
○地震はどうして起きるのか？
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ID

日本列島震度7の時代到来 三舩康道／著 近代消防社 2020 1110726534
あしたの地震学 神沼克伊／著 青土社 2020 1110927298
耐震工学 福和伸夫／著 講談社 2019 1110961354
日本の地震地図 岡田義光／著 東京書籍 2019 1110926860
首都直下地震 福島淑彦／著 早稲田大学出版部 2019 1111033955
大地震、異常気象をどう乗り切るか 新聞通信調査会／編 新聞通信調査会 2019 1110696810
図説日本の活断層 岡田篤正／著 朝倉書店 2019 1110951439
活断層詳細デジタルマップ 今泉俊文／編 東京大学出版会 2018 1110886494

活断層と私たちのくらし 伊藤康人／著 大阪公立大学共同出版会 2018 1110896329

絵でわかる地震の科学 井出哲／著 講談社 2017 1110711148
日本の地下で何が起きているのか 鎌田浩毅／著 岩波書店 2017 1110593124
海洋地震学 末広潔／著 東京大学出版会 2017 1110710777
震度7の生存確率 仲西宏之／著 幻冬舎 2016 1110814090
3.11の想定外のM9以降,見直しを迫られる地震研究の最前線 ニュートンプレス 2016 1110837497
首都直下地震 平田直／著 岩波書店 2016 1110535398
3D地形図で歩く日本の活断層 柴山元彦／著 創元社 2016 1110483045
活断層が分かる本 國生剛治／監修 技報堂出版 2016 1110488697
地震と火山のメカニズム 木庭 元晴／編著 古今書院 2014 1110379177
油断大敵!生死を分ける地震の基礎知識60 島村 英紀／著 花伝社 2014 1110394150
地震地盤動力学の基礎 國生 剛治／著 鹿島出版会 2014 1110353412
巨大地震の科学と防災 金森 博雄／著 朝日新聞出版 2013 1110350038
街道散歩 自然環境研究オフィス／編著 東方出版 2013 1108976455
日本の地質構造100選 日本地質学会構造地質部会／編集 朝倉書店 2012 1110026786
活火山・活断層赤色立体地図でみる日本の凸凹 千葉 達朗／著 技術評論社 2011 1108725431

○京都府の地震と断層
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ID

丹後震災90年 京丹後市教育委員会／編集 京丹後市教育委員会 2017 1110654983

KYOTOわたしの防災ノート 京都市男女共同参画推進協会／企画･編集
京都市文化市民局共同参画社会推進
部男女共同参画推進課 2014 1110254073

外国籍府民向け防災ガイドブック　英語・中国語他4言語 京都府国際センター／[編] 京都府国際センター 2013 1110239371他

丹後震災記録写真集 京都府立丹後郷土資料館／編集 京都府立丹後郷土資料館友の会 2012 1110205158
丹後震災救護史料集 京丹後市史編さん委員会／編集 京丹後市役所 2011 1107933390
丹後震災記念館 京丹後市教育委員会文化財保護課／編集 京丹後市教育委員会文化財保護課 2009 1110202932
震災時帰宅支援マップ 昭文社 2006 1108318161
昭和二年北丹後地震 蒲田 文雄／著 古今書院 2006 1108102730
三峠・京都西山断層帯に関する調査成果報告書　概要編 京都府 2003 1107140780
京都盆地の地下構造に関する調査成果報告書(概要版) 京都市／[編] 京都市 2003 1107095570
宇治川断層に関する調査成果報告書 概要編 京都市地域活断層調査委員会／監修 京都市消防局防災対策室 2002 1107095661
京都の活断層 京都市消防局防災対策室／[編] 京都市消防局防災対策室 2001 1106889874
京都の地震環境 植村 善博／著 ナカニシヤ出版 2001 1110623491
京都の地下 京都盆地地下構造調査委員会／監修 京都市消防局防災対策室 2001 1106889866

都市圏活断層図 京都東南部・京都西北部・京都西南部・京都東北部 国土地理院／[著] 日本地図センター 1996-2009 1107851113他

京都大地震 三木 晴男／著 思文閣出版 1979 1101302477
昭和2年丹後大震災あれから50年 京都府企画管理部消防防災課／編 京都府企画管理部消防防災課 1977 1101302451

○地震大国日本の歴史
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ID

「江戸大地震之図」を読む 杉森玲子／著 KADOKAWA 2020 1111058283
<災後>の記憶史 水出幸輝／著 人文書院 2019 1110981709
江戸の災害 フレデリック・クレインス／著 講談社 2019 1111055545
大地震 宇佐美 龍夫／著 吉川弘文館 2019 1110389952
平成30年大阪府北部地震・7月豪雨・北海道胆振東部地震に
おける災害対応の現地支援に関する報告書

阪神･淡路大震災記念人と防災未来
ｾﾝﾀｰ／[編]

阪神・淡路大震災記念人
と防災未来センター

2019 1110674767

熊本地震4.16あの日僕たちは 熊本県立大学学生ボランティアステーション／著 熊日出版(発売) 2019 1110967252
歴史が導く災害科学の新展開　2 東北大学災害科学国際研究所 2019 1110689278
平成災害史事典　平成26年～平成30年 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2019 1111023832
地震学をつくった男・大森房吉 上山明博／著 青土社 2018 1110790340

熊本地震を今、ともに学び考え、そして伝える!
熊本大学博士課程教育リーディング
プログラム／編集

熊本大学博士課程教育
リーディングプログラム

2017 1110657747

災害史探訪　内陸直下地震編 伊藤和明／著 近代消防社 2017 1110876081
2016年M7.3熊本地震 林愛明／著 近未来社 2017 1110855085
SOSにこたえたい! 熊本地震障害者救援本部 2017 1110627906
山古志に学ぶ震災の復興 長島忠美／著 かまくら春秋社 2017 1110758537
玄界島の震災復興に学ぶ 高橋 和雄／著 古今書院 2016 1110562467
日本震災史 北原糸子／著 筑摩書房 2016 1110827779
地震災害と高齢者福祉 峯本 佳世子／著 久美 2015 1110452461

『江戸大地震之絵図』より「安政二年江戸大地震火事場の図」
国立国会図書館デジタルコレクション収録



歴史にみる震災 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館／編 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2014 1110234463
戦争に隠された「震度7」 木村 玲欧／著 吉川弘文館 2014 1110179726
東日本大震災と災害周辺科学 木庭 元晴／編著 古今書院 2014 1110399365
図説地震と人間の歴史 アンドルー・ロビンソン／著 原書房 2013 1110338546
日本被害地震総覧 宇佐美 龍夫／著 東京大学出版会 2013 1110143409
歴史災害を防災教育に生かす 木村 玲欧／著 古今書院 2013 1108967629
日本地震史料　第1～4巻 文部省震災予防評議会／編 明石書店 2012 1110113345
日本人はどんな大地震を経験してきたのか 寒川 旭／著 平凡社 2011 1108747492

○防災と減災
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ID

震災と学校のエスノグラフィー 清水睦美／著 勁草書房 2020 1110725312
初動期大規模災害復興の実証的研究 小林秀行／著 東信堂 2020 1110922075
必ずくる震災で日本を終わらせないために。 福和伸夫／著 時事通信出版局 2019 1111022818
南海トラフ地震 秋山充良／著 早稲田大学出版部 2019 1111024186
防災・減災国土強靱化の推進に向けて 近畿建設協会 2019 1111101034
地域づくりの基礎知識　4 神戸大学出版会 2019 1110963053
レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻直美／著 扶桑社 2019 1111052716
建設技術者を目指す人のための防災工学 安田進／共著 コロナ社 2019 1111015473
防災と支援 田中重好／編 有斐閣 2019 1111022149
イザというとき、命を守るために! 青木信之／著 近代消防社 2019 1111032833
シニアのための防災手帖 三平洵／監修 産業編集センター 2019 1110967245
図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ 鍵屋一／著 学陽書房 2019 1110968219
木造防災都市 長谷見雄二／著 早稲田大学出版部 2019 1110984794
地域防災とまちづくり 瀧本浩一／著 イマジン出版 2019 1111056147
都市域の脆弱性に挑む 中山学／著 ミネルヴァ書房 2019 1111019566
沈黙の駿河湾 静岡新聞社／編 静岡新聞社 2018 1110785829
防災・減災・復旧・復興Q&A 近畿災害対策まちづくり支援機構／編 東方出版 2018 1111009021
災害に立ち向かう人づくり 室崎益輝／編 ミネルヴァ書房 2018 1110782503
災害と防災これまでと今 志岐常正／著 本の泉社 2018 1110815576
災害に強い建築物 高口洋人／編著 早稲田大学出版部 2018 1111005664
次の震災について本当のことを話してみよう。 福和伸夫／著 時事通信出版局 2017 1110755905
データと写真が明かす命を守る住まい方 中川洋一／著 近代消防社 2017 1110730882
活断層地震はどこまで予測できるか 遠田晋次／著 講談社 2016 1110812391
南海トラフ地震 山岡 耕春／著 岩波書店 2016 1110534458
地殻災害の軽減と学術・教育 佐竹健治／[ほか著] 日本学術協力財団 2016 1110535463
都市中心部内陸大地震の防災対策 須藤英允／[著] [須藤英允] 2015 1110295217
まちづくりファシリテーターの仕事とは? 高橋結／著 せんだい・みやぎNPOセンター 2015 1110298484
土地の「未来」は地形でわかる 渡辺 満久／著 日経BP社 2014 1110408679
南海トラフ巨大地震の防災対策 高畠 秀雄／著 鹿島出版会 2014 1110189477
航空写真で現在(いま)の土地を読む 小泉 俊雄／著 彰国社 2014 1110170410
復興の文化空間学 山本 博之／著 京都大学学術出版会 2014 1110371174

○震災からの避難と復興
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ID

われわれが災禍を悼むとき 福田雄／著 慶應義塾大学出版会 2020 1110817325
避難と支援 西城戸誠／著 新泉社 2019 1111022230
自治体職員のための災害救援法務ハンドブック 中村健人／著 第一法規 2019 1110987912
惨事ストレスとは何か 松井豊／著 河出書房新社 2019 1110985676
震災復興研究序説 出口俊一／著 クリエイツかもがわ 2019 1110970629
災害時でもおいしく食べたい!簡単「みそ汁」&「スープ」レシピ 今泉マユ子／著 清流出版 2019 1110974712
デジタルアーカイブ・ベーシックス　2 勉誠出版 2019 1111043913
仮設市街地整備論 関口太一／著 早稲田大学出版部 2019 1110984786
被災と避難の社会学 関礼子／編著 東信堂 2018 1110775911
個別性に配慮した福祉避難所のあり方に関する研究会
報告書

阪神・淡路大震災記念人と防災未来
センター／[編]

阪神・淡路大震災記念人
と防災未来センター

2018 1110660790

災害対応ハンドブック 室崎益輝／監修 法律文化社 2016 1110474317
避難の科学 古川 武彦／著 東京堂出版 2015 1110452883
帰宅困難者対策の連携強化に関する調査・研究 都市防災美化協会／企画・編集 都市防災美化協会 2015 1110297478
子どもの悲しみとトラウマ BRIS／編 新評論 2014 1110379292
震災難民-原発棄民 関西学院大学災害復興制度研究所／[編] 関西学院大学災害復興制度研究所 2013 1110209440
震災・避難所生活と地域防災力 松村 直道／編著 東信堂 2012 1110086905
発達障害児者の防災ハンドブック 新井 英靖／編著 クリエイツかもがわ 2012 1110037452
共に在りて 千葉 望／著 講談社 2012 1108792902
笑う、避難所 頓所 直人／取材・文 集英社 2012 1110005038
震災後の自然とどうつきあうか 鷲谷 いづみ／著 岩波書店 2012 1108955756
大災害と復旧・復興計画 越澤 明／著 岩波書店 2012 1108953553
都市における先進的避難対策の収集と普及に関する調査研究報告書 都市防災美化協会／企画・編集 都市防災美化協会 2009 1107874156
人はなぜ逃げおくれるのか 広瀬 弘忠／著 集英社 2004 1108330034
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