
地震、津波とは？ 　

津波は怖い！みんなで知ろう！津波の怖さ 港湾空港技術研究所／監修 丸善プラネット 2010 児　369

ＴＳＵＮＡＭＩ 　津波から生き延びるために 湾岸技術研究センター
「TSUNAMI」出版編集委員会／著 丸善プラネット 2009 369.3

自然災害の恐怖　地球温暖化　第１巻　地震・火山 「タイム」編集部／編 ゆまに書房 2008 369.3

せまり来る巨大地震　大震災は必ずやってくる　増補版（ニュートンムック） 竹内　均／総編集 ニュートンプレス 2002 369.3

あした起きてもおかしくない大地震　（２１世紀・地震アトラス） 島崎　邦彦／ほか著 集英社 2001 369.3

せまり来る巨大地震　全家庭必備版　（ニュートンムック） 竹内　均／総編集 ニュートンプレス 2001 369.3

宇宙地球地震と火山 木庭　元晴／編著 古今書院 2006 440

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　（ＮＨＫスペシャル） ＮＨＫスペシャル取材班／著 主婦と生活社 2010 453

地震と防災　“揺れ”の解明から耐震設計まで　（中公新書） 武村　雅之／著 中央公論新社 2008 Ｓ　453

メカニズム・防災・予知すべてわかる地震　（雑学を超えた教養シリーズ） 山村　紳一郎／著 誠文堂新光社 2006 453

地震の揺れを科学する　みえてきた強震動の姿 山中　浩明／編著 東京大学出版会 2006 453

最新地震がよ～くわかる本　ポケット図解　（Ｓｈｕｗａｓｙｓｔｅｍ　ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ　ｇｕｉｄｅ　ｂｏｏｋ） 島村　英紀／著 秀和システム 2005 453

地震と火山の１００不思議　地震予知・火山噴火予知の最前線 神沼　克伊／〔ほか〕著 東京書籍 2004 453

地震がわかる。　（アエラムック） 朝日新聞社 2002 453

地震学がよくわかる　誰も知らない地球のドラマ 島村　英紀／著 彰国社 2002 453

図解地震のことがわかる本　大地震は突然やってくるのか？　地震の正体を探り、大地震を検証する！　 饒村　曜　著 新星出版社 2000 453

直下地震！　（岩波科学ライブラリー　２６） 伊藤和明／著 岩波書店 1995 453

活動期に入った地震列島　（岩波科学ライブラリー　３３） 尾池　和夫／著 岩波書店 1995 453

日本の地震地図 岡田　義光／著 東京書籍 2004 453.2

地震のはなし 茂木　清夫／著 朝倉書店 2001 453.2

火山と地震の国に暮らす 鎌田　浩毅／著 岩波書店 1900 453.8

災害列島日本の地盤を探る 前野　昌弘／著 日刊工業新聞社 2009 511.2

液状化現象　巨大地震を読み解くキーワード 国生　剛治／著 山海堂 2005 511.3

古地図が教える地震危険地帯　新装版（Ｂ＆Ｔブックス） 守屋喜久夫／著 日刊工業新聞社 1995 453.2

地震予知の科学 日本地震学会予知検討委員会／編 東京大学出版会 2007 453.3

大地震の前兆こんな現象が危ない　 池谷　元伺／著 青春出版社 2005 453.3

動物は警告する！　地震予知読本 弘原海　清／編 隅田川文庫 2004 453.3

公認「地震予知」を疑う 島村　英紀／著　 柏書房 2004 453.3

地震雲を追いかけて　あなたも地震を予知してみよう 上出　孝之／著 北国新聞社出版局 2003 453.3

なぜ電磁気で地震の直前予知ができるか 早川　正士／著 日本専門図書出版 2003 453.3

地震予知はできる　（岩波科学ライブラリー） 上田　誠也／著 岩波書店 2001 453.3

児 …児童書
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地震は予知できるか？
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書名 著者名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出版社 請求記号

 『みんなで生き抜く防災術 
   地震 停電 放射能                                                                                                              
 東日本大震災から私たちが学んだこと』            
    小学館防災チーム／編        
      小学館                   
               

 『ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ   
  巨大地震（ＮＨＫスペシャル）』                         
   ＮＨＫスペシャル取材班／編        
         主婦と生活社 

       

いざというとき、どうすればよい
のか、知っておきたい防災のスキ
ルを紹介するほか、原発事故の影
響についても解説しています。 
 

地下の真実の姿、巨大地震の被害の
シミュレーションなどを、最先端の
CGおよび高精細のデジタルシネカ
メラで撮影した画像を交えて解説し
ています。 
 

3月１１日に起きた東日本大震災は、かつて経験したことのないような大きな被害を
もたらしました。いざというときに備え、地震対策を見直しましょう！ 
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出版年書名 著者名 出版社 請求記号

地震に備える

命を守る防災サバイバルＢＯＯＫ ＢＥ－ＰＡＬ編集部／編 小学館 2011 369.3

お金の防災マニュアル 鈴木　雅光／著　 すばる舎 2011 369.3

目からウロコの防災新常識　あなたと家族の命を守る 山村　武彦／著 ぎょうせい 2010 369.3

今すぐできる！ママが子どもを地震から守るための本　（マミーズブック） ママが地震災害から子どもを守るプロジェクト／著 メイツ出版 2007 369.3

大地震死んではいけない！　間違いだらけの「常識」にだまされるな！ レスキューナウ／編 アスコム 2006 369.3

大震災これなら生き残れる　家族と自分を守る防災マニュアル 山村　武彦／著 朝日新聞社 2005 369.3

地震から子どもを守る５０の方法 国崎　信江／著 ブロンズ新社 2005 369.3

早わかり「防災」新常識　“役立つ備え”は人それぞれ！　（Ｓｅｉｓｈｕｎ　ｓｕｐｅｒ　ｂｏｏｋｓ） 玉木　貴／著 青春出版社 2005 369.3

震災の教訓を生かそう　阪神・淡路大震災から１０年 森田　武／著 近代消防社 2005 369.3

親子のための地震安全マニュアル　 インパクト／企画・編集 日本出版社 2005 369.3

災害時の情報伝達・避難支援のポイント 災害応急対策制度研究会／著 ぎょうせい 2005 369.3

東京直下大地震生き残り地図　あなたは震度６強を生き抜くことができるか？！ 目黒　公郎／監修 旬報社 2005 369.3

震災マニュアル　（危機管理シリーズ） フォーバイフォーマガジン社 2005 369.3

高めよ！防災力　「いざ」に備えて「いま」やるべきこと 務台　俊介／共著 ぎょうせい 2004 369.3

自然災害ハンドブック　家族と自分を守るために、いますぐ危機管理を！ 山と渓谷社／編 山と渓谷社 2004 369.3

東京大地震緊急防災マニュアル　来てからでは遅すぎる！　’０３年版 地震災害対策研究会／編 ぶんか社 2003 369.3

図解よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ 鍵屋　一／著 学陽書房 2003 369.3

いのちを守る地震防災学 林　春男／著 岩波書店 2003 369.3

２１世紀サバイバル・バイブル　自然災害から犯罪まで、危機を生き延びる秘策と心構え 柘植　久慶／著 小学館 2001 369.3

大地震が起きた時、あなたは大丈夫か　ＮＨＫスペシャル　地震波が巨大構造物を襲う ＮＨＫスペシャル地震波プロジェクト／著 近代映画社 2004 453

耐震・免震・制震のはなし　改正建築基準法対応　第２版 斉藤　大樹／著 日刊工業新聞社 2008 524.9

マンションの地震対策　（岩波新書　新赤版） 藤木　良明／著 岩波書店 2006 Ｓ　524.9

絵解き・住まいを守る耐震性入門　地震に強い木の家をつくる　（チルチンびと建築叢書）２ 山辺　豊彦／監修 風土社 2006 524.9

「地震でも安心な家」に住みたい　そんなリフォームで大丈夫？ 日本木造住宅耐震補強事業／著 ＰＨＰ研究所 2005 524.9

耐震診断　既存木造住宅の安全性を見極めるコツ　（住宅現場手帖） 保坂　貴司／著 日経ＢＰ社 2004 524.9

地震に強いマイホームづくり　建て主もこのくらいの知識はもつべき！　改訂新版（Ｎｅｗ　ｈｏｕｓｅｂｏｏｋｓ） 濱口　和博／著 ニューハウス出版 2000 524.9

地震が起きたら・・・

震災食と応急手当　ライフライン破壊時を生き抜く　（マイライフシリーズｎｏ．３５３） 東畑朝子／著 グラフ社 1995 369.3

地震の時の料理ワザ　グラっと来てもあわてない！防災袋に必携！電気が復旧するまでの１週間 坂本　広子／著 柴田書店 2006 369.3

図解ひと目でわかる応急手当　災害・事故・急病から命を救う 福井　次矢／監修 主婦と生活社 2006 598.3

１２歳からの被災者学　阪神・淡路大震災に学ぶ７８の知恵 土岐　憲三／監修 日本放送出版協会 2005 ＹＡ　369

大地震！とっさの行動マニュアル　 山谷　茉樹／著 広済堂 2011 369.3

みんなで生き抜く防災術　地震　停電　放射能　東日本大震災から私たちが学んだこと 小学館防災チーム／編 小学館 2011 369.3

災害がほんとうに襲った時　阪神淡路大震災５０日間の記録 中井　久夫／著 みすず書房 2011 369.3

災害のあと始末　被災後３日目からの対処マニュアル 林　春男／監修 エクスナレッジ 2006 369.3

〈図解〉東京直下大震災　大惨事を生き抜く知恵と対策 中林　一樹／著 徳間書店 2005 369.3

〈体験者が明かす〉巨大地震の後に襲ってきたこと！　家の再建・お金・仕事・心…私たちの「暮らし」はこう変わる　 高嶋　哲夫／編 宝島社 2005 369.3

震災自衛マニュアル　大震災が教えた生死の分かれ目　決定版 中浜　慶和／共著 大村書店 1999 369.3

首都圏大震災　 丸山　雄三／著 桃園書房 1995 369.3

生き抜け！東京大地震　阪神大震災からの教訓 読売新聞社／編 読売新聞社 1995 369.3

大地震が東京を襲う！　シュミレーションその時あなたはどこにいるか！？ インパクト／著 中経出版 1993 369.3

いざというとき役立つ犬と猫のための災害サバイバル 香取　章子／著 学研 2002 645.6

地震と原発

原発と震災　この国に建てる場所はあるのか 「科学」編集部／編 岩波書店 2011 543.5

大津波と原発 内田　樹／著 朝日新聞出版 2011 543.5

原発と地震　柏崎刈羽「震度７」の警告 新潟日報社特別取材班／著 講談社 2009 543.5

「震度６強」が原発を襲った 朝日新聞取材班／著 朝日新聞社 2007 543.5

日本の地震災害　（岩波新書　新赤版） 伊藤　和明／著 岩波書店 2005 Ｓ　453.2

地震の日本史　大地は何を語るのか　（中公新書） 寒川　旭／著 中央公論新社 2007 Ｓ　453.2

夢二と花菱・耕花の関東大震災ルポ 竹久　夢二／著 クレス出版 2003 369.3

地図にみる関東大震災　震災直後の調査地図の初公開 歴史地震研究会／編集 日本地図センタ－ 2008 369.3

関東大震災　消防・医療・ボランティアから検証する　（ちくま新書） 鈴木　淳／著 筑摩書房 2004 Ｓ　369.3

関東大震災　そのとき、西相模は 横山　正明／著 松風書房 1996 Ｋ　369.3

小田原被害地震　七〇年周期説をめぐる資料の総集 横山　正明／著 松風書房 1992 Ｋ　453.2

大震災一年　報道写真全記録 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1995 748

神戸・消滅と再生　阪神大震災１０００日の記録 熊谷武二／写真 講談社 1997 369.3

新潟県中越地震　特別報道写真集 新潟日報社 2004 369.3

中越大震災　自治体の危機管理は機能したか 長岡市災害対策本部／編集 ぎょうせい 2005 369.3

ＴＳＵＮＡＭＩをこえて　スマトラ沖地震とアチェの人びと アチェ・フォトジャーナリストクラブ／写真 ポプラ社 2006 児　369

東日本大震災　報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１ 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2011 369.3

東日本大震災　読売新聞報道写真集 読売新聞東京本社 2011 369.3

Ｋ …郷土資料 Ｓ …新書
児 …児童書 ＹＡ …ヤングアダルト

過去に起こった地震


