
埼玉県防災学習センター

事務所に有 2021.3.18

整理番号 図　　　書　　　名 著　者　名　 発　行　元 備   考

1 日本の自然 中野　尊正・小林　国夫 岩波新書

2 新・地震の話 坪井　忠二 岩波新書

3 地震と情報 宇佐美　龍夫 岩波新書 （２）

4 地震と建築 大崎　順彦 岩波新書

5 災害救援 野田　正彰 岩波新書

6 神戸発　阪神大震災以後 酒井　道雄 岩波新書

7 生き抜け！東京大地震　 阪神大震災からの教訓 読売新聞社

8 地震は予知できる 木村　政昭 徳間書店

9 あなたの家は、大丈夫か！？ 危険！活断層地図！！ 石井　勝利 データハウス

10 地震対策ノウ・ハウ　　市民から消防防災行政マンまで 樋口　次之 近代消防社

11 シティ（都市）・サバイバル 斎藤　隆夫 西東社 （２）

12 第2次関東大地震　間近し　　あなたは生き残れるか 相楽　正俊 政界出版社

13 都市型大震災対策マニュアル 栗田　伸一・関口　治 オーエス出版社 （２）

14 地震からあなたを守る１００の知恵 柳沢　定助 井上書院 （２）

15 大震災100日の記録　兵庫県知事の手記 貝原　俊民 ぎょうせい （２）

16 理科年表読本　地震と火山 宇佐美　龍夫・木村　敏雄 丸善株式会社

17 活動期に入った地震列島 尾池　和夫 岩波科学ライブラリー

18 地震　-その本性をさぐる- 茂木　清夫 東京大学出版会

19 動物は地震を予知する ヘルムート・トリブッチ 朝日選書

20 地震予知　犬が悲しく泣く　　動物たちの異常反応 力武　常次 ㈱工業調査会

21 動物が地震を知らせた 長崎出版

22 生き残ろう！！地震なんて恐くない 長嶋　俊将 アロー出版会

23 日本の地震１００の謎を解く  大地震への警告 守屋　喜久夫 全国加除法令出版

24 みんなの地学 埼玉新聞社

25 震度Ⅴ　’７８宮城県沖地震体験記集 仙台市

26 関東・東海地震と予知 浅田　敏 岩波書店

27 ふしぎみつけた　マンガ　関東の自然 築地書館

28 巨大地震を考えよう　-三陸からの警告- 木村　耕三 築地書館

29 東京地震地図 宇佐美　龍夫 新潮選書

30 地震　発生・災害・予知 浅田　敏 東京大学出版会 （２）

31 先生、地震だ！ 田中　二郎 ㈱どうぶつ社

32 地震をさぐる 島村　英紀 日本少年文庫

33 東京大学公開講座　地震 東京大学出版会

34 大地震に生きる　 －関東大震災体験記集- 東京都品川区

35 巨大地震　予知とその影響 広瀬　弘忠 東京大学出版会

36 地震を知る事典 勝又　譲 東京堂出版

37 災害と日本人　－巨大地震の社会心理- 廣井　脩 時事通信社 （２）

38 東京は60秒で崩壊する！ P・ハッドフィールド ダイヤモンド社 （２）

防　災　ラ　イ　ブ　ラ　リ　ー　図　書　目　録

【地震　編】：地震・津波の防災対策．資料など

（）保有図書数
図書　（地震編）
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39 巨大地震と大東京圏 望月　利男・中野　尊正 日本評論社 （２）

40 防災ガイド　カタログ＆マニュアル 防災ガイド編集委員会 けやき出版

41 くらしの地震対策 自治省消防庁・震災対策指導室 ㈱ぎょうせい

42

43 地すべり・地盤沈下 白亜書房

44 検証　地震予知 三木　晴男 思文閣出版

45 ソ連の地震予知研究事業 M・Aサドフスキー （財）地震予知総合 研究振興会

46 大地震　マグニチュード７．９ 　 全国加除法令出版 （２）

47 近代消防　’７１．８　大地震増刊 全国加除法令出版

48 大規模地震対策　特別措置法関係法令通建集 消防庁震災対策指導室 ぎょうせい

49 横濱港震害復旧工事報告 内務省横濱土木出張所

50 地震体験記録集  関東大地震・東南海地震・三河地震 愛知県

51 宮城県沖地震　市民の対応と教訓 全国加除法令出版

52 沿岸災害の予知と防災  -津波・高潮のどう備えるか- 五十嵐　隆重 白亜書房

53 地震の正しい知識 力武　常次 オーム社出版局

54 地震と対策　-大地震の疑問に答える- 高橋　博 白亜書房

55 砂地盤の液状化 吉見　吉昭 技報堂出版

56 液状化の調査から対策工まで 安田　進 鹿島出版会

57 新編　地震災害と地盤・基礎 守屋　喜久夫 鹿島出版会

58 建物の耐震診断入門 大森　信次 鹿島出版会

59 地震予知の方法 浅田　敏 東京大学出版会 （２）

60 日本の地震予知 茂木　清夫 サイエンス社 （２）

61 日本列島の地震  地震工学と地震地体構造 萩原　尊禮 鹿島出版会 （２）

62 地震と断層 島崎　邦彦・ 松田　時彦　 東京大学出版会 （２）

63 地震と活断層の科学 加藤　碵一 朝倉書店

64 ママは地震博士 岩崎　摂 白亜書房

65 あっ！地震だ 埼玉県自治研修センター （４）

66 地震列島にしひがし 尾池　和夫 日本損害保険協会

67 THIS　IS　読売　’９６．１０　 最新活断層・危険度マップ 読売新聞社

68 地震対策マニュアル　作成の実務 清文社

69 地震Q＆A１００ ニッポン放送  地震対策委員会 ニッポン放送

70 地震の事典 宇津　徳治 朝倉書店

71 続地震予知と社会的反応 東京大学新聞研究所 東京大学出版会

72 かくされていた歴史  関東大震災と埼玉の朝鮮人虐殺事件 日朝協会埼玉県連合会

73
大地震サバイバル・マニュアル　阪神大震災が教える９９の
チェックポイント

朝日新聞社

74 首都圏　地震　危険度マップ 望月　利男　　 サンマーク出版 （２）

75 埼玉県の深い地盤構造について 埼玉県 （２）

76 埼玉県の活断層および新期断裂系の調査  調査結果報告書 埼玉県環境部地震対策室 （２）

（）保有図書数
図書　（地震編）
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77 地震火災の関する研究　昭和59年3月 損害保険料率算定会

78 地震動予測の研究　昭和５９年３月 損害保険料率算定会

79 過去の地震に関する研究　　その２　昭和59年３月 損害保険料率算定会

80 地震の断層モデルに関する研究  その１　昭和59年3月 損害保険料率算定会

81 過去の地震に関する研究  その３　昭和６０年１月 損害保険料率算定会

82 地震の断層モデルに関する研究　 その２　昭和60年1月 損害保険料率算定会

83 地震災害予測の研究　昭和61年3月 損害保険料率算定会

84 活断層による地震危険度に関する研究　その１　昭和61年3月 損害保険料率算定会

85 活断層による地震危険度に関する研究　その２　昭和61年８月 損害保険料率算定会

86 活断層による地震危険度に関する研究 その３　昭和62年10月 損害保険料率算定会

87 木造住宅の損壊被害率に関する研究　その２　昭和63年1月 損害保険料率算定会

88 地震災害予測の研究　　昭和61年度報告 損害保険料率算定会

89 地震災害予測の研究　　昭和62年度報告 損害保険料率算定会

90 地震災害予測の研究　　昭和63年度報告 損害保険料率算定会

91 液状化危険度に関する調査研究 　平成2年10月 損害保険料率算定会

92 液状化危険度に関する調査研究　：付録　平成2年10月 損害保険料率算定会

93 地盤の動特性および地下構造物の動的挙動に関する研究 研究代表者　久保　慶三郎

94
陸上に氾濫した津波の挙動と津波の流動+B120による 被災の
メカニズムに関する研究

研究代表者　堀川　清司

95
大地震時における都市生活機能の被害予測とその保全システムに関す
る研究

研究代表者　志賀　敏男

96 断層運動における短周期挙動と人力地震波の推定 研究代表者　佐藤　良輔

97 地盤の劣化とその地域特性を考慮した崩壊危険度の評価に関する研究 研究代表者　芥川　真知

98 1985年チリ地震に関する調査研究 研究代表者　伯野　元彦 2

99 関東平野直下の地震活動及び地震動予測についての基礎的研究 研究代表者　宇佐美　龍夫

100 地震災害事象の通信・面接・現地調査法にもとづく組織的研究 研究代表者　太田　裕

101 地震時におけるライフライン系を含む都市機能の防炎と復旧過程に関する研究 研究代表者　山田　善一

102 1987年ロスアンゼルス地震と都市機能障害の調査研究 研究代表者　南　忠夫

103 地震動予測精密化のための地下深部構造の研究 研究代表者　浅野　周三

104 都市住空間の震災予測と耐震化システムに関する研究 研究代表者　柴田　明徳

105 都市における地盤の地震危険度に関する研究 研究代表者　石原　研而

106 都市供給施設における震害の防止・軽減並びに復旧対策に関する研究 研究代表者　佐武　正雄

107 最近の内陸直下型地震の調査報告  昭和51年8月 東京都立大学地震研究グループ 環境科学研究会

108 震災時における代替交通確保  システムに関する調査報告書 （財）運輸経済研究センター

109 落下倒壊危険物に関する安全度調査報告書 静岡県

110 夢の島人工地震実験資料集 首都圏基盤構造研究グループ

111 地震とその予知　地震対策のために 建設省国土地理院

112 地震予知連絡会10年のあゆみ 地震予知連絡会

113 地震予知連絡会２0年のあゆみ 地震予知連絡会

114 地震前兆現象予知のためのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 力武　常次 東京大学出版会 （２）

（）保有図書数
図書　（地震編）
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115 新編　日本被害地震総覧 宇佐美　龍夫 東京大学出版会

116 まさか王滝に!長野県西部地震の記録 長野県木曽郡王滝村

117 久喜市の地震被害 久喜市史編さん室

118 昭和19年12月7日東南海地震に関する調査報告　S50.３ 愛知県防災会議

119 愛知県被害地震史 愛知県防災会議地震部会

120 イタリア南部地震調査報告書  昭和57年2月 東京都

121 ルーマニア地震調査報告書   昭和52年10月 東京都

122 1990年7月16日　 ルソン地震調査報告書 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱

123 1990年7月16日フィリピン・ルソン島を 襲ったカバナツァン・バギオ地震 守屋　喜久夫 ㈱思学社

124 1989年10月17日ロマ・プリータ地震  調査報告書 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱

125 ロマプリータ地震現地調査報告書　 平成2年1月 埼玉県

126 ロマプリエタ地震調査報告（1989.10．17サンフランシスコ地震）H２．３ 損害保険料率算定会

127 1985年9月19，20日   メキシコ地震調査報告書 守屋　喜久夫 ㈱思学社

128 メキシコ地震　-コロンビア火山噴火-　　昭和61年4月15日 （財）震災予防協会

129 1985年　9月メキシコ地震調査報告書　昭和61年3月 損害保険料率算定会

130 1985年　メキシコ地震に関する調査研究  昭和61年3月 研究代表者　和泉　正哲 2

131 1985年9月19日　　メキシコ地震被害調査速報 応用地質㈱

132 １９８５　メキシコ地震概報　　1985年10月31日 村上　處直 防災都市計画研究所

133 メキシコ地震震害調査報告　　1986年１月 東京大学生産技術研究所田村研究班

134 メキシコ地震調査報告書　　昭和６１年6月 東京都

135 大分県中部地震の記録 大分県

136 1975年4月21日大分県中部地震の被害概況　１９７５．６　　　 ㈱応用地質調査事務所

137 1975年大分県中部地震の活動と被害に関する調査研究報告　　　　 研究代表者　内田　一郎

138
1978年6月4日島根県三瓶山付近に発生した地震の
被害調査報告　昭和53年9月

㈱応用地質調査事務所

139 島根県震災小誌

140 1974年伊豆半島沖地震による南伊豆町付近の被害調査報告 ㈱応用地質調査事務所

141 伊豆大島近海地震調査報告書 （財）東京防災指導協会

142 伊豆半島沖地震災害誌 静岡県

143 「１９７８年伊豆大島近海地震」に関する特別研究　　　S54.２ 科学技術庁研究調整局

144 　1974年伊豆半島沖地震とその被害　　１９７５．３ 静岡県消防防災課

145 昭和62年千葉県東方沖地震 千葉県

146 1983年5月26日　　日本海中部地震被害調査報告 ㈱応用地質調査事務所

147 1983年日本海中部地震　震災報告書 中央開発株式会社

148 1983年5月26日　日本海中部地震による被害状況　　速報 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱

149 NHKだより　特集：日本海中部地震　　　１９８４．９ 危険物保安技術協会

150 昭和58年日本海中部地震調査報告　　昭和59年3月 気象庁

151 「1983年日本海中部地震」総合調査報告書　　１９８４．３ 弘前大学日本海中部地震研究会

152 日本海中部地震津波の発生・増幅機構と破壊力　　昭和63年9月 研究代表者　首藤　伸夫

（）保有図書数
図書　（地震編）
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153 昭和58年日本海中部地震に関する緊急研究報告書 科学技術庁研究調整局

154 1983年5月26日日本海中部地震の被災状況　  速報版 国際航業株式会社

155 日本海中部地震と都市ガス （社）日本ガス協会

156 日本海中部地震調査報告書-鉄骨造の被害を中心にして- （社）鋼材倶楽部

157 １９８３．５．２６日本海中部地震の記録被災写真集 青森県土木部

158
１９８３年　日本海中部地震　秋田市新屋松美町地震被害調査報告書
昭和６０年３月

秋田市

159 「昭和５８年日本海中部地震」における人間行動　昭和５９年４月 東京都

160 昭和５８年日本海中部地震　調査報告書　　　　昭和５８年１１月 （財）消防科学総合センター 2

161 日本海中部地震の記録被害概況と応急対策 秋田県

162 ７８宮城県沖地震白書 宮城県

163 １９７８年宮城県沖地震による危険物の被害事例集　　S５４．１２ 消防庁

164 １９７８年６月１２日宮城県沖地震被害調査報告　　　S53.10 ㈱応用地質調査事務所 2

165 １９７８年宮城県沖地震調査報告 埼玉県

166 宮城県沖地震災害に関する諸調査の総合的分析と評価 仙台都市科学研究所

167 宮城県地震地盤図のあらまし郷土を震災から守ろう 宮城県

168 １９７８年宮城県沖地震の被害報告書 自治省消防庁

169 ７８年宮城県沖地震災害の概況　-応急措置と復興対策- 宮城県 2

170 グラフみやぎ　　宮城県沖地震被災の状況　’７８ 宮城県広報協会

171 １９７８年宮城県沖地震による被害の総合的調査研究 研究代表者　佐武　正雄

172 「１９７８年宮城県沖地震」に関する特別研究報告書　S５５．３ 科学技術庁研究調整局

173 １９７８年宮城県沖地震に関する資料目録　　昭和５６年６月
東北大学工学部自然災害科学資料

室

174 １９７８年宮城県沖地震による災害現地調査報告　　　　S53.10 科学技術国立防災科学技術センター

175 新潟地震災害対策記録　昭和３９年１２月 内閣総理大臣官房審議室

176 新潟地震防災研究総合報告 科学技術国立防災科学技術センター

177 　新潟地震誌 新潟県

178 新潟地震の記録　地震の発生と応急対策　　　　　　　　　　　　 新潟県

179 新潟地震の記録　自然との半月の戦い 新潟日報誌 2

180 昭和５７年浦賀沖地震被害調査報告その１　　昭和５７年４月 ㈱応用地質調査事務所

181 昭和５７年浦賀沖地震災害記録　　昭和５８年３月 北海道

182 １９８２年３月２１日浦賀沖地震調査報告　昭和５８年２月 研究代表者　酒井　良男

183 昭和５７年浦賀沖地震調査報告書　　昭和５８年２月　　　 東京都 2

184 平成５年釧路沖地震意識調査報告書 釧路市

185 平成５年釧路沖地震　調査報告書 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 2

186 釧路沖地震記録書 釧路市

187 松代群発地震記録 長野県

188 長野県西部地震の記録 長野県

189 長野県における被害地震の記録　昭和５３年２月 長野県防災会議

190 長野県西部地震調査報告書-王滝村の土砂災害にみる-昭和５９年１０月５日　　　　　　　　　　　　　　　 守屋　喜久夫 日本大学理工学部応用地質学研究室

（）保有図書数
図書　（地震編）
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191 １９８４年長野県西部地震現地調査報告　　昭和５９年１１月 愛知県

192 長野県西部地震調査報告書　　昭和５９年１２月 埼玉県環境部消防防災課

193 長野県西部地震の調査報告     昭和６０年６月 名古屋市長野県西部地震調査班

194 昭和５９年長野県西部地震調査報告　　昭和６１年３月 気象庁

195 昭和５９年長野県西部地震における松越地区崩壊の調査報告 応用地質株式会社

196 昭和５９年長野県西部地震災害対策調査報告書　昭和６０年３月 自治省消防庁 2

197
昭和５９年長野県西部地震災害対策調査報告書
－孤立山村地域の震災対策-　　昭和６１年２月

自治省消防庁

198 四大地震（明応・宝永・安政東海・東南海）の調査と比較 東海地地方の地震被害調査研究グループ

199 強震・青森県を襲う！！’６８十勝沖地震の記録 東奥日報社

200 安政二年十月二日江戸地震の新資料　　 昭和５５年正月 関東地区災害科学資料センター (2)

201 安政江戸地震災害誌（上巻） 東京都

202 安政江戸地震災害誌（下巻） 東京都

203 大正十二年関東大地震震害調査報告（第一巻） 土木學會 土木學會

204 大正十二年関東大地震震害調査報告（第二巻） 復興局 土木學會

205 大正十二年関東大地震震害調査報告（第三巻） 復興局

206 関東大地震５０周年論文集　　　昭和４８年９月１日 東京大学地震研究所

207 阪神・淡路大震災誌　　１９９５年兵庫県南部地震 朝日新聞社 （２）

208 被災者復興支援会議の活動記録　－阪神・淡路大震災とくらしの再建- 被災者復興支援会議 （２）

209 阪神・淡路大震災支援体験集 埼玉県 (5)

210 報道写真全記録　阪神淡路大震災 朝日新聞社

211 M７．２直撃　阪神大震災全記録 神戸新聞社

212 阪神・淡路大震災における　　消防活動の記録　神戸市域 （財）神戸市防災安全公社　　東京法令出版㈱

213 阪神大震災毎日新聞社は何を伝えたか　特別　別版 毎日新聞社 405と同じ

214 阪神淡路大震災誌 （財）日本消防協会

215 写真図説　地震 藤井　陽一郎 国書刊行会

216 くらしと地震　現代版　地震対策 柳川　喜郎 三和美術

217 地震なんでも質問箱　→子供編へ転換 島村　英紀 アリス館

218 埼玉県地震被害想定策定調査報告書　震度分布図関係　　S56.３ 埼玉県

219 埼玉県地震被害想定策定調査報告書　　S5７.３ 埼玉県

220 埼玉県地震被害想定策定調査報告書　被害想定図関係　S5７.３ 埼玉県

221 大規模地震被害想定調査資料集(2)市町村史のまとめ　平成2年3月 埼玉県 （２）

222 大規模地震被害想定調査報告書　　H４．３ 埼玉県

223 大規模地震被害想定調査報告書　　（概要版）　H４．３ 埼玉県

224 大規模地震被害想定調査報告書　震度分布図関係　　H4.３ 埼玉県

225

226 大規模地震被害想定調査報告書　　　　H１０．３ 埼玉県 （２）

227 埼玉県震災対策計画（埼玉県地域防災計画別編）　H５．７→地域防災計画へ転換 埼玉県

228 震災対策情報　№１３２　H7.12 自治省消防庁震災対策課

（）保有図書数
図書　（地震編）
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229 東京低地の液状化予測　　昭和６２年 東京都土木研究所

230 東京における地震被害の想定に関する調査研究　平成３年９月 東京都防災会議

231 気象庁で観測された強震記録　（１９２７－１９８９） 気象庁地震火山部地震津波監視課

232 川崎市地域被害想定調査報告書　　昭和６３年 川崎市

233 川崎市地域被害想定調査報告書（概要）　　昭和６３年 川崎市

234 津波　防災マップ 釧路市

235 ライフライン機能の確保対策の推進について　平成６年３月 七都県市地震対策研究会議

236 七都県市地震対策研究会議の概要　　平成５年度 七都県市地震対策研究会議

237 橋りょうの耐震性評価手法に関する研究　　 昭和６０年７月 地震予知総合研究振興会

238 近代消防　９月号別冊 全国加除法令出版

239 建築設計資料　地域防災施設 建築資料研究社

240 消防輯報　　　　平成７年度→火災へ転換 自治省消防庁消防研究所

241 南関東地域直下の地震対策に関する大綱　　平成４年８月２１日 中央防災会議 （２）

242 鹿児島県の地震と火山　　　（昭和５４年３月） 鹿児島県地震火山 調査研究協議会

243 新編　日本の活断層（分布図と資料） 活断層研究会 東京大学出版会

244 日本の地盤液状化地点分布図 若松　加寿江 東京大学出版会

245 日本の地盤液状化略歴図 若松　加寿江 東京大学出版会

246 埼玉県地震被害想定調査報告書概要版　　　平成１１年３月 埼玉県 (5)

247 街の復興カルテ　　１９９８年度版 （財）阪神淡路大震災記録協会

248 街の復興カルテ　　平成１０年３月 兵庫県（財）２１世紀ひょうご創造協会

249 地震ものしりブック　　-あなたと地域を守るために- （財）静岡県防災情報研究所

250 耐震構造への道 梅村　魁 技報堂出版

251 震害に教えられて　　-耐震構造との月日- 梅村　魁 技報堂出版

252 震度を知る　-基礎知識とその活用－ 気象庁 ㈱ぎょうせい

253 震災ファミリー 大森　一樹 平凡社

254 野島断層　　【写真と解説】 東京大学出版会

255 地震活動総説 宇津　徳治 東京大学出版会

256 関東平野北西縁断層帯（深谷断層）に関する調査　　　　H12.3 中田　高・岡田　篤正 埼玉県

257 震災に強いまちづくり点検マップ 埼玉県 H13

258 せまりくる巨大地震 竹内　均 ニュートンムック （２）

259 大規模地震被害想定　　調査報告書図面集　H4.３ 埼玉県 （３）

260 静岡県地震防災センター　１０年のあゆみ 静岡県防災局 H13（２）

261 静岡県の東海地震対策 静岡県

262 活断層　大地震に備える 鈴木　康弘 筑摩書房 （２）

263 地震列島日本の謎を探る 日本地質学会編 東京書籍

264 Nｅｗｔｏｎ　６月号　東海・南海地震 ㈱ニュートンプレス

265 1993年釧路沖地震による被害の調査研究 研究代表者　鏡味洋史　 文部科学省

266 地震と噴火の日本史 伊藤　和明 岩波新書

（）保有図書数
図書　（地震編）
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267 震災予防のまちづくり点検MAP 埼玉県環境防災消防防災課　編集 埼玉県 H15(5)

268 いのちを守る地震防災学 林　春男 岩波書店

269
災害の心理学とその周辺ー北海道南西沖地震の被災地への
コミュニティ・アプローチー

若林　佳史 多賀出版

270 阪神・淡路大震災１０年　飛べフェニックス　創造的復興への群像 ㈶阪神・淡路大震災記念協会

271 カラー版　神戸　震災をこえてきた街ガイド　 島田　誠・森栗　茂一 岩波ジュニア新書

272 大震災　これなら生き残れる　家族と自分を守る防災マニュアル 山村　武彦 朝日新聞社 （３）

273 阪神・淡路大震災から１０年　震災の教訓を生かそう 森田　武 近代消防社

274
平成１６年（２００４年）新潟県中越地震　被害調査報告書
２００４年１２月１日

ハザマ技術・環境本部

275 ドキュメント　新潟県中越地震　１０・２７奇跡の救出 Ｊレスキュー編集部 イカロス出版

276 基礎からよくわかる地学ⅠB 齋藤　正徳・富田　晋高 ㈱旺文社

277 教育紙芝居「稲むらの火」（昭和１７年版）　復刻版 防災まちづくり学習支援協議会

278 戦前版教育紙芝居「稲むらの火」復刻に伴う解説及び資料集 防災まちづくり学習支援協議会

279 特別報道写真集　新潟県中越地震 ２００４．１０．２３ 新潟日報社

280 日本の地震災害 伊藤　和明 岩波新書 （２）

281 関西大地震　恐怖Ｍ７．２都市直下型地震 アサヒグラフ （２）

282 神戸壊滅　死者行方不明４０００人直下型烈震　東京を襲ったら・・・ （２）

283 平成７年兵庫県南部地震 サンデー毎日

284 大地震の前兆現象 河出書房新社

285 賢く備える防火講座　　　　　　　　　　　　　　→消防編へ転換

286 地震防災の心得　備えて賢く生きる

287 震災対策 消防大学校

288
地震なんかに負けない　幼稚園・保育園・家庭
防災ハンドブック　子供の命を守るための防災マニュアル 学研

289
一から始める地震に強い園づくり　幼稚園・保育園の
ための防災対策　防災教育ハンドブック

社団法人　土木学会巨大地震災害への対応検討特別委員会　編

290 女たちが語る阪神・淡路大地震 ウィメンズネット・こうべ

291 災害と女性～防災・復興に女性の参画を～資料集 ウィメンズネット・こうべ

292 特別報道写真集　平成19年新潟県中越沖地震 新潟日報事業社

293 2004年10月23日　新潟県中越地震災害調査報告 社団法人　日本建築学会 丸善株式会社

294 平成16年新潟県中越地震被害調査報告書
社団法人　土木学会

新潟県中越地震被害調査特別委員
会編

社団法人　土木学会 （２）

295 緊急出版　特別報道写真集　能登半島地震 北國新聞社 北國新聞社 （２）

296
報道写真＆記録DVD　10・23新潟県中越地震　1年の記
録

新潟日報社
BSN新潟放送

（３）

297
特別記録写真集　7･16中越沖地震
柏崎・刈羽を直撃した震度６強の大震災

柏崎日報社・越後タイムス
社・柏新時報社　編集

ベースボール・マガジン社 （２）

298 「安心・安全・埼玉」の実現を目指して　埼玉県震災計画

299 「安心・安全・埼玉」の実現を目指して　埼玉県震災対策

300 平成19年度　埼玉県地震被害想定調査　報告書

301 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

302
もし、一日前に戻れたら…私たち(被害者)からみなさんに伝えた
いこと

内閣府 2

303 減災のてびき～今すぐできる7つの備え～ 内閣府

304
我が国の地震の将来予測－全国を概観した地震予測地
図－

文部科学省 2

（）保有図書数
図書　（地震編）
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305 今から始める地震対策　社員・家族を守る50の知恵 ヤマトプロテック防災研究会編 並木書房

306 中越大地震　自治体の叫び 関　広一 ぎょうせい

307 今すぐできる！ママが子どもを地震から守るための本 ママが地震災害から子どもを守るプロジェクト メイツ出版株式会社

308 マンガで読む！貴方は巨大地震を生き延びられるか！？ 漫画：小林正美　監修：山村武彦 一水社

309 特別報道写真集「岩手・宮城内陸地震」 河北新報出版センター 2

310
彩の国　市民科学オープンフォーラム－首都圏直下型地震によ
る埼玉県の被害と防災－　講演および討論会資料

埼玉大学地圏科学研究センター 2

311 地震を知ろう　－地震災害から身を守るために－ 文部科学省 2

312 阪神大震災ノート－語り継ぎたい。命の尊さ－生かそうあの日の教訓を 住田　功一 一橋出版株式会社

313 保健室ブックレット4　保健室は震災救護センター 藤岡　達也・藤森　和美 少年写真新聞社

314 地震は貧困に襲いかかる「阪神・淡路大震災」死者6437人の叫び いのうえ　せつこ 花伝社

315 阪神大震災・聴覚障害を持つ主婦の体験 紫陽花　まき 文芸社

316 ブックレット新潟大学　地震災害への備え考える－中越地震・中越沖地震で学んだこと－ 伊藤　忠雄他 新潟日報事業社

317 低コストの最新技術で地震に強い家に変える本 NPO法人日本耐震防災事業団監修 洋泉社

318 写真集　関東大震災 北原　糸子　編　 吉川弘文館

319
災害被害を軽減する国民運動　一日前プロジェクト　もし、一日
前に戻れたら… 内閣府 H11.3(2)

320

321 地震による家具の転倒を防ぐにはーあなたが守る家族の安全ー ㈶消防科学総合センター 6

322 地震からマンションを守る　管理組合の震災対策
監修：国土交通省　総務省
消防庁　都市基盤整備公団

㈳高層住宅管理業協会 4

323 週間朝日　臨時増刊　原発・大震災サバイバルブック 週間朝日別冊チーム　編 朝日新聞出版

324 サンデー毎日緊急増刊　4月2日号　東日本大震災 毎日新聞出版企画室　編 毎日新聞社 2

325 週間朝日　臨時増刊　東北関東大震災記録 朝日新聞出版社

326 東日本大震災　報道写真全記録2011.3.11～4.11
著者　朝日新聞社

朝日新聞出版 朝日新聞出版社

327 東日本大震災　茨城全記録 茨城新聞社

328
特別報道写真　平成の三陸大津波　2011.3.11東日本大震災
岩手の記録 岩手日報社

329 読売新聞報道写真集　東日本大震災 読売新聞東京本社

330 日本鉄道旅行地図帳　東日本大震災 監修　今尾恵介 新潮社

331 写真記録東日本大震災－3.11から100日－ 著者　毎日新聞社 毎日新聞社

332 被災ママ812人が作った　子連れ防災手帖 つながる.com メディアファクトリー

333
女性のための防災BOOK　もしものときに、あなたを守ってくれる
知恵とモノ(an・an特別編集)

株式会社マガジンハウス 2

334 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+「緊急！池上彰と考

える巨大地震」スタッフ ㈱海竜社 2

335 保存版！大地震を生き抜く48の知恵－備えは万全か？－
編集　震災対策研究会

監修者　国崎信江 ㈱イースト・プレス

336 地震防災の教科書　マンション・地震に備えた暮らし方
国崎信江㈱つなぐネットコ

ミュニケーションズ著
㈱つなぐネットコミュニケーションズ

337 僕はしゃべるために被災地へ来た 著者　笠井信輔 ㈱産経新聞出版

338 埼玉県地震被害想定調査　報告書　H26.3月 埼玉県 2

339 平成24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書(概要版) 埼玉県 2

340 東日本大震災　検証3.11 茨城新聞社編集局編 茨城新聞社

341 遺体　－震災、津波の果てに－ 著者　石井光太 新潮社

342
徹底図解　東日本大震災　津波/地震/原発・電力　－３月11日
に何が起こったのか？－

監修　木下正高・熊谷英憲・
澤田哲生 双葉社

（）保有図書数
図書　（地震編）
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343
被災者に寄り添って－神戸新聞の震災報道－阪神・淡路大震
災から東日本大震災へ－ 神戸新聞社編 神戸新聞総合出版センター

344 東日本大震災全記録－被災地からの報告－ 河北新報社編 河北新報出版センター 2(寄贈1)

345 東日本大震災　岩手 企画・制作　㈱テクニカルスタッフ ㈱テクニカルスタッフ

346 東日本大震災　宮城 企画・制作　㈱テクニカルスタッフ ㈱テクニカルスタッフ

347 超巨大地震に迫る－日本列島で何がおきているのか－ 著者　大木聖子　綾瀬　一起 NHK出版

348 洋野町　東日本大震災　大津波の記録－海と高原の絆、未来へ　確かな復興－ 編集　岩手県洋野町総務課防災推進室 岩手県洋野町

349 亘理町東日本大震災活動等記録集 宮城県亘理町総務課 宮城県亘理町

350 鉾田3.11の記憶　－鉾田市　東日本大震災　写真集－ 茨城新聞社 茨城県鉾田市

351 盛岡市東日本大震災記録誌－私たちの未来は被災地とともに－ 盛岡市東日本大震災復興推進・放射能対策本部 岩手県盛岡市

352 東日本大震災復旧・復興の記録－明日へ－ 編集：塩竃市震災記録誌編集委員会 宮城県塩竃市

353 東日本大震災　北茨城市震災記録集－明日を信じて　元気！北茨城－ 茨城新聞社 茨城県北茨城市

354 大船渡市　東日本大震災記録誌 編集・制作　富士通㈱岩手支店 岩手県大船渡市

355 2011.3.11　東日本大震災の記録 編集　鹿嶋市交通防災課 茨城県鹿嶋市

356 「より強い,より元気な,より美しい八戸」を目指して　東日本大震災八戸市の記録 八戸市防災安全部防災危機管理課 青森県八戸市

357 陸前高田市東日本大震災検証報告書 陸前高田市東日本大震災検証委員会 岩手県陸前高田市

358 陸前高田市東日本大震災検証報告書　概要版 陸前高田市東日本大震災検証委員会 岩手県陸前高田市

359 東日本大震災　久慈市の記録　－2011.3.11～2012.3.11－　 久慈市災害対策本部・東日本大震災復旧復興本部 岩手県久慈市

360 東松山市　東日本大震災　記録誌　－あの日を忘れず　ともに未来へ～東松島一－ 企画・制作　宮城県東松島市総務部総務課 宮城県東松山市

361 2011.3.11　東日本大震災　岩沼市の記録　～震災から3年　地域再生と復興への軌跡～ 制作　宮城県岩沼市 宮城県岩沼市

362 宮城県利府町　東日本大震災の記録 編集　利府町生活環境課 宮城県利府町

363 東日本大震災　相馬市の記録　第2回中間報告－平成23年3月11日～平成24年3月11日－ 編集・発行　相馬市災害対策本部 福島県相馬市

364 東日本大震災　相馬市の記録　第3回中間報告－平成23年3月11日～平成25年3月31日－ 編集・発行　相馬市災害対策本部 福島県相馬市

365 東日本大震災　相馬市の記録　第4回中間報告－平成23年3月11日～平成26年3月31日－ 編集・発行　相馬市災害対策本部 福島県相馬市

366 東日本大震災　相馬市の記録　第5回中間報告－平成23年3月11日～平成27年3月31日－ 編集・発行　相馬市災害対策本部 福島県相馬市

367 津波被災前・後の記録－宮城・岩手・福島　航空写真集 編集　社団法人東北建設協会 河北新報出版センター

368 みやぎの海辺　思い出の風景　航空写真集2011.3.11を境に 河北新報出版社 河北新報出版センター

369 大津波襲来・東日本大震災　ふるさと石巻の記憶　空撮3.11その前・その後 三陸河北新報社 三陸河北新報社

370 3.11百九人の手記－岩手県山田町東日本大震災の記録－ 編集：岩手県山田町/山田町東日本大震災を記録する会 岩手県山田市

371 富岡町「東日本大震災・原子力災害」の記憶と記録 編集：富岡町企画課 福島県富岡町

372 東日本大震災の記録～発災から復興に向けた取り組み～ 福島市災害対策本部・福島市復興推進本部 福島県福島市

373 東日本大震災の記録と復旧～繋がれ命の水　通水までの12日間～ 編集・発行　福島市水道局 福島県福島市

374 陸前高田市東日本大震災記録誌 発行　陸前高田市 岩手県陸前高田市

375 さんてつ～日本鉄道虚構地図帳　三陸鉄道　大震災の記録～ 著者・吉本浩二 ㈱新潮社

376 福島県広野町東日本大震災の記録〔Ⅰ〕『ふる里"幸せな帰町・復興"への道のり』 企画・編集　広野町東日本大震災の記録編集委員会 福島県広野町

377 山元町　東日本大震災記録誌 山元町　危機管理室 宮城県山元町

378 東日本大震災七ヶ浜町　震災記録集 編集　宮城県七ヶ浜町　総務課総務係 宮城県七ヶ浜町

379 東日本大震災の記録 編集　大熊町教育委員会　教育総務課 福島県大熊町

380 楢葉町　災害記録誌　～語り継ぐ震災、築く未来へ～〈ダイジェスト版〉 編集　楢葉町復興推進課 福島県楢葉町

（）保有図書数
図書　（地震編）
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381 三陸海岸大津波 著者：吉村　昭 ㈱文藝春秋

382 いいね　第24号　特集「防災はふだんの暮らしから」 編集部：クレヨンハウス総合文化研究所 クレヨンハウス

383 つなみ　～5年後んおこどもたちの作文集～ 企画・取材・構成　森健 ㈱文藝春秋

384 AREA 臨時増刊震度7を生き残る 朝日新聞出版

385 16歳の語り部
語り部：雁部那由タ多・津田穂乃果・

相澤朱音　　案内役：佐藤敏郎 ポプラ社

386 親子のための地震イツモノート
絵：奇藤文平

編：地震イツモプロジェクト ポプラ社

387 あの日から憂鬱 しりあがり寿 ㈱KADOKAWA

388 はじまりのはる① 端野洋子 講談社

389 はじまりのはる② 端野洋子 講談社

390
緊急出版　特別報道写真集　平成28年熊本地震
発生から2週間の記録

熊本日日新聞社：編 熊日出版

391 日の鳥 こうの文代 日本文芸社

392 日の鳥　2 こうの文代 日本文芸社

393 放射線像　放射能を可視化する 　　　　　　　　　　　　　　　→一般図書へ転換

394 徳永柳洲と大型震災画 編集　住吉泰男
公益財団法人

東京都慰霊協会

395 リスク対策.com 熊本地震の検証
東京大学地震研究所　地震
予知研究センター長・教授 新建新聞社

396 ゼロの阿蘇　Vol.1 〈撮影〉2016年4月16日～5月2日 写真家　長野良市 九州学び舎 2

397 ゼロの阿蘇　Vol.2 〈撮影〉2016年4月19日～6月21日 写真家　長野良市 九州学び舎 2

398 日本被災害地震総覧　599-2012 宇佐美龍夫　石井寿
今村隆正　武村雅之　松村律子 東京大学出版会

399 津波、噴火…日本列島地震の2000年史 保立道久
成田龍一　監修 朝日新聞社

400 巨大地震をほり起こす 穴倉正展 少年写真新聞社

401 津波とたたかった人－浜口梧陵伝 戸石四郎 新日本出版社

402 稲村の火　津波からふるさとを守った浜口梧陵 クニ・トシロウ ぶんけい

403 阪神大震災の被災者にラジオ放送は何ができたか
毎日新聞　著作
今井　一　監修 同朋舎出版

404
1994.12.28　21：19　マグニチュード7.5の衝撃
三陸はるか沖地震の記録 青森県

405 阪神淡路大震災　毎日新聞は何を伝えたか 毎日新聞 毎日新聞

406 地震の日本史　大地は何を語るのか　増補版 寒川　旭　著者 中央公論新社刊

407 ゼロの阿蘇　Vol.3 〈撮影〉2016年4月29日～8月18日 写真家　長野良市 九州学び舎 2

408 検証　熊本大地震　なぜ倒壊したのか？プロの視点で被害を分析 宮沢洋　編集 日経BPムック

409 特別縮印版　平成28年度熊本地震1カ月の記録 熊本日日新聞社 熊本日日新聞社

410 日本鉄道旅行地図帳　東日本大震災の記録 監修　今尾恵介 新潮社

411 子どもたちの3.11　東日本大震災を忘れない Create Media編 学事出版

412 みちのくにみちつくる(前) しまたけひと 双葉社

413 みちのくにみちつくる(後) しまたけひと 双葉社

414 女川一中生の句　あの日から 小野智美　編 はとり文庫

415 子どもの命は守られたのか　東日本大震災と学校防災の教訓 数見隆生　編著 かもがわ出版

416 あのとき、大河小学校で何が起きたのか
池上正樹　文

加藤順子　文・写真 青志社

417 東日本大震災・石巻の人たちの50日間　ふたたび、ここから 池上正樹 ポプラ社

418 学校を災害が襲うとき　教師たちの3.11 田端健人　著 春秋社

（）保有図書数
図書　（地震編）
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【地震　編】：地震・津波の防災対策．資料など

419 前を向いて歩こう。　「石巻のイギリス人」からのメッセージ リチャード・ハルバーシュタット サンマーク出版

420 東日本大震災から学ぶ日本の防災 監修　財団法人地震予知総合研究振興会 Gakken

421 東日本大震災　石巻市のあゆみ 石巻市 石巻市

422 みあげれば　がれきの上に　こいのぼり 山中勉　編著 財団法人日本宇宙フォーラム

423 新潮45　 新潮社

425 石巻市立大河小学校「事故検証委員会」を検証する 池上正樹/加藤順子 ポプラ社

426 中央評論No.298 中央大学

427 海に沈んだ故郷 堀込光子　堀込智之 連合出版

428 再起 宮嶋茂樹 ＫＫベストセラーズ

429 東日本大震災の記録と津波の災害史 山内宏泰 リアス・アーク美術館 482と同じ

430 ナガサレール　イエタテール ニコ・ニコルソン 太田出版

431

432 日本人はどんな地震を経験してきたのか 寒川　旭 平凡社新書

433 安政江戸地震ー災害と政治権力 野口武彦 ちくま新書

434 関東大震災 吉村昭 文春文庫

435 避難所 垣谷美雨 新潮社

436 がんばっぺ！アクアマリンふくしま 中村庸夫 フレーベル館

437 魂でもいいから、そばにいて　3.11後の霊体験を聞く 奥野修司 新潮社 寄贈(2)

438 東日本大震災　復興支援地図 昭文社

439 東日本大震災“あの日”そして6年　記憶・生きる・未来 倉又光顕 彩流社

440 子どもたちに「生き抜く力を」を－釜石の実例に学ぶ津波防災教育－ 編集：つながる.com 共同印刷株式会社

441 平成26年2月　大川小学校事故検証報告書 大川小学校事故検証委員会 ファイル

442 小さな命の意味を考える 小さな命の意味を考える会 スマートサイバープロジェクト 冊子

443 石巻市　東日本大震災からの復旧・復興5年間の歩み 石巻市

444 阪神大震災　トイレパニック　～神戸市環境局・ボランティアの奮闘記～
日本トイレ協会

神戸国際トイレットピアの会
日経大阪PR企画出版部

445 新・くらしの地震対策　-みんなで学んで地震に自信を- 消防庁震災対策指導室 ぎょうせい マンガ

446 ともしび　-被災者から見た被災地の記録- シュープレス 小学館 H29

447 あなたが最期の最期まで生きようと、むき出しで立ち向かったから 須藤洋平 河出書房新社 H29

448 昭和58年日本海中部地震　-土木施設等災害記録- 秋田県土木部

449 TSUNAMI　“Inamura No Hi” MERCY Malaysia 寄贈

450 ノースリッジ地震現地調査報告書　1994年(平成6年)6月
ノースリッジ地震地方公共団体
調査チーム報告書編集委員会 自治省

451 1989年サンフランシスコ湾岸地震(ロマプリータ地震)の記録 国土庁消防局 ぎょうせい

452 平成5年夏鹿児島豪雨災害の記録 鹿児島県総務部消防防災課 鹿児島県

453 平成5年北海道南西沖地震・津波とその被害に関する調査研究　平成6年3月 石山祐二 文部省科学研修費・突発災害調査研究成果・自然災害総合研修班

454 平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録　平成7年3月 北海道

455 北海道西南沖地震　復興過程に関する調査研究　平成7年7月 都市防災美化協会 寄贈

456 平成5年(1993年)釧路沖地震災害記録　平成7年3月 北海道総務部防災消防課

（）保有図書数
図書　（地震編）
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457 南海道地震から50年 和歌山県総務部消防防災課 和歌山県 寄贈H9

458 1968年十勝沖地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会

459 阪神・淡路大震災　尼崎市の記録 尼崎市 ぎょうせい

460 北海道西南沖地震調査検討報告書　平成7年3月 自治省消防庁

461 北海道南西沖地震の総合的調査報告書　平成6年3月 国土庁・自治省消防庁 寄贈H7

462 津波・液状化対策に関する調査研究報告書　昭和59年5月 六都県市地震対策研究会議

463 平成9年度　地震関係基礎調査交付金　荒川断層に関する調査　成果報告書　平成10年3月 埼玉県 （２）

464 国際防災シンポジウム「大震災への挑戦’97」報告書 「大震災への挑戦’97」開催委員会事務局

465 活断層・古地震研究報告　第1号(2001年)
産業技術総合研究所
地質調査総合センター

埼玉のみ
本棚

466 日本の地震活動　-被害地震から見た地域別の特徴-追補版 総理府地震調査研究推進本部地震調査委員会

467 『平成7年阪神・淡路大震災』　京都府の記録 京都府総務部消防防災課 京都府 H8

468
平成7年1月17日阪神・淡路大震災の記録
～怖かった阪神淡路の大震災　大人になっても忘れない～

大阪府生活文化部防災局消防防災課 大阪府 H8

469 阪神・淡路大震災　総合研究論文集　1998年3月 立命館大学 立命館大学

470 大地震　平成7年兵庫県南部地震と阪神・淡路大震災の記録 ㈱ニュージック

471 阪神・淡路大震災調査報告書　199512月 千葉工業大学

472 阪神・淡路大震災　川西市の記録　-私たちは忘れない- 兵庫県南部地震川西市災害対策本部 川西市 H8

473
阪神大震災ｔｐ粘土瓦に関する調査報告書
-阪神大震災住宅被害調査と粘土瓦の需要性に関するアンケート調査結果-　H7年5
月

三州瓦　CA研究所運営委員会
委員長　野口安廣 三州瓦　CA研究所

474 震災・その轍　-被災地からの報告- 近畿税理士会
阪神・淡路大震災対策特別委員会 近畿税理士

475 阪神・淡路大震災　芦屋市の記録　’95～’96 芦屋市役所企画財政部防災対策課 芦屋市

476 阪神淡路大震災　豊中市の記録　1995年1月17日～1997年3月31日 豊中市政策推進部防災課 豊中市 H9

477 阪神・淡路大震災総合フォーラム報告書　1996年1月
兵庫県阪神・淡路大震災復興本部

総括部企画課 兵庫県 H8

478
〈国際防災の10年・関東大震災70年〉講演・シンポジウム
1992.10.6/虎ノ門ニッショーホール

建設省関東地方建設局企画部企画課 建設省 H5

479 立川断層の評価　(発表：平成15年8月7日) 地震調査研究推進本部
地震調査委員会

寄贈
H29

480 関東平野北西縁断層帯の評価　(平成17年3月9日)
地震調査研究推進本部

地震調査委員会
寄贈
H29

481 深谷・綾瀬川断層帯の長期評価　(平成27年4月24日)
地震調査研究推進本部

地震調査委員会
寄贈
H29

482 リアス・アーク美術館常設展示図録　東日本大震災の記録と津波の災害史 リアス・アーク美術館
寄贈

H29(3)

483 津波の夜に　3・11の記憶 大西暢夫 小学館 H29

484 津波の墓標 石井光太 徳間書店 H29

485 記者たちは海に向かった　～津波と放射能と福島民友新聞～ 門田隆将 KADOKAWA H29

486 東日本大震災　石巻災害医療の全記録 石井正 講談社 H29

487 震災とヒューマニズム　～3・11の破局をめぐって～ 日仏会館・フランス国立日本研究センター　編 明石書店 H29

488 震災ビッグデータ 阿部博史　編 NHK出版 H29

489 所蔵資料図録－暮らしのなかの震災資料－ 阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター資料室

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター資料室

寄贈
H29

490 雨ニモマケズ　-外国人記者が伝えた東日本大震災-
ルーシー・バーミンガム

デイヴィッド・マクニール　著 えにし書房 H30

491 平成28年熊本地震　-熊本県はいかに動いたか- 熊本県 ぎょうせい H30

492 平成28年度版　生きた証 岩手県大槌町「生きた証プロジェクト」 大槌町 H30

493 平成29年度版　生きた証 岩手県大槌町「生きた証プロジェクト」 大槌町 H30

494 生き抜くために南海トラフ地震に備えちょき 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課
寄贈

H30(2)

（）保有図書数
図書　（地震編）
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495 東日本大震災　-2011年3月11日平成三陸大津波田老伝承記録-
NPO法人立ち上がるぞ！宮古市田老

役員会
NPO法人立ち上がるぞ！宮古市田老

寄贈
H30

496 砂の城 山内ヒロヤス 近代文芸社 H30

497 しあわせ運べるように（CDブック） 臼井真 アスコム
寄贈
H30

498 1995年1月・神戸　～「阪神大震災」下の精神科医たち～
中井久夫　編

土居健郎・田代信維　序 みすず書房
寄贈
H30

499 七色の虹が架かるまで　～阪神大震災遺児とレインボーハウスの10年史～ あしなが育英会レインボーハウス あしなが育英会
寄贈
H30

500 特別報道写真集　新潟県中越地震　2004.10.23 新潟日報社 新潟日報社
寄贈
H30

501 新潟県中越地震特別記念写真集「激震魚沼」魚沼市川口町 越南タイムズ 越南タイムズ
寄贈
H30

502 南三陸町　屋上の円陣　～防災対策庁舎からの無言の教訓～ 山村武彦 ぎょうせい H30

503 歴史地震　～古記録は語る～ 宇佐美龍夫 海洋出版
H30寄

贈

504 歴史地震事始 宇佐美龍夫
H30寄

贈

505 越ケ谷の文化財第6集　関東大震災の記録　～桜井村～1975 小島誠 越谷市教育委員会
H30寄

贈

506 2018.9.6北海道胆振東部地震報道写真集 北海道新聞社 北海道新聞社 H30

507 日本の歴史地震史料　拾遺五ノ上 宇佐美龍夫 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

508 日本の歴史地震史料　拾遺五ノ下 宇佐美龍夫 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

509 日本の歴史地震史料　拾遺 宇佐美龍夫 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

510 日本の歴史地震史料　拾遺別巻 宇佐美龍夫 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

511 収新　日本地震史料　補遺別巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

512 新収　日本地震史料　補遺 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

513 新収　日本地震史料　続補遺 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

514 新収　日本地震史料　続補遺別巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

515 新収　日本地震史料　第一巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

516 新収　日本地震史料　第二巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

517 新収　日本地震史料　第二巻別巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

518 新収　日本地震史料　第三巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

519 新収　日本地震史料　第三巻別巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

520 新収　日本地震史料　第四巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

521 新収　日本地震史料　第四巻別巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

522 新収　日本地震史料　第五巻 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

523 新収　日本地震史料　第五巻別巻一 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

524 新収　日本地震史料　第五巻別巻二－一 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

525 新収　日本地震史料　第五巻別巻二－二 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

526 新収　日本地震史料　第五巻別巻五－一 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

527 新収　日本地震史料　第五巻別巻五－二 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

528 新収　日本地震史料　第五巻別巻三 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

529 新収　日本地震史料　第五巻別巻四 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

530 新収　日本地震史料　第五巻別巻六－一 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

531 新収　日本地震史料　第五巻別巻六－二 東京大学地震研究所 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

532 「増訂大日本地震史料」「日本地震史料」「新収日本地震史料」の正誤表 宇佐美龍夫 社団法人　日本電気協会
H30寄

贈

（）保有図書数
図書　（地震編）
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533 別冊サイエンス　特集　大陸大移動 日本経済新聞 日本経済新聞
H30寄

贈

534 日本の活断層　分布図と資料 活断層研究会　編 東京大学出版会
H30寄

贈

535 海と生きる作法　～漁師から学ぶ災害観～ 川島秀一 冨山房インターナショナル
H30販売本
サンプル

536 津波のまちに生きて 川島秀一 冨山房インターナショナル
H30販売本
サンプル

537 悲しみの海　～東日本大震災詩歌集～
谷川健一・玉田尊英

編
冨山房インターナショナル

H30販売本
サンプル

538 東日本大震災　住田町の後方支援 多田欣一　木下繁喜 はる書房 R1寄贈

539 3.11東日本大震災　遠野市後方支援活動検証記録誌 遠野市 遠野市 R1寄贈

540 愛する家族を地震から守る50の方法 セキスイハイム セキスイハイム R1寄贈

541 南三陸発！志津川小学校避難所～59日間の物語～
志津川小学校避難所自治会記録保

存プロジェクト実行委員会 明石書店 R1

542 止まった刻　検証・大川小事故 河北新報社報道部 岩波書店 Ｒ1

543 呼び覚まされる霊性の震災学　3.11生と死のはざまで
東北学院大学震災の記録プロジェクト

金菱清(ゼミナール) 新曜社 Ｒ1

544 「語り部」証言　3.11のこと　～2011東日本大震災～ みらいサポート石巻 みらいサポート石巻 Ｒ1

545 自然と科学の情報誌　ミルシル第5巻第5号 国立科学博物館 国立科学博物館 Ｒ1

546 葬送　～2011.3.11母校が遺体安置所になった日～
原作：石井光太
漫画：村岡ユウ 秋田書店 Ｒ1寄贈

547 わたしの3・11　あの日から始まる今日 茂木健一郎　著 毎日新聞社 Ｒ1寄贈

548 明日、地震がやってくる！ 世鳥アスカ KADOKAWA R2寄贈

549 春を恨んだりはしない　～震災をめぐって考えたこと～ 池澤夏樹 中公文庫 R2寄贈

550 東京震災記 田山花袋 河出書房新社 R2寄贈

551 地図で見る　日本の地震 山川徹：文　寒川旭：監修 偕成社 R2

552 熊本県の被災状況【土木部全体版】平成28年熊本地震 熊本県土木部管理課 熊本県土木部管理課

553 震災後のことば　～8.15からのまなざし～ 宮川匡司　編 日本経済新聞出版社 R1寄贈

554 想いを支えに　～聴き書き、岩手県九戸郡野田村の震災の記録～
李永俊・渥美公秀：監修

作道信介・山口恵子・永田基彦：編集 弘前大学出版会 R2寄贈

555 熊本地震　災害支援薬剤師活動の記録　～45日間の軌跡～
公益社団法人

熊本県薬剤師会
公益社団法人

熊本県薬剤師会
R2寄贈

（）保有図書数
図書　（地震編）
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