
BS 1 養護教育と「トリアージ」 「子どもと健康」編集委員会 労働教育センター
BS 2 巨大地震 権威16人の警告 (文春新書) 『日本の論点』編集部 文藝春秋 2011
BS 3 土と基礎の振動 F.E.リチャート.Jr、J.R.ホール.Jr. 鹿島出版会
BS 4 子どもを守る防災手帖 MAMA-PLUG KADOKAWA 2016

BS 5
相模原　市民がつくる総合雑誌　アゴラ　2012年春　No，60　特集　人の集まる所で大きな地震に
遭遇！あなたはどう動く！？

アゴラ相模原編集委員会
アゴラ相模原編集委員
会

BS 6 岩石と文明―25の岩石に秘められた地球の歴史(上)（下） ドナルド・R・プロセロ 築地書館 2021
BS 7 東京は60秒で崩壊する！ ピーター ハッドフィールド ダイヤモンド社

BS 8 モザンビークと2000年の大洪水 フランシス・クリスティー
財団法人　国際開発セ
ンター

BS 9 防災かあさん みんなの防災部 羽鳥書店 2015
BS 10 津波の霊たち: 3・11 死と生の物語 (ハヤカワ文庫NF) リチャード ロイド パリー 早川書房 2021
BS 11 地震イツモノート : 阪神・淡路大震災の被災者167人にきいたキモチの防災マニュアル 渥美公秀 木楽舎 2007
BS 12 活断層とは何か 安隆， 池田 東京大学出版会 1996
BS 13 東日本大震災　復興への提言―持続可能な経済社会の構築 伊藤 滋 東京大学出版会 2011

BS 14
大規模災害に強い自治体間連携 ― 現場からの報告と提言 (早稲田大学ブックレット＜「震災後」
に考える＞)

稲継 裕昭 早稲田大学出版部 2012

BS 15 災害社会学入門 [シリーズ災害と社会 第1巻] 浦野 正樹 弘文堂 2007
BS 16 復興〈災害〉――阪神・淡路大震災と東日本大震災 (岩波新書) 塩崎 賢明 岩波書店 2014
BS 17 災害に強い電力ネットワーク―スマートグリッドの基礎知識 (早稲田大学ブックレット＜「震災後」に 横山 隆一 早稲田大学出版部 2011
BS 18 災害時にこそ問われる学級経営力―岩手・三陸編　 (早稲田大学ブックレット＜「震災後」に考える 河村 茂雄 早稲田大学出版部 2011

BS 19
《当事者》としていかに危機に向き合うか ― 震災復興の政治経済学を求めて② (早稲田大学ブッ
クレット＜「震災後」に考える＞)

河野 勝 早稲田大学出版部 2012

BS 20 宅地の防災学: 都市と斜面の近現代 (学術選書) 釜井俊孝 京都大学学術出版会 2020
BS 21 埋もれた都の防災学: 都市と地盤災害の2000年 (学術選書) 釜井俊孝 京都大学学術出版会 2016
BS 22 生き抜くための地震学―京大人気講義 (ちくま新書) 鎌田 浩毅 筑摩書房 2013
BS 23 富士山噴火―ハザードマップで読み解く「Xデー」 (ブルーバックス) 鎌田 浩毅 講談社 2007
BS 24 地震の日本史―大地は何を語るのか (中公新書) 寒川 旭 中央公論新社 2007
BS 25 図解入門よくわかる最新音響の基本と仕組み (How‐nual Visual Guide Book) 岩宮 眞一郎 秀和システム 2007
BS 26 三陸海岸大津波 (文春文庫) 吉村 昭 文藝春秋 2004
BS 27 土の力学 近藤博 東海大学出版会 2001
BS 28 地区の減災　まちづくりガイドライン 減災まちづくり研究会 名古屋まちづくり公社
BS 29 地下水・湧水の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ13) 公益社団法人 日本地下水学会 成山堂書店 2020
BS 30 大地震は近づいているか (ちくまプリマーブックス) 溝上 恵 筑摩書房 1992
BS 31 河川工学 高橋 裕 東京大学出版会 1990
BS 32 災害伝承―命を守る地域の知恵 高橋 和雄 古今書院 2014
BS 33 巨大地震の日 ―命を守るための本当のこと (集英社新書) 高嶋 哲夫 集英社 2006
BS 34 南海トラフ地震 (岩波新書) 山岡 耕春 岩波書店 2016
BS 35 東北発の震災論―周辺から広域システムを考える (ちくま新書) 山下 祐介 筑摩書房 2013
BS 36 阪神大震災の教訓 山室寛之 第三書館
BS 37 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 本の泉社 2018
BS 38 大震災を生き抜く　「阪神」が教える危機管理 時事通信社編集局 時事通信社
BS 39 低周波音被害を追って?低周波音症候群から風力発電公害へ 汐見文隆 寿郎社 2016
BS 40 大震災以後 室崎 益輝 岩波書店 1998

防災（BS）―市民科学研究室「科学と社会を調べる図書室」書籍リスト



BS 41 地球学入門―惑星地球と大気・海洋のシステム 酒井 治孝 東海大学出版会 2003
BS 42 神戸発阪神大震災以後 (岩波新書 新赤版 397) 酒井 道雄 岩波書店 1995
BS 43 動く大地を読む 松田時彦 株式会社岩波書店
BS 44 地震予報のできる時代へ 森谷 武男 青灯社 2009
BS 45 地震予知と社会 神沼克伊 古今書院
BS 46 大地の動きをさぐる (岩波科学の本) 杉村 新 岩波書店 1973
BS 47 大震災でネットはどう使われたか (洋泉社MOOK) 杉本 古関 洋泉社 2011

BS 48 阪神大震災が問う現代技術 星野芳郎
株式会社技術と人間
／高橋昇

BS 49 検証・危険列島 生越忠 日本文芸社
BS 50 阪神大震災と外国人 石井昭男 株式会社明石書店
BS 51 大地動乱の時代: 地震学者は警告する (岩波新書) 石橋 克彦 岩波書店 1994
BS 52 人は何を築いてきたか 石川悌二 株式会社山海堂

BS 53
東日本大震災とコンビニ―便利さ（コンビニエンス）を問い直す (早稲田大学ブックレット＜「震災
後」に考える＞)

川邉 信雄 早稲田大学出版部 2011

BS 54 女性×男性の視点で総合防災力アップ 浅野幸子 財団法人日本防災協
BS 55 国土と日本人　- 災害大国の生き方 (中公新書) 大石 久和 中央公論新社 2012
BS 56 超巨大地震に迫る 日本列島で何が起きているのか (NHK出版新書) 大木 聖子 NHK出版 2011
BS 57 地震と噴火は必ず起こる (新潮選書) 巽 好幸 新潮社 2012
BS 58 中央評論　特集　三・一一複合災害と日本の課題　No，278 中央評論編集部 中央大学出版部
BS 59 早く的確な救援のために― 初動体制ガイドラインの提案 (早稲田大学ブックレット＜「震災後」に考 中村 民雄 早稲田大学出版部 2012
BS 60 都市崩壊の科学―追跡・阪神大震災 (朝日文庫) 朝日新聞大阪科学部 朝日新聞社 1996
BS 61 震災恐慌!～経済無策で恐慌がくる! 田中 秀臣 宝島社 2011
BS 62 津波に負けない建物づくり・まちづくり 田中 礼治 相模書房 2012
BS 63 大震災その時どうする?生き残りマニュアル 渡辺実 日本経済新聞出版 2005
BS 64 首都水没 (文春新書) 土屋 信行 文藝春秋 2014
BS 65 水害列島 (文春新書) 土屋信行 文藝春秋 2019
BS 66 低周波音- 低い音の知られざる世界 - (音響サイエンスシリーズ 16) 土肥 哲也 コロナ社 2017
BS 67 地震はどこに起こるのか―地震研究の最前線 (ブルーバックス) 島村 英紀 講談社 1993
BS 68 日本人が知りたい巨大地震の疑問50 (サイエンス・アイ新書) 島村 英紀 SBクリエイティブ 2011

BS 69
日本人が知りたい地震の疑問66 地震が多い日本だからこそ 知識の備えも忘れずに! (サイエン
ス・アイ新書)

島村 英紀
ソフトバンククリエイティ
ブ

2008

BS 70 倒壊―大震災で住宅ローンはどうなったか (ちくま文庫) 島本 慈子 筑摩書房 2005
BS 71 日本人は知らない「地震予知」の正体 東京大学理学部教授 ロバート・ゲラー双葉社 2011
BS 72 社会学評論　255 日本社会学会 有斐閣
BS 73 東日本大震災住まいと生活の復興―住宅白書〈2011‐2013〉 日本住宅会議 ドメス出版 2013
BS 74 土を築き木を構えて 日野幹雄 森北出版株式会社
BS 75 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 中央公論新社 2008

BS 76 災害時地域FM放送運営ガイド 復興FMネットワーク
日本フィランソロピー協
会

BS 77 現代思想2011年5月号　特集=東日本大震災　危機を生きる思想 柄谷 行人 青土社 2011
BS 78 人が死なない防災 (集英社新書) 片田 敏孝 集英社 2012
BS 79 震災と死者 ――東日本大震災・関東大震災・濃尾地震 (筑摩選書) 北原 糸子 筑摩書房 2021
BS 80 国土崩壊 「土堤原則」の大罪 北村 精男 幻冬舎 2020
BS 81 私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか 自然災害が突き付けるニッポンの超難問 木村 駿 日経BP 2021



BS 82 世界一おいしい火山の本―チョコやココアで噴火実験 (自然とともに) 林 信太郎 小峰書店 2006
BS 83 日本列島の「でこぼこ」風景を読む 鈴木 毅彦 ベレ出版 2021

BS 84
巨大災害を乗り切る地域防災力 ハードとソフトで高める住民・行政協働の災害対策 (静岡学術出
版教養ブックス)

鈴木 猛康 静岡学術出版 2011

BS 85
首都圏大地震リアル対策book―徹底的に聞いて調べて考えました!こうすれば地震に負 (双葉社
スーパームック)

双葉社 2007

BS 86 週刊朝日　臨時増刊　空前のM9.0！！　原発・大震災サバイバルガイドブック 朝日新聞出版

BS 87 東京防災
東京都総務局総合防
災部防災管理課


