書名

配置場所

請求記号

4F新書版

210.17//I85//6369

3F開架新体系

291.0189//E59//3777

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.

4F開架大型本

L369.3//A82//4764

教育現場の防災読本 / 「防災読本」出版委員会著. -- 京都大学学術出版会, 2018.6.

4F開架新体系

369.3//B66//7995

4F開架新体系

369.3//I35//7604

4F開架新体系

369.3//I97//0339

4F新書版

369.3//KA31//4946

4F開架新体系

369.3//KA95//0235

4F開架新体系

369.3//KA95//5738

4F開架新体系

369.3//KA95//8610

4F開架新体系

369.3//KI39//9227

4F開架大型本

L369.3//KI44//0745

4F開架新体系

369.3//KO79//6815

4F開架新体系

369.3//MA29//2485

4F開架新体系

369.3//MA41//5677

4F開架新体系

369.3//ME95//0973

4F開架新体系

369.3//MO34//3733

4F開架新体系

369.3//N71//4325

災害対応ハンドブック / 野呂雅之, 津久井進, 山崎栄一編. -- 法律文化社, 2016.5.

4F開架新体系

369.3//N96//1662

崩壊地名 : 自分で学べる防災の知恵 / 小川豊著. -- 山海堂, 1995.10.

4F開架新体系

369.3//O24//8599

4F開架新体系

369.3//O54//4869

4F開架新体系

369.3//O73//3934

4F開架新体系

369.3//O81//9791

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. -(中公新書 ; 2295).
地名は災害を警告する : 由来を知りわが身を守る / 遠藤宏之著. -- 技術評論社, 2013.2. -(tanQブックス ; 17).

土砂災害から命を守る : 知っておくべきこと+なすべきこと / 池谷浩著. -- 五月書房,
2014.10.
災害ボランティア健康管理マニュアル / 岩田健太郎 [ほか] 編集. -- 中外医学社, 2012.3.
宅地崩壊 : なぜ都市で土砂災害が起こるのか / 釜井俊孝著. -- NHK出版, 2019.4. -- (NHK出
版新書 ; 582).
大都市災害と防災福祉コミュニティ : 東京圏、大阪圏、名古屋圏 / 川村匡由著. -- 大学教育
出版, 2018.9.
防災福祉コミュニティ形成のために : 公助をベースとした自助・互助・共助 / 川村匡由著 ;
実践編. -- 大学教育出版, 2018.12.
防災福祉のまちづくり : 公助・自助・互助・共助 / 川村匡由著. -- 水曜社, 2017.3. -- (文化
とまちづくり叢書).
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.
防災・減災・復旧・復興 Q&A : 大災害被災者支援の経験から / 近畿災害対策まちづくり支
援機構編. -- 東方出版, 2018.11.
コミュニティ防災の基本と実践 / 公立大学連携地区防災教室ワークブック編集委員会, 大阪
市立大学都市防災教育研究センター編. -- 大阪公立大学共同出版会, 2018.3.
自衛隊防災Book : 自衛隊Official life hack channel / マガジンハウス編集. -- マガジンハウ
ス, 2018.8.
子連れ防災BOOK : 全災害対応! : 1223人の被災ママパパと作りました / ママプラグ著. -- 祥
伝社, 2019.3.
災害リスクの心理学 : ダチョウのパラドックス / Robert Meyer, Howard Kunreuther [著] ;
中谷内一也訳. -- 丸善出版, 2018.9.
化学防災読本 : 化学災害からどう身を守るか / 門奈弘己著. -- 緑風出版, 2017.11. -- (プロブ
レムQ&A).
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.

本気で取り組む災害食 : 個人備蓄のすすめと共助・公助のあり方 / 奥田和子著. -- 同時代社,
2016.9.
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).
防災リテラシー / 太田敏一, 松野泉共著. -- 森北出版, 2016.3.

書名

配置場所

請求記号

4F開架新体系

369.3//R46//7119

非常時対応の社会科学 : 法学と経済学の共同の試み / 齊藤誠, 野田博編. -- 有斐閣, 2016.3.

4F開架新体系

369.3//SA25//0037

映画に学ぶ危機管理 / 齋藤富雄編著. -- 晃洋書房, 2018.9.

4F開架新体系

369.3//SA25//0197

4F開架新体系

369.3//SA29//4943

生き残る判断生き残れない行動 : 大災害・テロの生存者たちの証言で判明 / アマンダ・リプ
リー著 ; 岡真知子訳. -- 光文社, 2009.12.

ITが守る、ITを守る : 天災・人災と情報技術 / 坂井修一著. -- NHK出版, 2012.2. -- (NHK
ブックス ; 1187).
生活現場で学ぶアクティブラーニング型防災教育/いのちを守る都市づくり. -- 大阪市立大

学都市防災教育研究センター, [2016.3あいさつ]. -- (公立大学防災センター連携地区防災教 4F開架大型本

L369.3//SE17//3221

室ワークブック).
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,

4F開架新体系

369.3//SH19//2749

7F新体系

369.3//SH34//4966

4F新書版

369.3//SH37//8813

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

災害伝承 : 命を守る地域の知恵 / 高橋和雄編著. -- 古今書院, 2014.5.

4F開架新体系

369.3//TA33//0945

4F開架新体系

369.3//TA64//8598

4F開架新体系

369.3//TA73//2724

4F開架新体系

369.3//TA82//8675

4F開架新体系

369.3//TA84//5758

4F開架新体系

369.3//TO46//9897

4F開架新体系

369.3//U94//1718

4F開架新体系

369.3//Y31//6663

4F開架新体系

369.3//Y32//9726

4F開架新体系

369.3//Y49//2559

4F開架新体系

369.3//Y49//9700

4F開架新体系

369.31//H85//2429

4F開架新体系

369.31//I76//9468

4F開架新体系

369.31//MI73//5124

4F開架新体系

369.31//O73//0579

4F開架新体系

369.31//SA19//2475

2015.4.
災害と防災 : これまでと今 : 土砂・洪水災害、地震・津波災害、原発災害 / 志岐常正著. -本の泉社, 2018.12.
大避難 何が生死を分けるのか : スーパー台風から南海トラフ地震まで / 島川英介, NHKスペ
シャル取材班著. -- NHK出版, 2017.3. -- (NHK出版新書 ; 512).

災害支援に女性の視点を! / 竹信三恵子, 赤石千衣子編. -- 岩波書店, 2012.10. -- (岩波ブック
レット ; No. 852).
地域防災とまちづくり : みんなをその気にさせる図上訓練 / 瀧本浩一著. -- 増補・改訂版. -イマジン出版, 2014.5. -- (COPABOOKS : 自治体議会政策学会叢書).
ワークショップでつくる防災戦略 : 「参画」と「我がこと意識」で「合意形成」 / 田村圭子
編著. -- 日経BPコンサルティング.
防災と支援 : 成熟した市民社会に向けて / 田中重好 [ほか] 編. -- 有斐閣, 2019.3. -- (シリー
ズ被災地から未来を考える ; 2).
危機対応学 : 明日の災害に備えるために / 東大社研, 玄田有史, 有田伸編. -- 勁草書房,
2018.9.
防災に役立つ地域の調べ方講座 / 牛山素行著. -- 古今書院, 2012.11.
災害ボランティア入門 : 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク / 山本克彦編著. -- ミネルヴァ
書房, 2018.4.
近助の精神 : 近くの人が近くの人を助ける防災隣組 / 山村武彦著. -- 金融財政事情研究会,
2012.9.
被災地デイズ / 矢守克也編著 : GENERATION TIMES企画・編集. -- 弘文堂, 2014.7. -- (時代
QUEST).
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, 2016.3.
災害に強い情報社会 : 東日本大震災とモバイル・コミュニケーション / 本條晴一郎, 遊橋裕
泰著. -- NTT出版, 2013.1.
必ず役立つ震災食 : 最小限の水で作る超カンタン!!栄養満点レシピ : 便利なポリ袋調理法時
間がない時、一人暮らし、アウトドアでも力を発揮 / 石川県栄養士会編. -- 北國新聞社,
2012.12.
東日本大震災100の教訓 / みやぎ震災復興研究センター [ほか] 編 ; 地震・津波編. -- クリエ
イツかもがわ, 2019.2. -- (震災復興・原発震災提言シリーズ ; 9).
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
共同出版会, 2012.3. -- (いのちを守る都市づくり ; 課題編).
人を助けるすんごい仕組み : ボランティア経験のない僕が、日本最大級の支援組織をどうつ
くったのか / 西條剛央著. -- ダイヤモンド社, 2012.2.

書名

配置場所

請求記号

4F新書版

369.32//TS43//0785

4F新書版

369.33//I52//2273

4F新書版

369.33//KA98//4010

4F開架新体系

369.33//O73//5125

4F開架新体系

369.33//SU19//2883

4F開架新体系

369.33//SU51//0141

4F新書版

369.33//TS32//4265

4F開架新体系

369.4//KO65//9800

4F開架新体系

374.92//A42//4910

4F開架新体系

374.92//F57//9019

4F開架新体系

374.92//KU14//4945

4F開架新体系

374.92//MA77//8598

4F開架新体系

374.92//N71//2871

4F開架新体系

374.92//SH13//3842

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

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

4F新書版

380.1//H42//7151

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.

3F開架新体系

450.981//KA31//8792

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

火災の科学 : 火事のしくみと防ぎ方 / 辻本誠著. -- 中央公論新社, 2011.3. -- (中公新書ラク
レ ; 383).
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 ; 新赤版 1487).
日本水没 / 河田惠昭著. -- 朝日新聞出版, 2016.7. -- (朝日新書 ; 571).
豪雨災害と自治体 : 防災・減災を考える / 大阪自治体問題研究所, 自治体問題研究所編. -自治体研究社, 2019.1.
これからの都市水害対応ハンドブック : 役立つ41知恵! / 末次忠司著. -- 山海堂, 2007.5.
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
/ 水害サミット実行委員会編. -- 新改訂. -- 毎日新聞社, 2014.3.
首都水没 / 土屋信行著. -- 文藝春秋, 2014.8. -- (文春新書 ; 980).
安全・安心の環境づくり : 地域で守る・自分で守る / 小宮信夫編集代表. -- ぎょうせい,
2008.9. -- (子育て支援シリーズ ; 4).
東日本大震災と学校 : その時どうしたか 次にどう備えるか / 天笠茂 [ほか] 編著. -- 学事出
版, 2013.3.
防災まちづくり・くにづくり学習 : 実践シティズンシップ教育 / 藤井聡, 唐木清志編. -- 悠
光堂, 2015.12.
災害に備える心理教育 : 今日からはじめる心の減災 / 窪田由紀 [ほか] 編著. -- ミネルヴァ書
房, 2016.10.
どうすれば子どもたちのいのちは守れるのか : 事件・災害の教訓に学ぶ学校安全と安全教育
/ 松井典夫著. -- ミネルヴァ書房, 2017.2.
災害-その時学校は : 事例から学ぶこれからの学校防災 / 日本安全教育学会編. -- ぎょうせ
い, 2013.1.
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 ; 澤田晶子, ベンジャミン由里絵訳. -- 明石書店, 2013.11.

天災と日本人 : 地震・洪水・噴火の民俗学 / 畑中章宏著. -- 筑摩書房, 2017.2. -- (ちくま新
書 ; 1237).

気象予報と防災 : 予報官の道 / 永澤義嗣著. -- 中央公論新社, 2018.12. -- (中公新書 ; 2520). 4F新書版
台風についてわかっていることいないこと : ようこそ、そらの研究室へ / 筆保弘徳編著 ; 山

451.28//N22//2045

3F開架新体系

451.5//F52//0928

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

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

498.89//E13//2097

災害支援者支援 / 高橋晶編著. -- 日本評論社, 2018.12.

3F開架新体系

498.89//TA33//1825

レーダで洪水を予測する / 中尾忠彦著. -- 成山堂書店, 2017.10. -- (気象ブックス ; 043).

3F開架新体系

517.4//N41//4883

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

3F開架新体系

517.4//TS32//4921

3F開架新体系

518.83//H71//6168

3F開架新体系

518.87//MI97//5826

田広幸 [ほか] 著. -- ベレ出版, 2018.8.

シミュレーションで学ぶ避難所の立ち上げから管理運営happy : エマルゴトレインシステム
手法を用いて / 江部克也編集. -- 荘道社, 2016.4.

知られざる地下街 : 歴史・魅力・防災、ちかあるきのススメ / 広井悠, 地下街減災研究会著.
-- 河出書房新社, 2018.3.
東京は世界最悪の災害危険都市 : 日本の主要都市の自然災害リスク / 水谷武司著. -- 東信堂,
2018.1.

書名

配置場所

請求記号

3F開架新体系

518.87//N45//3038

3F開架新体系

518.87//N45//5389

3F開架新体系

518.87//TO46//0268

3F開架新体系

518.87//TO46//1706

3F開架新体系

518.87//TO46//3803

3F開架新体系

518.87//TO46//5116

3F開架新体系

518.87//TO46//8357

3F開架新体系

518.87//TO46//9545

3F開架新体系

518.87//U86//3419

3F開架新体系

524.9//N71//5733

3F開架新体系

524.9//O54//4181

3F開架新体系

524.91//KA81//4109

3F開架新体系

524.91//KO88//0905

3F開架新体系

524.91//MA26//2250

免震建築の基本がわかる本 / 日本免震構造協会編. -- オーム社, 2013.6.

3F開架新体系

524.91//N71//8751

建築水理学 : 水害対策の知識 / 桑村仁著. -- 技報堂出版, 2017.7.

3F開架新体系

524.93//KU96//1375

3F開架新体系

524.94//N73//8453

2F学生選書

786.13//H81//7071

2F学生選書

786//R69//4538

2F学生選書

786//Z8//4537

都市域の脆弱性に挑む : より安全・安心な都市空間を目指して / 中山学著. -- ミネルヴァ書
房, 2019.2. -- (神戸学院大学現代社会研究叢書 ; 2).
住民主権型減災のまちづくり : 阪神・淡路大震災に学び、南海トラフ地震に備える / 中山久
憲著. -- ミネルヴァ書房, 2015.8. -- (神戸学院大学現代社会研究叢書 ; 1).
災害に強い建築物 : レジリエンス力で評価する / 高口洋人編著 ; 山田一輝[ほか]著. -- 早稲
田大学出版部, 2018.10. -- (東京安全研究所・都市の安全と環境シリーズ ; 4).
超高層建築と地下街の安全 : 人と街を守る最新技術 / 尾島俊雄編著 ; 小林昌一 [ほか] 著. -早稲田大学出版部, 2017.8. -- (東京安全研究所・都市の安全と環境シリーズ ; 3).
南海トラフ地震 : その防災と減災を考える / 秋山充良, 石橋寛樹著. -- 早稲田大学出版部,
2019.3. -- (東京安全研究所・都市の安全と環境シリーズ ; 5).
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