
〇　家族向け図書

整理
番号

タイトル 著者 出版社

家族-1 子供のための防災訓練ガイド　①防災マップ・カルテ作り 松尾　知純 k.k汐文社

家族-2 さば缶ダイエット　飽きないさば缶レシピ６４ 黒瀬左紀子 株式会社　主婦と生活者

家族-3 死なない死なせない！　大震災から家族を守る！ 三井　康壽 k.k世界文化社

家族-4 地震からわが子を守る防災の本 国崎　信江 リベルタ出版

家族-5
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 フレーベル館

家族-6 災害から親を救う50の手立て 米山　公啓 扶桑社

家族-7 4コマですぐわかる　みんなの防災ハンドブック　2刷 草野　かおる k.kインターブックス

家族-8 家族を守る　大震災対策マニュアル　付録防災チェックシート 内藤　朗 株式会社　ブティック社

家族-9 16歳の語り部 雁部那由多　津田帆乃果　相澤朱音 ポプラ社

家族-10 災害ボランティア実践ワークショップガイド 菅　磨志保 阪神淡路大震災記念と防災未来センター

家族-11 地震から子供を守る50の方法 国崎　信江 k.kブロンズ新社

家族-12 子どもを守る危機管理術 大泉　光一 k.k　創成社

家族-13 巨大地震から子供を守る50の方法 国崎　信江 k.kブロンズ新社

家族-14 首都直下地震にいますぐ備える本 阿部　慶一 k.k河出書房新社

家族-15 必要な備えは人それぞれ「地震」わが家のお助けノート書き込
み式

玉木　貴 k.k青春出版社

家族-16 我が家の防災 玉木　貴 (有)タンク出版社

家族-17 Ｍ９大震災サバイバル術　最新１００問１００答 山村　武彦　監修 成美堂出版

家族-18 保存版　大地震を生き抜くため48の知識 震災対策研究会 k.kイーストブレス

家族-19 子どもを守る防災手帖 ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

家族-20 防災かあさん みんなの防災部 株式会社　羽鳥書店

家族-21 これ1冊でできる！わが家の防災マニュアル 岡崎　信江 k.k明治書院

家族-22
震災時に役立つサバイバル術を楽しく学ぶ防災ピクニックが子
供を守る！

ＭＡＭＡ・ＰＬ k.k KADOKAWA

家族-23 被災ママに学ぶ小さな防災のアイディア４０ アベ　ナオミ 株式会社　学研プラス

家族-24 カツオが磯野家を片づける日　後悔しない「親の家」片づけ入
門

渡部　亜矢 SBクリエイティブ株式会社　SB新書

家族-25 被災ママ821人が作った　子連れ防災手帖(小冊子込み） つながる.ｃｏｍ k.k　KADOKAWA

家族-26 どうぞ　ALS患者からYOUへ マカ 株式会社　文芸社

家族-27 カセットコンロ1台で作れるサバメシ　かんたん！サバイバルご
はん

宮川　彩子 k.k扶桑社

家族-28 いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川光一 株式会社ワニブックス

家族-29 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 ポプラ社

家族-30 地震イツモノート(阪神淡路大震災の被災者、、、にきいた防災マニュアル）地震イツモプロジェクト編 K.K本楽舎

家族-31 親子のための　地震イツモノート 地震イツモプロジェクト編 ポプラ社

家族-32 マンガ　いざというときどうするか　くらしの地震対策 やまだ　良二 k.kぎょうせい

家族-33 おかあさんと子供のための防災＆非常時ごはんブック 草野　かおる 日経印刷株式会社

家族-34 りすの四季だより あんどう　りす 新建新聞社

家族-35 地震の準備帖　地震軸でわかる心得と知識 国崎　信江 NHK出版

　

　



　 〇　子ども向け図書

整理
番号

タイトル 著者 出版社

子供-1 明けない夜はないから？ 松田　泰子 フェリシモ出版

子供-2 じしんのえほん　こんなときどうするの 岡崎　信江・福田　米緒 k.kポプラ社

子供-3 子ども安全絵本シリーズ２　防災　そなえる 坂田　洋子 k.k学習研究社

子供-4 子供のための防災訓練ガイド　③防災キャップ 松尾　知純 k.k汐文社

子供-5 はなちゃんのはやあるき　はやあるき 宇部　京子 株式会社　岩崎書店

子供-6 子供のための防災訓練ガイド　②避難と行動 松尾　知純 k.k汐文社

子供-7 あの日　～わたしと大吉の阪神淡路大震災～ 日比野　克彦 講談社

子供-8 新版　中学校道徳　あすを生きる　2 「あすを生きる」編集委員会 日本文教出版

子供-9 あの日をわすれない　はるかのひまわり 指田　和子 ＰＨＰ出版

子供-10 つなみでんでんこ　はしれ、上へ！ 伊藤　孝男 k.kポプラ社

子供-11 こちら大阪社会部 [阪神大震災編] 大谷　昭宏 k.k講談社

子供-12 僕と日本が震えた日 鈴木　みそ 株式会社　徳間書店

子供-13 東京直下震度7　君は生き残れるか!? 藤澤　勇希 秋田書房

子供-14 キティちゃんの地震がきたらどうするの？ 坂井　宏先 株式会社　ポプラ社

子供-15 上を向いて歩こう！ のぶみ k.k講談社

子供-16 還暦ルーキー「ありがとう」　　　　　　コミック版 平山　譲　　石川サブロウ 株式会社　集英社

子供-17 1年後の3・11　被災地13のオフレコ話 ゆうみ　えみこ k.k笠倉出版社

子供-18 大震災にあった子供たち　６年生　なにがあっても、へこたれ
ん

震災をつたえる会編 小峰書店

子供-19 大震災にあった子供たち　５年生　人ってあったかい 震災をつたえる会編 小峰書店

子供-20 こども地震サバイバルマニュアル 国崎　信江 ポプラ社

子供-21 ドラえもんの地震はなぜ起こるどう身を守る 後藤　千鶴子 k.k小学館

子供-22 地震の大常識 溝上　恵 k.kポプラ社

子供-23 大地震サバイバル　きみならどうする 伊藤　哲郎 学研教育出版

子供-24 大震災にあった子供たち　２年生　めちゃめちゃやどないしょ 震災をつたえる会編 小峰書店

子供-25 じしんこわかった　大震災にあった子ども1年生 田中　勝 k.k小峰書店

子供-26 世の中への扉　にいちゃんのランドセル 城島　充 k.k講談社

子供-27 Ｉ❤練馬あるある のぶみ 練馬区区長室広聴広報課

子供-28 ひかりのまちのまもの 理化学研究所地震防災フロンティア研究セ
ンター

理化学研究所地震防災フロンティア研究セン
ター

子供-29 地震のことはなそう せおまさし・藤田夏代子 k.k自由国民社

子供-30 地震のこと　はなそう せおまさし 自由国民社



〇　防災に関するマニュアル図書

整理
番号

タイトル 著者 出版社

マニ-1 地域別危険度マップ付き！　首都圏大震災リアル対策ＢＯＯＫ 双葉社スーパームック 双葉社

マニ-2 大震災から生き残れ！　プロが教える新常識 地震防災研究会 （財）住宅金融普及協会

マニ-3 大地震その時どうする！　生き残りマニュアル 渡辺　実 日経新聞社

マニ-4 巨大震災その時どうする　生き残りマニュアル 渡辺　実 日本経済新聞出版社

マニ-5 巨大地震その時どうする！　生き残りマニュアル 渡辺　実 日経新聞社

マニ-6 大地震発生その時どうする？サバイバルブック 国崎　信江 日本経済新聞出版社

マニ-7
地震・台風・津波・火災からあなたを守る
大都市防災マニュアル

ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所

マニ-8 大地震発生!!!　生死を分ける３秒３分３時間後 渡辺　実 幻冬舎

マニ-9 大地震発生!!!　生死を分ける3秒、3分、3時間後 渡辺　実 k.k幻冬舎

マニ-10 危険から身を守る本　自然災害編 山谷　茉樹 k.k創元社

マニ-11 大地震発生!　生き残るための７５の教え ニッポン放送地震取材班 株式会社　ニッポン放送

マニ-12 巨大地震危機回避マニュアル 高橋　栄造 辰巳出版

マニ-13 危険から身を守る本　日常生活編 山谷　茉樹 k.k創元社

マニ-14 災害図上訓練ＤＩＧマニュアル　―第2版― 小林　隆史、平野　昌 ＤＩＧマニュアル政策委員会

マニ-15 地域防災とまちづくり　みんなをその気にさせる災害図上訓練 瀧本　浩一 イマジン出版

マニ-16
改訂版　地域防災とまちづくり
―みんなをその気にさせる災害図上訓練―

瀧本　浩一 イマジン出版株式会社

マニ-17 マンガ　いざというときどうするか　くらしの地震対策 やまだ良二 株式会社　ぎょうせい

マニ-18 震災対策ポケットマニュアル　これだけは知っておきたい地震
の備え

斉田　久夫 日本経済新聞出版社

マニ-19 防災訓練のガイド　「頭脳の防災訓練」のすすめ 高橋　洋 k.k日本防災出版社

マニ-20 図解　応急手当ハンドブック 監修　山本保博 株式会社　日本文芸社

マニ-21 防災実務のガイド 担当者のここまでとこれから 高橋　洋 k.k日本防災出版

マニ-22 防災協働のガイド　自助・共助・公助を越えて 高橋　洋　小島　誠一郎 k.k日本防災出版社

マニ-23 教師のための防災教育ハンドブック　増補改訂版 立田　慶裕 株式会社　学文社

マニ-24 自分と家族を守る　防災ハンドブック アーサー・Ｔ・ブラットレー k.k楽工社

マニ-25 4コマですぐわかる　みんなの防災ハンドブック　1刷 草野　かおる k.kインターブックス

マニ-26 大地震そのときどうする 山村　武彦 株式会社五月書房

マニ-27 今から始める地震対策　「改訂版」　家族・社員を守る50の知
恵

平山　隆一 並木書房

マニ-28 歴史に学ぶ減災の知識 大窪　健之 ｋｋ学芸出版

マニ-29 防災格言　いのちを守る百の戒め 山村　武彦 k.kぎょうせい

マニ-30 東京防災 東京都

マニ－31

マニ-32 災害対策マニュアル　災害からあなたを守る本 日弁連災害復興支援委員会 k.k商事法務

マニ-33 東京くらし防災 東京都

マニ-34 すべての高校生に地震教育を　阪神大震災を教訓に 角田　中 光陽出版社

マニ-35 みんなのを守るいのちの授業　　大つなみと釜石の子どもたち 片田　敏孝 NHK出版

マニ-36 緊急！池上彰と考える巨大地震　その時命を守るために 池上　彰 k.k海竜社

マニ-37 くらしの防災知識　―いざというときのために― 土岐　憲三 新日本法規出版社

マニ-38 命を守る住まい方 中川洋一 近代消防社

マニ-39 みんなで備える　地震防災 東京大学准教授　廣井　悠 株式会社　東京法規出版

マニ-40 「大地震」　これなら生き残れる 山村　武彦 朝日新聞社



〇　防災に関する教養図書

整理
番号

タイトル 著者 出版社

Ⅰ-1 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 ㈱自治体研究社

Ⅰ-2 地方自治職員研修臨時増刊号97　東日本大震災と自治体 公職研

Ⅰ-3 災害と日本人　巨大地震の社会心理 廣井　脩 株式会社時事通信社

Ⅰ-4 災害ポランティア　新しい社会へのグループ・ダイナミックス 渥美　公秀 K.K弘文堂

Ⅰ-5 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 金融財政事情研究会

Ⅰ-6 災害発生時における自治体組織と人のマネジメント 市川宏雄　他 第一法規

Ⅰ-7 図解　よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ 鍵屋　一 学陽書房

Ⅰ-8
地区防災計画制度入門　内閣府「地区防災計画ガイドライン」
の解釈とＱ＆Ａ

西澤　雅道
筒井　智士

NTT出版k.k

Ⅰ-9 ”地域防災力強化宣言” 進化する自治体の震災対策 鍵屋　一 株式会社ぎょうせい

Ⅰ-10 実践！復興まちづくり 復興まちづくり研究会 合同フォレスト株式会社

Ⅰ-11 阪神大震災市民がつくる復興計画　私たちにできること
市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム実
行委員会

神戸新聞総合出版センター

Ⅰ-12 阪神大震災市民がつくる復興計画　私たちにできること
市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム実
行委員会

神戸新聞総合出版センター

Ⅰ-13 これだけは知っておきたい山村流 災害・防災用語辞典 山村　武彦 k.kぎょうせい

Ⅰ-14 火災の科学・火事の仕組みと防ぎ方 浅海　保 中央公論新社

Ⅰ-15 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 株式会社　自由国民社

Ⅰ-16 大人の「科学」と「学習」　天気と気象 白鳥　敬 学研

Ⅰ-17 水害大国　天災・人災・怠慢災 辻田　啓志 つげ書房新社

Ⅰ-18 最新　天気図の読み方がよ～くわかる本　第2版 岩槻　秀明 K.K秀和システム

Ⅰ-19 ＮＨＫ気象.災害ハンドブック ＮＨＫ放送文化研究会 日本放送出版協会

Ⅰ-20 川と国土の危機　水害と社会 高橋　裕 k.k岩波書店

Ⅰ-21 これからの都市水害対応ハンドブック 末次　忠司 株式会社　山海堂

Ⅰ-22
豪雨・洪水災害の減災に向けて　ソフト対策とハード整備の一
体化

辻本　哲郎 技報堂出版k.k

Ⅰ-23 豪雨の災害情報学　増補版 牛山　素行 k.k古今書院

Ⅰ-24 水害に役立つ減災術 末次　忠司 技報堂出版

Ⅰ-25 都市型集中豪雨はなぜ起こる？ 三上　岳彦 k.k技術評論社

Ⅰ-26 災害史探報　　内陸直下地震編 伊藤　和明 近代消防社

Ⅰ-27 地震予知大転換 山﨑　　登 近代消防社



整理
番号

タイトル 著者 出版社

Ⅱ-1 その時学校は　阪神・淡路大震災検証と未来への提言 速水順一郎 (株)六甲出版

Ⅱ-2
希望の灯りともして…阪神・淡路大震災　67人の記者が綴る158
のきずな

震災モニュメントマップ政策委員会 六甲出版

Ⅱ-3 シリーズ日本の歴史災害５ 手記で読む関東大震災 武村　雅之 株式会社古今書院

Ⅱ-4 日本災害史事典　1868～2009 日外アシェーフ編集部 日外アシェーフk.k

Ⅱ-5 忘れない1.17　震災モニュメントめぐり 震災モニュメントマップ政策委員会 葉文館出版

Ⅱ-6 心の傷を癒すということ 安　克昌 株式会社作品社

Ⅱ-7 ドキュメント　崩壊からの出発　阪神大震災5年・「生活再建」
への挑戦

渡辺　　実
小田桐　誠

株式会社　会思想社

Ⅱ-8 防災の決め手　「災害エスノグラフィー」　阪神・淡路大震災
秘められた証言

林　春男　他 ＮＨＫ出版

Ⅱ-9
阪神・淡路大震災でダメージを受けたマンションの管理会社経
営者が語る社員の雇用を守り会社発展を

白川　欽一 文芸社

Ⅱ-10 兵庫県知事の阪神・淡路大震災15年の記録 貝原　俊民 丸善k.k

Ⅱ-11 女たちは動いた 阪神淡路大震災 あごら大阪 ＢＯＣ出版部

Ⅱ-12 被災地、神戸に生きる人びと　相談室から見た7年間 牧　秀一 岩波新書

Ⅱ-13 待ったナシの防災習慣 橋本　真希 爪谷綱延

Ⅱ-14 大地からの警告 大地震は何を語りかけたのか 貝原　俊民 株式会社ぎょうせい

Ⅱ-15 大震災名言録、次の災害を乗り越えるための知識 藤尾　潔 明日堂書房

Ⅱ-16 首都直下地震 平田　直 岩波新書

Ⅱ-17 神戸発　阪神大震災以後 酒井　道雄 k.k岩波書店

Ⅱ-18 高層難民 渡辺　実 k.k新潮社

Ⅱ-19

Ⅱ-20 緊急地震速報　その時あなたはどうしますか？ 渡辺　実 角川ＳＳＣ新書

Ⅱ-21 大地震100日の記録　兵庫県知事の手記 貝原　俊民 k.kぎょうせい

Ⅱ-22

Ⅱ-23 阪神大震災　消防隊員死闘の記 川井　龍介 労働洵報社

Ⅱ-24 阪神大震災雑記録 山下　和則 k.k鹿砦社

Ⅱ-25 阪神大震災　トイレパニック　神戸市環境局ボランティアの奮
戦記

日経大阪ＰＲ企画出版部 k.k東方出版

Ⅱ-26 阪神大震災主婦115人の証言　我が家の危機管理のために 笹井　武久 扶桑社

Ⅱ-27 阪神大震災研究５ 大震災を語り継ぐ 神戸大学震災研究会 神戸新聞総合出版センター

Ⅱ-28 日本の活断層地図　関東上信越活断層地図 中田　高 人文社

Ⅱ-29

Ⅱ-30 大震災に生きる ―関東大震災体験記集― 品川区環境開発部防災課 東京都品川区

Ⅱ-31 そしえて文庫　３４大地震 宇佐美　龍夫　　　　　　 k.kそしえて

Ⅱ-32
市民社会をつくる 震後ＫＯＢＥ発アクションプラン　市民活動
群像と行動計画

震災復興市民検証研究会 市民社会推進機構

Ⅱ-33 震災の社会学　阪神・淡路大震災と民衆意識
黒田　展之
津金澤　聡廣

世界思想社

Ⅱ-34 防災を考える　―水・土砂災害適応策の深化に向けて― 公益社会法人日本河川協会 技報堂出版k.k

Ⅱ-35 人が死なない防災 片田　敏孝 集英社新書

Ⅱ-36 私にも言わせてよ　阪神淡路大震災　震源地町長の悪戦苦闘記 小久保　正雄 k.k兵庫ジャーナル

Ⅱ-37
クロスロード・ネクスト　続:ゲームで学ぶリスク・コミュニ
ケーション

吉川　肇子 k.kナカニシヤ出版

Ⅱ-38 防災ゲームで学ぶリスクコミュニケーション　クロスロードへ
の招待

矢守　克也 k.kナカニシヤ出版

Ⅱ-39 都市と防災 目黒　公郎　村尾　修 財団法人放送大学教育振興会

Ⅱ-40 東日本大震災と地方自治 河村　和徳 k.kぎょうせい

Ⅱ-41 あなたは次の災害で生き残れますか？ 半田　亜季子 k.k近代消防社

Ⅱ-42 震災時帰宅支援マップ　首都圏版 MAPPLE 昭文社

Ⅱ-43 震災対策マップ　首都圏版　震災時の行動はこう変わる 北坂　和浩 ぴあk.k

Ⅱ-44

Ⅱ-45 不眠の震災病棟　全日本民主医療機関連合会編 小桜　勲 株式会社新日本出版

Ⅱ-46 危機管理入門　―危機にどのように立ち向かうか― 新治　毅 摩書房プレス

Ⅱ-47 「想定外」を想定する危機管理 斉藤　實 k.kアイフィス

Ⅱ-48 実践から学ぶ危機管理 自治体危機管理研究会 ㈱都政新報社

Ⅱ-49 危機管理マニュアル　どう伝え合うクライシスコミュニケー
ション

吉川　肇子 イマジン出版

Ⅱ-50 災害危機管理読本　企業・団体の防災対策と事業継続管理 藤江　俊彦 k.k日本コンサルタントグループ

Ⅱ-51 リスクマネージメント　99の視点 前田　良治 ＥＨＳ＆研究センター

Ⅱ-52 危機管理　２０１７ クライシスマネジメント協議会 クライシスマネジメント協議会



整理
番号

タイトル 著者 出版社

Ⅲ-1 医師の目から見た「災害」備え、最前線、そして連携 白濱　龍興 内外出版社

Ⅲ-2 あなたの都市に地震が来たらどうしますか？ 中林　一樹 マガジンハウス

Ⅲ-3 目からウロコの防災新知識 山村　武彦 k.kぎょうせい

Ⅲ-4 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 K.K学芸出版社

Ⅲ-5 くらしの防災手帳　「いざ！」という時のために 遠藤　勝裕 ときわ像合サービス

Ⅲ-6 くらしとともに　地域とともに 永井　雅子 日本生活共同組合連合会出版部

Ⅲ-7 家族で学ぶ　地震防災はじめの一歩 大木　聖子 図書印刷k.k

Ⅲ-8 それでも「木密」に住み続けたい 後藤　治 k.k彰国社

Ⅲ-9 簡単料理あらかると　災害・緊急時・キャンプ等で困らない 青山　暁美 （社）富山県栄養士会

Ⅲ-10 自然災害からいのちを守る科学 平田　大二 k.k岩波書店

Ⅲ-11 東京大地震は必ず起きる 片山　恒雄 株式会社文藝春秋

Ⅲ-12 「無防備都市」を巨大地震が襲う!! 木村　政昭 株式会社光新社

Ⅲ-13 巨大地震の日　―命を守るための本当のこと― 髙嶋　哲夫 k.k集英社

Ⅲ-14 KOBE発　災害救援 支えあいは国境を越えて CODE海外災害救援市民センター 神戸新聞総合出版センター

Ⅲ-15
巨大地震Ⅹデー　南海トラフ地震、首都直下地震に打ち克つ45
の国家プログラム

藤井　聡 k.k光文社

Ⅲ-16 帰宅難民なう。　難民Ａ 難民　Ａ 北辰堂出版k.k

Ⅲ-17 巨大地震発生!!　その時の行動が生死を分ける 和田　隆昌 k.kベストセラーズ

Ⅲ-18 大地震死んではいけない！ 目黒　公郎 k.kアスコム

Ⅲ-19 大震災が東京を襲う！　その時あなたはどこにいるか!? 溝上　恵 k.k中経出版

Ⅲ-20 The Community 若者が見た東日本大震災　№148 一般財団法人　地域社会研究会 一般財団法人　地域社会研究会

Ⅲ-21 もし、一日前に戻れたら…　「一日前プロジェクト」報告書 内閣府 内閣府

Ⅲ-22 黒い虹　阪神大震災遺児たちの一年 あしなが育英会 廣済堂出版

Ⅲ-23 江戸、東京の大地震 野中　和夫 ㈱同棲成社

Ⅲ-24 災害・防災の心理学 木村玲欧 株式会社　北村書店

Ⅲ-25 災害救援ガイドブック　トイレって大事！ 山下　亨 近代消防社

Ⅲ-26
阪神・淡路大震災と新潟県中越大震災の教訓
トイレが大変！災害時にトイレ権をどう保障するか増補版

山下　亨 近代消防社

Ⅲ-27 NHKスペシャル　MEGAQUAKEⅢ　巨大地震地下に潜む次の脅威 NHK取材班 k.k新日本出版社

Ⅲ-28 次の震災について本当のことを話してみよう。 福和　伸夫 時事通信社


