。カウンターで利用の申し込みを承りますので、

　　　お気軽にご利用ください。

　　また、視聴覚資料の館外への貸出しは、行っておりませんのでご注意ください。
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