企画展示

災害と防災

展示期間：2017/5/15-6/4

近年、日本では自然災害が多発しており、防災意識が高まっています。杉本キャンパスでは5月31日(水)に防火・防災総合訓練を行います。
そこで今回の展示では、防災や災害に関する図書を幅広く集めました。

【災害・防災】
書名
1 宗教と震災 : 阪神・淡路、東日本のそれから / 三木英著. -- 森話社, 2015.10.
2

配置場所

請求記号

3F開架新体系

162.1//MI24//7947//西田蔵書

天災から日本史を読みなおす : 先人に学ぶ防災 / 磯田道史著. -- 中央公論新社, 2014.11. -- (中公
4F新書版
新書 ; 2295).

3 天災と復興の日本史 / 外川淳著. -- 東洋経済新報社, 2011.7.

210.17//I85//6369//西田蔵書

3F開架新体系

210.17//TO22//3945

4F開架新体系

369.3//F62//5541

5 災害からみる防災・減災Q&A / 藤田嘉美著. -- オーム社, 2011.8.

4F開架新体系

369.3//F67//5705

6 土砂災害と防災教育 : 命を守る判断・行動・備え / 檜垣大助 [ほか] 編集. -- 朝倉書店, 2016.2.

4F開架新体系

369.3//H55//0975

7 災害・防災の心理学 : 教訓を未来につなぐ防災教育の最前線 / 木村玲欧著. -- 北樹出版, 2015.1.

4F開架新体系

369.3//KI39//9227

世界と日本の激甚災害事典 : 住民からみた100事例と東日本大震災 / 北嶋秀明著. -- 丸善出版,
2015.7.

4F開架新体系

369.3//KI65//4887

4F開架新体系

369.3//MA26//0473

4F開架新体系

369.3//MA43//5546

4

8

復興と支援の災害心理学 : 大震災から「なに」を学ぶか / 藤森立男, 矢守克也編著. -- 福村出版,
2012.7.

9 社会防災の基礎を学ぶ : 自助・共助・公助 / 前林清和著. -- 昭和堂, 2016.4.
10 災害の経済学 / 馬奈木俊介編著. -- 中央経済社, 2013.4.
11

減災と市民ネットワーク : 安全・安心まちづくりのヒューマンウェア / 三舩康道著. -- 学芸出版社,
2012.9.

4F開架新体系

369.3//MI15//7598

12

災害時における食とその備蓄 : 東日本大震災を振り返って,首都直下型地震に備える / 新潟大学地
域連携フードサイエンスセンター編. -- 建帛社, 2014.8.

4F開架新体系

369.3//N71//4325

13

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
4F開架新体系
法規出版, 2013.6.

369.3//N71//9617

14 災害情報学事典 / 日本災害情報学会編. -- 朝倉書店, 2016.3.

4F開架新体系

369.3//N71//9801

15 被災弱者 / 岡田広行著. -- 岩波書店, 2015.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1530).

4F新書版

369.3//O38//9322

4F開架新体系

369.3//O73//5892

4F開架新体系

369.3//O81//9791

16

みんなで備える広域複合災害 / 大阪市立大学都市防災研究グループ編. -- 大阪公立大学共同出
版会, 2013.3. -- (いのちを守る都市づくり ; アクション編).

17 防災リテラシー / 太田敏一, 松野泉共著. -- 森北出版, 2016.3.
18

巨大災害・リスクと経済 / 澤田康幸編 ; 木原隆司 [ほか著]. -- 日本経済新聞出版社, 2014.1. -- (シ
4F開架新体系
リーズ現代経済研究 / 現代経済研究グループ編).

369.3//SA93//6319

19 自然災害から人命を守るための防災教育マニュアル / 柴山元彦, 戟忠希著. -- 創元社, 2015.4.

4F開架新体系

369.3//SH19//2749

20 防災・減災につなげるハザードマップの活かし方 / 鈴木康弘編. -- 岩波書店, 2015.3.

4F開架新体系

369.3//SU96//1964

21 災害と復興の社会学 / 立木茂雄著. -- 萌書房, 2016.3.

4F開架新体系

369.3//TA94//0862

22 大災害と法 / 津久井進著. -- 岩波書店, 2012.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1375).

4F新書版

369.3//TS68//5465

23

現場 (フィールド) でつくる減災学 : 共同実践の五つのフロンティア / 矢守克也, 宮本匠編. -- 新曜社,
4F開架新体系
2016.3.

369.3//Y49//9700

24

災害の地理学 / 吉越昭久編 = Geography of disaster / Yoshikoshi Akihisa. -- 文理閣, 2014.7. -(立命館大学人文学企画叢書 ; 02).

4F開架新体系

369.3//Y89//3735

25

グローバル社会のコミュニティ防災 : 多文化共生のさきに / 吉富志津代著. -- 大阪大学出版会,
2013.3. -- (阪大リーブル ; 043).

4F開架新体系

369.3//Y92//8415

4F開架新体系

369.31//I61//2872

4F開架新体系

L369.31//O73//7655

26 大災害の時代 : 未来の国難に備えて / 五百旗頭真著. -- 毎日新聞出版, 2016.6.
27

巨大地震から多くの命を守るために / 大阪市立大学都市問題資料センター [編]. -- 大阪市立大学
都市問題資料センター , 2005.3

28

大災害時に物流を守る : 燃料多様化による対応を / 早稲田大学マーケティング・コミュニケーション研
4F開架新体系
究所編. -- 早稲田大学出版部, 2014.4. -- (早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える ; 036).

29 防災と復興の知 : 3・11以後を生きる / 座小田豊, 田中克, 川崎一朗著. -- 大学出版部協会, 2014.6.
30

4F開架新体系

防災・減災・復旧被災地からおくるノウハウ集 : 水害現場でできたこと、できなかったこと / 水害サミッ
4F開架新体系
ト実行委員会編. -- 新改訂. -- 毎日新聞社, 2014.3.

369.31//W41//8180
369.31//Z1//1975
369.33//SU51//0141

書名
31

配置場所

災害とレジリエンス : ニューオリンズの人々はハリケーン・カトリーナの衝撃をどう乗り越えたのか / ト
4F開架新体系
ム・ウッテン著 ; 保科京子訳. -- 明石書店, 2014.7.

32 災害と子ども支援 : 復興のまちづくりに子ども参加を / 安部芳絵著. -- 学文社, 2016.5.

4F開架新体系

請求記号
369.33//W87//3703
369.36//A12//2296

33

災害復興からの介護システム・イノベーション : 地域包括ケアの新しい展開 / 小笠原浩一, 栃本一三
4F開架新体系
郎編著. -- ミネルヴァ書房, 2016.7. -- (MINERVA福祉ブックス ; 4).

369//O22//3218

34

防災教育 : 学校・家庭・地域をつなぐ世界の事例 / ショウ ラジブ, 塩飽孝一, 竹内裕希子編著 ; 澤田
4F開架新体系
晶子, ベンジャミン由里絵訳. -- 明石書店, 2013.11.

374.92//SH13//3842

35 防災教育の不思議な力 : 子ども・学校・地域を変える / 諏訪清二著. -- 岩波書店, 2015.11.

4F開架新体系

374.92//SU87//7259

36 教師のための防災教育ハンドブック / 立田慶裕編. -- 増補改訂版. -- 学文社, 2013.9.

4F開架新体系

374.92//TA95//5267

3F開架新体系

450.2//SU87//8648

3F開架新体系

450.981//KA31//8792//西田蔵書

3F開架新体系

493.79//ST7//4741

37

地球科学の開拓者たち : 幕末から東日本大震災まで / 諏訪兼位著. -- 岩波書店, 2015.1. -- (岩波
現代全書 ; 053).

38 せまりくる「天災」とどう向きあうか / 鎌田浩毅監修・著. -- ミネルヴァ書房, 2015.12.
39

不測の衝撃 : 最新大災害メンタルヘルスケアガイド : 危機介入に備えて知っておくべきこと / フレデ
リック J.スタッダードJr. [ほか] 編 ; 東日本大震災支援合同チーム訳. -- 金剛出版, 2014.9.

40 3・11後の建築と社会デザイン / 三浦展, 藤村龍至編著. -- 平凡社, 2011.11. -- (平凡社新書 ; 612). 4F新書版

518.8//MI67//7775

41 パリ・エコと減災の街 / 竹原あき子著. -- 緑風出版, 2016.6.

3F開架新体系

518.8//TA61//2297

42 建築・空間・災害 / 村尾修著. -- コロナ社, 2013.9. -- (リスク工学シリーズ ; 10).

3F開架新体系

518.87//MU54//1075

43

日本の防災、世界の災害 : 日本の経験と知恵を世界の防災に生かす / 石渡幹夫著. -- 鹿島出版会,
3F開架新体系
2016.10.

519.9//I82//5497

44

想定外を生まない防災科学 : すべてを背負う「知の野生化」 / 田中隆文編著 ; 池谷浩 [ほか執筆]. 3F開架新体系
- 古今書院, 2015.9.

519.9//TA84//6199//西田蔵書

45 天災と国防 / 寺田寅彦 [著]. -- 講談社, 2011.6. -- (講談社学術文庫 ; [2057]).

3F文庫版

519.9//TE43//3041

46

逃げないですむ建物とまちをつくる : 大都市を襲う地震等の自然災害とその対策 / 日本建築学会編.
3F開架新体系
-- 技報堂出版, 2015.9.

524.9//N71//5733

47

歴史に学ぶ減災の知恵 : 建築・町並みはこうして生き延びてきた / 大窪健之著. -- 学芸出版社,
2012.6.

3F開架新体系

524.9//O54//4181

「原子力防災」の経済学 : 「望ましい」被ばく量はあるのだろうか / 藤堂史明著 ; 新潟大学大学院現
48 代社会文化研究科ブックレット新潟大学編集委員会編. -- 新潟日報事業社, 2016.3. -- (ブックレット
新潟大学 ; 68).

3F開架新体系

539.68//TO18//2507

49 国土と日本人 : 災害大国の生き方 / 大石久和著. -- 中央公論新社, 2012.2. -- (中公新書 ; 2151).

4F新書版

601.1//O33//0073

50 甦る被災鉄道 : 東日本大震災を乗り越えて / 大澤賢著. -- 東京新聞, 2014.7.

4F開架新体系

686.21//O74//4837

51

鉄道と自然災害 : 列車を護る防災・減災対策 / 鉄道総合技術研究所防災技術研究部・鉄道地震工
学研究センター編. -- 日刊工業新聞社, 2015.10.

4F開架新体系

686.7//TE86//8069//西田蔵書

52

Disaster! / Mary McIntosh. -- : pbk, : [book with 2audio CDs], : [2 audio CDs]. -- Oxford University
Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Factfiles ; stage 4).

5F多読（中級）3

837.7//MA19//8208

53

天変動く : 大震災と作家たち / 悪麗之介編・解説. -- インパクト出版会, 2011.9. -- (インパクト選書 ;
3F開架新体系
5).

54 日本列島ハザードマップ : 災害大国・迫る危機 / 朝日新聞社著. -- 朝日新聞出版, 2013.3.

918.6//A39//5656

4F開架新体系

L369.3//A82//4764

55 震災学入門 : 死生観からの社会構想 / 金菱清著. -- 筑摩書房, 2016.2. -- (ちくま新書 ; 1171).

4F新書版

369.31//KA52//9188

56 日本震災史 : 復旧から復興への歩み / 北原糸子著. -- 筑摩書房, 2016.9. -- (ちくま新書 ; 1210).

4F新書版

369.31//KI64//4084

【震災・津波】

57

小松左京の大震災'95 : この私たちの体験を風化させないために / 小松左京著. -- 毎日新聞社,
1996.6.

4F開架新体系

369.31//KO61//5116

58

大学の現場で震災を考える : "文学部の試み" / 三野博司編著. -- かもがわ出版, 2012.3. -- (奈良
女子大学文学部「まほろば」叢書).

4F開架新体系

369.31//MI45//1926

4F新書版

369.31//MO45//2962

7F新体系

369.31//N17//4526

4F開架新体系

369.31//N37//8991

59 震災日録 : 記憶を記録する / 森まゆみ著. -- 岩波書店, 2013.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1412).
60

水都大坂を襲った津波 : 石碑は次の南海地震津波を警告している。 / 長尾武著. -- 2012年改訂版.
-- 長尾武, 2012.4.

61 スポーツと震災復興 / 中村祐司著. -- 成文堂, 2016.1.

書名

配置場所

請求記号

62

東日本大震災と地域福祉 : 次代への継承を探る / 日本地域福祉学会東日本大震災復興支援・研究
4F開架新体系
委員会編. -- 中央法規出版, 2015.7.

369.31//N71//4326

63

震災被災者と足湯ボランティア : 「つぶやき」から自立へと向かうケアの試み / 似田貝香門, 村井雅清
4F開架新体系
編著. -- 生活書院, 2015.7.

369.31//N88//6208//西田蔵書

64

東日本大震災復興が日本を変える : 行政・企業・NPOの未来のかたち / 岡本全勝編著 ; 藤沢烈, 青
4F開架新体系
柳光昌著. -- ぎょうせい, 2016.3.

369.31//O42//1120

65

東日本大震災から見えてきたもの / 大阪市立大学都市防災研究グループ編. -- 大阪公立大学共同
4F開架新体系
出版会, 2012.3. -- (いのちを守る都市づくり ; 課題編).

369.31//O73//0579

66 震災復興の政治経済学 : 津波被災と原発危機の分離と交錯 / 齊藤誠著. -- 日本評論社, 2015.10.

4F開架新体系

369.31//SA25//6543

67

3.11 : 震災は日本を変えたのか / リチャード・J・サミュエルズ著 ; プレシ南日子, 廣内かおり, 藤井良
江訳. -- 英治出版, 2016.3.

4F開架新体系

369.31//SA59//0890

68

阪神大震災はや5年まだ5年 : 被災者たちの復旧・復興 / 産経新聞大阪本社編集局, 大阪市立大学
4F開架新体系
宮野研究室共著. -- 学芸出版社, 2000.1.

369.31//SA65//8441

69

復興「災害」 : 阪神・淡路大震災と東日本大震災 / 塩崎賢明著. -- 岩波書店, 2014.12. -- (岩波新書
4F新書版
; 新赤版 1518).

369.31//SH79//7811

70

大震災20年と復興災害 / 塩崎賢明 [ほか] 編. -- クリエイツかもがわ, 2015.1. -- (震災復興・原発震
4F開架新体系
災提言シリーズ ; 6).

369.31//SH79//8748

71

未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう : 震災後日本の「コミュニティ再生」への
4F開架新体系
挑戦 / ボブ・スティルガー著 ; 豊島瑞穂訳. -- 英治出版, 2015.6.

369.31//ST6//0910

72

南海トラフ巨大地震の防災対策 : 地域防災のグランドデザイン / 高畠秀雄著. -- 鹿島出版会,
2014.9.

4F開架新体系

369.31//TA28//4625

73

東北発の震災論 : 周辺から広域システムを考える / 山下祐介著. -- 筑摩書房, 2013.1. -- (ちくま新
書 ; 995).

4F新書版

369.31//Y44//1970

74

震災工学 : 被害想定・リスクマネジメントからみた地震災害 / 矢代晴実編著 ; 佐藤一郎, 鳥澤一晃共
4F開架新体系
著. -- コロナ社, 2016.6.

369.31//Y61//1953

75

地震・津波・原発事故・放射線 / 滝澤公子, 室伏きみ子編著. -- 冨山房インターナショナル, 2012.3. 3F開架新体系
- (サイエンスカフェにようこそ! : 科学と社会が出会う場所 / 滝澤公子, 室伏きみ子編著).

404//SC9//4923

76 海の壁 : 三陸沿岸大津波 / 吉村昭著. -- 中央公論社 , 1970.7

B2中央旧

452//Y1//1

4F新書版

452.5//H91//4599

78 大地震 : 古記録に学ぶ / 宇佐美龍夫著. -- 吉川弘文館, 2014.9. -- (読みなおす日本史).

3F開架新体系

453.2//U92//3866

79 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, 2014.8.

3F開架新体系

453.21//O38//4968

77

80

謎解き・津波と波浪の物理 : 波長と水深のふしぎな関係 / 保坂直紀著. -- 講談社, 2015.7. -- (ブ
ルーバックス ; B-1924).

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, 2011.6.
4F新書版
-- (NHK出版新書 ; 352).

81 「地震予知」の幻想 : 地震学者たちが語る反省と限界 / 黒沢大陸著. -- 新潮社, 2014.7.

453.212//O51//7121

3F開架新体系

453.38//KU76//3707

3F開架新体系

453.38//TO49//3668

82

日本の地震予知研究130年史 : 明治期から東日本大震災まで / 泊次郎著. -- 東京大学出版会,
2015.5.

83

巨大津波 : 地層からの警告 / 後藤和久著. -- 日本経済新聞出版社, 2014.5. -- (日経プレミアシリー
4F新書版
ズ ; 230).

453.4//G72//0713

84

東日本大震災津波詳細地図 = Detailed maps of the impacts of the 2011 Japan tsunami / 原口強,
岩松暉著.--改訂保存版 -- 古今書院 , 2011.10

3F開架新体系

L453.4//H32//2723

85

巨大地震はなぜ連鎖するのか : 活断層と日本列島 / 佐藤比呂志著. -- NHK出版, 2016.7. -- (NHK
出版新書 ; 491).

4F新書版

453.4//SA85//3771

86 首都直下地震 / 平田直著. -- 岩波書店, 2016.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1592).

4F新書版

453//H68//9311

87 南海トラフ巨大地震 : 歴史・科学・社会 / 石橋克彦著. -- 岩波書店, 2014.3. -- (叢書震災と社会).

3F開架新体系

453//I71//8702

88 生き抜くための地震学 : 京大人気講義 / 鎌田浩毅著. -- 筑摩書房, 2013.3. -- (ちくま新書 ; 1003).

4F新書版

453//KA31//4072

89

地震と火山のメカニズム / 木庭元晴編著 ; 宇井忠英, 貝柄徹, 桑原希世子著. -- 古今書院, 2014.5. 3F開架新体系
- (災害を科学する ; 1).

453//KO11//1386

90 液状化の脅威 / 濱田政則著. -- 岩波書店, 2012.3. -- (叢書震災と社会).

3F開架新体系

511.3//H22//0658

91 活断層とどう向き合うか / 常田賢一, 片岡正次郎著. -- 理工図書, 2012.11.

3F開架新体系

511.3//TO31//1882

3F開架新体系

511.3//Y83//4240

92

事例に見る地盤の液状化対策 : 被害を防止・修復する工夫 / 米倉亮三, 小林精二編著. -- 近代科
学社, 2013.3.

書名

配置場所

請求記号

93

津波と海岸林 : バイオシールドの減災効果 / 佐々木寧, 田中規夫, 坂本知己著. -- 共立出版,
2013.2.

4F開架新体系

653.9//SA75//4206

94

阪神・淡路大震災と大阪市立大学の対応 : 大震災に関する大阪市立大学の活動資料リスト / 阪神・
7F新体系L
淡路大震災に関する大阪市立大学の活動資料収集スタッフ編集. -- 大阪市立大学, 1998.3.

L369.31//H29//5046

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編
95 集. -- 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター資料室, 2016.3. -- (震災資料集 : 阪神・淡路大
震災記念人と防災未来センター資料室 ; vol.2).

7F新体系L

L369.31//H29//7253

96 阪神・淡路大震災の調査報告. -- 大阪市立大学工学部, 1997.1.

7F新体系L

L453.216//O73//0235

3F開架新体系

210.52//N13//5508

【噴火】
97 富士山宝永大爆発 / 永原慶二著. -- 吉川弘文館, 2015.9. -- (読みなおす日本史).
98

検証 御岳山噴火 : 火山と生きる-9・27から何を学ぶか / 信濃毎日新聞社編集局編. -- 信濃毎日新
4F開架新体系
聞社, 2015.9.

99 ドキュメント御嶽山大噴火 / 山と溪谷社編. -- 山と溪谷社, 2014.12. -- (ヤマケイ新書 ; YS009).

4F新書版

369.31//SH59//7678
369.31//Y45//8836

100

図説火山と人間の歴史 / ジェイムズ・ハミルトン著 ; 月谷真紀訳. -- 原書房, 2013.12. -- (シリーズ人
3F開架新体系
と自然と地球).

453.8//H26//4376

101

Q&A火山噴火127の疑問 : 噴火の仕組みを理解し災害に備える / 日本火山学会編. -- 講談社,
2015.9. -- (ブルーバックス ; B-1936).

453.8//N71//5812

102

火山と原発 : 最悪のシナリオを考える / 古儀君男著. -- 岩波書店, 2015.2. -- (岩波ブックレット ; No.
3F開架新体系
919).

103 日本の火山 : 国内30の火山活動を検証する / 山と溪谷社編. -- 山と溪谷社, 2016.3.

4F新書版

453.821//KO26//1338

3F開架新体系

453.821//Y45//0886

3F開架新体系

014.78//R19//3399

【水害】
104

被災写真救済の手引き : 津波・洪水などで水損した写真への対応マニュアル / RD3プロジェクト著 ;
ミュージアムメディア研究所企画. -- 国書刊行会, 2016.3.

105

ドキュメント豪雨災害 : そのとき人は何を見るか / 稲泉連著. -- 岩波書店, 2014.6. -- (岩波新書 ; 新
4F新書版
赤版 1487).

369.33//I52//2273

106 日本水没 / 河田惠昭著. -- 朝日新聞出版, 2016.7. -- (朝日新書 ; 571).

4F新書版

369.33//KA98//4010

107 首都水没 / 土屋信行著. -- 文藝春秋, 2014.8. -- (文春新書 ; 980).

4F新書版

369.33//TS32//4265

108 豪雨の災害情報学 / 牛山素行著. -- 増補版. -- 古今書院, 2012.7.

3F開架新体系

451.2//U94//6298

109

台風の正体 / 筆保弘徳, 伊藤耕介, 山口宗彦著. -- 朝倉書店, 2014.9. -- (気象学の新潮流 / 新田
尚, 中澤哲夫, 斉藤和雄監修 ; 2).

3F開架新体系

451.5//F52//5147

110

都市型集中豪雨はなぜ起こる? : 台風でも前線でもない大雨の正体 / 三上岳彦著. -- 技術評論社,
2008.10. -- (知りたいサイエンス ; 040).

3F開架新体系

451.64//MI21//2039

111

都市の洪水リスク解析 : 減災からリスクマネジメントへ / 守田優 [著]. -- フォーラムエイトパブリッシ
ング.

3F開架新体系

517.4//MO66//6010

3F開架新体系

517.4//TS32//4921

113 竜巻のふしぎ : 地上最強の気象現象を探る / 森田正光, 森さやか著. -- 共立出版, 2014.8.

3F開架新体系

451.5//MO66//4336

114 カミナリなんて怖くない : 続・雷の科学 / 饗庭貢著. -- 北國新聞社出版局, 2006.7.

3F開架新体系

451.77//A22//3797

都市の気候変動と異常気象 : 猛暑と大雨をめぐって / 藤部文昭著. -- 朝倉書店, 2012.4. -- (気象学
3F開架新体系
の新潮流 / 新田尚, 中澤哲夫, 斉藤和雄監修 ; 1).

451.85//F56//2710

112 激化する水災害から学ぶ / 土屋十圀著. -- 鹿島出版会, 2014.9.

【異常気象】

115

116 避難の科学 : 気象災害から命を守る / 古川武彦著. -- 東京堂出版, 2015.10.

3F開架新体系

451.98//F93//6238

117 気象災害を科学する / 三隅良平著. -- ベレ出版, 2014.5. -- (Beret science).

3F開架新体系

451.98//MI55//0735

118 いのちを守る気象情報 / 斉田季実治著. -- NHK出版, 2013.5. -- (NHK出版新書 ; 404).

4F新書版

451.98//SA23//6366

3F開架新体系

451.98//SA29//5386

119

気象災害の事典 : 日本の四季と猛威・防災 / 酒井重典, 鈴木和史, 饒村曜編集. -- 朝倉書店,
2015.8.

120

気象庁物語 : 天気予報から地震・津波・火山まで / 古川武彦著. -- 中央公論新社, 2015.9. -- (中公
4F新書版
新書 ; 2340).

451//F93//5817

121

天気と気象がわかる!83の疑問 : 気象の原理や天気図の見方から雲や雨、台風の仕組み、日本の気
4F新書版
候の特徴など / 谷合稔著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2012.8. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-253).

451//TA87//8771

