災害（disaster）について考える 89 冊

～自然科学～
資料 ID

請求記号

10003263243

/453.8/Su84s/2013

10003488973

/453.8/Ka46n/2014

10003589456

/451.5/Ko12t/2014

10001912204

/451/Ki22e/2010

10003612372

/451.5/F52t/2014

10001217851

/451.9/Mi97g/2009

資料情報
世界の火山図鑑 : 写真からわかる火山の特徴と噴火・予知・防災・活用について / 須藤茂著.
-- 誠文堂新光社, 2013.
必ず発生する富士山噴火と日本列島をも壊滅させるケタ外れの巨大カルデラ噴火. -- ニュート
ンプレス, 2014. -- (ニュートン別冊)(NEWTON ムック).
竜巻 : メカニズム・被害・身の守り方 / 小林文明著. -- 成山堂書店, 2014.
エルニーニョ・ラニーニャ現象 : 地球環境と人間社会への影響 / 気候影響・利用研究会編.
-- 成山堂書店, 2010.
台風の正体 / 筆保弘徳, 伊藤耕介, 山口宗彦著. -- 朝倉書店, 2014. -- (気象学の新潮流
/ 新田尚, 中澤哲夫, 斉藤和雄監修 ; 2).
激化する自然災害 : 巨大地震、強大化する台風、地球温暖化 / 水谷仁編集. -- ニュートン
プレス, 2009. -- (NEWTON ムック).
大自然の脅威 : ナショナルジオグラフィックがとらえた / 尾澤和幸編集 ; 小笠原景子[ほか]

007241907

/450.9/O97d/2004

訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社, 2004. -- (ナショナルジオグラフィック)(アーカイブ・ブ
ックス).

10002282210

/453.8/Ka18m/2011

マグマダイナミクスと火山噴火 / 鍵山恒臣編. -- 朝倉書店, 2003. -- (地球科学の新展開 /
東京大学地震研究所編集 ; 3).
気候パニック / イヴ・ルノワール著 ; 神尾賢二訳. -- 緑風出版, 2006.

10000383888

/451/L54k/2006

10001774621

/451.9/N77o/2009

10000564775

/451/Ma64i/2006

10002415264

/453.8/Mo72s/2012

10002350511

/453.2/J54n/2012

10003434829

/453.3/Y79i/2014

10003330497

/453/Ka45k/2013

10001727918

/452.5/Sh99t/2008

津波の事典 / 首藤伸夫 [ほか] 編集. -- 朝倉書店, 2007.

10002723841

/452/U77u/2012

海の自然と災害 / 宇野木早苗著. -- 成山堂書店, 2012.

温暖化と自然災害 : 世界の六つの現場から / 日本地理学会災害対応委員会, 平井幸弘,
青木賢人編. -- 古今書院, 2009.
異常気象 : 地球温暖化と暴風雨のメカニズム / マーク・マスリン著 ; 赤塚きょう子訳. -- 緑
書房, 2006.
世界の火山地形 = Volcanic landforms of the world / 守屋以智雄著. -- 東京大学出版会,
2012.
地震列島と原発 : 首都直下、東海、東南海、南海地震に備える. -- ニュートンプレス, 2012.
-- (NEWTON ムック)(ニュートン別冊).
いま地震予知を問う : 迫る南海トラフ巨大地震 / 横山裕道著. -- 化学同人, 2014.
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, 2013.
-- (朝日選書 ; 912).

南海トラフ巨大地震 : 歴史・科学・社会 / 石橋克彦著. -- 岩波書店, 2014. -- (叢書震災と
10003507234

/453.2/I71n/2014
社会).
地震のすべてがわかる本 : 発生のメカニズムから最先端の予測まで / 土井恵治監修. -- 成

10000110990

/453/J54s/2005

10003556223

/453.2/O38n/2014

日本の地震地図 / 岡田義光著. -- 南海トラフ・首都直下地震対応版. -- 東京書籍, 2014.

10002423731

/453.2/O38n/2012

日本の地震地図 / 岡田義光著. -- 東日本大震災後版. -- 東京書籍, 2012.

10002126531

/453/Ts39n/2011

10003588490

/453/Sc6j/2010

10002951475

/453/KA88J

美堂出版, 2005.

「次」にひかえる M9 超巨大地震. -- ニュートンプレス, 2011. -- (ニュートン別冊)(NEWTON ムッ
ク).
地震と断層の力学 / C.H. ショルツ著 ; 柳谷俊, 中谷正生訳. -- 第 2 版. -- 古今書院,
2010.
地震を知る事典 / 勝又護著. -- 東京堂出版, 1995.

～人文・ 社会～
資料 ID

請求記号

資料情報

001962045

T/369.3/TA98S

東京震災記 / 田山花袋著. -- 博文館, 1924.

012306850

T/369.3/TA98S

東京震災記 / 田山花袋著. -- 社会思想社, 1991. -- (現代教養文庫 ; 1396).

10003460949

/369.3/N87k/2014

カタストロフィと人文学 / 西山雄二編 ; ミシェル・ドゥギー [ほか著]. -- 勁草書房,
2014.

10003426097

/912.6/A44b/2014

ブルーシート = Blue sheet / 飴屋法水著. -- 白水社, 2014.

10003226314

/369.3/N77s/2013

災害ソーシャルワーク入門 : 被災地の実践知から学ぶ / 日本社会福祉士養成校協会
編集. -- 中央法規出版, 2013.

10003540755

/369.3/To46m/2014

「持ち場」の希望学 : 釜石と震災、もう一つの記憶 / 東大社研, 中村尚史, 玄田有史
編. -- 東京大学出版会, 2014.

10002889726

/080/I95sa/1412

震災日録 : 記憶を記録する / 森まゆみ著. -- 岩波書店, 2013. -- (岩波新書 ; 新赤
版 1412).

10003263524

/910.2/F84f/2013

復興文化論 : 日本的創造の系譜 / 福嶋亮大著. -- 青土社, 2013.

10001790105

/369.3/H48s/2010

自然災害と復興支援 / 林勲男編著. -- 明石書店, 2010. -- (みんぱく実践人類学シリ
ーズ ; 9).

10003604353

/369.3/H75g/2012

学者にできることは何か : 日本学術会議のとりくみを通して / 広渡清吾著. -- 岩波書
店, 2012. -- (叢書震災と社会).

10002462655

/369.3/I85s/2012

自然災害とストレスマネジメント : それでも僕らは歩み出す / 磯野清著. -- 文芸社,
2012.

10003064195

/450.9/N94s/2013

自然災害と民俗 / 野本寛一著. -- 森話社, 2013.

10002259523

/369.3/So34s/2011

災害ユートピア : なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか / レベッカ・ソルニット著 ;
高月園子訳. -- 亜紀書房, 2010.

000738221

/913.6/KO61N/2

日本沈没 / 小松左京著 ; 上, 下. -- 光文社, 1973. -- (カッパ・ノベルス).

000738213

/913.6/KO61N/1

日本沈没 / 小松左京著 ; 上, 下. -- 光文社, 1973. -- (カッパ・ノベルス).

003101583

/080/I95BS/Y-100-1

方丈記 / [鴨長明著] ; 市古貞次校注. -- 新訂. -- 岩波書店, 1989. -- (岩波文庫 ;
黄(30)-100-1, 30-100-1).

012553775

/910.2/SH61S/12

方丈記・徒然草 / 稲田利徳[編集・執筆] ; 山崎正和[エッセイ]. -- 新潮社, 1990. -(新潮古典文学アルバム ; 12).

000746224

/914.4/H96H

方丈記私記 / 堀田善衛著. -- 筑摩書房, 1971.

10002089615

/080/Ko19k/2057

天災と国防 / 寺田寅彦 [著]. -- 講談社, 2011. -- (講談社学術文庫 ; [2057]).

002072520

/080/I95BS/G-042-0

摘録断腸亭日乗 / 永井荷風著 ; 磯田光一編 ; 上, 下. -- 岩波書店, 1987. -- (岩
波文庫 ; 緑-42-0, 緑(31)-042-1, 31-042-0).

002084146

/080/I95BS/G-42-1

摘録断腸亭日乗 / 永井荷風著 ; 磯田光一編 ; 上, 下. -- 岩波書店, 1987. -- (岩
波文庫 ; 緑-42-0, 緑(31)-042-1, 31-042-0).

～災害復興・ 歴史～
資料 ID

請求記号

資料情報

007770269

/518.8/H29s

震災復興が教えるまちづくりの将来 : 阪神・淡路大震災 / 阪神大震災復興市民まち
づくり支援ネットワーク事務局編. -- 学芸出版社, 1998.

10000698150

/518.8/Sa85f/2006

復興まちづくりの時代 : 震災から誕生した次世代戦略 / 佐藤滋, 真野洋介, 饗庭伸
編著 ; クッド研究所編集. -- 建築資料研究社, 2006. -- (造景双書).

10002963132

/210.5/W46n/2013

日本人は災害からどう復興したか : 江戸時代の災害記録に見る「村の力」 / 渡辺尚
志著. -- 農山漁村文化協会, 2013.

10002985995

/210.1/Y62s/2013

災害復興の日本史 / 安田政彦著. -- 吉川弘文館, 2013. -- (歴史文化ライブラリ
ー ; 361).

10000065335

/518.8/A92t/2005

東京アーカイブス : よみがえる「近代東京」の軌跡 / 芦原由紀夫著. -- 山海堂,
2005.

007251476

/369.3/Ki49s/2005

Someday,for somebody いつかの、だれかに : 阪神大震災・記憶の〈分有〉のためのミュ
ージアム構想|展 2005 冬神戸 / 「記憶・歴史・表現」フォーラム編. -- 「記憶・歴史・
表現」フォーラム, 2005.

014331469

/369.3/J46M

震災・復興と建築家の役割. -- 新日本建築家協会近畿支部, 1996.

10003336809

/369.3/Ko49r/2014

歴史にみる震災 : 企画展示 / 国立歴史民俗博物館編集. -- 国立歴史民俗博物
館, 2014.

10003590298

/518.8/V23r/2014

リジリエント・シティ : 現代都市はいかに災害から回復するのか? / ローレンス・J.ベイル,
トーマス・J・カンパネラ編著 ; 山崎義人 [ほか] 訳. -- クリエイツかもがわ, 2014.

10003479758

/369.3/Sa17k/1

復興の文化空間学 : ビッグデータと人道支援の時代 / 山本博之著. -- 京都大学学
術出版会, 2014. -- (災害対応の地域研究 ; 1).

10002127109

/369.3/I89h/2011

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 [ほか] 編.
-- 東京大学出版会, 2011.

10003090561

/453.2/H64h/1

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, 2013. -- (東日本大震災を分析する / 平川新, 今村文
彦, 東北大学災害科学国際研究所編著 ; 1).

10000531971

/369.3/Ki64n/2006

日本災害史 / 北原糸子編. -- 吉川弘文館, 2006.

10002259572

/369.3/Ka19k/2011

河北新報特別縮刷版 : 3・11 東日本大震災 1 カ月の記録 : 2011・3・11-4・11 紙面
集成 / 河北新報社編. -- 竹書房, 2011.

10000129793

/451.8/F11k/2005

古代文明と気候大変動 : 人類の運命を変えた二万年史 / ブライアン・フェイガン著 ;
東郷えりか訳. -- 河出書房新社, 2005.

10002259606

/369.3/Sa85m/2011

南三陸から / 佐藤信一写真 ; [Vol.1] : 2011.3.11◆UFF5E◆2011.9.11, Vol.2 :
2011.9.11◆UFF5E◆2012.3.11. -- ADK 南三陸町復興支援プロジェクト, 2011.

10003101151

T/369.3/So39sk/2015

東京都震災対策事業計画 : 震災から首都東京を守る / 東京都総務局災害対策部
編集 ; 平成 14-16 年度 - 平成 23-27 年度. -- 東京都, 2002.

10002281070

/453.2/H68k/2012

巨大地震・巨大津波 : 東日本大震災の検証 / 平田直 [ほか] 著. -- 朝倉書店,
2011.

10001858200

/369.3/N71s/2009

世界災害史事典 : 1945-2009 / 日外アソシエーツ編集部編. -- 日外アソシエーツ,
2009.

10001559410

/450.9/N77n/2009

日本の自然災害 ; 1995-2009 年. -- 日本専門図書出版, 2009.

10003612224

/369.3/Sa17k/2

災害復興で内戦を乗り越える : スマトラ島沖地震・津波とアチェ紛争 / 西芳実著. -京都大学学術出版会, 2014. -- (災害対応の地域研究 ; 2).

10003341957

/518.8/Ma91e/2014

江戸・東京の都市史 : 近代移行期の都市・建築・社会 / 松山恵著. -- 東京大学出
版会, 2014. -- (明治大学人文科学研究所叢書).

関連文献～まちづくり・都市計画～
資料 ID

請求記号

資料情報

10002437582

/518.8/St9k/2012

コミュニティデザインの仕事 : アドベンチャーブックで体験しよう / studio-L 著. -- ブッ
クエンド, 2012.

10000211293

/518.8/Ma83m/2005

まちづくりの新潮流 : コンパクトシティ/ニューアーバニズム/アーバンビレッジ / 松永安
光著. -- 彰国社, 2005.

008442927

/518.8/R62t/2002

都市 : この小さな惑星の / リチャード・ロジャース, フィリップ・グムチジャン著 ; 野城智
也, 和田淳, 手塚貴晴訳. -- 鹿島出版会, 2002.

007159562

/518.8/R62t/2004

都市この小さな国の / リチャード・ロジャース, アン・パワー著 ; 太田浩史 [ほか] 訳.
-- 鹿島出版会, 2004.

10000887010

/518.8/A53n/2007

日本型まちづくりへの転換 : ミニ戸建て・細街路の復権 / 青木仁著. -- 学芸出版社,
2007.

10003322437

/518.8/Sa85m/2005

まちづくりデザインゲーム / 佐藤滋編著 ; 志村秀明 [ほか] 執筆. -- 学芸出版社,
2005.

10001427535

/518.8/Se58k/2009

環境デザイン論 / 仙田満著. -- 放送大学教育振興会, 2009. -- (放送大学教材 ;
1545809-1-0911).

007265609

/518.8/I89b/2004

場と空間構成 : 環境デザイン論ノート / 伊藤哲夫著. -- 大学教育出版, 2004.

10001912402

/518.8/Se58t/2010

都市環境デザイン論 / 仙田満, 佐藤滋編著. -- 放送大学教育振興会, 2010. -- (放
送大学大学院教材 ; 8930554-1-1011 . 社会経営科学プログラム).

10001441940

/518.8/Ma76r/2009

ランドスケープデザインの探究 / 松久喜樹著. -- 澪標, 2009.

013068278

/518.8/Ke41r

ランドスケープへ / 建築デザイン会議実行委員会編. -- デルファイ研究所, 1992.

10002344036

/518.8/Mo22s/2010

Star landscape architecture : the stars of landscape and land art / Francesc Zamora
Mola, Julio Fajardo ; : [pbk]. -- LOFT, 2010.

10002237106

/518.8/D83k/2

日本とドイツの都市は何故違うのか / 水島信著. -- 鹿島出版会, 2011. -- (ドイツ流
街づくり読本 ; 続).

10000486920

/518.8/D83k/1

ドイツの都市計画から日本の街づくりへ / 水島信著. -- 鹿島出版会, 2006. -- (ドイツ
流街づくり読本 ; [正]).

10001551987

/518.8/Sa66y/2008

ヨーロッパの都市はなぜ美しいのか / 佐野敬彦著. -- 平凡社, 2008.

009079057

/518.8/Mi44o/2004

欧米のまちづくり・都市計画制度 : サスティナブル・シティへの途 / 民間都市開発推進
機構都市研究センター編集. -- ぎょうせい, 2004.

10000189664

/518.8/P75n/2005

ニューヨーク都市居住の社会史 / リチャード・プランツ [著] ; 酒井詠子訳. -- 鹿島出
版会, 2005.

10002410738

/518.8/P45a/2011

アメリカ都市計画の誕生 / ジョン・A.ピーターソン著 ; 兼田敏之訳. -- 鹿島出版会,
2011.

10000249575

/518.8/L75r/2005

ロンドンプラン : グレーター・ロンドンの空間開発戦略 / ケン・リビングストン編 ; ロンドン
プラン研究会訳. -- 都市出版, 2005.

007161097

/518.8/I94b/2004

「場所」と「場」のまちづくりを歩く : イギリス篇・日本篇 / 岩見良太郎著. -- 麗澤大学
出版会, 2004.

008905542

/518.8/F74d/2002

デンマークの環境に優しい街づくり / 福田成美著. -- 新評論, 1999.

10003486265

/518.8/Y86t/2014

つなぐまちづくり : シビックデザイン / 吉田邦雄 [ほか] 著. -- 日刊建設通信新聞社,
2014.

