
千葉県立西部図書館　

◆正面玄関前展示ケース（図書）◆

地震を知る

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

1
暮らしと自然災害 後藤　惠之輔／編著

後藤　健介／著
電気書院 2009.9 45098/5

2
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 2006.7 453/5

3
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 2008.3 45303/3

4
大震災以後 「科学」編集部／編

室崎　益輝／ほか著
岩波書店 1998.3 45321/4

5
地震  “なまず”の活動史 寒川　旭／著 大巧社 2001.9 45321/6

6
地震のはなし 茂木　清夫／著 朝倉書店 2001.10 45321 / 7

7
最新日本の地震地図 岡田　義光／著 東京書籍 2006.9 45321/10

8
震度を知る  基礎知識とその活用 ぎょうせい 1996.9 4533 / 6

9
検証・房総の地震  首都機能を守るために 千葉日報社 1997.9 C3693 / 1

地震予知

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

10
東海地震の予知と防災 土　隆一／編 静岡新聞社 1997.3 45321 / 1

11
地震予知研究の新展開 長尾　年恭／著 近未来社 2001.2 4533/2

12
地震予知と社会 神沼　克伊／監修

平田　光司／監修
古今書院 2003.5 45338/5

13
なぜ電磁気で地震の直前予知ができるか 早川　正士／著 日本専門図書出

版
2003.4 45338/6

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 2007.5 45338/8

平成２４年１月５日(木)～３月１５日(木)

　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災から１年が経過しようとし
ています。
　西部図書館では、改めて、当時の状況を振り返るとともに、地震や津波
から身を守るために参考となる本・新聞・雑誌を展示します。
　また、被災された県の観光産業を応援するため、観光パンフレットを展
示します。

＜企画展示　東日本大震災から１年＞



東日本大震災

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

15
闘う日本  東日本大震災１カ月の全記録 産経新聞社／著 産経新聞出版 2011.4 36931/46

16
東日本大震災岩手 テクニカルスタッ

フ
［2011］ 36931/48

17
東日本大震災宮城 テクニカルスタッ

フ
［2011］ 36931/49

18
Ｒｅｖｉｖｅ～復興  東日本大震災「亘理町
復興支援写真集」

東北プリント 2011.10 36931/50

19
Ｑ＆Ａ東日本大震災と税務対応 杉本　茂／編著

さくら綜合事務所／著
商事法務 2011.6 33698/69

20
ナース発東日本大震災レポート  ルポ・その
とき看護は

日本看護協会出版会編集
部／編

日本看護協会出
版会

2011.9 49291/116

21
東日本大震災の教訓  住宅編　震災に強い家
住まいをいかにつくり備えるか

日経ホームビルダー／編 日経ＢＰ社 2011.6 52491/70/1

22
東日本大震災の教訓  土木編  インフラ被害の
全貌　大津波から人命と国土を守るための課題

日経コンストラクション／編 日経ＢＰ社 2011.6 52491/70/2

23
東日本大震災の教訓  都市・建築編 日経コンストラクション／編 日経ＢＰ社 2011.6 52491/70/3

24
２０１１年東北地方太平洋沖地震災害調査
速報

日本建築学会／編集 日本建築学会 2011.7 52491/72

25
いま原発で何が起きているのか  特別報道写
真・解説集　＜特別収録＞千葉県内の被害状況

千葉日報社 2011.6 C543/ 1

過去の地震

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

26
＜防災誌＞関東大震災  千葉県の被害地震か
ら学ぶ震災への備え

千葉県環境財団／編集
千葉県総務部消
防地震防災課

2009.3
3693/26

27
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
2000.8

36931/12

28
新潟県中越地震  特別報道写真集 新潟日報社 2004.11 36931/27

29
日本災害史  写真・絵画集成  ２　地震・津
波

下鶴　大輔／監修
津村　建四朗／監修

日本図書セン
ター

2001.9 45098/1/2

30
日本の地震災害 伊藤　和明／著 岩波新書 2005.10 45321 / 12

31
古地震  歴史資料と活断層からさぐる 萩原　尊礼／編著 東京大学出版会 1982.11 4552/2

32
地震と房総 千葉県立中央博物館／編

集
千葉県立中央博
物館

1990 C4530/5

津波

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

33
哀史三陸大津波  歴史の教訓に学ぶ 山下　文男／著 河出書房新社 2011.6 36931/47

34
日本被害津波総覧 第２版 渡辺　偉夫／著 東京大学出版会 1998.2 4534 / 5

35
津波の恐怖  三陸津波伝承録 山下　文男／著 東北大学出版会 2005.3 4534/13

36
風水害との闘い  防災誌 千葉県環境財団／編集 千葉県総務部消

防地震防災課
2010.3 C3693/31

37
地震と津波  平成１５年度企画展 千葉県立安房博物館／編

集
千葉県立安房博
物館

2003.7 C453 / 4 

38
元禄地震（１７０３）とその津波による千
葉県内各集落での詳細被害分布

都司　嘉宣／〔著〕 〔歴史地震研究
会〕

［2003］ C453 / 5

39
房総災害史  元禄の大地震と津波を中心に 千葉県郷土史研究連絡協

議会／編
千秋社 1984 C4530 / 1

40
房総沖巨大地震  元禄地震と大津波 伊藤　一男／著 崙書房 1983.9 C4530 / 2 



地盤・液状化

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

41
活断層とは何か 池田　安隆／［ほか］著 東京大学出版会 1996.1 4534/7

42
地震と活断層  過去から学び、将来を予測す
る

産業技術総合研究所活断層研究セ
ンター／編  産業技術総合研究所
地球科学情報研究部門／編

丸善 2004.4 4534/12

43
関東の地盤 関東地域における地盤情報データ

ベースの運用と活用検討委員会／
編

地盤工学会 2010.12 45513/6

44
地盤災害  地質学者の覚え書き 羽鳥　謙三／著 之潮 2009.6 5112/21

45
災害列島日本の地盤を探る 前野　昌弘／著 日刊工業新聞社 2009.12 5112/22

46
埋立て軟弱地盤の防災 柴田　徹／編著 森北出版 1982.5 5113/22

47
液状化危険度に関する調査研究  液状化地域
における住宅被害の研究  別冊

損害保険料率算
定会

1990 5113/64

48
地盤液状化の科学 岡　二三生／著 近未来社 2001.7 5113/80

49
地盤液状化の物理と評価・対策技術 吉見　吉昭／著

福武　毅芳／著
技報堂出版 2005.1 5113/88

50
地盤・耐震工学入門 地盤・耐震工学入門編集

委員会／編集
地盤工学会 2008.7 5113/96

51
千葉県の地盤と地質環境 近藤　精造／著 近代文芸社 1996.9 C4550 / 6

防災対策

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

52
災害  放送・ライフライン・医療の現場から 放送文化基金／編集  広

井　脩／監修
放送文化基金 2000.1 3693 / 100

53
災害情報が命を救う  現場で考えた防災 山崎　登／著 近代消防社 2005.12 3693 / 108 

54
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

新潟大学地域連携フード
サイエンス・センター／編

光琳 2006.6 3693 / 115 /1 

55
これからの非常食・災害食に求められるも
の　２

新潟大学地域連携フード
サイエンス・センター／編

光琳 2008.5 3693 / 115 /2 

56
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

内閣府（防災担
当）

2008.3 3693 / 118

57
世界と日本の災害復興ガイド 兵庫県震災復興研究センター／編

『世界と日本の災害復興ガイド』編集
委員会／編

クリエイツかもが
わ

2009.1 3693 / 119

58
防災コミュニティ  現場から考える安全・安
心な地域づくり

中村　八郎／著  森勢　郁
生／著

自治体研究社 2010.4 3693 / 120

59
地震防災の事典 岡田　恒男／編集  土岐

憲三／編集
朝倉書店 2000.9 36931 / 11

60
地震と人間 大野　隆造／編

瀬尾　和大／［ほか］著
朝倉書店 2007.1 36931/33

61
都市防災学  地震対策の理論と実践 梶　秀樹／編著  塚越　功

／編著
学芸出版社 2007.3 36931 / 35

62
地震と下水道 月刊下水道編集部／編 環境新聞社 2011.7 5182/74

63
大震災に備える 日本建築学会／編集 日本建築学会 2009.12 51887/9

64
ちば被害想定新聞 千葉県総務部消

防地震防災課
［2008］ C3693 / 28 



防災マニュアル・ガイド

No. 書　　　名 著者等 出版者 出版年 請求記号

65
地震対策マニュアル作成の実務  震災から会
社を守るノウハウ

さくら総合研究所／編著 清文社 1996.1 3693/82

66
自然災害ハンドブック  新版　災害時のパ
ニックを避け、大切な命を守るために！

山と渓谷社／編  アシトチ
エ・プレス／著

山と渓谷社 2011.5 3693 / 106

67
災害が起こったときに外国人を助けるため
のマニュアル 新版

弘前大学人文学部社会言
語学研究室／編集

弘前大学人文学部社会言語
学研究室減災のための「やさ
しい日本語」研究会

2005.1 3693 / 107

68
災害ボランティア実践ワークショップガイ
ド

阪神・淡路大震災記念人
と防災未来センター

2006.8 3693 / 111

69
みんなで知っ得「助かる」「助ける」  視覚
障害者のための防災対策マニュアル

日本盲人社会福祉施設
協議会情報サービス部会

2010.9 3693 / 123

70
都市防災実務ハンドブック  地震防災編 都市防災実務ハンドブック

編集委員会／編集
ぎょうせい 1997.9 36931/1

71
震災時帰宅支援マップ  千葉・城東方面版 昭文社 2006 C3693 / 10

72
わが家の防災ガイドブック  保存版 印西市市民経済

部防災課
2006.11 C3693 / 16

73
災害時要援護者避難支援の手引き 千葉県 2009.10 C3693 / 29

74
災害時における避難所運営の手引き 千葉県 2009.10 C3693 / 30 

75
野田市防災ハンドブック　保存版 ［野田市］ ［2010］ C3693 / 34

◆新聞閲覧席前展示コーナー◆　

新聞・雑誌（特集）

No. 雑　誌　名（出版者）

1
朝日新聞縮刷版（朝日新聞社）

2
ＡＥＲＡ（朝日新聞出版） 

3
ａｆｆ（農林水産省）

4
化学（化学同人 ）

5
観光とまちづくり（日本観光振興協会）

6
月刊下水道（環境公害新聞社）

7
現代農業（農山漁村文化協会） 

8
日経コンストラクション （日経ＢＰ社）

9
日経サイエンス（日経サイエンス）

10
日経メディカル（日経ＢＰ社）

11
文藝春秋（文藝春秋）

２０１１年９月増刊／大震災・原発災害　東北はあきらめない！

２０１１年６月号／特集　東日本大震災

２０１１年５月号／ルポ　東日本大震災　奮闘する医療現場

２０１１年８月臨時増刊号／つなみ　被災地のこども８０人の作文
集

＊図書は貸し出しできます。新聞・雑誌は館内で御利用ください。

２０１１年３月１１日～４月１２日号／東日本大震災　特別紙面集
成

巻号／特集名

臨時増刊Ｎｏ.２０／２０１１年４月３０日号／東日本大震災　レン
ズが震えた

２０１１年５月号／特別企画　東日本大震災

２０１１年５月号／東日本大震災 科学者たちが語る被災体験と提言

平成２３年度１号／がんばろう！日本　観光の底力

２０１１年６月号／東日本大震災で考えること

２０１１年４月１１日号／追跡　東日本大震災

　青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、千葉県の観光パンフレット
も展示しています。
　復興を応援するため、旅行にでか
けてみませんか。

　

 千葉県立西部図書館

　 〒270-2252　松戸市千駄堀657－7
    TEL　047－385-4133
  　http://www.library.pref.chiba.lg.jp/

被災県の観光産業を応援しよう！


