2015(H27).12.1 現在

学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

環境･災害･事故の事典
近世災害情報論
日本農書全集.第66巻 災害と復興 1
消防白書〈平成２０年版〉特集
地域総合防災力の強化―消防と住民が連携した活動の重要性
地震防災の事典
日本地震史料
日本被害地震総覧 最新版〈416〉－2001
防災六法 平成18年版
防災学ハンドブック
防災事典

出版社

図書番号

丸善
塙書房
農山漁村文化協会

A-00-か-001
A-00-き-001
A-00-さ-001

ぎょうせい

A-00-し-001

朝倉書店
明石書店
東京大学出版会
ぎょうせい
朝倉書店
築地書館

A-00-じ-001
A-00-に-001
A-00-に-002
A-00-ぼ-001
A-00-ぼ-002
A-00-ぼ-003

活断層とは何か
活断層地形判読 空中写真による活断層の認定
ここまでできる最先端科学技術 3 地球と宇宙
サイレント･アースクェイク 地球内部からのメッセージ
地学のツボ―地球と宇宙の不思議をさぐる
地球・読本
地球システム学のすすめ
地球科学の新展開 1 地球ダイナミクスとトモグラフィー
地球気象探険 写真で見る大気の惑星
東海沖の海底活断層
日本の活断層図 地図と解説
日本列島の地殼変動 新しい見方から
フォッサマグナ
プレートテクトニクスの基礎
変動地形を探る 2 環太平洋地域の海成段丘と活断層の調査から

大阪地盤沈下総合対策協
議会
東京大学出版会
古今書院
ゆまに書房
東京大学出版会
筑摩書房
宝島社
ＮＴＴ出版
朝倉書店
福音館書店
東京大学出版会
東京大学出版会
愛智出版
東海大学出版会
朝倉書店
古今書院

A-10-か-001
A-10-か-002
A-10-こ-001
A-10-さ-001
A-10-ち-001
A-10-ち-002
A-10-ち-003
A-10-ち-004
A-10-ち-005
A-10-と-001
A-10-に-001
A-10-に-002
A-10-ふ-001
A-10-ぷ-001
A-10-へ-001

ＮＨＫ気象･災害ハンドプック

日本放送出版協会

A-20-え-001

大阪地盤沈下対策誌

【大阪地盤沈下総合対策協議会】

A-10-お-001
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

気象業務はいま〈２００９>
写真でみる異常気象 「知」のビジュアル百科〈３９〉
地震と雲 地震の前にあらわれる変わった形の雲の写真集
アウトドア流防災ブック
―地震・災害 ノウハウと道具が家族を守る (ポケットBE‐PAL)
あなたに優しい防災習慣・天気の見方くらしにプラス！
安全･安心のまちづくり（まちづくり教科書シリーズ7）
山古志のこどもたち
―中越地震復興応援写真集 きみたちがいるから､だいじょうぶ｡
きみたちがいれぱ､のぞみはかなう。
山古志村ふたたび あきらめないで忘れないでおぼえていて
いつかまた､新しい村を作るのだから 中越地震復興応援写真集 [本]
１億人の防災ハンドブック―大災害・テロを生き抜く！
いのちやさしさまなび 第２版 兵庫発の防災読本
イラストでわかる防災･消防設備の技術
いいまちづくりが防災の基本
―災害列島日本でめざすは“花鳥風月のまちづくり”
絵とき消防設備のしくみ
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
河川を題材とした環境防災教育教材集
危機発生！そのとき地域はどう動く―市町村と住民の役割
巨大災害の時代を生き抜く （ウェッジ選書「地球学」シリーズ
－21世紀の地球と人類のかかわりを考える－）ジェオゲノム・プロジェクト
教師のための防災教育ハンドブック
企業の災害対策と事業継続計画
救急ママ―赤ちゃんと子どもの医学事典

出版社

図書番号

研精堂印刷
あすなろ書房
星雲社

A-20-き-002
A-20-し-001
A-20-じ-001

小学館

A-30-あ-001

文芸社
丸善

A-30-あ-002
A-30-あ-003

小学館

A-30-あ-004

小学館

A-30-あ-005

ピジネス教育出版社
アドバンテージ
サーバー
学芸出版社

A-30-い-001
A-30-い-002

イマジン出版

A-30-い-004

オーム社
マネジメント社
大阪環境防災
ネットワーク
第一法規

A-30-え-001
A-30-か-001

A-30-い-003

A-30-か-002
A-30-き-001

ウェッジ

A-30-き-002

学文社
リックテレコム
梧桐書院

A-30-き-003
A-30-き-004
A-30-き-005
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

建築設計資料 52 地域防災施設
これからの自治体防災計画 予防こそ災害対策の基本
これからの非常食・災害食に求められるもの〈２〉
災害時に必要な食の確保
これからの防災・減災がわかる本
これだけは知っておきたい！防災ハンドブック
（シリーズ「親子ｄｅ ｇｏ！」）「安心」チェック＆トライ
災害とトラウマ
災害の心理学とその周辺
北海道南西沖地震の被災地へのコミュニティ・アプローチ
災害看護 人間の生命と生活を守る （新版）
災害危機管理論入門―防災危機管理担当者のための基礎講座
災害救助 新訂
災害時の水利用-飲める水･使える水
災害情報が命を救う 現場で考えた防災
災害情報とメディア 第2版
災害情報と社会心理（シリーズ･情報環境と社会心理）
災害文化史の研究
災害防衛論
災害･事故を読む その後損保は何をしたか
災害･防災の本全情報 1995－2004
災害の危機管理 防災の意識と備えを考える
災害は忘れた所にやってくる（Ｋ+K press） 安全論ノート
－事故･災害の読み方
災害社会
災害危機管理読本―企業・団体の防災対策と事業継続管理
火と水の文化史 消防よもやま話

出版社

図書番号

建築資料研究社
自治体研究社

A-30-け-001
A-30-こ-001

光琳

A-30-こ-002

岩波書店

A-30-こ-003

日本標準

A-30-こ-004

みすず書房

A-30-さ-001

多賀出版

A-30-さ-002

メディカ出版
弘文堂
近代消防社
空気調和･
衛生工学会
近代消防社
リベルタ出版
北樹出版
高志書院（地方小）
集英社新書
文芸社
日外アソシエーツ
セメントジャーナル社

A-30-さ-003
A-30-さ-004
A-30-さ-005

A-30-さ-007
A-30-さ-008
A-30-さ-009
A-30-さ-010
A-30-さ-011
A-30-さ-012
A-30-さ-013
A-30-さ-014

工学図書

A-30-さ-015

京都大学学術出版会
日本コンサルタント
グループ
近代消防社

A-30-さ-016

A-30-さ-006

A-30-さ-017
A-30-し-001
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

自然災害と防災の科学
自然災害ハンドブック
自衛消防訓練マニュアル
実践版！わが家の防災Part2 いざというとき役立つ防災グッズ体験レポート
地盤災害から身を守る―安全のための知識
縄文人の遺産と現代人への警告
谷地名と縄文人･縄文海進,温暖化と災害のはなし
図解自己防衛(セルフディフェンス)マニュアル
(目からウロコのさんぶん図解)
<生活防災>のすすめ 防災心理学研究ノート
増補版 〈生活防災〉 のすすめ 東日本大震災と日本社会
全国消防･防災航空隊資料集 2008 写真と資料で見る全72機の活躍
続・防災公園技術ハンドプック
安全で安心できる地域づくりのための防災公園
体験版わが家の防災 本当に役立つ防災グッズ体験レボート
大規模災害における緊急消防援助隊ハンドブック （４訂版）
大災害来襲―防げ国土崩壊
地球23.4度の回転引力衝突時間
天気は潮によって並んでいた 災害は潮の変わり目にやってくる
地域防災力を高める 「やった」といえるシンポジウムを！
天災予知は可能か 予測の科学と人々の暮らし
天然ダムと災害
とっさの時に人を救えるか（中災防新書） 災害救急最前線
20世紀の災害と建築防災の技術
日本のため池 防災と環境保全
人はなぜ逃げおくれるのか（集英社新書）災害の心理学
被災者を救え！―災害看護師奮闘記

出版社

図書番号

東京大学出版会
山と渓谷社
近代消防社
駒草出版
古今書院

A-30-し-002
A-30-し-003
A-30-じ-001
A-30-じ-002
A-30-じ-003

筑波書林

A-30-じ-004

第三文明社

A-30-ず-001

ナカニシヤ出版

A-30-せ-001
Ａ-30-せ-002
A-30-ぜ-001

ナカニシヤ出版

タクト･ワン（地方小）
環境
コミュニケーションズ
駒草出版
東京法令出版
アドスリー 丸善

A-30-ぞ-001
A-30-た-001
A-30-だ-001
A-30-だ-002

新生出版

A-30-ち-001

近代消防社
勁草書房
古今書院
中央労働
災害防止協会
技報堂出版
海青社
集英社
文芸社

A-30-ち-002
A-30-て-001
A-30-て-002
A-30-と-001
A-30-に-001
A-30-に-002
A-30-ひ-001
A-30-ひ-002
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

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

出版社

図書番号

ぎょうせい

A-30-ひ-003

弘文堂

A-30-ひ-004

ビオシティ
銀河出版
日本防災出版社
星雲社〔発売〕
日本防災出版社
星雲社
誠文堂新光社
ナカニシヤ出版
学芸出版社
勁草書房
川島書店
東信堂

A-30-び-001
A-30-ふ-001

A-30-ぼ-003
A-30-ぼ-004
A-30-ぼ-005
A-30-ぼ-006
A-30-ぼ-007
A-30-ぼ-008

クライム

A-30-ぼ-009

星雲社
森北出版
内閣府／佐伯印刷
ぎょうせい

A-30-ぼ-010
A-30-ぼ-011
A-30-ぼ-012
A-30-ぼ-013

防災まちづくり大賞 事例集 【第15回】

(財)消防科学学習総合セン
ター (財)日本防火・危機管理
促進協会

A-30-ぼ-014

夢みる防災教育
ロボカップレスキュー 緊急大規模災害救助への挑戦

晃洋書房
共立出版

A-30-ゆ-001
A-30-ろ-001

What's Derolin? A Story of Earthquake and Tsunami

ウェイツ

A-40-W-001

被災地デイズ
災害を生き抜くための正解のない３１の問い
「BIO-CITY」NO.31 サステナプルな災害復興デザイン
不安列島 闘う防災術 あなたと家族が生き残るために
防災 協働のガイド―自助・共助・公助を超えて
防災 実務のガイド－担当者のここまでとここから
防災から見た季節と天気（雑学を超えた教養シリーズ）
防災ゲームで学ぶ リスク･コミュニケーション クロスロードヘの招待
防災と市民ネットワーク 安全なまちへのソフトウェア
防災の経済分析 リスクマネジメントの施策と評価
防災の社会心理学 社会を変え政策を変える心理学
防災の心理学―ほんとうの安心とは何か
防災への道しるべ揺れる大地
-地震･津波･火山噴火のしくみとその監視･予測
防災－訓練のガイド「頭脳の防災訓練」のすすめ
防災工学 第2版
防災白書 平成21年版
防災対策と危機管理 市町村アカデミー研修叢書Vol.6

A-30-ぼ-001
A-30-ぼ-002
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

出版社

図書番号

あした起きてもおかしくない大地震（21世紀･地震アトラス）
あなたは生き残れますか？東海地震対策最終マニュアル
あなたもできる地震予知
アナトリア地震紀行
今からはじめる地震対策社員・家族を守る50の知恵
今すぐできる！ママが子どもを地震から守るための本
いのちを守る地震防災学
宇宙地球地震と火山（増補版）

集英社
静岡新聞社
近代消防社
愛智出版
並木書房
メイツ出版
岩波書店
古今書院

A-40-あ-001
A-40-あ-002
A-40-あ-003
A-40-あ-004
A-40-い-001
A-40-い-002
A-40-い-003
A-40-う-001

動き出す山古志の衆（しょ）中越地震からの復興

アートヴィレッジ
（地方小）

A-40-う-002

創美社
日本出版社
筑摩書房
鹿島出版会
清文社

Ａ-40-えｰ001
A-40-お-001
A-40-か-001
A-40-か-002
A-40-か-003

日刊工業新聞社

A-40-き-001

角川書店

A-40-き-002

（長野）アース工房

A-40-き-003

Ｍ８ 勇気ある決断 〔東京直下型地震：全てが漫画〕
親子のための地震安全マニュアル 家庭で備える地震対策最新情報！
活断層大地震に備える
活断層調査から耐震設計まで
家族を守りぬく東海地震講座 天災を減災に変えるために
企業の地震対策Ｑ＆Ａ１００―この１冊ですべてがわかる
平成１９年改正消防法対応
巨大地震（角川oneテーマ21）首都直下地震の被害･防災シミュレーション
緊急地震速報スーパーガイド〈平成２１年度版〉
―「効果」への疑問にすべて答える！システム導入の手引書
緊急地震速報―そのとき、あなたは、どうしますか？
緊急地震速報―揺れる前にできること
近畿の活断層
警告北陸大震災―あなたは生き残れるか
巨大地震災害へのカウントダウン
～東海・東南海・南海地震に向けた防災戦略～
巨大地震（ニュートンムック）

角川ＳＳ コミュニケーショ
ンズ
東京法令出版
東京大学出版会

A-40-き-004
A-40-き-005
A-40-き-006

（金沢）
北國新聞社出版局

A-40-き-007

東京法令出版

A-40-き-008

ニュートンプレス

Ａ-40-きｰ009
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

ゲームで学ぶ地震のふしぎ
古地震を探る
古地震探究 海洋地震へのアプローチ
子どもの安全を考える（21世紀保育ブックス）
事故･災害の予防から危機管理まで
公認｢地震予知｣を疑う
最新日本の地震地図
市民の地震対策は安全な家に住むこと
手記で読む関東大震災 シリーズ日本の歴史災害〈第5巻〉
昭和二年北丹後地震－家屋の倒壊と火災の連鎖
シリーズ日本の歴史災害<第１巻>

新版 活動期に入った地震列島
震災とメディア 復興報道の視点
震災の教訓を生かそう 阪神･淡路大震災から10年
震災列島
昭和２１年南海大地震調査報告書・昭和２０年三河大地震調査報告書
シリーズ環境と地質 2 地震と火山と侵食
地震 住まい 生活―阪神・淡路大震災の教訓
地震（Scientiilc American library）
地震・地すべり・大崩落―立山カルデラ物語
地震・津波と火山の事典

出版社

図書番号

建築技術
古今書院
東京大学出版会

A-40-げ-001
A-40-こ-001
A-40-こ-002

フレーベル館

A-40-こ-003

柏書房
東京書籍
近代消防社
古今書院

A-40-こ-004
A-40-さ-001
A-40-し-001
A-40-し-002

古今書院

A-40-し-003

岩波書店
世界思想社
近代消防社
講談社
第五管区海上保安本部
海洋情報部
古今書院
彰国社
東京化学同人
ダイナミックセラーズ
出版
丸善

A-40-し-004
A-40-し-005
A-40-し-006
A-40-し-007
A-40-し-008
A-40-じ-001
A-40-じ-002
A-40-じ-003
A-40-じ-004
A-40-じ-005

地震・噴火災害全史 日外選書ｆｏｎｔａｎａ

日外アソシエーツ
紀伊國屋書店〔発売〕

A-40-じ-006

地震から子どもを守る50の方法
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
地震から命を守る家づくり
地震がわかる。（アエラムック）

プロンズ新社
彰国社
ダイヤモンド社
朝日新聞社

A-40-じ-007
A-40-じ-008
A-40-じ-009
A-40-じ-010
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

地震タテ横ななめ
地震と火山の100不思議 地震予知･火山噴火予知の最前線
地震と火山のたんけん隊（シリーズ･自然だいすき）
地震と活断層を学ぶ （Aichi shinsho）
地震と社会 上 「阪神大震災」記
地震と社会 下 「阪神大震災」記
地震と断層
地震と防災―“揺れ”の解明から耐震設計まで
地震のはなし
地震の活動期にどう備えるか
地震の時の料理ワザ 防災袋に必携！！
地震の前､なぜ動物は騒ぐのか（ＮＨＫブックス）電磁気地震学の？
地震の日本史―大地は何を語るのか
地震を知る事典
地震学がよくわかる 誰も知らない地球のドラマ
地震活動総説
地震社会学の冒険 台湾･トルコ･神戸震災地の復興研究
地震発生と水 地球と水のダイナミクス
地震防災のはなし都市直下地震に備える
地震防災ハンドブック （新装改訂版）
地震予知の最新科学―発生のメカニズムと予知研究の最前線
地震予知は出来る それはあなたが主役です
地震・災害ボランティア活動入門一人でもできる
地震と都市ライフライン システムの診断と復旧
地震と噴火の日本史（岩波新書 新赤版）
地震に強い建物（図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－）

出版社
電気書院
東京書籍
大月書店
愛智出版
みすず書房
みすず書房
東京大学出版会
中央公論新社
朝倉書店
新日本出版社
柴田書店
日本放送出版協会
中央公論新社
東京堂出版
彰国社
東京大学出版会
アストラ
東京大学出版会
朝倉書店
メディアックス
ソフトバンク
クリエイティブ
近代文芸社
星雲社
京都大学
学術出版会
岩波書店
ナツメ社

図書番号
A-40-じ-011
A-40-じ-012
A-40-じ-013
A-40-じ-014
A-40-じ-015
A-40-じ-016
A-40-じ-017
A-40-じ-018
A-40-じ-019
A-40-じ-020
A-40-じ-021
A-40-じ-022
A-40-じ-023
A-40-じ-024
A-40-じ-025
A-40-じ-026
A-40-じ-027
A-40-じ-028
A-40-じ-029
A-40-じ-030
A-40-じ-031
A-40-じ-032
A-40-じ-033
A-40-じ-035
A-40-じ-036
A-40-じ-037
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

地震予知はできる
地震列島と原発
～ 首都直下、東海、東南海、南海地震に備える ～
東日本大震災の教訓 住宅編 震災に強い家
スマトラ沖地震・津波による文書遺産の被災と復興支援
(図書館研究シリーズ №39)
図解次に来る大地震は○○だ！（目からウロコのさんぶん図解）
善光寺地震に学ぶ
そこそこ防災マン奮闘記地震被害は減らせる！
想定される日本の大震災〔ニュートンムック〕
耐震・免震・制震のはなし―改正建築基準法対応 （第２版）
大震災100の教訓 抄訳
大震災これなら生き残れる 家族と自分を守る防災マニュアル
大地が揺れる理由（わけ） 地震と火山－その真相にせまる
大地震 死んではいけない！―間違いだらけの「常識」にだまされるな！
大地震からのサバイバル
（極限シリーズ）イザという時これだけは知っておきたい
大地震が起きた時、あなたは大丈夫か
―地震波が巨大構造物を襲う (NHKスペシャル) (単行本)
大地震の前兆こんな現象が危ない 緊急改訂
（プレイプックス） 動物･植物･気象･家電製品…に起こる兆候
大地震の前兆をとらえた！―警戒すべき地域はどこか
大地震の前兆現象（KAWADE夢新書）
空が､大地が､動物が異常を発信する
大地震マニュアル あなたの命を救う地震対策60ポイント
大地震発生！生き残るための７５の教え
大地震から家族を救う方法
大震災十年の思惟
大地震に備える!! マンションの防災マニュアル

出版社
岩波書店

図書番号

日経ＢＰ社

A-40-じ-038
Ａ-40-じ-039
Ａ-40-じ-040

日本図書館協会

A-40-す-001

第三文明社
信濃毎日新聞社
鹿島出版会
ニュートンプレス
日刊工業新聞社
クリエイツかもがわ
朝日新聞社
建築技術
講談社

A-40-ず-001
A-40-ぜ-001
A-40-そ-001
Ａ-40-そｰ002
A-40-た-001
A-40-だ-001
A-40-だ-002
A-40-だ-003
A-40-だ-004

並木書房

A-40-だ-005

近代映画社

A-40-だ-006

青春出版社

A-40-だ-007

第三文明社

A-40-だ-008

河出書房新社

A-40-だ-009

しののめ出版
ニッポン放送
白夜書房

A-40-だ-010
A-40-だ-011
A-40-だ-012
A-40-だ-013
Ａ-40-だ-014

ニュートンプレス

住宅新報社
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

“地域防災力”強化宣言 進化する自治体の震災対策(増補)
地殼ダイナミクスと地震発生 地球科学の新展開2
超巨大地震がやってきたスマトラ沖地震津波に学べ
次の超巨大地震はどこか？
寺田寅彦と地震予知
都市高速道路における地震対策
大震災から学ぶ 震災復旧から耐震補強、防災計画まで
東海地震、生き残るために―市民との医療連携を検証
東海地震はいつ起こるのか 地球科学と噴火･地震予測
動物は警告する！―地震予知読本
なぜ起こる？巨大地震のメカニズム―切迫する直下型地震の危機
内陸地震はなぜ起こるのか？
日本の地震と大地を学ぶ 地震学校より（第2版）
日本海東縁の活断層と地震テクトニクス
日本の地震災害（岩波新書 新赤版977）
日本列島の地震防災 阪神大震災は問いかける
日本の地震地図 【東日本大震災後版】
日本人が知りたい 巨大地震の疑問５０
２０１１年東日本大震災における災害対応の現地支援に関する報告書
対応編） ＤＲＩ調査研究レポート【VOL．２７】
２０１１年東日本大震災における災害対応の現地支援に関する報告書
対応編） ＤＲＩ調査研究レポート【VOL．２８】
能登半島地震特別報道写真集
阪神･淡路大震災から100学んだ 防災･復興に活かす知恵と心がまえ
阪神･淡路大震災と子どもの心身 災害･トラウマ･ストレス
秀吉を襲った大地震 地震考古学で戦国史を読む
(平成七年)兵庫県南部地震 【サンデー毎日：臨時増刊】

出版社
ぎょうせい
朝倉書店
時事通信社

図書番号

東京図書

A-40-ち-001
A-40-ち-002
A-40-ち-004
Ａ-40-つ-001
A-40-て-001

電気書院

A-40-と-001

静岡新聞社
論創社
隅田川文庫
星雲社〔発売〕
技術評論社
（名古屋）近未来社
星の環会
東京大学出版会
岩波書店
大月書店
東京書籍

A-40-と-002
A-40-と-003

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

（宮城県庁 阪神・淡路大震災記念 人と防
災未来センター

（南三陸町 阪神・淡路大震災記念 人と防
災未来センター

北国新聞社
海文堂出版
名古屋大学出版会
平凡社
毎日新聞社

A-40-ど-001
A-40-な-001
A-40-な-002
A-40-に-001
A-40-に-002
A-40-に-004
A-40-に-005
A-40-に-006
Ａ-40-に-007
Ａ-40-に-008
Ａ-40-に-009
A-40-の-001
A-40-は-001
A-40-は-002
Ａ-40-ひｰ001
A-40-ひ-002
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

福岡沖地震 2005年3月20日午前10時53分
噴火と地震の科学
風化させてはいけない記憶がある ３．１１東日本大震災
宮城県建設業協会の闘い
マグニチュード手帳 全面改訂版（ワールド･ムック）
ぐらっ！ときたら災害から自分を守る本
見えないものが見えてきた！阪神･淡路大震災から
メカニズム・防災・予知すべてわかる 地震 （雑学を超えた教養シリーズ）
山崎断層 その地震と災害
雪国を襲った大地震 新潟県中越地震に学ぶ
リアルタイム地震学
わかりやすい地震雲の本 これであなたも大地震を予知できる
朝日新聞縮刷版 東日本大震災
憶えていてください―奥尻島・地震と津波の記憶
大津波アチェの子供たち：写真集
大津波襲来 石巻地方の記録 《2011/３・１１大震災》 特別報道写真集
海岸工学（環境･都市システム系教科書シリーズ）
海神襲来―インド洋大津波・生存者たちの証言
気候変動と水災害
近代日本津波誌
近畿水害写真集
巨大津波の記録：明治・昭和・平成
聞き書き 震災体験
きちんと逃げる。 ～ 災害心理学に学ぶ危機との闘い方 ～
巨大地震としくみ
巨大地震・ 巨大津波
～ 東日本大地震の検証 ～
検証 東日本大震災

出版社

図書番号

西日本新聞社
論創社
社団法人宮城県建設業協
会

A-40-ふ-001
A-40-ふ-002

ワールドフォトプレス

A-40-ま-001

近代文芸社
誠文堂新光社
神戸新聞
総合出版センター
恒文社
東京大学出版会
北国新聞社

A-40-み-001
A-40-め-001

朝日新聞社
梧桐書院
第三書館
三陸河北新報社
コロナ社
草思社
大学図書
日本図書ｾﾝﾀｰ Ｐ＆Ｓ
(社)近畿建設協会
毎日新聞社・毎日ﾑｯｸ

新泉社
アスペクト
ニュートンプレス

朝倉書店
ミネルバ書房

A-40-ふ-003

A-40-や-001
A-40-ゆ-001
A-40-り-001
A-40-わ-001
Ａ-50-あ-002
A-50-お-001
A-50-お-002
A-50-お-004
A-50-か-001
A-50-か-002
A-50-き-001
A-50-きｰ002
A-50-き-003
A-50-き-004
Ａ-50-き-005
Ａ-50-き-006
Ａ-50-き-007
Ａ-50-き-008
Ａ-50-け-001
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

出版社

図書番号

検証 「大震災」
～ 伝えなければならないこと ～
激動時界におこる巨大津波地震
三陸海岸大津波
三陸海岸大津波
The Days After
～ 東日本大震災の記憶 ～
写真記録 東日本大震災 ３・１１から１００日
東日本大震災 読売新聞報道写真集

毎日新聞社
近代文芸社
中央公論社
文藝春秋
飛鳥新社
毎日新聞社
読売新聞社

Ａ-50-け-002
A-50-げ-001
A-50-さ-001
A-50-さ-002
Ａ-50-ざ-001
A-50-し-001
Ａ-50-し-002

ジェーン台風から５０年を考える ～地域の安全と危機管理～

京都大学防災研究所
巨大災害センター

A-50-じ-001

タイヨウシャ

A-50-す-001

勉誠出版

A-50-せ-001
Ａ-50-そ-001
Ａ-50-た-001
A-50-つ-002

水都大坂を襲った津波（改訂版）
―石碑は次の南海地震津波を警告している。
世界の洪水神話：海に浮かぶ文明
「想定外」を想定せよ 失敗学からの提言
闘う日本 東日本大震災１ヵ月の全記録 緊急！保存版(ｵｰﾙｶﾗｰ)
TSUNAMI(津波）
ＴＳＵＮＡＭＩ―津波から生き延びるために
地球温暖化 自然災害の恐怖〈第２巻〉津波・洪水・干ばつ
津波てんでんこ―近代日本の津波史
津波と防災―三陸津波始末
津波に襲われた島で 北海道奥尻高校 三年生と担任の記録
津波の恐怖（東北大学出版会叢書）三陸津波伝承録
津波の事典
津波―アンダマンの涙
津波防災を考える（岩波ブックレット） 「稲むらの火」が語るもの
津波から生き残る―その時までに知っておいてほしいこと
津波
津波災害 － 減災社会を築く

NHK出版
産経新聞出版

集英社
丸善プラネット
丸善〔発売〕
ゆまに書房
新日本出版社
古今書院
高文研
東北大学出版会
朝倉書店
めこん
岩波書店
土木学会
早稲田出版
岩波書店

A-50-つ-003
A-50-つ-004
A-50-つ-005
A-50-つ-006
A-50-つ-007
A-50-つ-008
A-50-つ-009
A-50-つ-010
A-50-つ-011
A-50-つ-012
Ａ-50-つｰ013
A-50-つ-014
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

「次」にひかえるＭ９超巨大地震
徹底図解 東日本大震災
十津川水害と北海道移住 「明治２２年吉野郡水災誌」は語る
シリーズ日本の歴史災害<第２巻>
特報第２室戸台風近畿地方を襲う【毎日グラフ．別冊10/1・1961】
特別報道写真集 平成の三陸大津波 2011.3.11東日本大震災 岩手の記録
日本被害津波総覧(第2版)
日本の自然災害 東日本大震災襲来 ～津波による原発事故も収録～
東日本大震災 【緊急発行】
東日本大震災② 【サンデー毎日緊急増刊】被災地に生きる復興に向けて
東日本大震災2011.3.11，1ｶ月の全記録 【特別報道写真集】
東日本大震災 1か月の記録2011年3月11日～4月11日【読売新聞 特別縮刷版】
東日本大震災記録写真集 ＴＳＵＮＡＭＩ ３・１１
東日本大震災記録写真集 ＴＳＵＮＡＭＩ ３・１１ ＰＡＲＴ２
東日本大震災 復興への提言 ～ 持続可能な経済社会への構築 ～
東日本大震災の教訓
～ 津波から助かった人の話 ～
東日本大震災の教訓 土木編
インフラ被害の全貌
東日本大震災全記録
～ 被災地からの報告 ～
東日本大震災 報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１
東日本大震災を解き明かす －NHKサイエンスZERO－
3.11東日本大震災 Newsweek
別冊日経サイエンス Ｎｏ．１８３ 震災と原発
円山川決壊 台風23号記録と検証
緑のダム-森林･河川･水循環･防災

出版社

図書番号

双葉社

Ａ-50-つ-015
Ａ-50-て-001

古今書院

A-50-と-001

昭和35年国鉄大局承認雑誌

A-50-と-002
Ａ-50-と-003
A-50-に-001
Ａ-50-に-002
A-50-ひ-001
A-50-ひ-002
A-50-ひ-003
A-50-ひ-004
Ａ-50-ひ-005
A-50-ひ-006
Ａ-50-ひ-007
Ａ-50-ひ-008
Ａ-50-ひ-009
Ａ-50-ひ-010
Ａ-50-ひ-011
Ａ-50-ひ-０12
Ａ-50-ひ-０13
Ａ-50-べ-001

ニュートンプレス

岩手日報社
東京大学出版会
日本専門図書出版
産業経済新聞社
毎日新聞社
東奥日報社
読売新聞社

第三書館
第三書館
東京大学出版会
古今書院
日経ＢＰ社
河北新報社
朝日新聞出版
NHK出版
阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
日経サイエンス社

神戸新聞
総合出版センター
築地書館

A-50-ま-001
A-50-み-001

よくわかる津波ハンドブック

東海・東南海・南海
地震津波研究会

A-50-よ-001

流域の環境保護 森･川･海と人びと

日本経済評論社

A-50-り-001
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

出版社

図書番号

くらべてわかる世界地図 ８ 国境をこえて
自然地理学―自然環境の過去・現在・未来 （第２版）
１００文字でわかる日本地図
東日本大震災 津波詳細地図 上巻 [青森・岩手・宮城]
東日本大震災 津波詳細地図 下巻 [福島・茨木・千葉]

大月書店
慶應義塾大学出版会
ベストセラーズ
古今書院
古今書院

A-60-こ-001
A-60-し-001
A-60-ひ-001
A-60-ひ-003
A-60-ひ-004

いま考えたい災害からの暮らし再生

岩波書店

Ａ-70-いｰ001

減災政策論入門 巨大災害ﾘｽｸのｶﾞﾊﾞﾅﾝｽと市場経済 〔ｼﾘｰｽﾞ 災害と社会④〕

弘文堂

Ａ-70-げｰ001

伊勢湾台風５０年 〔迫り来る巨大台風に備える〕
江戸･東京の地震と火事
江戸・東京地形学散歩―災害史と防災の視点から （増補改訂版）
江戸の助け合い
江戸の大変 天の巻 地震･雷･火事･怪物

三重県
河出書房新社
八木書店
地歴社
平凡社
プックショップ
マイタウン
高文堂出版社
桂書房（地方小）
大巧社
河出書房新社
吉川弘文館
吉川弘文館
鹿島出版会
言視舎
日本図書センター
新人物往来社
大阪市西区役所

A-80-い-001
A-80-え-001
A-80-え-002
A-80-え-003
A-80-え-004

嘉永東海大地震

No.3347692

海防と災害 弘化～安政元年の社会不安
地震の記憶 安政五年大震大水災記
地震（日本を知る）“なまず”の活動史
図説 関東大震災
中世の巨大地震
中世の災害予兆（歴史文化ライブラリー）あの世からのメッセージ
天災日記―鹿島龍蔵と関東大震災
土木映画の百年
日本災害史 写真･絵画集成(全3巻) 日本災害史
日本災変通志
西区むかしの物語
[西区役所]

A-80-か-001
A-80-か-002
A-80-じ-001
A-80-じ-002
A-80-ず-001
A-80-ち-001
A-80-ち-002
A-80-て-001
A-80-ど-001
A-80-に-001
A-80-に-002
A-80-にｰ003
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学びのサロン 図書リスト一覧
書
西区の史跡

名

[西区制１００周年記念]

江戸時代人づくり風土記 30 ふるさとの人と知恵 和歌山
平成災害史事典 平成１６－平成２０年〔日本アソシエーツ〕
歴史の方程式 科学は大事件を予知できるか
アチェの声－戦争･日常･津波
鬼から聞いた遷都の秘訣 地震･風水･ネットワーク
大阪今昔散歩
考えてみれば不思議なこと
これだけは知っておきたい生きるための科学常識
古代文学と琉球説話
全集日本の食文化 第11巻 非常の食
琵琶湖・淀川みず紀行
よみがえった黒こげのイチョウ（ノンフィクション･ワールド）
命を守り震災や戦災を伝える樹木（小学3～4年向け）
歴史郡像シリーズ 城と城下町 ２
大坂 大阪
変遷を古地図・古写真で追う
宇宙から探る地球環境３ 命をはぐくむ水 最新衛星画像で探る！
いま、地球の子どもたちは
―2015年への伝言４ こわされる地球の子どもたち
いま地球がたいへん！ Ｑ＆Ａ60〔改訂版〕
ＮＨＫ科学大好き土よう塾〈２〉地球・環境・宇宙の不思議とことん解明！
かわはながれる かわははこぶ
なるほどナットク“自然現象”（4） 噴火・地震・津波 ”活動する大地の現象”
自然災害の恐怖 第３巻（地すべり・山火事・砂嵐）〔タイム〕
自然災害の恐怖 第４巻（ハリケーン・竜巻・雷）〔タイム〕

出版社

図書番号

西区制百周年記念事業実
行委員会
農山漁村文化協会
日本アソシエーツ
早川書房

A-80-ふ-001
Ａ-80-へｰ001
A-80-れ-001

コモンズ
工作舎
中経出版
晶文社
東京書籍
三弥井書店
雄山閣出版
日本藝術研究会

A-90-あ-001
A-90-お-001
A-90-お‐002
A-90-か-001
A-90-こ-001
A-90-こ-002
A-90-ひ-001
A-90-び-001

大日本図書

A-90-よ-001

学習研究社

A-90-れ-001

学習研究社

B-10-い-001

新日本出版社

B-10-い-002

丸善
汐文社
農文協
学研マーケティング
ゆまに書房
ゆまに書房

B-10-い-003
B-10-え-001
B-10-か-001
B-10-か-002
B-10-し-001
B-10-しｰ002

A-80-にｰ004
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学びのサロン 図書リスト一覧
書

名

出版社

図書番号

ジュニア地球白書〈２００８‐０９〉持続可能な社会経済をめざして
―ワールドウォッチ研究所
ニューワイド 学研の図鑑 地球・気象 （増補改訂版）
宇宙から探る地球環境１ 地球のすがた 最新衛星画像で探る！
宇宙から探る地球環境２ 地球をつつむ大気 最新衛星画像で探る！
地球の大常識（これだけは知っておきたい）小学3～4年生向け
地球の歴史 3 生きている地球（集英社版･学習漫画）
宇宙から探る地球環境４ 人びとが生きる大地 最新衛星画像で探る！
水の大研究 人と地球の生命のみなもと
未来をひらく最先端科学技術 2 地球のために人はなにができる
ネクスト・アインシュタインようこそ研究室へ２ ぼくらの地球謎に迫れ！
理科が楽しくなる！ランキング！２ 地球の不思議

ワールドウォッチ
ジャパン
学習研究社
学習研究社
学習研究社
ポプラ社
集英社
学習研究社
ＰＨＰ研究所
岩崎書店
新日本出版社
教育画劇

B-10-ち-001
B-10-ち-002
B-10-ち-003
B-10-ち-004
B-10-ち-005
B-10-ひ-001
B-10-み-001
B-10-み-002
B-10-よ-001
B-10-り-001

ぼくもわたしも気象予報士５ 気象災害、異常気象について学ぼう

学習研究社

B-20-ぼ-001

あわてないあわてない（大型紙しばい防災シリーズ）
安全な学校生活を考える本 ７ 地震･津波･火山活動から命を守ろう
安全を守る人びと（わたしたちのくらしと安全を守る人びと）
あなたにもできる災害ボランティア（岩波ジュニア新書）
津波被害の現場から
いなむらの火（大型紙しばい防災シリーズ）
いのちを守る！災害対策大百科 〈１〉 災害はこうしておきる！
―歴史と仕組み編

童心社
小峰書店
国土社

B-30-あ-001
B-30-あ-002
B-30-あ-003

岩波書店

B-30-あ-004

童心社

B-30-い-001

日本図書センター

B-30-い-002

日本図書センター

B-30-い-003

日本図書センター

B-30-い-004

童心社

B-30-か-001

いのちを守る！災害対策大百科 〈２〉 災害がおきたらこうなる！
―予測と備え編
いのちを守る！災害対策大百科 〈３〉 災害がおきたらこうしよう！
―対処と行動編
科学で防災＆サバイバル大百科（1） （科学でそなえて防災！大百科）

B-10-じ-001
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学びのサロン 図書リスト一覧
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名

科学で防災＆サバイバル大百科（2） （科学でつくってサバイバル！大百科）
かっこいいぞハイパーレスキュー （のりものクラプえほん16）
きみもやってみよう国際協力 第3巻
紛争や災害の難民を助けるために 地球市民としてできること
危険から自分をまもる本 予測学習でふせぐ
救助犬（社会でかつやくするイヌたち2）
国際紛争や災害の被害者を救う国際赤十字
（調べてみよう世思のために働く国際機関）
子どものための防災BOOK ７２時間生きぬくための１０１の方法
サイレンカー（ポプラ社の新のりものずかん）
災害･状況別防災絵事典 危険から身を守る
日本を守る安全のエキスパート（自然災害をくいとめる）２
日本を守る安全のエキスパート（消火と救命に全力をつくす）１
日本を守る安全のエキスパート（消防と防災の未来をきずく）３
消防の世界 安全なくらしを守る 新・学習指導要領対応
12歳からの被災者学 阪神･淡路大震災に学ぶ78の知恵
生活の安全を守る仕事（知りたい！なりたい！職業カイド）
警察官 消防官 海上保安官
台風がきたぞ（大型紙しばい防災シリーズ）
ちびまる子ちやんのあんぜんえほん〔４〕 どうしたらいいの？じしん･かじ
人と社会のためにはたらく犬たち2 災害救助犬･警察犬･麻薬探知犬ほか
ぼくたちの危険攻略ファイル３ 身近な事故･災害の危険
防災授業 僕たち自然災害を学び隊！
自然災害は、どうして起きるのかな？どうすれぱいいのかな？
わたしの防災サバイバル手帳
いのちを守る地震・防災の本（全６冊）じしんのえほん
－こんなときどうするの？

出版社

図書番号

童心社
イカロス出版

B-30-か-002
B-30-か-003

学習研究社

B-30-き-001

ボプラ社
鈴木出版

B-30-き-002
B-30-き-003

ほるぷ出版

B-30-こ-001

童心社
ポプラ社
ＰＨＰ研究所
学習研究社
学習研究社
学習研究社
近代消防社
日本放送出版協会

B-3０-こ-002
B-30-さ-001
B-30-さ-002
B-30-し-001
B-30-し-002
B-30-し-003
B-30-し-004
B-30-じ-001

ほるぷ出版

B-30-せ-001

童心社
金の星社
金の星社
教育画劇

B-30-た-001
B-30-ち-001
B-30-ひ-001
B-30-ぼ-001

電気書院

B-30-ぼ-002

ぎょうせい

B-30-わ-001

ポプラ社

B-40-い-001
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学びのサロン 図書リスト一覧
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名

いのちを守る地震・防災の本（全６冊）モグラはかせの地震たんけん
いのちを守る地震・防災の本（全６冊）TSUNAMIをこえて
－スマトラ沖地震とアチェの人びと－
いのちを守る地震・防災の本（全６冊）大地震シュミレーションコミック
ぼくの街に地震がきた
いのちを守る地震・防災の本（全６冊）こども地震サバイバルマニュアル
いのちを守る地震・防災の本（全６冊）新潟中越地震を忘れない
恐ろしい自然現象 地震の大研究―起こるしくみからそなえまで
けむりがモクモク（じしんだ！そのときどうする？）地震による火災
こわかったおかいもの(じしんだ！そのときどうする？)
外出先(デパート)での地震
(新書版）災害救助犬がんばる
震度7 新潟県中越地震を忘れない
知ってそなえよう！地震と津波―ナマズ博士が教えるしくみとこわさ
じしんなんかにまけないぞ！（じしんだ！そのときどうする？）地震に備えて
じめんがふるえるだいちがゆれる
（かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん）
地震のサバイバル かがくるＢＯＯＫ―科学漫画サバイバルシリーズ
地震と火山の島国（岩波ジュニア新書） 極北アイスランドで考えた
地震－国際協力を知る本
地震だ！（地球たんけんたい）4
ズッコケ脅威の大震災 新･こども文学館(47)
大震災にあった子どもたち ３年生 わすれへん､まけへん
大震災にあった子どもたち 4年生 いま､生きてる
大震災にあった子どもたち 5年生 人ってあったかい
大震災にあった子どもたち ６年生 なにがあっても、へこたれん
地球温暖化 自然災害の恐怖〈第１巻〉地震・火山
遠<から地鳴りがする 昭和南海地震物語

出版社

図書番号

ポプラ社

B-40-い-001

ポプラ社

B-40-い-001

ポプラ社

B-40-い-001

ポプラ社
ポプラ社
ＰＨＰ研究所
教育画励

B-40-い-001
B-40-い-001
B-40-お-001
B-40-け-001

教育画劇

B-40-こ-001

ボプラ社
ポプラ社
素朴社
教育画劇

B-40-さ-001
B-40-し-001
B-40-し-002
B-40-じ-001

農山漁村文化協会

B-40-じ-002

朝日新聞出版
岩波書店
小峰書店
リブリオ出版
ポプラ社
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
ゆまに書房
リーブル出版

B-40-じ-003
B-40-じ-004
B-40-じ-005
B-40-じ-006
B-40-ず-001
B-40-だ-001
B-40-だ-002
B-40-だ-003
B-40-だ-004
B-40-ち-001
B-40-と-001
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書

名

ナナちゃん､ヨッちゃん､おちついて！
(じしんだ！そのときどうする？)屋外(住宅地)での地震
世界の災害の今を知る 火と土の災害・１ 地震
まけるなしんちゃん（私の生き方文庫） 阪神大震災の子どもたち
まっくらぐらぐら（じしんだ！そのときどうする？）夜間の家の中での地震
未来をひらく最先端科学技術 6 宇宙で人はくらせるの？
(最先端地震観測の解説)
毎日グラフ 別冊
気をつけよう！けが・事故・災害 こども健康ずかん
洪水－国際協力を知る本
つなみ
津波からみんなをすくえ！ ほんとうにあった「稲むらの火」
津波から人びとを救った稲むらの火 歴史マンガ 浜口梧陵伝
津波は怖い！ みんなで知ろう！津波の怖さ
世界の災害の今を知る水と風の災害（1） 津波
はじめてのひなんくんれん（じしんだ！そのときどうする？）
園での避難訓練
ハワイ､伝説の大津波
東日本大震災に学ぶ日本の防災

出版社

図書番号

教育画劇

B-40-な-001

文渓堂
ポプラ社
教育画劇

B-40-ひ-001
B-40-ま-001
B-40-ま-002

岩崎書店

B-40-み-001

少年写真新聞社
小峰書店
たけしま出版
文渓堂
文渓堂
丸善出版
文渓堂

B-50-とｰ002
B-50-きｰ001
B-50-こ-001
B-50-つ-001
B-50-つ-002
B-50-つ-003
B-50-つｰ004
B-50-つｰ005

教育画劇

B-50-は-001

メディアファクトリー
学研教育出版

B-50-は-002
B-50-ひ-001
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学びのサロン 図書リスト一覧
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名

まちの施設たんけん 5 消防署
世界の災害の今を知る 水と風の災害・２ 台風

出版社

図書番号

小峰書店
文渓堂

B-50-ま-001
B-50-み-001

ポプラ社

B-60-せ-001

ポプラ社

B-60-り-001

国土交通省ってなんだろう？ 総合的学習に役立つくらしと国の省庁<１０>
写真絵本 国境なき医師団 ５ すべての人に医療を

小峰書店
大月書店

B-70-こ-001
B-70-す-001

この子もなれるかなボランティア犬（はじめてのボランティア）
ジローのあくしゅ（おはなしの森）
ジュニアエラ(月刊 10月号) 特集 大地震は終わっていない
日本の年中行事 9月･10月
ぼくらの町がきえた（新日本おはなしの本だな〉
まあちゃんのコスモス（おはなしの森）

同友館
新日本出版社

B-90-こ-001
B-90-じ-001
B-90-じ-002
B-90-に-001
B-90-ぼ-001
B-90-ま-001

日本と世界のちがいを考える本 ３
世界とくらべる日本の自然と国土 国際理解にやくだつ
理科の地図帳〈２〉大地

朝日新聞出版

学習研究社
新日本出版社
新日本出版社
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