
〇　防災に関する写真、記録、資料図書
整理
番号

タイトル 著者 出版社

資-1 大震災とコミュニティ　復興は、“人の絆から“ 山崎　文夫 自治体研究社

資-2 くるりとねりま　練馬区独立70周年記念誌
練馬総務部情報公開
課

株式会社　JTBパブリッ
ション

資-3
大震災マグニチュード7.9
―100万人が死ぬ日本大震災―

全国加除法令出版株
式会社

全国加除法令出版株式会社

資-4 日本災害資料集　火災編
小林　美一　　田中
孝義

クレス出版

資-5 東日本大震災「亘理町復興支援写真集」 練馬区

資-6 新潟県中越地震現地写真１ 練馬区

資-7 新潟県中越地震現地写真２ 練馬区

資-8
震度7　新潟県中越地震を忘れない　2004　10　23　17
56

松岡　達英 株式会社ポプラ社

資-9 中越大震災　自治体の危機管理は機能したか 長岡市災害対策本部 k.kぎょうせい

資-10 7.16　中越沖地震 池田　哲雄 ベースボールマガジン社

資-11
新潟県中越地震　2004.10.23　17：56発生　元気だして
いこー！新潟

（社）新潟県エル
ピーガス協会

（社）新潟県エルピーガス
協会

資-12 2004.10.23 新潟県小千谷市の記録
新潟県小千谷市役所
総務課防災係

新潟県小千谷市

資-13 平成19年新潟県中越沖地震　2007.7.16特別報道写真集 特別報道写真集 新潟日報社

資-14 新潟県中越地震　2004.10.23 17.56発生 新潟日報社 新潟県ヱスビー協会

資-15 新潟県中越地震　2004.10.23　特別報道写真集 特別報道写真集 新潟日報社

資-16 災害大国・迫る危機　日本列島ハザードマップ 朝日新聞社 k.k朝日新聞出版

資-17

資-18 平成12年（2000年）　三宅島噴火災害誌 東京都総務局総合防災部

資-19
三宅島被害動物救護活動報告書
活動報告と今後の動物救護について

救護活動報告所委員
会

三宅島噴火災害動物救護本
部

資-20 被災地の叫び　第三巻　阪神淡路大震災
株式会社　地球タイ
ムス

株式会社　地球タイムス

資-21 1995.1.17　阪神・淡路大震災　西宮の記録
西宮市総務局行政資
料室

西宮市

資-22 防災グッズ完全ガイド　本当に必要な防災グッズ328 沢井　竜太 株式会社　晋遊社

資-23 請戸小学校物語　大平山をこえて
請戸小学校物語政策
委員会

NPO法人　団塊のノーブレ
ス・オブリージュ

資-24
1989サンフランシスコ湾岸地震　ロマプリータ地震の記
録

国土庁防災局　監修 ぎょうせい

資-25 平成19年新潟県中越沖地震　特別報道写真集 新潟日報社 新潟日報事業者

資-26
「神戸からありがとう」
―すべての優しさに感謝して―

「神戸からの感謝の
手紙」編集

復興記念事業推進協議会

資-27 がんばろう！輝く柏崎　さらなる未来へ
柏崎市市民生活部防
災・原子力化

ぎょうせい

資-28
障害者の福祉　ノーマライゼーション　2010年11特集
地域生活と防災

財団法人　日本障害
者リハビリテーショ
ン協会

財団法人　日本障害者リハ
ビリテーション協会

資-29
震災60日もうひとつの阪神大震災記録　ボランティアは
いかに活動したか　西宮ボランティアネットワーク

西宮ボランティア
ネットワーク

ＮＨＫ出版



資-30 イミダス特別編集　日本列島・地震アトラス活断層 イミダス編集部 k.k集英社

資-31 首都直下型地震等による東京の被害想定 東京都防災会議地震部会

閲覧図書 地震がわかる 地震調査研究推進本部

閲覧図書 防災に関する世論調査の概要

閲覧図書 災害時におけるペットの救護対策ガイドライン

閲覧図書 仙台市避難所運営マニュアル

閲覧図書 みやぎ・復興の歩み

閲覧図書 ねりま防災カレッジ事業運営会議録

閲覧図書 建築知識11月号　建築基準法の改正2015～2019 　 株式会社　エクスナレッジ

資-32
平成27年度　東日本大震災における東京都支援活動報告
書　5年目の記録～ピークを迎えた復興事業を支えて～

東京都総務局復興支
援対策部

資-32-2 東日本大震災等における7年目の記録　都支援活動報告書
東京都総務局復興支
援対策部

東京都総務局復興支援対策
部

資-33 東日本大震災から７年　事例に学ぶ生活復興

公益財団法人　ひょ
うご震災記念21世紀
研究機構　研究戦略
センター調査部

公益財団法人　ひょうご震
災記念21世紀研究機構　研
究戦略センター調査部

資-34 南三陸町からの手紙 チームワンネス チームワンネス

資-35
負けへんで！復興の灯を求めて
視聴覚障害者救援活動の記録

阪神淡路大震災聴覚
障害者現地救護対策
本部

阪神淡路大震災聴覚障害者
現地救護対策本部

資-36 僕らが守る 岡田　俊樹 工学院大学

資-37 防災授業　僕たち自然災害を学び隊 山本　哲朗 k.k電気書院

資-38
東日本大震災　相馬市５年間の記録（中間報告ダイジェ
スト版）

相馬市企画政策部情
報政策課

相馬市企画政策部情報政策
課

資-39
阪神大震災全記録　[平成七年兵庫県南部地震]完全保存
版

田中　薫 毎日新聞社

資-40 阪神・淡路大震災神戸市域における消防活動の記録
財団法人　神戸市防
災安全公社

財団法人　神戸市防災安全
公社

資-41
2011年版特集　地域政策提言集　東日本大震災からの復
旧・復興と首都震災の備え

小出　康之 中小企業診断協会東京支部

資-42 1995.1.17　阪神・淡路大震災記録写真集
（財）都市防災研究
所

共同通信社

資-43 平成29年度　防災白書 内閣府 佐伯印刷k.k

資-44 平成26年度　防災白書 内閣府 佐伯印刷k.k

資-45 平成25年度　防災白書 内閣府 佐伯印刷k.k

資-46 平成23年度　防災白書 内閣府 佐伯印刷k.k

資-47 平成22年度　防災白書 内閣府 佐伯印刷k.k

資-48
復興のあゆみ　阪神・淡路大震災芦屋市の記録Ⅱ
1996.4～2000.3

芦屋市役所総務部企
画課

芦屋市役所総務部企画課

資-49 人・町ながた
神戸市長田区役所記
録誌編集委員会

神戸市長田区役所記録誌編
集委員会



資-50 阪神大震災の被災者にラジオ放送は何ができたか 大窪　健之 k.k学芸出版社

資-51 東日本大震災に学ぶ日本の防災
財団法人　地震予知
総合研究

K.K学研教育出版振興会

資-52 災害時の水利用　飲める水・使える水
社団法人空気調衛生
工学会

社団法人空気調衛生工学会

資-53
阪神・淡路大震災の教訓　震災時のトイレ対策のあり方
とマニュアル

あり方に関する調査
委員会

日本消防設備安全センター

資-54 93夏　鹿児島風災害 報道写真集 南日本新聞社

資-55 「幸せ運ぼう」～阪神・淡路大震災から学ぶ～
ビジュアル版幸せ運
ぼう制作委員会

ビジュアル版幸せ運ぼう制
作委員会

資-56
東京直下大地震生き残り地図
あなたは震度6強をいきぬくことができるか？

目黒　公郎 株式会社旬報社

資-57 平成29年版「防災白書」 内閣府 内閣府

資-58
あなたのまちの東京危険度マップ
東京23区＋多摩地区　大地震に備えて

東京都 k.k朝日出版社

資-59 気象業務はいま ― 守ります　人と自然と　この地球 ― 国土交通省　気象庁 国土交通省　気象庁

資-60 阪神・淡路大震災における避難所の研究
相原　士郎・上野
淳・森田　孝夫

大阪大学出版社

資-61 阪神淡路大震災1.17ののつどい
阪神淡路大震災1.17
のつどい実行委員会

資-61-2 阪神・淡路大震災における避難所の研究 柏原　士郎ほか 大阪大学出版会

資-62 阪神・淡路大震災　芦屋市の記録'95～'96 芦屋市役所 芦屋市役所

資-63 明日に幸せ運べるように 神戸教育委員会 大和出版印刷株式会社

資-64
阪神・淡路大震災From'95.1.17
被災地弁護士会の活動の軌跡

兵庫県弁護士会 兵庫県弁護士会

資-65 練馬区地域防災計画　平成２９年度修正 練馬区防災会議

資-66 練馬区地域防災計画　資料編　平成29年度修正 練馬区防災会議

資-67
阪神大震災の教訓　「都市と建物」を守るためいま何を
なすべきか

日経アーキテクチュ
ア

日経ＢＰ社

資-68 新編　日本被害地震総覧 宇佐美　龍夫 東京大学出版会

資-69 防災ガイド　２０１７年度版 東　英弥 事業構想大学院大学

資-70
地域防災データー総覧　能登半島地震　新潟県中越沖地
震編

財団法人　消防科学
研究センター

財団法人　消防科学研究セ
ンター

資-71
地域防災データー総覧　岩手・宮城内陸地震　平成20年8
月豪雨編

財団法人　消防科学
研究センター

財団法人　消防科学研究セ
ンター

資-72 大地震の被害動物を救うために
兵庫県南部地震動物
救護本部活動の記録
編集委員会

兵庫県南部地震動物救護本
部

資-72-2
大地震に備えて、あなたのまちの東京危険度マップ
東京23区+多摩地域

仁藤　輝夫 k.k朝日新聞社出版

資-73 第6回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-74 第7回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-75 第8回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-76 第9回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-77 第10回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁



資-78 第11回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-79 第12回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-80 第13回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-81 第14回　防災まちづくり大賞事例集
消防科学総合セン
ター

総務省消防庁

資-82
第30回　八都県市合同防災訓練実施報告書
今、ここにある危機。

八都県市合同防災訓
練連合部会事務局

八都県市合同防災訓練連合
部会事務局

資-83
第31回　九都県市合同防災訓練実施報告書
もしもの時に備えていますか

九都県市合同防災訓
練連合部会事務局

九都県市合同防災訓練連合
部会事務局

資-84
安全な学校生活を考える本　火事．放射能から命を守ろ
う

中村　和夫 k.k小峰書店

資-85
安全な学校生活を考える本8
暴風雨．雷雨．豪雨から命を守ろう

小峰　紀雄 k.k小峰書店

資-86 震災ビックデータ 阿部　博史 ＮＨＫ出版

資-87 三陸沿岸大津波を語る路傍の石碑 上西　勇 　

資-88 震災でわかった歯と食のはなし 神戸市歯科医師会 神戸市歯科医師会

資-89 市町村のＢＣＰ　～地震に負けない自治体づくり～
財団法人　東京市町
村自治調査会

財団法人　東京市町村自治
調査会

資-90 災害弱者の救援計画とプライバシー保護 宇賀克也・鈴木康夫 地域科学研究会

資-91
緊急出版　特別報道写真集　巨大津波が襲った　3・11大
震災　～発生から１０日間の記録～

一力　雅彦 河北新報社

資-92
子供のための防災ＢＯＯＫ
72時間生きぬくための101の方法

夏　緑 k.k童心社

資-93 知ろう！防ごう！自然災害① 地震．津波．火山噴火 岩淵　弘明 k.k岩崎書店

資-94 知ろう！防ごう！自然災害② 台風．強風．豪雪．洪水 岩淵　弘明 k.k岩崎書店

資-95 知ろう！防ごう！自然災害③ 世界の自然災害と取り組み 岩淵　弘明 k.k岩崎書店

資-96 高齢者・障害者の災害時の避難支援のポイント
災害時用救援者避難
支援研究会

k.ｋぎょうせい

資-97
がんばろう！輝く柏崎　さらなる未来へ
中越沖地震記録集柏崎市

新潟県柏崎市市民生活部防災・原子力課 新潟県柏崎市市民生活部防災・原子力課

資-98 自然災害に対する避難のあり方について
日本自治体危機管理
学会

株式会社オリエンタルコン
サルタンツ

資-99 巨大災害があなたを襲う!　地球からの警告 金谷　敏博 k.k学習研究社

資-100 危険から自分を守る本 石田　繁美 株式会社　ポプラ社

資-101 災害・防災図鑑　すべての災害から命を守る 藤井　敏嗣 k.k文溪堂

資-102 いのちを守る都市づくり 「アクション編」
大阪市立大学都市防
災研究グループ

大阪公立大学共同出版社

資-103 ＴＳＵＮＡＭＩをこえて 藤谷　健 ポプラ社

資-104 消防法の基本としくみがよ～くわかる本 防災研究会ＡＦＲＩ k.k秀和システム

資-105 消防団の闘い　3.11　東日本大震災 日本消防協会 近代消防社

資-106 ＲＥＶＩＶＥ　～復興～ 藤居　治夫 k.k東北プリント

資-107 地域防災活動活性化　サポートガイド 東京都総務局

資-108 [紙芝居]　もしももしものとしもんがきた！ すとう　あさえ 童心社



資-109 [紙芝居]　たいふうがきた 山本　省三 教育画劇

資-110 [紙芝居]　だいじだいじ ひろかわ　さえこ 童心社

資-111 [紙芝居]　ありんこちっぽが流される わしお　としこ 教育画劇

資-112 東日本大震災　震災市長の手記 立谷　秀清 近代消防社

資-113 モグラはかせの地震たんけん 中村　健太郎 坂井　　宏先

資-114 航空写真で現在の土地を読む
小泉　俊雄　　阿部
三樹

k.k彰国社

資-115 an an新装版　女性のための防災ＢＯＯＫ 鉄尾　周一 k.kマガジンハウス

資-116 女性のための防災ＢＯＯＫ 鉄尾　周一 k.kマガジンハウス

資-117 被災した女性たちが掲示する防災・復興り課題
ＮＰＯ法人ﾌｫﾄﾎﾞｲｽ・
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

資-118 災害時に子どもたちが果たした役割の記録
公益社団法人セー
ブ・ザ・チルドレ
ン・ジヤパン

資-119 気象・防災情報の見方と使い方 平井　信行 第一法規株式会社

資-120 マンション防災の新常識 釜石　　徹 合同フォレスト

資-121 高齢者福祉施設における水害対策ハンドブック
東京都社会福祉協議
会

寄贈

資-122 ひな型でつくる福祉防災計画 東京都福祉保健財団 寄贈


