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○土砂災害（地すべり、山崩れ）関連図書

1
気象災害から身を守る大切なことわざ　豪雨・台風・津
波……日本人が言い伝えてきた知恵と行動

弓木春奈／著
河出書房新社
２０１７．１２

「蛇抜けの前は、きな臭い」「海鳴が聞こえると暴風雨」…。各地で言い伝えられてき
た「教訓」は、異常気象の時代に生きる私たちを守ってくれる。命を脅かす危険からい
ち早く逃れるために覚えておきたい「警句」をやさしく解説する。

451.9
ﾕﾐｷ

1016531004

2 地すべり山くずれの実際　地形地質から土砂災害まで 高谷精二／著
鹿島出版会
２０１７．１

都市に発生する地すべり、崖くずれ、高速道路の法面崩壊など、かつて山中で起こっ
ていた現象が我々の身近に起こっている。近年の災害事例及び地形地質学の知見
を踏まえ、地すべり・山くずれ・斜面崩壊等に関する専門基礎的な内容を多面的に解
説する。

455.8
ﾀｶﾔ

1016529586

3 地盤災害から身を守る　安全のための知識 桑原啓三／著
古今書院
２００８．１１

全シリーズ「日本の歴史災害」において述べられた趣旨をどういうかたちで実現したら
よいかを考える新シリーズ。本巻では、地震災害をとりあげ、具体的にどのような災
害が起こるかを解説し、その防災方法を提示する。

369.3
ｸﾜﾊ

1015299413

4 崩壊の場所 千木良雅弘／著
近未来社
２００７．１０

455.8
ﾁｷﾗ

1015798133

5 地すべり　地形地質的認識と用語

日本地すべり学
会地すべりに関
する地形地質用
語委員会／編

日本地すべり
学会

２００４．７

455.8
ﾆﾎﾝ

1018643872

6 危ない地形・地質の見極め方 上野将司／著
日経ＢＰ社
２０１２．８

法面やトンネルの工事中に遭遇したトラブル事例をもとに、被害を防ぐための調査・
設計の着眼点を示す。日経コンストラクションの連載コラムを再編集し、新たなトラブ
ル事例や基礎的な説明を追加した。

455.8
ｳｴﾉ

1015942749

7 技術者に必要な地すべり山くずれの知識 高谷精二／著
鹿島出版会
２００８．６

これから地すべりや山くずれに関連した仕事に就く人、初めて学ぶ人のために、自然
環境の保全と防災という観点から、専門科目を横断する総合的な視野で、基礎的な
知識をわかりやすく解説した入門書。

455.8
ﾀｶﾔ

1015259003

8 動くとき、動くもの 青木奈緒／著
講談社

２００２．１１

２５年前、祖母・幸田文が訪ねた日本各地の崩壊地を、孫の青木奈緒が再訪した。時
の流れと人のつながりに想いをこめて、確かな筆致で綴る感動の体験紀行。巻頭に
は崩れた姿をカラー写真で紹介。

916
ｱｵｷ

1014024838

9 山崩れ・地すべりの力学　地形プロセス学入門 松倉公憲／著
筑波大学
出版会

２００８．１０

山崩れ、地すべりがなぜ起こるか、そのメカニズムをやさしく解説した入門書。斜面プ
ロセスの基本となる岩石・土の物性を解説し、斜面プロセスにまつわる斜面安定解析
の方法を、実際の解析例を提示しながら説明。

455.8
ﾏﾂｸ

1015363490

10 深層崩壊　どこが崩れるのか 千木良雅弘／著
近未来社
２０１３．１０

人口密集地帯のすぐ近くには山地が控えており、いつ深層崩壊や天然ダムの形成が
起こり、都市部が脅威に晒されるかわからない。山はなぜ動き、崩れるのか。“深層
崩壊の真相”に迫る。

455.8
ﾁｷﾗ

1016061556

○災害防止関連図書

11 「もしも」に役立つ！おやこで防災力アップ 今泉マユ子／著
清流出版
２０１７．８

災害が起きてからできることは限られているが、今できることはたくさんある。親子で
一緒に防災力をアップし、「もしも」に備える１冊。様々な場所別の防災シミュレーショ
ン、かんたんな防災即食レシピなどを紹介する。

369.3
ｲﾏｲ

1016510206

12 公民館における災害対策ハンドブック
全国公民館連合
会／編著

第一法規
２０１７．６

公民館の避難所としての機能を高めるために、平時の防災対策だけではなく、災害
対策に備えて事前に準備すべき事項、避難所運営に必要なポイントなどを解説。公
民館職員による智恵や経験など先進的な実践例も紹介する。

369.3
ｾﾝｺ

1016487009

※このほかにも多くの関連資料があります。 

 調査相談カウンターでお問い合わせください。 201８.６.８ 福井県立図書館 

https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1110298592
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1110298592
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1110293762
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104793566
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1105046074
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1110210363
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1105107012
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104764283
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104309381
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104789182
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1105203123
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1110275047
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13 くらしの防災　いのちを守り「災後」を生きるために 坂本廣子／著
メタモル出版
２０１７．２

阪神大震災を体験して気づいた「ほんとうの防災」とは。「食」を中心とした暮らしのユ
ニバーサル防災を「台所防災術」として頑張らない防災を推進している著者がまとめ
た集大成。

369.3
ｻｶﾓ

1016453852

14
地域防災とまちづくり　みんなをその気にさせる災害図
上訓練

瀧本浩一／著
イマジン出版
２０１６．１１

自主防災組織や自治会、コミュニティーはどのような手順で防災を始め、進めていけ
ばよいのか。また、それを持続するための工夫とはなにか。まちづくりと防災を知り尽
くした著者がわかりやすく提言する。

369.3
ﾀｷﾓ

1016490110

15
地震・台風・土砂災害・洪水から家族を自分で守る防
災完全マニュアル

河野太郎／著
講談社

２０１６．９

都会と地方に住む４つの家族のケーススタディは、激甚化する災害を前に、日本人１
００％の命を救う。防災担当大臣が、６カ月の時間を費やし、「防災４．０」未来構想プ
ロジェクトの議論を踏まえてまとめた決定版。

369.3
ｺｳﾉ

1016397588

16 防災グッズ大図鑑　“プロ”が厳選＆指南！
プレジデント社

２０１６．９

地震などに遭遇した時に「何があれば生命を守れ、生き抜くことができるのか」という
点にフォーカスした防災グッズと、どのように対処すべきかをプロが指南する。地震に
強い家づくりも紹介する。

369.3
ﾎｳｻ

1016366542

17 もしものときに役立つわが家の防災ハンドブック 山村武彦／監修
家の光協会
２０１６．６

近年増え続けている自然災害。自分や家族の命を守り被害を最小限に抑えるために
は何が必要なのか。発生時に慌てないための正しい知識や事前の対策、応急処置
の方法などを詳しく紹介。自宅に常備したい１冊。

369.3
ﾓｼﾓ

1016376384

18 タイムライン　日本の防災対策が変わる 松尾一郎／編著
日刊建設

工業新聞社
２０１６．４

最近の台風・洪水・土砂の災害で自治体の対応の遅れや不備が指摘される中、注目
される「タイムライン」防災を詳細に紹介。これを読めば、タイムラインがわかる、出来
る、作れる。

369.3
ﾀｲﾑ

1016340265

19 災害情報学事典
日本災害
情報学会／編

朝倉書店
２０１６．３

災害情報学の基礎知識を見開き形式で解説。災害の備えや事後の対応・ケアに役
立つ情報も網羅。「災害時の情報」「行政」「災害心理」「企業と防災」など６部で構成。
行政・メディア・企業などの防災担当者必携。

369.3
ﾆﾎﾝ

1016332478

20 防災教育の不思議な力 諏訪清二／著
岩波書店
２０１５．１１

今、必要な防災教育とは。全国の高校で唯一の防災科として注目を集めた兵庫県立
舞子高校環境防災科で長く防災教育プログラムの開発に携わってきた著者が、豊富
な実践経験をもとにこれからの防災教育のあり方を語る。

374.9
ｽﾜ

1016310011

21 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／著
創元社

２０１５．４

災害では必ず「想定外」のことが起きる。本書は、小・中・高校の教師が防災教育で参
考にし、さらに行政の防災関係の職員が日常的に使用参照できる内容を備えた、従
来にない教育重視の総合的防災マニュアル。

369.3
ｼﾊﾔ

1018586071

22 新・人は皆「自分だけは死なない」と思っている 山村武彦／著
宝島社

２０１５．４

阪神淡路大震災、新潟県中越地震、スマトラ沖地震、東日本大震災など、甚大な被
害をもたらす災害が頻発するのに、なぜ人は“防災”ができないのか。その心理を解
明し、その上で何ができるのかを紹介。

369.3
ﾔﾏﾑ

1018586188

23 子どもの命と向き合う学校防災 数見隆生／著
かもがわ出版

２０１５．４

大川小をはじめ東日本の被災校を検証、大震災の問題と課題を整理し、教訓として
提起。東南海地域の沿岸部の学校８１５校の防災の調査と、千葉県南房総市におけ
る学校防災の実践研究の成果と課題についても綴る。

374.9
ｶｽﾐ

1018581064

24 土砂災害から命をまもる　砂防副読本
土砂災害防止広
報センター

土砂災害防止
広報センター
２０１６．１

369.3
ﾄｼﾔ

1018614360

25 土砂災害と防災教育　命を守る判断・行動・備え
檜垣大助／ほか
編

朝倉書店
２０１６．２

土砂災害による被害軽減のための防災教育の必要性が高まっている。小・中学校で
の防災学習、地域住民によるハザードマップ作りや一般市民向けの防災講演、防災
教材の開発事例など、専門家による様々な試みを紹介。

374.9
ﾄｼﾔ

1016328377

26 防災に関する世論調査　201711　平成２９年１１月調査 内閣府／［編］
内閣府大臣官房

政府広報室
［２０１７］

361
Ｎ7
167-17

1018654499

https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1110236919
https://www.library.pref.fukui.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1110219829
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