
埼玉県防災学習センター

事務所に有 2020.7.22

整理番号 図　　　書　　　名 著　者　名 発　　行　　元 備 考

1 災害の研究　第12巻 （社）日本損害保険協会 H6

2 災害の研究　第13巻 （社）日本損害保険協会 H6

3 災害の研究　第１４巻 （社）日本損害保険協会 H6

4 災害の研究　第１５巻 （社）日本損害保険協会 H6

5 災害の研究　第１６巻 （社）日本損害保険協会 H6

6 災害の研究　第２３巻 損害保険料率算定会 H6

7 災害の研究　第２４巻 損害保険料率算定会 H6

8 防災白書　　６０ 国土庁 大蔵省印刷局

9 防災白書　　６１ 国土庁 大蔵省印刷局

10 防災白書　　６２ 国土庁 大蔵省印刷局

11 防災白書　　６３ 国土庁 大蔵省印刷局

12 防災白書　　平成元年度版 国土庁 大蔵省印刷局

13 防災白書　　平成２年度版 国土庁 大蔵省印刷局

14 防災白書　　平成３年度版 国土庁 大蔵省印刷局

15 防災白書　　平成４年度版 国土庁 大蔵省印刷局

16 防災白書　　平成５年度版 国土庁 大蔵省印刷局

17 防災白書　　平成６年度版 国土庁 大蔵省印刷局

18 防災白書　　平成７年度版 国土庁 埼玉県

19 防災白書　　平成８年度版 国土庁 埼玉県

20 環境白書　１９９０年度版 埼玉県

21 環境白書　１９９１年度版 埼玉県

22 環境白書　１９９２年度版 埼玉県

23 環境白書　１９９３年度版 埼玉県

24 環境白書　１９９４年度版 埼玉県

25 環境白書　１９９５年度版 埼玉県

26 埼玉県秩父入間比企地方の地質 埼玉県農林部 H6

27 日本災害史　全3巻(火山噴火・地震津波・気象)
監修:下鶴大輔・津村建四朗・宮澤清

治　　編集:岩切信 日本図書センター H14

28 日本の地形　－特質と由来ー 貝塚　爽平 岩波新書 H6

29 新しい地球観 上田　誠 岩波新書

30 荒ぶる地球　自然災害のすべて
訳者　近藤純夫

発行者　安江良介
岩波新書 H6

31 住宅政策研究１　住宅政策の提言
下山瑛二、水本浩、
早川和男、和田八束

ドメス出版 H6

32 門と塀　 荻野　富雄 実業之日本社 H6

33 日航機123便墜落事故対策の記録 群馬県 H6

34 多国語防災用語集　－日本語版ー 国際防災の十年国民会議 H6

35 地域防災データ総覧　地震災害・火山災害編　昭和５９年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

36 地域防災データ総覧　　風水害・火災編　　　　　昭和６０年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

37 地域防災データ総覧　危険物災害・雪害編　　昭和６１年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

防　災　ラ　イ　ブ　ラ　リ　ー　図　書　目　録

【その他災害　編】：分類された以外の災害対策．資料など

 （）保有図書数
図書　(その他災害)
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【その他災害　編】：分類された以外の災害対策．資料など

38 地域防災データ総覧　　地域避難編　　昭和６２年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

39 地域防災データ総覧　災害情報編　　昭和６３年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

40 地域防災データ総覧　　防災教育編　　１９８９（平成元）年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H11（２）

41 地域防災データ総覧　防災地図編　　　１９９０（平成２）年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

42 地域防災データ総覧　自主防災活動編　１９９１（平成３）年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

43 地域防災データ総覧　防災まちづくり編　　１９９２（平成４）年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

44 地域防災データ総覧　　災害統計編　　１９９３（平成５）年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

45 地域防災データ総覧　災害アンケート編　１９９４（平成６）年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

46 地域防災データ総覧　　阪神・淡路大震災特別編　　平成８年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H9

47 地域防災データ総覧　防災センター編 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H13

48 緊急輸送道路ネットワーク　　検討会報告書　　平成元年１１月 建設省関東地方建設局道路部 H6

49 緊急輸送道路ネットワーク検討会報告書　　平成３年６月 建設省関東地方建設局道路部 H6

50 防災活動における女性の能力活用に関する調査研究報告書　平成４年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

51 自主防災組織の育成強化方策に関する調査研究報告書　　平成２年３月 　　　　　（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 H6

52 地域住民による自主的な防災活動事例集　　　（平成１０年３月） 自治省消防庁 H10

53 七都県市災害時相互応援対策連絡協議会の概要　　平成５年度
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・

横浜市・川崎市・千葉市

54

55 災害につよいまちづくり　　都市防災対策事例集 ㈱ぎょうせい H6

56 災害に強い都市づくり 建設省都市局 新日本出版 H6

57 災害の分析と対策 　大屋　鐘吾　　・　中村　八郎　　　　 行政資料調査会 H6

58 防災ハンドブック ㈱技報堂 H6

59 災害の事典 萩原　幸男 朝倉書店

60 災害情報論 廣井　脩 恒星社厚生閣

61 災害対策基本法解説 消防庁防災課 全国加除法令出版社

62 学童防災教育のあり方とその教育効果判定に
関する研究（昭和62年12月）

研究代表者　水野　欽司

63 被災状況における避難行動の予測と制御に関する研究
昭和５９年2月

研究代表者　三隅　二不二

64 地下街におけるパニック防止対策　昭和５９年３月 自治省消防庁

65 災害にあったらどうする-まんがで見る災害復旧-
農林水産省構造改善局建設部

防災課災害対策室

66 防災日本列島 （財）公安文化協会出版部 （２）

67 平成５年　国民安全読本 総理府　㈶全国安全会議 （２）

68 都市計盡東京地方委員會 都市計盡東京地方委員会

69 地域防災計画策定マニュアル（防災アセスメント編・
災害応急対策計画策定編・災害応急対策計画運用編）　　３冊組 自治省消防庁防災課 第一法規

70 斜面災害の予知と防災 高橋　博　　他 白亜書房

71 ４７．７　被災　-山北町の記録- 神奈川県足柄上郡山北町

72 静岡　大崩海岸の山崩れ災害に関する地質学的研究
昭和４７年３月

土　隆一

73 新潟県妙高高原町　５・１８妙高高原地すべり災害の記録
昭和年５４年５月

新潟県妙高高原町

74 １９８５年　長野市地附山地すべりの災害調査研究 研究代表者　川上　浩 自然災害科学総合研究班

 （）保有図書数
図書　(その他災害)
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75 住民の叫び　　-湯谷団地地滑り被災記録- 湯谷団地地滑り被災者の会

76
砂丘決壊の防止工法とその適用性に関する研究
昭和５９年１０月

研究代表者　尾崎　晃

77 （山梨県）昭和５７年・５８年　災害誌 山梨県

78 石川県災異誌　１９８２ 石川県

79 杉戸町の災害　杉戸町史調査報告書第一集 杉戸町

80 神奈川県災害誌（自然災害） 横浜地方気象台 神奈川県

81 理科年表　平成９年版 国立天文台編 丸善㈱

82 平成６年度防災教育研究発表会
生徒の意識を高め自ら行動できる防災教育

熊谷市立熊谷東中学校

83
研究紀要　先を見通した的確な判断と
行動がとれる生徒の育成　　　H７．１１

宮代市立須賀中学校 （２）

84
研究紀要（防災意識を高め、自ら考え判断し、
的確な行動がとれる生徒の育成）

比企郡川島町立西中学校

85 大規模地震発生時の職員初動体制マニュアル 川島町 なし

86 防災あんしんガイド 和光市 （２）

87 防災まちづくり大賞第１回　　平成９年３月 自治省消防庁　㈶消防科学総合センター

88 防災まちづくりに関する推進調査報告書　平成９年３月 自治省消防庁　㈶消防科学総合センター

89 第６回防災まちづくり大賞 総務省消防庁　㈶消防科学総合センター

90 第６回防災まちづくり大賞　事例集 総務省消防庁　㈶消防科学総合センター

91 平成１０年度　　私立学区防災対策事業報告書 埼玉県私立中学高等学校協会

92 災害事故年鑑（平成１１年版）　ＣＤ－ＲＯＭ付き 災害情報センター 丸善㈱

93 災害事故年鑑（平成１２年版）　ＣＤ－ＲＯＭ付き 災害情報センター 丸善㈱

94 自然災害の危機管理　明日の危機を減災せよ！ 佐々　淳行 ぎょうせい

95 第23回　七都県市合同防災訓練実施報告書（H14．１１月）
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・

横浜市・川崎市・千葉市

96 自主防災組織の手引　－コミュニティと防災－ 総務省消防庁

97 現代のトイレ事情（災害・イベント編） 山下　亨 東京法令出版

98 日本の地形１　総説 東京大学出版

99 日本の地形４　関東・伊豆小笠原 東京大学出版

100 日本の地形・地質　安全な国土のマネジメントのために 全国地質調査業協会連合会 鹿島出版

101 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

102 死都日本 石黒　　耀　 講談社

103 リスク心理学入門 岡本　浩一 サイエンス社

104 第24回　八都県合同防災訓練実施報告書（H15.11月）
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・
横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市

105 みんなで守る地域の防災活動 東京消防庁 東京法令出版㈱

106 防災白書　H１０年版 国土庁 大蔵省印刷局

107 防災白書　H１１年版 国土庁 大蔵省印刷局

108 防災白書　H１２年版 国土庁 大蔵省印刷局

109 防災白書　H１３年版 国土庁 大蔵省印刷局

110 防災白書　H１４年版(CD-ROM付き） 国土庁 内閣府・財務省印刷局

111 防災白書　H１５年版(CD-ROM付き） 国土庁 内閣府・財務省印刷局

 （）保有図書数
図書　(その他災害)
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112 防災白書　H１６年版(CD-ROM付き） 国土庁 内閣府・財務省印刷局

113 地域防災データ総覧　（ＤＶＤ－ＲＯＭ付き）
防災センター・災害時広報紙・ハザードマップ編　利用手引き （財）消防科学総合センター

114 防災白書　平成１７年版 消防庁 ぎょうせい

115 理科年表　平成６年版 国立天文台編 丸善㈱

116 理科年表　平成８年版 国立天文台編 丸善㈱

117 防災白書平成　１８年版（CD-ROM付き） 内閣府 ㈱セルコ

118 防災白書平成　１９年版（CD-ROM付き） 内閣府 ㈱セルコ

119 本当に使える　企業防災・危機管理マニュアルの
つくり方－被災現場からみつめたBCP－

山村　武彦 ㈳金融財政事情研究会

120 「障がいのある子を守る」防災＆防犯プＲジェクト 中井孝吉 ジアース教育新社

121 トイレが大変！災害時にトイレ権をどう保障するか 山下　亨 近代消防社

122 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

123 高齢者・障害者の災害時の避難支援のポイント
災害時要援護者避難支援

研究会
ぎょうせい

124 防災白書　平成20年版(CD-ROM付き) 内閣府 佐伯印刷㈱

125 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

126 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・吉川　肇子・網代剛 ナカニシヤ出版

127 シンポジウム　過去の災害に学ぶ 内閣府 内閣府(防災担当)

128 シリーズ・防災を考える第1巻　防災の社会学 吉原　直樹　編 東信堂

129 シリーズ・防災を考える第2巻　防災の心理学 仁平　義明　編 東信堂

130 防災/実務のガイド－担当者のここまでとここから－ 高橋　洋 発行　日本防災出版社　発売　星雲社

131 防災/訓練のガイド－「頭脳の防災訓練」のすすめ－ 高橋　洋　小村隆史 発行　日本防災出版社　発売　星雲社

132 廃棄物資源循環学会シリーズ③　災害廃棄物
廃棄物資源循環学会監修
島岡隆行　山本耕平　編 中央法規出版株式会社

133 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　著 イマジン出版株式会社

134 防災・救急に役立つ日用品活用法 羽田　道信 風媒社

135 身近なもので生き延びろ－知恵と工夫で大災害に勝つ－ 西村　淳 新潮文庫

136 埼玉防災マニュアル2012 編集　埼玉新聞社 埼玉新聞社 2

137 埼玉防災マニュアル 編集　埼玉新聞社 埼玉新聞社

138 福祉施設の防災マニュアル作成ガイド 公益財団法人　東京都福祉保健財団

139 モノすごい防災グッズ 編集・発行人　今井今朝春 ㈱ワールドフォレストプレスト

140 クロワッサン特別編集　家族、ペット、そして私を守
る防災BOOK

発行人　石渡健文　編集人　山田聡 株式会社マガジンハウス

141 防災・減災につなげる４ハザードマップの活かし方 編者　鈴木康博 ㈱岩波書店

142 災害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どもを守る！ 編・著　MAMA-PLUG ㈱KADOKAWA

143 「もしも」に備える～災害時でも、いつもの食事を～ 著者：石川伸一・今泉マユ子 清流出版㈱

144 今、はじめよう！新しい防災教育　～子どもと教師の危険予測・回避能力を育てる～ 編著者　渡邊正樹 ㈱光文書院

145 防災作法モノ　最新版【防災用品カタログ】 編集・発行人　今井今朝春 ㈱ワールドフォレストプレスト

146 別冊宝島2339号　絵図で読み解く　天災の日本史 監修：磯田道史 ㈱宝島社

147 クロワッサン特別編集　女性目線で考えた防災
book[2016年新装版］

発行人　石渡健文　編集人　山田聡 株式会社マガジンハウス

148 防災かあさん 著者　みんなの防災部 ㈱羽鳥書店
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149 いぬとわたしの防災ハンドブック いぬの防災を考える会

150 ねことわたしの防災ハンドブック ねこの防災を考える会

151 生き延びるための非常食〔最強〕ガイド 澤井　聖一 ㈱エクスナレッジ

152 今こそ知っておきたい「災害の日本史」 白鳳地震から東日本大震災まで 岳　真也 PHP文庫

153 理科年表　2016　平成28年/第89冊 国立天分台　編 丸善出版

154 新・人は皆「自分だけは死なない」と思っている 山村　武彦 宝島社

155 災害時要援護者支援対策 有賀絵里　著 文眞堂

156 重症児者の防災ハンドブック 田中総一郎・菅井裕之 武山裕一　編者 クリエイツかもがわ

157
避難弱者　あの日、福島原発間近の老人ホーム
で何が起きたのか？ 相川祐里奈 東洋経済

158 生死を分けるトイレの話－災害時のトイレ問題とその解決策－ 上　幸雄　編著 環境新聞社

159 4コマですぐわかるみんなの防災ハンドブック
草野かおる　著
渡辺　実　監修 デスカヴァー・トゥエンティワン

160 日本災害史 北原　糸子　編 吉川弘文館

161 あと少しの支援があれば　東日本大震災障害者の被災と避難の記録 中村雅彦　著 ジアース教育新社

162 これだけはやっておいきたい帰宅困難者対策Q&A
廣井　悠　編著
中野明安　著 清文社

163 生きている　生きてゆく ビックパレットふくしま避難所記 ビックパレットふくしま避難所記 2

164 防災Walker KADOKAWA

165 災害に学ぶ 独立行政法人　国立公文書館 独立行政法人　国立公文書館 図録

166 第24回企画展　天変地異　ー災害の日本史ー 行田市郷土博物館 行田市郷土博物館 図録

167 防災白書　H２８年度版 内閣府 日経印刷株式会社

168 特別展　玉川上水羽村堰～今に生きる先人の知恵と工夫～ 羽村市郷土博物館 羽村市郷土博物館

169 水塚の文化誌　志木市・宗岡　荒川下流域の水とくらす知恵 志木まるごと博物館　河童のつづら まつやま書房

170 水屋・水塚　水防の知恵と住まい 渡邉裕之・畔柳昭雄
河合孝・高橋裕 LIXIL出版

171 天災から日本史を読みなおす 磯田道史 中公新書

172 北上川下流河川事務所　業務概要 北上川下流河川事務所 国土交通省 資料

173 東京防災 東京都総務局総合防災部防災管理課 (複数冊)

174 日本列島の地震・津波・噴火の歴史 山賀進 ベレ出版

175 人が死なない防災 片田敏孝 集英社 H29

176 現場でつくる　-共同実践の五つのフロンティア- 矢守克也・宮本匠 新曜社 H29

177 目からウロコの防災新常識 山村武彦 ぎょうせい H29

178 都市と堤防　-水辺の暮らしを守るまちづくり- 難波匡甫 水曜社 H29

179 人はなぜ危険に近づくのか 広瀬弘忠 講談社 H29

180 自然災害と民俗 野本寛一 森話社 H29

181 津浪と村 山口弥一郎　著
石井正己・川島秀一　編 三弥井書店 H29

182 東北学03　-災害の民俗知- 東北文化研究センター　責任編集
東北芸術工科大学　発行 はる書房 H29

183 津波の恐怖　-三陸津波伝承録- 山下文男 東北大学出版会 H29

184 災害伝承　-命を守る地域の知恵- 高橋和雄 古今書院 H29

185 災害絵図集　-絵で見る災害の歴史- 日本損害保険協会 H29
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186 地震・噴火災害全史＜シリーズ災害・事故史2＞ 特定非営利活動法人　災害情報センター 日外アソシエーツ H29

187 巨大災害のリスク・コミュニケーション　-災害情報の新しいかたち- 矢守克也 ミネルヴァ書房 H29(3)

188 みんなの防災手帖　鴻巣市 鴻巣市

189 防災事典 日本自然災害学会 築地書館
H14　埼玉県有
備品整理番号

10

190 みんなで減災　あなたにもできる減災 内閣府 H23(2)

191 減災のてびき～今すぐできる7つの備え～改訂版 内閣府(防災担当) H20

192 東北学07　-復興の海- 東北文化研究センター　責任編集
東北芸術工科大学　発行 はる書房 H29

193 りすの四季だより あんどうりす 新建新聞社 H29

194 日本の地下で何が起きているのか 鎌田浩毅 岩波書店 H29

195 災害と人間行動 田中次郎・田中重好・林春男 東海大学出版会 H29

196 巨大津波は生態系をどう変えたか 永幡嘉之 講談社 H29

197 タイムライン　～日本の防災対策が変わる～
松尾一郎

CeMlタイムライン研究会 日刊建設工業新聞社 H29

198 災害時における高齢者・障がい者支援に関する課題 日本弁護士連合会　編 あけび書房 H29

199 大災害と法 津久井進 岩波書店 H29

200 平成29年度1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」記録誌 主催：兵庫県・毎日新聞社 (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構 H29資料(2)

201 災害・危機と人間 編者：矢守克也・前川あさ美 新曜社 Ｈ29

202 災害の襲うとき　～カタストロフィの精神医学～ ビヴァリー・ラファエル みすず書房 Ｈ29

203 きちんと逃げる。～災害心理学に学ぶ危機との闘い方～ 広瀬弘忠 アスペクト Ｈ29

204 生き残る判断　生き残れない行動 アマンダ・リプリー 光文社 Ｈ29

205 人はなぜ逃げおくれるのか　-災害の心理学- 広瀬弘忠 集英社 Ｈ29

206 防災・減災の人間科学 矢守克也・渥美公秀　編著
近藤誠司・宮本匠　著 新曜社 Ｈ29

207 理科で防災をどう教えるか 木谷要治・加藤裕之　共著 東洋館出版社 Ｈ29

208 公民館における災害対策ハンドブック 公益社団法人全国公民館連合会　編著 第一法規 H30

209 モノ・マガジンの防災ぶくろ ㈱ワールドフォトプレス H30

210 自然災害科学　Vol.37.No.1 日本自然災害学会 日本自然災害学会 H30月報

211 自然災害科学　Vol.37.No.2 日本自然災害学会 日本自然災害学会 H30月報

212 自衛隊防災BOOK マガジンハウス H30

213 自然災害科学　Vol.37特別号 日本自然災害学会 日本自然災害学会 H30月報

214 自然災害科学　Vol.37.NO.3 日本自然災害学会 日本自然災害学会 H30月報

215 自然災害科学　Vol.37.NO.4 日本自然災害学会 日本自然災害学会 H30月報

216 もしときサバイバル術 片山誠 太郎次郎社エディタス H30

217 関東郡代伊奈氏　坂東太郎へ虹かける 志賀久男 埼玉新聞社 寄贈H30

218 特別展図録　甲武信源流物語　 さいたま川の博物館 さいたま川の博物館 寄贈H30

219 荒川本流河道状況図 埼玉県県民部県史編さん室 埼玉県県民部県史編さん室 寄贈H30

220 六堰用水の研究 熊谷市立熊谷東小学校　大澤章一 埼玉県教育委員会 寄贈H30

221 秩父のお天氣今昔 中村利幸 小石川書房 寄贈H30

222 輪中北川辺の水害 行田市立西中学校　渡辺勤 埼玉県教育委員会 寄贈H30

 （）保有図書数
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223 利根川治水の変遷と水害 大熊孝 東京大学会 寄贈H30

224 日本の災害
科学技術庁
国立防災科学技術センター 埼玉新聞社 寄贈H30

225 地球と生きる　～災害と向き合う知恵～ 金田義行 冨山房インターナショナル
H30販売
本サンプ

ル

226 地名は警告する　～日本の災害と地名～ 谷川健一 冨山房インターナショナル
H30販売
本サンプ

ル

227 2019防災・減災カレンダー 金田義行 冨山房インターナショナル
H30販売
本サンプ

ル

228 避難と支援　埼玉県における広域避難者支援のローカルガバナンス 西城戸誠　原田峻 新泉社 令和元年

229 子連れ防災BOOK NPO法人ママプラグ 祥伝社 令和元年

230 自然災害科学　Vol.38.No.1 日本自然災害学会 日本自然災害学会
令和元年

月報

231 令和元年度防災啓発中央研修会 消防防災科学センター　主催
令和元年

資料

232 クックパッド防災レシピBOOK クックパッド 扶桑社
令和元年

(２)

233 ｍｏｎｏ特別編集　防災用品ファイル2019年版 ワールドムック1206 ワールドフォトプレス 令和元年

234 防災減災119
企画・発案　蝶野正洋

監修　加藤孝一 主婦の友社 令和元年

235 自然災害科学　Vol.38.NO.2 日本自然災害学会 日本自然災害学会
令和元年

月報

236 4コマですぐわかる新みんなの防災ハンドブック 草野かおる　 デスカヴァー・トゥエンティワン 令和元年

237 災害のあと始末 監修　林春男 エクスナレッジ 令和元年

238 福島原発行動隊 山田恭暉 批評社 令和元年

239 心の傷を癒すということ　～大災害と心のケア～ 安克昌 作品社 令和元年

240 災害から命を守る「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム ぎょうせい 令和元年

241 自然災害科学　Vol.38 特別号 日本自然災害学会 日本自然災害学会 令和元年
月報

242 自然災害科学　Vol.38.NO.3 日本自然災害学会 日本自然災害学会 令和元年
月報

243 自然災害科学　Vol.38.NO.4 日本自然災害学会 日本自然災害学会 令和元年
月報

244 令和元年度「埼玉県内の河川源流を訪ねて」調査報告書 令和元年度埼玉県内の河川源流を訪ねて 編集委員会 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 令和2年

245 平成30年度「彩の川さんぽ」調査報告書 平成30年度彩の川さんぽ 編集委員会 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 令和2年

246 「埼玉の舟運と現在も残っている河岸の歴史」調査報告書  平成27年3月 埼玉の舟運と現在も残っている河岸の歴史 編集委員会 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 令和2年

247 「我が町の災害アーカイブス」調査報告書  平成29年3月 我が町の災害アーカイブス　編集委員会 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 令和2年

248 「埼玉県の川にまつわる郷土史」調査報告書概要版 平成24年3月 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 令和2年

249 「埼玉県の川にまつわる郷土史」調査報告書概要版 平成23年3月 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 公益社団法人日本河川協会　彩の川研究会 令和2年

250 自然災害科学Vol.39.NO.1 自然災害科学編集委員会 日本自然災害学会 令和2年

251 日経トレンディ 8月号 新しい防災の心得 日経BPマーケティング 令和2年
附録あり

252 自然災害科学Vol.39,NO.2 自然災害科学編集委員会 日本自然災害学会 令和2年

253 自然災害科学Vol.39,特別号 自然災害科学編集委員会 日本自然災害学会 令和2年

254 自然災害科学Vol.39,NO.3 自然災害科学編集委員会 日本自然災害学会 令和2年

255 洪水と水害をそらえなおす 大熊　孝 農文協プロダクション 令和2年

256 防災人間科学 矢守克也 東京大学出版会 令和2年

257 自然災害科学Vol.39.NO.4 自然災害科学編集委員会 日本自然災害学会 令和3年

258

259
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260

261

262

263

264

 （）保有図書数
図書　(その他災害)

8


