
2022年9月企画展示テーマ『自然災害』

＜図書＞

No. 書名 著者名 出版者 請求記号

1 災害に向きあう（高校倫理からの哲学） 直江清隆, 越智貢編 岩波書店 114/N49/B

2 災害・危機と人間 矢守克也, 前川あさ美責任編集 新曜社 143/H43/7

3 災害に強い地域づくり : 地域社会の内発性と計画 福与徳文著 日本経済評論社 369.3/F85

4 人はなぜ逃げおくれるのか：災害の心理学  広瀬弘忠著 集英社 369.3/H72

5 おかあさんと子どものための防災&非常時ごはんブック : 4コマでわかる! 草野かおる著/木原実監修 ディスカヴァー・トゥエンティワン 369.3/Ku84

6 災害時炊き出しマニュアル : 誰もができる炊き出しを目指して キャンパー, 日本調理科学会共著 東京法規出版 369.3/Ky1

7 災害対応ハンドブック 野呂雅之, 津久井進, 山崎栄一編 法律文化社 369.3/N96

8 災害列島・危険情報地図 : 身近に潜む危機を知り“万が一"に備える 成美堂出版編集部編 成美堂出版 369.3/Se17

9 Food security for the faint of heart : keeping your larder full in lean times Robin Wheeler New Society Publishers 369.3/W66

10 最期の声 : ドキュメント災害関連死 山川徹著 KADOKAWA 369.3/Y27

11 災害情報が命を救う : 現場で考えた防災 山崎登著  近代消防社 369.3/Y48

12 巨大津波が襲った : 3.11大震災 : 発生から10日間の記録 : 緊急出版特別報道写真集 河北新報社, 河北新報出版センター (発売)369.31/Ka19

13 困難を乗り越える・人とつながる スマイルとうほくプロジェクト(福島民報社・河北新報社・岩手日報社)編集協力日本図書センター 369.31/Su56/1

14 地域を愛する・自然と共に生きる スマイルとうほくプロジェクト(福島民報社・河北新報社・岩手日報社)編集協力日本図書センター 369.31/Su56/2

15 防災を知る・日本の未来を考える スマイルとうほくプロジェクト(福島民報社・河北新報社・岩手日報社)編集協力日本図書センター 369.31/Su56/3

16 復興へ中越地震 新潟日報社編 新潟日報社, 新潟日報事業社 (発売) 369.31N/N72

17 平成19年新潟県中越沖地震 : 特別報道写真集 : 緊急出版 新潟日報社 [編集] 新潟日報社, 新潟日報事業社 (発売) 369.31N/N72

18
生死を分けた三分間 : そのとき被災者はどう生きたか : 阪神・淡路大震災三宅島二〇〇〇年噴火

新潟県中越地震
被災者+日本聞き書き学会編 光文社 369.31N/N77

19 地震・災害ボランティア活動入門 : 一人でもできる 角田四郎著 ふきのとう書房, 星雲社 (発売) 369.31N/Ts82

20 被災中山間地域復興支援17年の記録 : 2004年新潟県中越地震 : 地域の「声」をカタチに 山の暮らし再生機構編 「被災中山間地域復興支援17年の記録」編集委員会, 新潟日報事業社 (発売)369.31N/Y38

21 ドキュメント豪雨災害 : そのとき人は何を見るか（岩波新書） 稲泉連著 岩波書店 369.33/I52

22 雪かきで地域が育つ : 防災からまちづくりへ 上村靖司 [ほか] 編著 コモンズ 369.33/Ka37

23 地震（自然災害サバイバル : どっちを選ぶ?クイズで学ぶ!） 大野直人イラスト 日本図書センター 369.3J/Sh93/1

24 水害（自然災害サバイバル : どっちを選ぶ?クイズで学ぶ!） 小松亜紗美イラスト 日本図書センター 369.3J/Sh93/2

25 避難生活（自然災害サバイバル : どっちを選ぶ?クイズで学ぶ!） AUN幸池重季イラスト 日本図書センター 369.3J/Sh93/3

26 あなただからできる自然災害ボランティアABC 日本ネイチャーゲーム協会編 ネイチャーゲーム研究所, 星雲社 (発売)369.3N/N77

27 SDGsと防災教育 : 持続可能な社会をつくるための自然理解 藤岡達也著 大修館書店 374.92/F65

28 自然地理学 松山洋 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 450.9/Ma91

29 自然災害と民俗 野本寛一著 森話社 450.981/N94

30 荒ぶる自然 : 日本列島天変地異録 高田宏著 苦楽堂 450.981/Ta28

31 梅雨前線の正体 茂木耕作著 東京堂出版 451.37/Mo82

32 雪国学 : 地域づくりに活かす雪国の知恵 沼野夏生著 現代図書, 星雲社 (発売) 451.66/N99

33 気候変動の時代を生きる : 持続可能な未来へ導く教育フロンティア 永田佳之編著 山川出版社 451.85/N23

34 よくわかる気象のしくみ 青木孝監修 ナツメ社 451/A53



35
すごすぎる天気の図鑑 : 空のふしぎがすべてわかる!/The amazing visual dictionary of the

weather
荒木健太郎著 KADOKAWA 451/A64

36 天気と気象についてわかっていることいないこと : ようこそ、そらの研究室へ 筆保弘徳, 芳村圭編著/稲津將 [ほか] 著 べレ出版 451/Te36

37 地震・津波のメカニズムと被害の実態 平川新, 今村文彦, 東北大学災害科学国際研究所編著 明石書店 453.21/H64/1

38 超巨大地震に迫る : 日本列島で何が起きているのか 大木聖子, 纐纈一起著 NHK出版 453.212/O51

39 火山噴火 : 予知と減災を考える（岩波新書） 鎌田浩毅著 岩波書店 453.8/Ka31

40 火山と地震の国に暮らす 鎌田浩毅著 岩波書店 453.8/Ka31

41 妙高は噴火するか, 新版 早津賢二著 新潟日報事業社 453.8N/H49

42 首都直下地震（岩波新書） 平田直著 岩波書店 453/H68

43 地震と噴火の日本史（岩波新書）  伊藤和明著 岩波書店 453/I89

44 巨大地震の科学と防災 金森博雄著/瀬川茂子, 林能成構成 朝日新聞出版 453/Ka45

45 連鎖する大地震 遠田晋次著 岩波書店 453/To17

46 南海トラフ地震（岩波新書） 山岡耕春著 岩波書店 453/Y42

47 多職種連携で支える災害医療 : 身につけるべき知識・スキル・対応力 小井土雄一, 石井美恵子編著 医学書院 498.89/Ko29

48 洪水と水害をとらえなおす : 自然観の転換と川との共生 大熊孝著 農文協プロダクション, 農山漁村文化協会 (発売)517.21N/O55

49 防災・減災のための社会安全学 : 安全・安心な社会の構築への提言 関西大学社会安全学部編 ミネルヴァ書房 519.9/Ka59

50 自然災害からいのちを守る科学 川手新一, 平田大二著 岩波書店 519.9/Ka98

51 自然災害科学・防災の百科事典 日本自然災害学会編集 丸善出版 519.9R/N7

52 図説人新世 : 環境破壊と気候変動の人類史 ギスリ・パルソン著/梅田智世訳 東京書籍 519/G47

53 地球環境問題がよくわかる本 浦野紘平, 浦野真弥共著 オーム社 519/U84

54 コミュニティFM進化論 : 地域活力・地域防災の新たな担い手 紺野望著 ショパン 699.38N/Ko75

55 子どもと楽しむアウトドア大全集 : 防災対策にも役立つお父さんの知恵袋 萩原正志著 西田書店 786/H14

＜雑誌＞

No. タイトル・巻号 特集名 出版者 資料ID

1 『切抜き速報 保育と幼児教育版』2022年6号（426号） 親子で育む防災意識　もしもの備えを日常に ニホン・ミック 916178

2 『季刊地域』No.46（Summer 2021） 天災は忘れる前にもやって来る！ 農山漁村文化協会 915085

3 『学校給食』70巻9号（2019.9）　 災害時に備える 全国学校給食協会 912932

4 『学校給食』73巻9号（2022.9）　 防災と食育 全国学校給食協会 916531

5 『保育の友』67巻11号（2019.9） 災害への備え　効果的な避難訓練 全国社会福祉協議会 912912


