
異常気象・自然災害

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 技術評論社 291

日本列島ハザードマップ :災害大国・迫る危機 朝日新聞社 朝日新聞出版 369.3

天気と気象: 異常気象のすべてがわかる! 佐藤 公俊 学研パブリッシング 451

プロが教える気象・天気図のすべてがわかる本 岩谷 忠幸 ナツメ社 451

世界史を変えた異常気象 田家 康 日本経済新聞出版社 451

気候大異変:地球シミュレータの警告 NHK「気候大異変」取材班 日本放送出版協会 451

アマタツさん、ネコが顔を洗うと雨が降るって本当ですか? 天達 武史 徳間書店 451.2

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 共立出版 451.5

気候変動を理学する:古気候学が変える地球環境観 多田 隆治 みすず書房 451.8

気候で読み解く日本の歴史 田家 康 日本経済新聞出版社 451.9

こんなに凄かった!伝説の「あの日」の天気 金子 大輔 自由国民社 451.9

地下に潜む次の脅威 NHK取材班 新日本出版社 453

面白いほどよくわかる地球の寿命 柴田 敏隆/監修 日本文芸社 519

地震と噴火は必ず起こる 巽 好幸 新潮社 450.4

連鎖する大地震 遠田 晋次 岩波書店 453

油断大敵!生死を分ける地震の基礎知識60 島村 英紀 花伝社 453

生き抜くための地震学 鎌田 浩毅 ちくま新書 S 453

地震との戦い:なぜ橋は地震に弱かったのか 川島 一彦 鹿島出版会 515.1

遺跡講演会：遺跡に学ぶ「地震災害と文化財」記録集 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 Ｋ 204

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 松風書房 Ｋ453.2

体験談から学ぶ

魂にふれる:大震災と、生きている死者 若松 英輔 トランスビュー 114.2

検証東日本大震災の流言・デマ 荻上 チキ 光文社 S 361.4

人はなぜ逃げおくれるのか:災害の心理学 広瀬 弘忠 集英社 S 369.3

小さな町を呑みこんだ巨大津波 やまもと民話の会/編纂 小学館 369.3

津波の墓標 石井 光太 徳間書店 369.3

あなたへ。 東日本大震災警察官救援記録 講談社ビーシー/編 講談社ビーシー 369.3

河北新報のいちばん長い日： 震災下の地元紙 河北新報社 文藝春秋 369.3

記者は何を見たのか 読売新聞社 読売新聞社 369.3
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　 ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 
               　 携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            
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ここ近年、台風並みの集中豪雨など災害をもたらすほどの異常気象が増えています。

日頃から自分の身は自分で守れるよう災害への備えが大切です。

復興がままならない被災地へも心を寄せ続けていきましょう。

ハザードマップはわかりにくいと言われてい

ますが、いざというときあなたやあなたの

大切な人の命を助けてくれるかも知れません。

そもそもハザードマップとは何か、どのよう

に役立つか、に答え、コンピュータや

スマートフォンを用いた地図の活用法なども

解説します。

温暖化で竜巻は増える? 日本も竜巻大国って

本当?わかりやすい気象解説でおなじみの

森田さんと、NHK World気象キャスターの

森さんが、地上最強の気象現象・竜巻の

ふしぎを徹底解説。単位面積あたりに換算

すると日本は世界でも有数の竜巻発生国。

竜巻時の避難方法など実用性も十分です。

『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/著 岩波書店

『竜巻のふしぎ:』

森田 正光・森 さやか 著

共立出版

９月１日は

防災の日
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3・11に問われて：ひとびとの経験をめぐる考察 栗原 彬　ほか 岩波書店 369.3

遺体 震災、津波の果てに 石井 光太 新潮社 369.3

再び、立ち上がる! ：河北新報社、東日本大震災の記録 河北新報社編集局 筑摩書房 369.3

東日本大震災：報道写真全記録2011.3.11-4.11 朝日新聞社　 朝日新聞出版 369.3

東日本大震災津波： 岩手県防災危機管理監の150日 越野 修三 ぎょうせい 369.3

悲から生をつむぐ ：「河北新報」編集委員の震災記録300日 寺島 英弥 講談社 369.3

被災地デイズ 矢守 克也 弘文堂 369.3

闘う東北：朝日新聞記者が見た被災地の1年 朝日新聞東日本大震災取材班 朝日新聞出版 369.3

封印された震災死その「真相」:もの言わぬ2万人の叫び 吉田 典史 世界文化社 369.3

武人の本懐：東日本大震災における海上自衛隊の活動記録 高嶋 博視 講談社 397.2

国土と日本人：災害大国の生き方 大石 久和 中央公論新社 S 601.1

三陸の海 津村 節子 講談社 914.6ツムラ

復興

走れ!移動図書館：本でよりそう復興支援 鎌倉 幸子 筑摩書房 S 015.5

復興の書店 稲泉 連 小学館 024.1

後藤新平：大震災と帝都復興 越澤 明 ちくま新書 S 298.1ゴトウ

東日本大震災復興への提言 伊藤 滋/編　ほか 東京大学出版会 304ヒガシ

危機と雇用：災害の労働経済学 玄田 有史 岩波書店 366

被災後を生きる：吉里吉里・大槌・釜石奮闘記 竹沢 尚一郎 中央公論新社 369.3

いわて復興の歩み 岩手県 369.3

東北の生命力：津波と里海の人々 瀬戸山 玄 岩波書店 369.3

東北発の震災：周辺から広域システムを考える 山下 祐介 筑摩書房 S 369.3

漁村から見た東日本大震災：地震・津波の記録 漁港漁場漁村総合研究所 369.3

命をつないだ道：東北・国道45号線をゆく 稲泉 連 新潮社 369.3

震災復興：日本経済の記録 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社 369.3

人を助けるすんごい仕組み 西條 剛央 ダイヤモンド社 369.3

できることをしよう。： ぼくらが震災後に考えたこと 糸井 重里 新潮社 369.3

東日本大震災石巻災害医療の全記録 石井 正 講談社 S 498.8イシイ

紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 佐々 涼子 早川書房 585

地域を豊かにする働き方：被災地復興から見えてきたこと 関 満博 筑摩書房 YA S 601.1

被災鉄道：復興への道 芦原 伸 講談社 686.2

防災：自分の身は自分で守ろう

天災から日本史を読みなおす 先人に学ぶ防災 磯田 道史 中央公論新社 S 210.1

図解よくわかる火災と消火・防火のメカニズム 小林 恭一　ほか 日刊工業新聞社 317.1

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 創元社 369.3

女性のための防災BOOK マガジンハウス 369.3

子連れ防災手帖：被災ママ812人が作った つながる.com/編 メディアファクトリー 369.3

防災ピクニックが子どもを守る! MAMA PLUG KADOKAWA 369.3

目からウロコの防災新常識 山村 武彦 ぎょうせい 369.3

災害から親を救う50の手立て 米山 公啓 扶桑社 369.3

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 岩波書店 369.3

大地震を生き抜く48の知恵 震災対策研究会 イースト・プレス 369.3

これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭 岩波書店  YA S 369.3

命を守る防災サバイバルBOOK BE PAL編集部/編 小学館 369.3

きちんと逃げる。：災害心理学に学ぶ危機との闘い方 広瀬 弘忠 アスペクト 369.3

地震の時の料理ワザ 坂本 廣子，まつもと きなこ/画 柴田書店 369.3

必ず役立つ震災食 石川県栄養士会/編 北國新聞社 369.3

台所防災術 坂本 廣子・坂本 佳奈 農山漁村文化協会 369.3

OLIVEいのちを守るハンドブック NOSIGNER/編 メディアファクトリー 369.3

震災ビッグデータ 阿部 博史/編　ほか NHK出版 369.3

大地震完全対策:この1冊があなたを救う! 藤島 啓章 ベストブック 369.3

ぐらっときたら新マグニチュード手帳 ワールドフォトプレス 369.3

ITが守る、ITを守る：天災・人災と情報技術 坂井 修一 NHK出版 369.3

釜石の奇跡：どんな防災教育が子どもの“いのち”を救えるのか? NHKスペシャル取材班 イースト・プレス 374.9

命を預かる保育者の子どもを守る防災BOOK 猪熊 弘子 学研教育出版 376.1

はじめてのふろしき 結ぶ、包む、身を守る! 久保村 正高/監修 主婦の友社 385.9

心のケア :阪神・淡路大震災から東北へ 加藤 寛・最相 葉月 講談社 S 493.7

高校生、災害と向き合う 諏訪 清二 岩波書店 ＹＡ Ｓ 519.9

すぐできる!「地震に強い家」にする80の方法 高森 洋 講談社 524.9

ねことわたしの防災ハンドブック ねこの防災を考える会 パルコエンタテインメント事業部 645.6

　　　　　　　　　　ＹＡ…ヤングアダルト　S…新書　 K…郷土　


