
　　災害・防災　（一般図書）

資料名 著者名 出版社　　　　　 　請求記号

災害 荒川 秀俊∥著 近藤出版社 210 ｱ

関東大震災 吉村 昭∥〔著〕 文芸春秋 B 210 ﾖ

津波とたたかった人 戸石 四郎∥著 新日本出版社 289 ﾄ

ＴＨＥ　ＤＡＹＳ　ＡＦＴＥＲ 石川　梵∥著 飛鳥新社 369 ｲ

ふたたび、ここから 池上　正樹∥著 ポプラ社 369 ｲ

危機に備える！災害・事故のニュースがよくわかる本 池上　彰∥著 講談社 369 ｲ

津波防災を考える 伊藤 和明∥〔著〕 岩波書店 369 ｲ

親子のための地震安全ﾏﾆｭｱﾙ インパクト∥企画 日本出版社 369 ｵ

家族を守る大地震対策マニュアル 東京ブティック社 369 ｶ

津波災害 河田　惠昭∥著 岩波書店 369 ｶ

地震住まい生活 岸本　幸臣∥著 彰国社 369 ｷ

地震から子どもを守る５０の方法 国崎　信江∥著 ブロンズ新社 369 ｸ

これからのボランティア 全国新聞連合シニアライフ協議会∥編 講談社 369 ｺ

３．１１大震災 エクスナレッジ 369 ｻ

地震の時の料理ワザ 坂本 広子∥著 柴田書店 369 ｻ

台所防災術 坂本 広子∥著 農山漁村文化協会 369 ｻ

災害のあと始末 林 春男∥監修 エクスナレッジ 369 ｻ

津波と原発 佐野　真一∥著 講談社 369 ｻ

自然災害ハンドブック 山と渓谷社∥編 山と渓谷社 369 ｼ

詳細阪神大震災 毎日新聞社 369 ｼ

これで安心危機・災害マニュアル 白鳥 敬∥著 誠文堂新光社 369 ｼ

地震に自信を 自治省消防庁震災対策指導室∥監修 消防科学総合センタ－ 369 ｼ

地震から身を守る１００訓 政策科学研究所∥編 講談社 369 ｾ

闘う日本 産経新聞社∥著 産経新聞出版 369 ﾀ

地域防災とまちづくり 滝本　浩一∥著 イマジン出版 369 ﾀ

大震災のなかで 内橋　克人∥編 岩波書店 369 ﾀ

TSUNAMI 沿岸技術研究センター「ＴＳＵＮＡＭＩ」出版編集委員会∥編 丸善プラネット 369 ﾂ

福島原発震災のまち 豊田　直巳∥著 岩波書店 369 ﾄ

緊急！地震対策マニュアル 名塚　俊介取材班∥著 ベストセラ－ズ 369 ﾅ



資料名 著者名 出版社　　　　　 　請求記号

災害がほんとうに襲った時 中井　久夫∥〔著〕 みすず書房 369 ﾅ

能登半島地震 北国新聞社 369 ﾉ

3.11 橋本　紘二∥著 農山漁村文化協会 369 ﾊ

阪神･淡路大震災の記録 1～3、別巻 消防庁∥編集 ぎようせい 369 ﾊ

阪神･淡路大震災誌 朝日新聞大阪本社「阪神淡路大震災誌」編集委員会∥編 朝日新聞社 369 ﾊ

阪神大震災トイレパニック 日経大阪ＰＲ企画出版部∥編集 日経大阪ＰＲ 369 ﾊ

東日本大震災 朝日新聞社∥著 朝日新聞出版 369 ﾋ

平成１９年新潟県中越沖地震 新潟日報社 369 ﾍ

防災用品マニュアル フォーバイフォーマガジン社 369 ﾎ

真夏の大崩落 長野市地附山地すべり災害の記録 長野市地附山地すべり災害誌編さん委員会∥編集 長野市 369 ﾏ

宮城県沖地震 市民の対応と教訓 仙台市消防局∥編 全国加除法令出版 369 ﾐ

栗原の記録 宮城県栗原市 369 ﾐ

東日本大震災の教訓 村井　俊治∥著 古今書院 369 ﾑ

古地図が教える地震ｷｹﾝ地帯 守屋　喜久夫∥著 日刊工業新聞社 369 ﾓ

「想定外」の罠 柳田　邦男∥著 文芸春秋 369 ﾔ

心の救援 山下 亨∥編著 近代消防社 369 ﾔ

大地震そのときどうする 山村 武彦∥著 五月書房 369 ﾔ

大震災これなら生き残れる 山村 武彦∥著 朝日新聞社 369 ﾔ

津波と防災 山下　文男∥著 古今書院 369 ﾔ

大地震！とっさの行動マニュアル 山谷　茉樹∥著 広済堂あかつき株式会社出版事業部 369 ﾔ

台風と地震・その防災 山下 順正∥著 新風舎 369 ﾔ

子どもの命は守られたのか 数見　隆生∥編著 かもがわ出版 374 ｶ

東日本大震災自衛隊救援活動日誌 須藤　彰∥著 扶桑社 392 ｽ

自然災害を読む 小島 圭二∥著 岩波書店 451 ｺ

日本災害史 １～３ 下鶴 大輔∥監修 日本図書センター 451 ﾆ

三陸海岸大津波 吉村　昭∥著 文芸春秋 B 452 ﾖ

日本の地震災害 伊藤 和明∥著 岩波書店 453 ｲ

揺れる大地 寒川 旭∥著 同朋舎出版 453 ｻ

地震列島との共生 島村 英紀∥著 岩波書店 453 ｼ

大震災一年 朝日新聞社 453 ﾀ



資料名 著者名 出版社　　　　　 　請求記号

千年震災 都司　嘉宣∥著 ダイヤモンド社 453 ﾂ

兵庫県南部大地震と山崎断層 寺脇 弘光∥著 神戸新聞総合出版センター 453 ﾃ

ドキュメント阪神大震災全記録 毎日新聞社 453 ﾄ

東日本大震災を解き明かす ＮＨＫ［サイエンスＺＥＲＯ」取材班他∥編著 ＮＨＫ出版 453 ﾋ

北海道南西沖地震全記録 北海道新聞社∥編 北海道新聞社 453 ﾎ

読売報道写真阪神大震災全記録 読売新聞社∥編 読売新聞社 453 ﾖ

次の大地震大研究 横山 裕道∥著 光人社 453 ﾖ

日本の危険地帯 力武 常次∥著 新潮社 453 ﾘ

日本の液状化履歴マップ７４５－２００８ 若松　加寿江∥著 東京大学出版会 455 ﾜ

震災診療日誌 河野  博臣∥著 岩波書店 493 ｶ

災害ストレスから子どもの心を守る本 内海　裕美∥監修 河出書房新社 493 ﾅ

石巻赤十字病院の１００日間 石巻赤十字病院∥著 小学館 498 ｲ

救命 海堂　尊∥監修 新潮社 498 ｷ

液状化現象 国生　剛治∥著 鹿島出版会 511 ｺ

いいまちづくりが防災の基本 片寄　俊秀∥著 イマジン出版 518 ｶ

これだけは知っておきたい！山村流災害・防災用語事典 山村　武彦∥著 ぎょうせい 519 ﾔ

耐震・免震・制震のはなし 斉藤 大樹∥著 日刊工業新聞社 524 ｻ

免震住宅のすすめ 深堀 美英∥著 講談社 524 ﾌ

マンションの地震対策 藤木 良明∥著 岩波書店 524 ﾌ

「地震でも安心な家」に住みたい 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合∥著 ＰＨＰ研究所 527 ﾆ

世界が見た福島原発災害 大沼　安史∥著 緑風出版 543 ｵ

現場検証・原発災害 フォトにっぽん社 543 ｹ

地震と原発今からの危機 神保　哲生∥著 扶桑社 543 ｼ

福島　原発と人びと 広河　隆一∥著 岩波書店 543 ﾋ

巨大地震が原発を襲う 船瀬　俊介∥著 地湧社 543 ﾌ

震災の朝から始まった 稲垣 えみ子∥著 朝日新聞社 916 ｲ

大震災１００人の瞬間 朝日新聞アエラ発行室∥編 朝日新聞社 916 ﾀ

大震災ボランティア 戸高 真弓美∥編著 朝日新聞社 916 ﾄ

わが奥尻島 木村 清紹∥著 祥伝社 916 ｷ

大震災、主婦の体験 三浦 暁子∥著 講談社 916 ﾐ



郷土資料

資料名 著者名 出版社　　　　　 　請求記号

徳島の地震津波 猪井 達雄∥著 徳島市立図書館 Ｔ 450 ﾄ

徳島県災異誌 徳島県史編さん委員会∥編 徳島県史編さん委員会 Ｔ 450 ﾄ

阿波国宍喰浦地震・津波の記録 震潮記 田井 晴代∥訳 田井晴代 T 453 ｱ

あの惨況を忘れない… 徳島地方気象台 T 453 ｱ

宿命の浅川港 海南町∥編 海南町 T 453 ｶ

南海地震の碑を訪ねて 木村 昌三∥篇 毎日新聞高知支局 T 453 ｷ

恐怖の大津波 鵠津波を語り継ぐ会∥編 鵠津波を語り継ぐ会 T 453 ｺ

海が吠えた日 牟岐町教育委員会 T 453 ﾑ

視聴覚資料

資料名 著者名 出版社

２０世紀 日本の地震災害 財団法人日本気象協会∥企画 株式会社日本映画新社 450 ﾆ

津波遺児を呼んで日本の遺児と“癒しの

　つどい”をしよう

　震災10年 世界11か国 遺児交流会報告

※このリストに載っている資料は、すべて鳴門市立図書館に所蔵しています。

　　　　　　　　　平成２４年２月作成　　　鳴門市立図書館

  ※上記資料は、個人向館内視聴・個人向館外貸出・非営利上映用団体向貸出の利用可

　　　　B：文庫の本　　　Ｔ：郷土資料

請求記号

　※上記資料は、個人向館内視聴・個人向館外貸出のみ利用可　　　　　　　　　　

紺野　美沙子∥ナレ－ション あしなが育英会 369 ﾂ


