
展示資料一覧（１Ｆ　地域資料を除く一般書・児童書等） 2009.10.11改訂

資料コード 書名 著者 出版者 出版年月 備考

1109030471 高齢者・障害者の災害時の避難支援のポイント
災害時要援護者避難支援研究
会/編著

ぎょうせい 2006.7 369.3 ｻｲ

1109575882 災害情報論入門(シリーズ災害と社会) 田中 淳ほか/編 弘文堂 2008.12 369.3 ｻｲ
1109460964 災害危機管理論入門(シリーズ災害と社会) 吉井 博明ほか/編 弘文堂 2008.4 369.3 ｻｲ
1108860999 実践から学ぶ危機管理 自治体危機管理研究会/編著 都政新報社 2006.2 369.3 ｼﾁ
1108612112 アウトドア流防災ブック(ポケットBE-PAL) BE-PAL編集部ほか/編 小学館 2004.1 369.3 ｼﾖ
1108204683 これで安心危機・災害マニュアル 白鳥 敬/著 誠文堂新光社 2002.9 369.3 ｼﾗ
1109524032 大災害来襲 高橋 裕/監修 アドスリー 2008.11 369.3 ﾀｲ
1108701482 防災-実務のガイド 高橋 洋/著 日本防災出版社 2005.5 369.3 ﾀｶ
1108682313 わが家の防災 玉木 貴/著 駒草出版 2005.4 369.3 ﾀﾏ
1108783764 わが家の防災　Part2 玉木 貴/著 駒草出版 2005.9 369.3 ﾀﾏ
1109591026 被災生活ハンドブック 玉木 貴/著 本の泉社 2007.9 369.3 ﾀﾏ
1109462682 防災・救急に役立つロープワーク 羽田 道信/著 風媒社 2008.6 369.3 ﾊﾀ
1109700971 防災・救急に役立つ日用品活用法 羽田 道信/著 風媒社 2009.5 369.3 ﾊﾀ

1109107746 災害復興ガイド
兵庫県震災復興研究センター
『災害復興ガイド』編集委員会/
編

クリエイツかもがわ 2007.1 369.3 ﾋﾖ

1109349110 災害防衛論 広瀬 弘忠/著 集英社 2007.11 369.3 ﾋﾛ
1109368143 復興コミュニティ論入門(シリーズ災害と社会) 浦野 正樹ほか/編 弘文堂 2007.12 369.3 ﾌﾂ
1109070600 みんなの命を救う 山田 肇/編著 NTT出版 2006.1 369.3 ﾔﾏ
1108515057 自然災害ハンドブック 山と渓谷社/編 山と渓谷社 2004.6 369.3 ﾔﾏ
1109671780 台風と高潮災害(シリーズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ) 伊藤 安男/著 古今書院 2009.5 369.33 ｲﾄ
1109500961 豪雨の災害情報学 牛山 素行/著 古今書院 2008.1 369.33 ｳｼ
1107676124 大洪水で消えた街 加藤 薫/著 草思社 1998.5 369.33 ｶﾄ

1109390707 災害列島　2005 河川情報センター/企画・編集
国土交通省河川局防
災課災害対策室

2005.3 369.33 ｻｲ

1109160930 これからの都市水害対応ハンドブック 末次 忠司/著 山海堂 2007.5 369.33 ｽｴ
1109569900 豪雨と斜面都市(シリーズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ) 高橋 和雄/著 古今書院 2009.1 369.33 ﾀｶ
1108928010 豪雨・洪水災害の減災に向けて 辻本 哲郎/編 技報堂出版 2006.5 369.33 ﾂｼ

1109067130
ハリケーン・カトリーナにおける米国地方行政の災害対応に
関する研究(DRI調査研究レポート)

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター

2006.9 369.33 ﾊﾘ

1109222363
ハリケーン・カトリーナ災害における地方行政の災害対応マ
ネジメントに関する研究(DRI調査研究レポート)

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター

2007.3 369.33 ﾊﾘ

1109390458
ハリケーン・カトリーナにおける事後の非常事態対応に関す
る調査(DRI調査研究レポート)

自治体国際化協会/編集 自治体国際化協会 2008.2 369.33 ﾊﾘ

1109259372 被災地からおくる防災・減災・復旧ノウハウ
水害サミット実行委員会事務局/
編集

ぎょうせい 2007.6 369.33 ﾋｻ

1108963000
平成16年集中豪雨・台風災害特定研究プロジェクト報告書
(DRI調査研究レポート)

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター

2006.3 369.33 ﾍｲ
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1108735239 水害の世紀 森野 美徳/監修 日経BP社 2005.7 369.33 ﾓﾘ
1109742971 忘れない伊勢湾台風50年 中日新聞社出版部/編 中日新聞社 2009.8 369.33 ﾜｽ
1107707490 一般気象学 小倉 義光/著 東京大学出版会 1999.4 451 ｵｸﾞ
1105664821 平成科学草紙(ポピュラーサイエンス) 柄山 久子/著 裳華房 1991.3 451 ｶﾗ
1106732926 天気をよむ・地形をよむ 川口 邦雄/著 マサ・クリエイティブ 1995.3 451 ｶﾜ
1108443360 大気の科学(環境と科学) 河村 哲也/著 インデックス出版 2003.12 451 ｶﾜ
1107610033 気象利用学 気象利用研究会/編 森北出版 1998.11 451 ｷｼ
1106616050 やさしい気象教室 島田 守家/著 東海大学出版会 1994.9 451 ｼﾏ
1109386633 天気と気象(大人の「科学」と「学習」) 白鳥 敬/著 学研 2008.4 451 ｼﾗ
1109494935 気候変動がわかる気象学(やりなおしサイエンス講座) 住 明正/著 NTT出版 2008.1 451 ｽﾐ
1108116221 ワクワク実験気象学(理科年表読本) Z.ソルビアン/[著] 丸善 2000.7 451 ｿﾙ
1107521962 明日の天気がわかる本(Outdoor handbook) 塚本 治弘/著 地球丸 1998.5 451 ﾂｶ
1106785705 気象情報の読み方・使い方 新田 尚/著 オーム社 1995.5 451 ﾆﾂ
1108138621 図解気象の基礎知識 二宮 洸三/著 オーム社 2002.4 451 ﾆﾉ
1108780501 気象解析の基礎 二宮 洸三/著 オーム社 2005.9 451 ﾆﾉ
1106342205 「ひまわり」で見る四季の気象 日本気象協会/編集 大蔵省印刷局 1993.5 451 ﾆﾎ
1108102745 イラストでわかる天気のしくみ 饒村 曜/著 新星出版社 1998.7 451 ﾆﾖ
1106429989 超異常気象 根本 順吉/著 中央公論社 1994.1 451 ﾈﾓ
1108455191 完全図解気象百科 櫃間 道夫/著 オーム社 2004.1 451 ﾋﾂ
1106003407 グローバル気象学(気象の教室) 広田 勇/著 東京大学出版会 1992.2 451 ﾋﾛ
1109012535 異常気象 マーク・マスリン/著 緑書房 2006.9 451 ﾏｽ
1109548670 気象予報士ハンドブック 日本気象予報士会/編 オーム社 2008.11 451.03 ｷｼ

1108805914
(館内利用のみ）

NHK気象・災害ハンドブック NHK放送文化研究所/編 日本放送出版協会 2005.11 R451.03 ﾆﾂ

1108704386 天気の100不思議 村松 照男/著 東京書籍 2005.4 451.04 ﾑﾗ
1107261854 そこが知りたい!気象と災害の法律知識 気象災害研究会/編 オーム社 1997.5 451.2 ｷｼ

1109692682
(館内利用のみ）

気象業務はいま　2009 気象庁/編集 研精堂印刷 2009.6 R451.2 ｷｼ

1109718591 気象と大気のレーダーリモートセンシング 深尾 昌一郎ほか/著 京都大学学術出版会 2009.7 451.2 ﾌｶ
1109618219 海のお天気ハンドブック 馬場 正彦/著 舵社 2009.3 451.24 ﾊﾊ
1108405144 高潮の研究  その実例とメカニズム 宮崎 正衛/著 成山堂書店 2003.9 452.6 ﾐﾔ
1106858383 世界最大の気象情報会社になった日 石橋 博良/著 講談社 1995.8 451.28 ｲｼ
1109236645 天気予報のつくりかた 下山 紀夫ほか/著 東京堂出版 2007.8 451.28 ｼﾓ
1108542205 数値予報の基礎知識 二宮 洸三/著 オーム社 2004.7 451.28 ﾆﾉ
1107645585 わかりやすい天気予報の知識と技術 古川 武彦/著 オーム社 1998.12 451.28 ﾌﾙ
1106056788 天気予報の裏を読む 幣 洋明/著 ダイヤモンド社 1992.8 451.28 ﾍｲ
1109466117 天気図がわかる 三浦 郁夫/著 技術評論社 2008.3 451.28 ﾐｳ
1106600050 最新天気図と気象の本 宮沢 清治/著 国際地学協会 1991.6 451.28 ﾐﾔ
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1109232388 降水確率50%は五分五分か 村山 貢司/著 化学同人 2007.7 451.28 ﾑﾗ
1104196743 台風学のすすめ 石島 英 新星図書出版 1988.2 451.5 ｲｼ
1106079998 台風の科学 大西 晴夫/著 日本放送出版協会 1992.9 451.5 ｵｵ
1106011285 暴風・台風びっくり小事典 島田 守家/著 講談社 1992.6 451.5 ｼﾏ
1108218974 台風と闘った観測船(気象ブックス) 饒村 曜/著 成山堂書店 2002.1 451.5 ﾆﾖ
1108947849 台風学入門 村山 貢司/著 山と溪谷社 2006.7 451.5 ﾑﾗ
1108750191 台風 渡辺 博栄/著 数研出版 2005.8 451.5 ﾜﾀ
1109431078 雲と霧と雨の世界(気象ブックス) 菊地 勝弘/著 成山堂書店 2008.6 451.6 ｷｸ
1108706513 雨の科学(気象ブックス) 武田 喬男/著 成山堂書店 2005.5 451.64 ﾀｹ
1107995233 豪雨と降水システム 二宮 洸三/著 東京堂出版 2001.6 451.64 ﾆﾉ
1109496985 都市型集中豪雨はなぜ起こる?(知りたい!サイエンス) 三上 岳彦/著 技術評論社 2008.1 451.64 ﾐｶ
1109106032 豪雨・豪雪の気象学(応用気象学シリーズ) 吉崎 正憲ほか/著 朝倉書店 2007.1 451.64 ﾖｼ
1104418672 日本の気候 倉嶋 厚/著 古今書院 1985.1 451.91 ｸﾗ
1109096769 日本のお天気 清水 昭邦/著 山海堂 2007.1 451.91 ｼﾐ
1108034494 日常の気象事典 平塚 和夫/編 東京堂出版 2000.3 451.91 ﾋﾗ
1107170562 お天気50年 清水 昭邦/著 山海堂 1997.1 451.98 ｼﾐ

1109450681
(館内利用のみ）

台風・気象災害全史 宮澤 清治/編 日外アソシエーツ 2008.7 R451.98 ﾀｲ

1108197749 気象災害の予測と対策 饒村 曜/著 オーム社 2002.8 451.98 ﾆﾖ
1107745052 近・現代日本気象災害史 宮沢 清治/著 イカロス出版 1999.6 451.98 ﾐﾔ
1108172580 災害ドクター、世界を行く! 金田 正樹/著 東京新聞出版局 2002.6 498.89 ｶﾈ
1109346727 経験から学ぶ大規模災害医療 丸川 征四郎/編著 永井書店 2007.4 498.89 ﾏﾙ
1107767962 土石流災害 池谷 浩/著 岩波書店 1999.1 517.4 ｲｹ

1108571280
地質・砂防・土木技術者/研究者のための土石流の機構と対
策(New field science series)

高橋 保/著 近未来社 2004.9 517.4 ﾀｶ

1106683400 洪水とアメリカ 米国河川研究会/編著 山海堂 1994.12 517.4 ﾍﾞｲ
1106482289 都市型水害と過疎地の水害 山崎 憲治/著 築地書館 1994.3 517.4 ﾔﾏ
1109552494 21世紀の河川学 芦田 和男ほか/著 京都大学学術出版会 2008.12 517.5 ﾆｼ
1108652904 洪水の水理と河道の設計法 福岡 捷二/著 森北出版 2005.1 517.5 ﾌｸ
1108610029 日本の放水路 岩屋 隆夫/著 東京大学出版会 2004.11 517.56 ｲﾜ

1109511160 実務者のための水防ハンドブック
国土交通省国土技術政策総合
研究所/監修

技報堂出版 2008.1 517.57 ｼﾂ

1108391530 図説河川堤防 中島 秀雄/著 技報堂出版 2003.9 517.57 ﾅｶ
1108441006 四季の海洋気象がわかる本 中井 俊介/著 成山堂書店 2003.12 557.35 ﾅｶ
1107306885 海洋気象講座 福地 章/著 成山堂書店 1997.7 557.35 ﾌｸ
1109475232 これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭/著 岩波書店 2008.8 ﾃｺ J369 ｶﾜ
1109650065 あっぱれ!てるてる王子 コマヤスカン/作 講談社 2009.4 E ｺﾏ 児童書
1107767659 台風にのる ジョアンナ・コール/文 岩波書店 1999.1 E ｺﾙ 児童書
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1107268499 ふるさとのくらし日本のまちとむら　8 小峰書店 1997.4 J290 ﾌﾙ 児童書
1108889280 日本を守る安全のエキスパート　2自然災害をくいとめる 深光 富士男/著 学研 2006.2 J317 ﾌｶ 児童書
1108889290 日本を守る安全のエキスパート　3消防と防災の未来をきずく 深光 富士男/著 学研 2006.2 J317 ﾌｶ 児童書
1108493595 まちの施設たんけん　5 林 義人/文 小峰書店 2004.4 J318 ﾊﾔ 児童書
1109414729 いのちを守る!災害対策大百科　1災害はこうしておきる! 藤吉 洋一郎/監修 日本図書センター 2008.3 J369 ｲﾉ 児童書
1109414738 いのちを守る!災害対策大百科　2災害がおきたらこうなる! 藤吉 洋一郎/監修 日本図書センター 2008.3 J369 ｲﾉ 児童書
1109414747 いのちを守る!災害対策大百科　3災害がおきたらこうしよう! 藤吉 洋一郎/監修 日本図書センター 2008.3 J369 ｲﾉ 児童書

1106994400 台風(災害とたたかう) ジャクリーン・ディニーン/著 偕成社 1996.4 B J369 ｻｲ 児童書

1108870654 世界の災害の今を知る（水と風の災害・2） 文溪堂 2006.3 J369 ｾｶ 児童書
1108881353 世界の災害の今を知る（水と風の災害・3） 文溪堂 2006.3 J369 ｾｶ 児童書
1108823903 防災授業僕たち自然災害を学び隊! 山本 哲朗/著 電気書院 2005.5 J369 ﾔﾏ 児童書
1108759544 災害・状況別防災絵事典 山村 武彦/監修 PHP研究所 2005.9 J369 ﾔﾏ 児童書
1109111711 科学で防災&サバイバル大百科 夏 緑/著 童心社 2007.2 J407 ﾅﾂ 児童書
1104802979 ぼくらの天文・気象・地球 岩崎書店 1987.2 B J440 ﾑﾗ 児童書
1108151525 地球気象探険 マイケル・アラビー/文 福音館書店 2002.4 J451 ｱﾗ 児童書

1107657595 気象(ビジュアル学習図鑑ディスカバリー) デイビッド・エリヤード/編集顧問 金の星社 1998.3 J451 ｴﾘ 児童書

1108014900
台風のついせき竜巻のついきゅう(かこさとし大自然のふしぎ
えほん)

かこ さとし/作 小峰書店 2001.7 J451 ｶｺ 児童書

1108726570 お天気大作戦 富沢 勝/監修 誠文堂新光社 2005.7 J451 ﾄﾐ 児童書
1108100295 調べよう天気と暮らし 日本気象協会/編著 ポプラ社 2001.4 J451 ﾆﾎ 児童書
1108576929 お天気おねえさんのお仕事 真壁 京子/著 PHP研究所 2004.1 J451 ﾏｶ 児童書
1106975030 たのしいお天気学 小峰書店 1996.3 B J451 ﾔﾊﾞ 児童書
1108891251 すぐに役立つ救急手当 浅井 利夫/監修 汐文社 2006.4 J492 ｱｻ 児童書

1109412733 手紙を書こう! 山崎 順子/監修 鈴木出版 2008.4 J816 ﾃｶ 児童書

1109398160 みかんの花メール
河島 憲代/作　なかがみ いくよ/
絵

ひくまの出版 2008.3 J913 ｶﾜ 児童書

1109186599 バスの屋根の上で
白木 惠委子/著 うすい しゅん/
絵

けやき書房 2007.6 J913 ｼﾗ 児童書

1109220091 ざわざわ森のがんこちゃんフーフーまるがやってくる! 末吉 暁子/文 武田 美穂/絵 講談社 2007.7 J913 ｽｴ 児童書

1107011726 うちの庭に舟がきた
増田 みず子/著 竹内 美紀/挿
画

河出書房新社 1996.5 B J913 ﾏｽ 児童書

1104837615 台風がやってきた 神戸 淳吉/著 高田 勲/絵 偕成社 1986.12 B J916 ｶﾝ 児童書
1105315310 町が海におそわれた 神山 征二郎/文 高田 勲/絵 学研 1989.7 B J916 ｺｳ 児童書
1190094784 たいふうがやってきた(げんきななかまシリーズ) 菅原 十一 /脚本 多田 ヒロシ/ 童心社 1996.9 K 紙芝居
1190094416 たいふうがくるぞ(安全紙芝居 あぶない!そのときどうする?) 菊池 俊/作 宮崎 耕平/画 教育画劇 1996.8 K 紙芝居
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