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■命をまもる 

書名 著者 出版者 年 請求記号 所蔵 

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 3693/101 東部 

72 時間生きぬくための 101 の方法 夏緑著 童心社 2012 J369/ﾅﾐ 中央 

危険から身を守る本 自然災害編 山谷茉樹著 創元社 2010 5985/2/1 東部 

子連れ防災手帖 被災ママ 812 人が作った つながる.com 編 メディアファクトリー 2012 36931/202 中央 

親子のための地震イツモノート 

キモチの防災マニュアル   

地震イツモプロ

ジェクト編集 

ポプラ社 2011 J369/ｵﾔ 中央 

もし富士山が噴火したら  鎌田浩毅著   

高世えり子著 

東洋経済新報社 2012 45382/18 東部 

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 786/33 東部 

被災地デイズ  矢守克也編著 弘文堂 2014 3693/126 中央 

必ず役立つ震災食 

最小限の水で作る超カンタン!!栄養満点レシピ 

石川県栄養士

会編集 

北國新聞社 2012 36931/215 東部 

人が死なない防災 片田敏孝著 集英社 2012 37492/14 東部 

3.11 が教えてくれた防災の本 1～4 

1 地震 2 津波 3 二次災害 4 避難生活 

片田敏孝監修 かもがわ出版 2011 

2012 

J369/ｻﾝ /1～

4 

中央 

■自然災害の記録・体験記 

●日本の自然災害の歴史 

日本災害史 北原糸子著 吉川弘文館 2006 45098/3 西部 

天災から日本史を読みなおす 先人に学ぶ防災 磯田道史著 中央公論新社 2014 21017/5 東部 

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 45321/18/11 東部 

 

●安政の大地震 

地震の社会史 安政大地震と民衆 北原糸子著 講談社 2000 36931/48 東部 

鯰絵 震災と日本文化  里文出版 1995 3870/97 西部 

鯰絵 民族的想像力の世界 C.アウエハント著 岩波書店 2013 387/90 中央 

 

●関東大震災 

関東大震災 写真集 北原糸子編集 吉川弘文館 2010 21069/49 東部 

関東大震災 吉村昭著 文芸春秋 1979 21069/Y91 東部 

地震雑感／津浪と人間  寺田寅彦著 中央公論新社 2011 45304/1 東部 

文豪たちの関東大震災体験記  石井正己著 小学館 2013 36931/226 東部 

東京震災記 田山花袋著 博文館新社 1991 916/ﾀｶ 1 西部 

震災画報 宮武外骨著 筑摩書房 2013 36931/238 東部 

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 3801/83 東部 



●阪神・淡路大震災 

 

 

阪神大震災 全記録    M7.2 直撃   神戸新聞社編集 神戸新聞総合

出版センター 

1995 3693/H29 中央 

神戸市街地定点撮影 1995－2001 関美比古写真   

高橋勝視写真 

毎日新聞社 2002 748/362 中央 

小松左京の大震災'95  小松左京著 毎日新聞社 1996 36931/18 中央 

てつびん物語  

阪神・淡路大震災ある被災者の記録 

土方正志文   

奥野安彦写真 

偕成社 2004 J369/ﾋﾏ 中央 

 

●東日本大震災 

はまゆりの頃に 三陸、福島 2011〜2013 年 田代一倫著 里山社 2013 748/771 東部 

ともしび 被災者から見た被災地の記録 シュープレス編著 小学館 2011 36931/157 中央 

河北新報のいちばん長い日  河北新報社著 文藝春秋 2011 36931/156 東部 

遺体 震災、津波の果てに 石井光太著 新潮社 2011 36931/158 東部 

春を恨んだりはしない 震災をめぐって考えたこと 池澤夏樹著 中央公論新社 2011 36931/148 東部 

希望の地図 3.11 から始まる物語 重松清著 幻冬舎 2012 9136/ｼｷ 45 東部 

宮城県気仙沼発!ファイト新聞 ファイト新聞社著 河出書房新社 2011 J369/ﾐﾔ/ 中央 

地震のはなしを聞きに行く  

父はなぜ死んだのか 

須藤文音文   

下河原幸恵絵 

偕成社 2013 J453/ｽｱ 中央 

高校生、災害と向き合う  

舞子高等学校環境防災科の 10 年 

諏訪清二著 岩波書店 2011 J519/ｽｾ 中央 

被災地あさひ 被災から復旧、そして復興へ 旭市秘書広報

課企画編集 

千葉県旭市 2011 C3693/24 東部 

 

●津波 

津波てんでんこ 近代日本の津波史 山下文男著 新日本出版社 2008 4534/32 中央 

津波とたたかった人 浜口梧陵伝 戸石四郎著 新日本出版社 2005 C289/ﾊｺ 2 東部 

三陸海岸大津波 吉村昭著 中央公論社 1984 45251/Y91 中央 

瓦礫にあらず 石巻「津波拾得物」の物語 葉上太郎 古今書院 2013 36931/159 中央 

 

●噴火 

火山入門 日本誕生から破局噴火まで 島村英紀著 NHK 出版 2015 45382/12 西部 

富士山噴火の歴史 万葉集から現代まで 都司嘉宣著 築地書館 2013 45382/20 東部 

御嶽山噴火 緊急報道写真集  信濃毎日新聞社編集 信濃毎日新聞社 2014 36931/263 中央 

 

●気象災害 

日本災害史 3 写真・絵画集成 気象  日本図書センター 2001 45098/1/3 西部 

ドキュメント豪雨災害  稲泉連著 岩波書店 2014 36933/22 中央 

洪水、天ニ漫ツ  

カスリーン台風の豪雨・関東平野をのみ込む 

高崎哲郎著 講談社 1997 5174/9 西部 

 


