
◆ 東日本大震災特別教育プログラムとは

経済学部を中心とした、学生が大震災について真摯に学ぶことができる教育プログラムです。
学生が被災地を訪ね、視察・ボランティア・ワークショップの受講等をすることで、被災地の現状を知り、
これからの日本がどのような課題に直面することになるのかを真剣に考える機会を得られます。

＊プログラムを受講しない学生も資料を借りられます。

医療
　救急医療、看護、精神医療

教育
　地震一般の公開講座・市民大学・セミナー、副読本、留学生、図書館報、学校の危機管理

行政
　復興計画、町内会・自治会、区画整理、広報活動、環境、税制、地価、警察、提言、危機管理

経済
　景気予測、融資

原子力発電
　原子力発電、放射能災害

建築
　デザイン工学、ライフライン（電気・ガス・水道）、液状化

産業
　商・工・農・水産業、地場産業、雇用問題、企業（危機管理をふくむ）、貿易

地震工学
　地震、活断層、地質図・地形図、地震予知

市民生活
　世論調査、消費者問題、住宅問題、女性問題、提言、危機管理

社会福祉
　社会福祉、障がい者問題、義援金

情報
　メディア、出版、報道、パソコン通信

消防・防災
　災害救助、救急活動、自衛隊活動、防災（サバイバル）マニュアル、避難所

地図
　被災図・住宅地図

津波
　津波

文芸
　手記、作文集、文芸作品、学校関係の文集

報道記録
　報道写真集、新聞縮刷版、

ボランティア
　ボランティア
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請求記号 書名 著者名 出版社名 出版年月 分類
146
Ko-74
24

臨床心理学：被害者支援．第４巻６号 金剛出版 200411 医療

146.8
N-71

喪失と家族のきずな
日本家族研究・家族療
法学会

金剛出版 199805 医療

317.79
Ka-86

消防士を救え！
：災害救援者のための惨事ストレス対策講座

加藤寛 東京法令出版 200911 医療

361.4
N-44

安全。でも、安心できない…：信頼をめぐる心理学 中谷内一也 筑摩書房 200810 医療

369.3
R-66

災害と心のケア：ハンドブック
デ－ヴィド・ル－ジャ
ン・ロモ

アスク・ヒュ－マン・ケア 201104 医療

369.3
Y-49

防災・減災の人間科学：いのちを支える、現場に寄り添う
矢守克也
渥美公秀

新曜社 201101 医療

369.9
A-19

危機介入の理論と実際：医療・看護・福祉のために
ドナ・Ｃ．アグレア
小松源助

川島書店 199705 医療

493.49
Ko-89

ストレス心理学：個人差のプロセスとコ－ピング
小杉正太郎
大塚泰正

川島書店 200204 医療

493.74
A-46

心の傷を癒すということ：大災害精神医療の臨床報告 安克昌 作品社 201106 医療

493.74
A-93

ＰＴＳＤの臨床研究：理論と実践 飛鳥井望 金剛出版 200808 医療

493.74
F-36

ＰＴＳＤ治療ガイドライン：エビデンスに基づいた治療戦略 エドナ・Ｂ．フォア 金剛出版 200503 医療

493.74
Ma-77

惨事ストレスへのケア 松井豊 おうふう 200903 医療

493.74
Mo-45

埋葬と亡霊：トラウマ概念の再吟味 森茂起 人文書院 200502 医療

493.74
W-74

トラウマから恢復するためのＰＴＳＤワ－クブック
：心とからだと魂の癒し

メアリ－・ベス・ウィリア
ムズ

明石書店 200903 医療

493-79
A-96

災害と心の救援
リンダ・Ｓ．オ－スティ
ン
石丸正

岩崎学術出版社 199612 医療

493-79
A-96

生きられる癒しの風景：園芸療法からミリュ－セラピ－へ
浅野房世
高江洲義英

人文書院 200806 医療

369.3
I-44

防災教育の展開 今村文彦 東信堂 201103 教育

374.92
Y-97

スク－ル・トラウマとその支援
：学校における危機管理ガイドブック

ウィリアム・ユ－ル
アン・ゴ－ルド

誠信書房 200111 教育

785
C-43

ライフセ－ビング：歴史と教育
千原英之進
小峯力

学文社 200211 教育

369.3
H-48

自然災害と復興支援 林勲男 明石書店 201001 行政

369.3
H-99

災害復興ガイド：日本と世界の経験に学ぶ
兵庫県震災復興研究
センタ－

クリエイツかもがわ 200701 行政

369.3
Ko-14
2

復興コミュニティ論入門
浦野正樹
大矢根淳

弘文堂 200712 行政

◆ 東日本大震災特別教育プログラムとは

経済学部を中心とした、学生が大震災について真摯に学ぶことができる教育プログラムです。
学生が被災地を訪ね、視察・ボランティア・ワークショップの受講等をすることで、被災地の現状を知り、
これからの日本がどのような課題に直面することになるのかを真剣に考える機会を得られます。

＊プログラムを受講しない学生も資料を借りられます。
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http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784772408509
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784772405799
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784809022906
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784809022906
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784480064493
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784901030120
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784788512184
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784761006037
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784761007560
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784861823398
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784772410380
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784772408615
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784273035341
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784409340288
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784750329505
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784750329505
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784753396207
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784409340394
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784798900551
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784414402896
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784414402896
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784762011795
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784750331225
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784902244731
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784335501029


請求記号 書名 著者名 出版社名 出版年月 分類
369.3
Ko-14
4

減災政策論入門：巨大災害リスクのガバナンスと市場経済 永松伸吾 弘文堂 200811 行政

369.31
H-82

近代都市の巨大地震災害を追う：被災から復興へ 北後寿
イワキ・プランニング・ジャ
パン

200612 行政

369.31
Ka-22

都市防災学：地震対策の理論と実践
梶秀樹
塚越功

学芸出版社 200703 行政

369.31
Ka-59

災害復興：阪神・淡路大震災から１０年
関西学院大学ＣＯＥ災
害復興制度研究会

関西学院大学出版会 200501 行政

369.31
N-88

自立支援の実践知：阪神・淡路大震災と共同・市民社会 似田貝香門 東信堂 200802 行政

518.67
Mi-64

防災行政と都市づくり：事前復興計画論の構想 三井康壽 信山社出版 200709 行政

518.8
N-45

苦闘元の街に住みたいんや！
：神戸市湊川町・住民主体の震災復興まちづくり

中山久憲 晃洋書房 200803 行政

518.8
O-15

グラウンド・ゼロから：災害都市再創造のケ－ススタディ
ジョアン・オクマン
鈴木博之

鹿島出版会 200802 行政

518.8
Ti-6

戦災復興の日英比較 ニック・ティラッソ－ 知泉書館 200611 行政

543.5
Y-48

生き残れない「原子力防災計画」：地方政治の現実 山崎隆敏 白馬社 201008 行政

601.1
F-57

列島強靭化論：日本復活５カ年計画 藤井聡 文藝春秋 201105 行政

543.5
O-61

日本復興計画 大前研一 文藝春秋 201104 行政

304
Mi-88

震災大不況で日本に何が起こるのか 宮崎正弘 徳間書店 201104 経済

332.107
F-67

震災で日本経済はどうなるか：緊急出版 藤田勉 日本経済新聞出版社 201104 経済

332.107
I-97

経済復興：大震災から立ち上がる 岩田規久男 筑摩書房 201105 経済

332.107
I-97

経済復興：大震災から立ち上がる 岩田規久男 筑摩書房 201105 経済

332.107
N-93

大震災後の日本経済：１００年に１度のタ－ニングポイント 野口悠紀雄 ダイヤモンド社 201105 経済

332.107
Ta-64

日本経済こうすれば復興する！ 竹中平蔵 アスコム 201105 経済

332.107
Ta-84

震災恐慌！
：経済無策で恐慌が来る！

田中秀臣
上念司

宝島社 201106 経済

369.3
Se-17

災害時絶対に知っておくべき「お金」と「保険」の知識
：被災しても、被災していなくても、知っておきたい基礎

生活設計塾クル－
ダイヤモンド社

ダイヤモンド社 201104 経済

304
I-89

東日本大震災　復興への提言
持続可能な経済社会の構築

伊藤滋
奥野正寛

東京大学出版会 201107 経済

302.1
Y-12

原子力都市 以文社 201003 原子力発電

319.8
N-99 常識として知っておきたい核兵器と原子力 ニュ－スなるほど塾 河出書房新社 200703 原子力発電

319.8
Ts-94

もうひとつの核なき世界：真のＣＨＡＮＧＥは日本が起こす 堤未果 小学館 201012 原子力発電

332.107
H-36

東日本大震災大局を読む！：緊急出版
長谷川慶太郎
日下公人

李白社 201105 原子力発電
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http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784335501043
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784903644011
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784761531508
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784907654689
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784887137974
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784797291667
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784771019546
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784771019546
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784306045002
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784901654838
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784938651756
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784166608096
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784163742205
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784198631673
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784532354657
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784480864123
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784480864123
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784478016121
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784776206644
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784796683425
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784796683425
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784478016053
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784478016053
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784130430364
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784130430364
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784753102761
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784309496429
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784093881104
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?listcnt=5&maxcnt=30000&isbn_issn=9784887860353


請求記号 書名 著者名 出版社名 出版年月 分類

342.1
I-11

先送りできない日本：“第二の焼け跡”からの再出発 池上彰 角川書店 201105 原子力発電

369.31
Sh-95

地震停電放射能みんなで生き抜く防災術
：東日本大震災から私たちが学んだこと

小学館 小学館 201104 原子力発電

369.31
U-32

フクシマ３・１１の真実 植田正太郎 ゴマブックス 201107 原子力発電

468
My

チェルノブイリの森：事故後２０年の自然誌
メアリ－・マイシオ
中尾ゆかり

ＮＨＫ出版 200702 原子力発電

493.195
H-54

内部被曝の脅威：原爆から务化ウラン弾まで
肥田舜太郎
鎌仲ひとみ

筑摩書房 200506 原子力発電

501.6
I-32

激変する核エネルギ－環境 池田清彦 ベストセラ－ズ 201105 原子力発電

539
Ko-12

原子力と人間：闇を生む光 小林公吉 菁柿堂 200511 原子力発電

539.093
H-87

原発ジプシ－：被曝下請け労働者の記録 現代書館 201105 原子力発電

539.48
O-89

放射線の健康への影響：再処理工場から出る放射性物質 大朏博善 ワック 200804 原子力発電

539.6
O-89

本当は怖いだけじゃない放射線の話 大朏博善 ワック 200206 原子力発電

539.7
H-29

反原発、出前します：原発・事故・影響そして未来を考える
反原発出前のお店
高木仁三郎

七つ森書館 201104 原子力発電

539.9
N-71

新しい原子力文明へ
：原子力の技術的安全と社会的安心への道筋

日本原子力学会 イ－ア－ルシ－出版 200112 原子力発電

539.99
J-51

「原子力事故」自衛マニュアル
“その時”すべきこと、絶対してはいけないこと

事故・災害と生活を考
える会
桜井淳

青春出版社 201104 原子力発電

543.5
A-32

原発崩壊：想定されていた福島原発事故 明石昇二郎 金曜日 201105 原子力発電

543.5
A-49

福島原発事故：どうする日本の原発政策 安斎育郎 かもがわ出版 201105 原子力発電

543.5
A-72

原発・正力・ＣＩＡ：機密文書で読む昭和裏面史 有馬哲夫 新潮社 200802 原子力発電

543.5
A-82

生かされなかった教訓：巨大地震が原発を襲った 朝日新聞社 朝日新聞出版 201106 原子力発電

543.5
B-17

日本を滅ぼす原発大災害：完全シミュレ－ション
坂昇二
前田栄作

風媒社 200709 原子力発電

543.5
B-33

原発の即時廃止は可能だ
ロジェ・ベルベオ－ク/
ベラ・ベルベオ－ク

緑風出版 200708 原子力発電

543.5
F-89

巨大地震が原発を襲う：チェルノブイリ事故も地震で起こった 船瀬俊介 地湧社 200709 原子力発電

543.5
F-93

原発安全革命 古川和男 文藝春秋 201105 原子力発電

543.5
G-34

まるで原発などないかのように：地震列島、原発の真実
原発老朽化問題研究
会

現代書館 200809 原子力発電

543.5
H-72

原子力発電で本当に私たちが知りたい１２０の基礎知識
広瀬隆
藤田祐幸

東京書籍 200011 原子力発電

543.5
H-72

柩の列島：原発に大地震が襲いかかるとき 広瀬隆 光文社 199503 原子力発電

543.5
I-76

原子炉の暴走：臨界事故で何が起きたか 石川迪夫 日刊工業新聞社 200803 原子力発電
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請求記号 書名 著者名 出版社名 出版年月 分類

543.5
Ka-31

原発暴走列島 鎌田慧 アストラ 201105 原子力発電

543.5
Ka-31

原発列島を行く 鎌田慧 集英社 200111 原子力発電

543.5
Ki-68

原発を止めた町：三重・芦浜原発三十七年の闘い 北村博司 現代書館 201104 原子力発電

543.5
Ko-29

隠される原子力・核の真実
：原子力の専門家が原発に反対するわけ

小出裕章 創史社 201012 原子力発電

543.5
Ko-29

放射能汚染の現実を超えて 小出裕章 河出書房新社 201105 原子力発電

543.5
Ko-73

東電・福島第１原発事故備忘録
：原子力利権とＣＯ２地球温暖化説が日本を壊滅させた

近藤邦明 不知火書房 201105 原子力発電

543.5
N-17

原発が日本の破滅を救う：京都議定書必勝法 長尾秀美 イ－ア－ルシ－出版 200804 原子力発電

543.5
N-71

原発事故緊急対策マニュアル
：放射能汚染から身を守るために

日本科学者会議 合同出版 201104 原子力発電

543.5
N-86

なぜ脱原発なのか？：放射能のごみから非浪費型社会まで 西尾漠 緑風出版 200301 原子力発電

543.5
N-86

原発は地球にやさしいか：温暖化防止に役立つというウソ 西尾漠 緑風出版 200810 原子力発電

543.5
N-86

原発を考える５０話 西尾漠 岩波書店 200602 原子力発電

543.5
Sh-17

まんが原発列島
柴野徹夫
向中野義雄

大月書店 201104 原子力発電

543.5
Ta-29

原子力神話からの解放：日本を滅ぼす九つの呪縛 高木仁三郎 講談社 201105 原子力発電

543.5
Ta-59

エネルギ－と原発のウソをすべて話そう 武田邦彦 産經新聞出版 201106 原子力発電

543.5
Ta-59

原発大崩壊！：第２のフクシマは日本中にある 武田邦彦 ベストセラ－ズ 201105 原子力発電

543.5
U-14

大津波と原発
内田樹
中沢新一

朝日新聞出版 201105 原子力発電

543.5
U-14 大津波と原発

内田樹
中沢新一

朝日新聞出版 201105 原子力発電

543.5
Y-53

いのちと放射能 柳澤桂子 筑摩書房 200709 原子力発電

B
KO

ほ-5-2
原発労働記 堀江邦夫 講談社 201105 原子力発電

帝京大学 これから起こる原発事故：原発問題の専門家からの警告 宝島社 200709 原子力発電

543.5
Su-31

ぼくとチェルノブイリのこどもたちの５年間 菅谷昭 ポプラ社 200105 原子力発電

543.5
H-72

福島原発メルトダウン：ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ 広瀬隆 朝日新聞出版 201105 原子力発電

334.6
O-67

都市基盤の整備と土地価格の評価
：震災・戦災の事例に学ぶ

小野宏哉 麗澤大学出版会 200306 建築

369.31
H-19

震災のためにデザインは何が可能か
博報堂
ｓｔｕｄｉｏ－Ｌ

ＮＴＴ出版 200906 建築

369.31
Ka-54

ロ－マに学ぶ防災先進都市の条件 金芳外城雄 晃洋書房 200709 建築
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369.31
Mi-14

都市震災マネジメント
翠川三郎
上田孝行

朝倉書店 200808 建築

369.31
O-81

地震災害マネジメント：巨大地震に備えるための手法と技法 土木学会 建設教育研究推進機構 201008 建築

518.8
N-53

失われた風景を求めて：災害と復興、そして景観
鳴海邦碩
小浦久子

大阪大学出版会 200805 建築

518.8
Ta-84

帝都復興と生活空間：関東大震災後の市街地形成の論理 田中傑 東京大学出版会 200611 建築

524.91
N-73
1

震災に強い家：住まいをいかにつくり備えるか
日経ホ－ムビルダ－
編集部

日経ＢＰ社 201106 建築

524.91
N-73
2

覆る建築の常識
日経ア－キテクチュア
編集部

日経ＢＰ社 201106 建築

524.91
N-73
3

インフラ被害の全貌 日経コンストラクション 日経ＢＰ社 201106 建築

336
N-39

企業のための防災と復旧のはなし
：いますぐできるＢＣＰ

中野明安 商事法務 200712 産業

369.31
Ko-12

企業の地震対策と危機管理
小林誠
大石裕之

シュプリンガ－・ジャパン 200402 産業

369.31
Me-19

間違いだらけの地震対策 目黒公郎 旬報社 200710 地震工学

369.31
N-69

Ｍｅｇａｑｕａｋｅ：巨大地震
日本放送協会主婦と
生活社

主婦と生活社 201003 地震工学

453
N-69

大地震が起きた時、あなたは大丈夫か
：ＮＨＫスペシャル地震波が巨大構造物を襲う

日本放送協会 近代映画社 200409 地震工学

453
Sh-39

巨大地震はなぜ起きる：これだけは知っておこう 島村英紀 花伝社 201104 地震工学

453.21
Ts-41

千年震災：繰り返す地震と津波の歴史に学ぶ 都司嘉宣 ダイヤモンド社 201105 地震工学

453.38
Ts-67

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

佃為成 ソフトバンククリエイティブ 200710 地震工学

336
O-35

危機管理学総論：理論から実践的対応へ 大泉光一 ミネルヴァ書房 200611 市民生活

361.45
Se-43

風評被害：そのメカニズムを考える 関谷直也 光文社 201105 市民生活

365.31
Sa-85

政策分析技法の展開
：災害応急住宅に関する経営工学的検討

佐藤慶一 慶応義塾大学出版会 200802 市民生活

365.31
Sh-79

住宅復興とコミュニティ 塩崎賢明 日本経済評論社 200906 市民生活

369.3
Ko-14
8

社会調査でみる災害復興
：帰島後４年間の調査が語る三宅帰島民の現実

田中淳
サ－ベイリサ－チセン
タ－

弘文堂 200903 市民生活

369.3
Ma-34

災害の住宅誌：人々の移動とすまい 牧紀男 鹿島出版会 201106 市民生活

369.3
Sa-29

リスク社会を見る目 酒井泰弘 岩波書店 200609 市民生活

369.3
Ta-59

日本の災害危機管理 武田文男 ぎょうせい 200609 市民生活

369.31
Mu-62

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

村山茂 海文堂出版 200412 市民生活

369.31
Sa-32

地震の時の料理ワザ：防災袋に必携！！
坂本広子
まつもときなこ

柴田書店 200608 市民生活
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請求記号 書名 著者名 出版社名 出版年月 分類

369.31
Sa-62

マイケル・サンデル大震災特別講義私たちはどう生きるのか
マイケル・Ｊ．サンデ
ル：日本放送協会

ＮＨＫ出版 201105 市民生活

369.31
Sa-85

３．１１クライシス！ 佐藤優 マガジンハウス 201104 市民生活

429.4
A-49

家族で語る食卓の放射能汚染 安斎育郎 同時代社 201104 市民生活

498.54
Ts-29

食卓にあがった放射能
高木仁三郎
渡辺美紀子

七つ森書館 201104 市民生活

519.9
N-71

リスク学事典 日本リスク研究学会 阪急コミュニケ－ションズ 200607 市民生活

543.5
F-76

日本人の復興力：緊急提言 福川伸次 徳間書店 201105 市民生活

639.3
H-36

災害は忘れた所にやってくる
：安全論ノ－ト－事故・災害の読み方

長谷見雄二 工学図書 200209 市民生活

304
I-33
5

池上彰の学べるニュ－ス．５（臨時特別号）
池上彰
テレビ朝日

海竜社 201105 社会福祉

369
W-46

災害と福祉文化 渡邊豊 明石書店 201011 社会福祉

369.3
I-96

災害と共に生きる文化と教育：〈大震災〉からの伝言 岩崎信彦 昭和堂 200801 社会福祉

369.3
Ko-14
5

災害ボランティア論入門
菅磨志保
山下祐介

弘文堂 200812 社会福祉

369.3
Mu-41

災害ボランティアの心構え 村井雅清 ソフトバンククリエイティブ 201106 社会福祉

369.3
N-72

災害時における食と福祉：非常食・災害食に求められるもの
新潟大学地域連携フ
－ドサイエンス・セン
ター

光琳 201105 社会福祉

369.31
O-84

Ｏｌｄｅｒ　ｐｅｏｐｌｅ　ｉｎ　ｎａｔｕｒａｌ　ｄｉｓａｓｔｅｒｓ 大谷順子 京都大学学術出版会 201000 社会福祉

369.9
Y-49

防災・減災の人間科学：いのちを支える、現場に寄り添う
矢守克也
渥美公秀

新曜社 201101 社会福祉

369.3
N-86

災害福祉とは何か：生活支援体制の構築に向けて
西尾祐吾
大塚保信

ミネルヴァ書房 201001 社会福祉

007.3
Ta-13

検証　東日本大震災
そのときソ－シャルメディアは何を伝えたか？

立入勝義
ディスカヴァ－・トゥエン
ティワン

201106 情報

369.3
Ko-14
7

災害情報論入門
田中淳
吉井博明

弘文堂 200812 情報

C-1 今すぐ使えるかんたんＴｗｉｔｔｅｒツイッタ－入門 リンクアップ 技術評論社 201103 情報

S
C-D

Ｔｗｉｔｔｅｒをスマ－トに使いこなす基本＆活用ワザ１００
小暮正人
いしたにまさき

インプレスジャパン 201104 情報

360
To-16

２１世紀の安全を考える：安心して暮らせる社会をめざして
栃内香次
木村純

北海道大学出版会 200302 消防・防災

369.3
B-66

これだけは知っておきたい！防災ハンドブック
：「安心」チェック＆トライ

防災教育を考える会 日本標準 200609 消防・防災

369.3
F-72

布川家の防災ミ－ティング
布川敏和
国崎信江

ベストセラ－ズ 201106 消防・防災

369.3
H-11

防災・救急に役立つ日用品活用法：＆ロ－プワ－ク 羽田道信 風媒社 201104 消防・防災

369.3
H-48

防災の社会心理学：社会を変え政策を変える心理学 林理 川島書店 200110 消防・防災
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請求記号 書名 著者名 出版社名 出版年月 分類

369.3
H-99

世界と日本の災害復興ガイド
兵庫県震災復興研究
センタ－

クリエイツかもがわ 200901 消防・防災

369.3
Ka-98

これからの防災・減災がわかる本 河田恵昭 岩波書店 200808 消防・防災

369.3
Mi-25

災害時とっさの判断力：生死を分ける 三雲大 エイ出版社 200811 消防・防災

369.3
N-71

防災の心理学：ほんとうの安心とは何か 仁平義明 東信堂 200903 消防・防災

369.3
Y-32

人は皆「自分だけは死なない」と思っている：防災オンチの日
本人

山村武彦 宝島社 200503 消防・防災

369.3
Y-32

目からウロコの防災新常識：あなたと家族の命を守る 山村武彦 ぎょうせい 201002 消防・防災

369.31
A-49

巨大地震危機回避マニュアル：図解でカンタン説明 安全生活対策協議会 辰巳出版 201104 消防・防災

369.31
A-83

原発・大地震生き残りマニュアル 浅井隆 第二海援隊 201105 消防・防災

369.31
E-59

くらしの防災手帳：明解納得 遠藤勝裕 ときわ総合サ－ビス 201105 消防・防災

369.31
H-36

大地震！とっさの行動マニュアル
：地震・津波から身を守る方法、災害の備え、避難生活

山谷茉樹 廣済堂出版 201105 消防・防災

369.31
J-54

大震災・原発事故から命を守るサバイバルマニュアル１００
：こうすれば地震・放射能も怖くない！

地震・原発事故を考え
る会

ミヤオビパブリッシング 201105 消防・防災

369.31
Ku-11

大震災サバイバルハンドブック：非常時必携！
くぼうちのぶゆき
タブロイド

アスペクト 201106 消防・防災

369.31
Ku-47

こども地震サバイバルマニュアル
国崎信江
恩地晴美

ポプラ社 200602 消防・防災

369.31
Ku-47

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 200804 消防・防災

369.31
Me-38

１２歳からの被災者学：阪神・淡路大震災に学ぶ７８の知恵
メモリアル・コンファレ
ンス・イン神戸

ＮＨＫ出版 200501 消防・防災

369.31
O-25

検証東日本大震災の流言・デマ 荻上チキ 光文社 201105 消防・防災

369.31
O-88

地震防災学：検索情報に基づいた地震防災の基礎知識 大塚久哲 九州大学出版会 201103 消防・防災

369.31
Ta-67

地震災害と防災活動：震災消防活動とそのル－ツ 竹内吉平 近代消防社 200910 消防・防災

369.31
Ta-93

震度７を生き抜く：大震災から命を守るために 田代明美 時空出版 201101 消防・防災

369.31
W-12

大地震発生！
あなたの家族の命を守る安全な場所はここだ！

和田隆昌 ゴマブックス 201105 消防・防災

369.31
W-39

マグニチュ－ド手帳：ぐらっ！ときたら災害から自分を守る本 ワ－ルドフォトプレス 200808 消防・防災

393.6
Su-51

民間防衛：あらゆる危険から身をまもる 原書房 原書房 200307 消防・防災

453.2539
3
Y-69

多発する地震と社会安全：カリフォルニアにみる予防と対策
ロバ－ト・Ｓ．イ－ツ
太田陽子

古今書院 200911 消防・防災

492.29
Y-31

必携救急＋災害ハンドブック 山本保博 池田書店 200708 消防・防災

493.195
A-12

放射能汚染から命を守る最強の知恵
：玄米、天然味噌、天然塩で長崎の爆心地でも生き残った

阿部一理
堀田忠弘

コスモトゥ－ワン 201105 消防・防災
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493.195
To-55

放射性物質から身を守る食事法
：いたずらに恐れず、安心して生活するための知恵

富永国比古 河出書房新社 201106 消防・防災

519.9
H-13

総合防災学への道
萩原良巳
岡田憲夫

京都大学学術出版会 200603 消防・防災

519.9
Y-32

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 ぎょうせい 201105 消防・防災

543.5
F-89

原発震災が大都市を襲う：次は首都圏か！？ 船瀬俊介 徳間書店 201105 消防・防災

543.5
Sh-96

放射能で首都圏消滅：誰も知らない震災対策
食品と暮らしの安全基
金
古長谷稔

三五館 200604 消防・防災

545.88
Sh-95

節電・停電ハンドブック：緊急出版！ 消費電力研究会 双葉社 201106 消防・防災

590.4
Su-96

しあわせ節電 鈴木孝夫 文藝春秋 201106 消防・防災

369.3
To-38

災害時帰宅支援ハンドブック
：万一の際に帰宅難民にならないための「モノ」「ノウハウ」

徳間書店 201104 地図

369.31
Me-19

東京直下大地震生き残り地図
：あなたは震度６強を生き抜くことができるか？！

目黒公郎 旬報社 200509 地図

369.31
N-31

あなたの命を守る大地震東京危険度マップ 中林一樹 朝日出版社 200506 地図

369.31
Se-17

地図で読む東日本大震災―大震災・福島原発・災害予測
(SEIBIDO MOOK 今がわかる時代がわかる日本地図別冊)
[大型本]

成美堂出版 201106 地図

S
東日本大震災復興支援地図
：青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉太平洋沿岸地域

昭文社 201107 地図

369.31
D-81

津波から生き残る：その時までに知ってほしいこと 土木学会 土木学会 200911 津波

369.31
Y-44

津波と防災：三陸津波始末 山下文男 古今書院 200809 津波

453.21
Ts-41

千年震災：繰り返す地震と津波の歴史に学ぶ 都司嘉宣 ダイヤモンド社 201105 津波

453.4
Y-44

津波てんでんこ：近代日本の津波史 山下文男 新日本出版社 200801 津波

369.31
I-86

阪神・淡路大震災像の形成と受容：震災資料の可能性
板垣貴志
川内淳史

岩田書院 201101 文芸

369.31
N-34

災害がほんとうに襲った時：阪神淡路大震災５０日間の記録 中井久夫 みすず書房 201104 文芸

369.31
N-34

復興の道なかばで：阪神淡路大震災一年の記録 中井久夫 みすず書房 201105 文芸

489.89
G-72

阪神・淡路大震災－医師として何ができたか－
：医療救護・復旧・復興１０年の道のり

後藤武 じほう 200410 文芸

916
Mo-16

わたしの３・１１：あの日から始まる今日 茂木健一郎 毎日新聞社 201105 文芸

982.7
G-91

石棺：チェルノブイリの黙示録
ウラジ－ミル・グ－バレ
フ
金光不二夫

リベルタ出版 201106 文芸

369.31
Ko-76

この言葉を忘れない
：３．１１語りつぎたい勇気と感動のつぶやき

『この言葉を忘れない』
編集グル－プ

徳間書店 201104 文芸
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N-83

日本の災害：写真記録
西川泰
国立防災科学技術セ
ンタ－

日本図書センタ－Ｐ＆Ｓ 200912 報道記録
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朝日新聞縮刷版東日本大震災
：特別紙面集成２０１１．３．１１～４．１２

朝日新聞社 朝日新聞社 201105 報道記録
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369.31
A-82

東日本大震災：報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１ 朝日新聞社 朝日新聞出版 201104 報道記録

369.31
Y-81

東日本大震災：１か月の記録 読売新聞社 201105 報道記録

369.31
Y-81

東日本大震災：読売新聞報道写真集 読売新聞社 201105 報道記録

328.71
Ma-46

震火災と法律問題 眞野毅 信山社出版 200908 法律

328.71
Ts-68

Ｑ＆Ａ被災者生活再建支援法 津久井進 商事法務 201105 法律

369.3
Ka-84

災害復興とそのミッション：復興と憲法
片山善博
津久井進

クリエイツかもがわ 200708 法律

328.71
Y-73

震災の法律相談Ｑ＆Ａ
淀屋橋
山上合同

民事法研究会 201104 法律

369.26
N-39

一目でわかる傾聴ボランティア
鈴木絹英
工藤ケン

ＮＨＫ出版 200711 ボランティア

369.3
Ka-28

あなたにもできる災害ボランティア：津波被害の現場から
スベンドリニ・カクチ
大倉弥生

岩波書店 200512 ボランティア

369.3
N-71

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－ゲ－ム
協会

ネイチャ－ゲ－ム研究所 200602 ボランティア

369.3
Y-98

災害で活きた心を支えるシニア・ボランティア
：神戸・東京・新潟での実践

ユニベ－ル財団 ミネルヴァ書房 200701 ボランティア

369.31
To-46

市民主体の危機管理
：災害時におけるコミュニティとボランティア

東京ボランティア
市民活動センタ－

筒井書房 200001 ボランティア
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