
資料展示リスト（2016年 1月 15日～2016年 2月 14日） 

 

 

「災害を記憶する」 
           ―東日本大震災から５年・カスリーン台風から６９年― 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災から間もなく５年が経ちます。次なる災害への備えとして、過去の災害の

経験を後世へと引き継いでいくことが、私たちに求められています。 

本展示では、カスリーン台風による水害や、関東大震災、西埼玉地震、阪神・淡路大震

災、東日本大震災に関する資料を紹介します。 

「災害は忘れた頃にやってくる」、図書館は災害を記憶しています。ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
携帯用 QR コード 

埼玉県立久喜図書館資料展 

 

■ 展示中の図書資料は、一部を除き貸出可能です。 

■ 雑誌資料は、東日本大震災に関する特集を掲載した雑誌のうち、各誌代表的な刊号を 

1 誌選択し、展示・掲載対象としています。 

■ 展示中の雑誌資料は、刊行後 2 年以上が経過しているため、資料保存のために貸出で 

きませんが、コピーは可能です（劣化資料を除く定められた範囲内）。 

 

埼玉県のマスコット コバトン 



請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

S290.1/ｻ/
埼玉県東部低地の風土と人間生活　特に水塚を事
例として

小林文男／著 1987

S517.5/ﾐｽ/
水防災拠点としての「鎮守の森」「水塚」の保全に関
する調査研究報告書

彩の川研究会 2010

S290.1/ﾛﾝ/ 論集　江戸川
「論集江戸川」編集委員会
／編著

2006

S369.3/ｱﾒ/ アメリカから見たカスリーン台風
国土交通省関東地方整備
局利根川上流工事事務所

2002

369.33/ｶｽ/
カスリーン台風水害点描    昭２２．９．１６〜２２．１
０．１５

横田実著
建設省関東地方建設局江
戸川工事事務所

S369.3/ｺｳ/ 洪水、天ニ漫ツ 高崎哲郎著 講談社 1997

S369.3/ｶｽ/ カスリーン台風
茨城新聞社／〔ほか〕共同
編

カスリーン台風写真集刊行
委員会

1997

S517/ｻ/ 明治四十三年埼玉県水害誌 埼玉県編 埼玉県立浦和図書館 1987
D517.4/ｵ/ 大水のはなし 日本河川協会 1991
R517.4/ｶ/ 関東地方水害写真集 建設省関東地方建設局 1982
S517/ｻ/ 昭和２２年９月埼玉県水害誌 埼玉県編 1950
S517/ｻ/ 昭和２２年９月埼玉県水害誌附録写真帳 埼玉県編 1950

D517.2/ﾄﾞ/ 河川文化のレジェンド 土木研究所編
建設省土木研究所河川部
総合治水研究室

1992

S517.2/ｱﾗ/ 荒川氾濫シミュレーションＣＤ－ＲＯＭ
建設省荒川上流工事事務
所

1999

D517.21/ｶｾ/ 河川オーラルヒストリー 西川喬著 日本河川協会 2003

R519.9/ｶ/ 関東地区災害科学資料センター文献目録  その２
関東地区災害科学資料セ
ンタ－

1972

451.9/ﾀ/ 国土の変貌と水害 高橋裕著 岩波新書 1984
517.5/ｺ/ これだけは知っておきたい水害対策１００のポイント 水谷武司著 鹿島出版会 1985
519.5/Sh93/ 自然災害・公害対策技術シリーズ  第５      風水害 公害と防災編集委員会編 白亜書房 1966
D517/Ka59/ 水害の記録    関東地方 建設省関東地方建設局編 河川環境管理財団 1982
517.4/ﾔ/ 都市型水害と過疎地の水害 山崎憲治著 築地書館 1994
517/Ko29/ 日本の水害    天災か人災か 小出博編著 東洋経済新報社 1955

請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

702.16/ﾚｷ/ 歴史と文学・芸術　関東大震災
共立女子大学総合文化研
究所神田分室

2004

778.7/ｶﾝ/
関東大震災と記録映画    都市の死と再生　シンポジ
ウム報告論集

東京大学大学院人文社会
系研究科２１世紀ＣＯＥプロ
グラム「生命の文化・価値を
めぐる『死生学』の構築」

2004

914.6/ﾌ/ 福原麟太郎随想全集  ８ 福原麟太郎著 福武書店 1982

R210.69/ｼ/
新聞集成大正編年史  大正１２年度版　下　関東大
震災期（９月） ～（１２月）

明治大正昭和新聞研究会 1985

S210/ｻ/ 埼玉県北足立郡大正震災誌 埼玉県北足立郡編 大和学芸図書 1981

D519.3/ｼﾝ/ 震災とアスベスト    阪神・淡路大震災の教訓から
ひょうご労働安全衛生セン
ター編

2009

493.937/ﾊﾝ/ 阪神・淡路大震災と子どもの心身 服部祥子・山田冨美雄編 名古屋大学出版会 1999

453.2/ﾜ/
科学的によくわかる地震読本    阪神淡路大震災の
記録

和田章著 新風書房 1996

453.2/ｱ/ 阪神・淡路大震災誌    １９９５年兵庫県南部地震
朝日新聞大阪本社「阪神・
淡路大震災誌」編集委員
会編

朝日新聞社 1996

453.2/ｾﾞ/ 阪神・淡路大震災その被害と復旧 全日本建設技術協会 1995
490.6/ｺ/ 震    阪神・淡路大震災記録集 神戸市医師会編 1995

498.1/ﾊ/
被災者の健康と新しい街づくりを願って    阪神・淡路
大震災健康被害調査報告

健康被害実態調査委員会
編

1996

D519.1/ｺ/ 阪神・淡路大震災水道復旧の記録 神戸市水道局編 1996
519.8/ｶ/ 都市大災害    阪神・淡路大震災に学ぶ 河田恵昭著 近未来社 1995

S369.3/ﾊ/ 阪神・淡路大震災支援体験集
埼玉県環境部消防防災課
編

1996

D518.1/ﾋｶ/ 東日本大震災水道施設被害状況調査・最終報告書 水道産業新聞社 2014

D498.14/ﾘﾊ/
リハビリ専門職たちの手記    東日本大震災ボラン
ティア活動記録

ｆａｃｅ　ｔｏ　ｆａｃｅ東日本大
震災リハネットワーク編

2014

D498.0212/ﾋｶ/東日本大震災記録集    ２０１１．３．１１ 福島県医師会 2013

地震に関する図書

災害に関する図書
水害に関する図書

 

災害に関する図書 



雑誌名 巻号 出版者
遺伝 2011年11月 エヌ・ティー・エス
エネルギーフォーラム 2011年7月 エネルギーフォーラム
海洋と生物 2011年10月 生物研究社
化学 2011年5月 化学同人 
科学 2011年10月 岩波書店
化学と生物 2011年12月 日本農芸化学会
現代化学 2011年9月 東京化学同人
地震 2012年3月 地震学会
自然保護 2012年3・4月 日本自然保護協会
地球 2013年1月 海洋出版
地質学雑誌 2012年5月 日本地質学会 
日経サイエンス 2011年6月 日経ＢＰ社
日本地震学会ニュースレター 2011年5月 日本地震学会
日本の科学者 2012年3月 日本科学者会議
ニュートン 2011年6月 ニュートンプレス
むし 2011年11月 むし社
理大科学フォーラム 2011年7月 東京理科大学

雑誌名 巻号 出版者
看護 2013年2月 日本看護協会出版会
総合リハビリテーション 2012年3月 医学書院
がんサポート 2011年6月 エビデンス社
教育と医学 2011年11月 慶應義塾大学出版会
公衆衛生 2012年12月 医学書院
最新医学 2012年3月増刊 最新医学社
チャイルドヘルス 2012年9月 診断と治療社
治療 2011年8月 南山堂
日経メディカル 2012年Ｗｉｎｔｅｒ特別増刊 日経ＢＰ社
複十字 2011年5月 結核予防会
訪問看護と介護 2013年3月 医学書院
保健医療科学 2011年8月 国立保健医療科学院
保健の科学 2011年12月 杏林書院
メディカル朝日 2011年5月 朝日新聞社
目で見るWHO 2011年夏 日本ＷＨＯ協会
老年精神医学雑誌 2012年2月 ワールドプランニング

雑誌名 巻号 出版者
栄養と料理 2011年6月 女子栄養大学出版部
OHM 2012年8月 オーム社
化学工学 2012年3月 化学工学会
環境と公害 2011年7月 岩波書店
建築技術 2011年9月 建築技術
建築雑誌 2011年10月 日本建築学会
建築施工単価 2012年秋 経済調査会
建築知識 2011年5月 エクスナレッジ
工場管理 2011年8月 日刊工業新聞社
CQ ham radio 2012年5月 CQ出版社

東日本大震災に関する雑誌
自然科学分野の雑誌

健康医療分野の雑誌

技術工業分野の雑誌

 

東日本大震災に関する雑誌 

自然科学分野の雑誌 



雑誌名 巻号 出版者
商店建築 2012年3月 商店建築社
情報管理 2012年12月 科学技術振興機構情報事業本部
情報処理 2011年9月 情報処理学会 
情報の科学と技術 2012年9月 情報科学技術協会 
食と健康 2011年7月 日本食品衛生協会
新建築 2011年5月 新建築社
生活と環境 2011年7月 日本環境衛生センター
積算資料 2011年11月 経済調査会
設備と管理 2012年9月 オーム社
食べもの通信 2011年5月 食べもの通信社　合同出版
鉄道と電気技術 2011年9月 日本鉄道電気技術協会
電気と工事 2011年6月 オーム社 
電気評論 2012年7月 電気評論社
電子情報通信学会誌 2012年3月 電子情報通信学会 
都市と廃棄物 2011年6月 環境産業新聞社
土木学会誌 2012年3月 土木学会
土木技術 2012年3月 土木技術社
土木施工 2011年12月 インデックス出版
日経エコロジー 2011年5月 日経ＢＰ社
日経ものづくり 2011年4月 日経ＢＰ社
人間工学 2012年vol.48　no.3 日本人間工学会
廃棄物 2013年3月 日報ビジネス
水 2011年6月 水発行所

雑誌名 巻号 出版者
アサヒカメラ 2011年9月 朝日新聞社
キネマ旬報 2011年5月上旬 キネマ旬報社
サッカーマガジン 2011年4月5日 ベースボールマガジン社
週刊ベースボール 2011年4月11日 ベースボールマガジン社
テアトロ 2012年5月 カモミール社
悲劇喜劇 2011年6月 早川書房
文化財 2012年4月 第一法規
レクルー 2013年12月 日本レクリエーション協会

雑誌名 巻号 出版者
現代詩手帖 2011年5月上旬 思潮社
詩と思想 2011年10月 土曜美術社
小説現代 2011年5月上旬 講談社
新潮 2012年4月 新潮社
すばる 2011年7月 集英社
短歌 2011年6月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
日本語学 2012年5月 明治書院
農民文学 2011年朱夏 日本農民文学会
俳句 2012年1月増刊 角川書店
民主文学 2013年3月 日本民主主義文学会

技術工業分野の雑誌

芸術分野の雑誌

文学分野の雑誌

 

 

技術工業分野の雑誌 


