
災害に備える　防災
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

首都直下地震に備える埼玉減災プラン
埼玉県（危機管理防災

部危機管理課）
2015 S317.8/ｼﾕ

自主防災組織の防災点検シート
埼玉県危機管理防災部

危機管理課
2013 S318.8/ｼｼ

鴻巣市防災マップ
鴻巣市市民環境部くらし

支援課
2008 S318.814/ｺｳ

鴻巣市防災マップ　みんなの防災手帳　別冊 鴻巣市／〔編〕 鴻巣市 2016 S318.814/ｺｳ

入間市防災ハザードマップ 入間市防災防犯課 2009 S318.825/ｲﾙ

熊谷市防災ハザードマップ
熊谷市市長公室危機管

理室／〔編〕

熊谷市市長公室危機管

理室
2016 S318.857/ｸﾏ

深谷市洪水ハザードマップ 深谷市 2009 S318.858/ﾌｶ

深谷市地震ハザードマップ 深谷市 2009 S318.858/ﾌｶ

寄居町防災読本　平成２５年２月改訂 寄居町 2013 S318.8596/ﾖﾘ

加須市防災マップ　震災対策用 加須市 2002 S318.862/ｶｿ

北川辺町洪水・地震ハザードブック
北川辺町総合政策課／

企画・編集　ほか
北川辺町 2009 S318.867/ｷﾀ

大利根町洪水避難地図　洪水ハザードマップ 大利根町 2001 S318.868/ｵｵ

越谷市地震ハザードマップ 越谷市 2012 S318.873/ｺｼ

越谷市防災マップ
越谷市協働安全部危機

管理課
2015 S318.873/ｺｼ

久喜市防災ハザードマップ 久喜市 2015 S318.874/ｸｷ

春日部市災害ハザードマップ 春日部 2008 S318.8772/ｶｽ

白岡町地震ハザードマップ 白岡町 2009 S318.878/ｼﾗ

吉川市地震ハザードマップ 
吉川市市民生活部市民

安全課
2009 S318.8793/ﾖｼ

吉川市防災マップ
吉川市市民生活部市民

安全課
2009 S318.8793/ﾖｼ

杉戸町地震ハザードマップ 杉戸町 2015 S318.8796/ｽｷ

杉戸防災マップ
杉戸町住民参加推進課

交通防災担当／編

杉戸町住民参加推進課

交通防災担当
2005 S318.8796/ｽｷ

資料展示リスト（2016年9月28日～2016年10月27日）

埼玉県立久喜図書館資料展

「災害を記憶する ２」
―災害を知る、命を守る―

埼玉県のマスコット コバトン

携帯用QRコード
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松伏町内水ハザードマップ 松伏町 2015 S318.8797/ﾏﾂ

職場の防災点検シート
埼玉県危機管理防災部

危機管理課
2013 S336.1/ｼﾖ

埼玉県地震対策セミナー

　埼玉県立浦和図書館所蔵防災資料リスト

埼玉県立浦和図書館埼

玉資料室担当
2014 S369.3/ｻｲ

埼玉防災マニュアル ２０１５ 埼玉新聞社／編 埼玉新聞社 2015 S369.3/ｻｲ

自分と家族を守る防災ハンドブック
アーサー・Ｔ．ブラッドレー

／著　月谷真紀／訳
楽工社 2014 369.3/ｼﾌ

タイムライン　日本の防災対策が変わる 松尾一郎／編著ほか 日刊建設工業新聞社 2016 369.3/ﾀｲ

パークシティ白岡防災マニュアル　　２０１４年９月版
パークシティ白岡自主防

災会／〔編〕　ほか

パークシティ白岡全体管

理組合
2014 S369.3/ﾊｸ

防災資料リスト　埼玉防災資料展　Ｐａｒｔ２
埼玉県立浦和図書館埼

玉資料室担当
2013 S369.3/ﾎｳ

目立つところに置いておきたい防災マニュアルブック

　命を守る３つの自助編

埼玉県危機管理防災部

危機管理課

埼玉県危機管理防災部

危機管理課
2016 S369.3/ﾒﾀ

目立つところに置いておきたい防災マニュアルブック

　家庭における災害時のトイレ対策編

埼玉県危機管理防災部

危機管理課

埼玉県危機管理防災部

危機管理課
2015 S369.3/ﾒﾀ

大地震に備える！！マンションの防災マニュアル
千代崎一夫／著

山下千佳／著
住宅新報社 2016 369.31/ﾀｲ

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 369.33/ｺﾚ

土砂災害と防災教育
檜垣大助／編

緒續英章／編
朝倉書店 2016 374.92/ﾄｼ

地震と活断層　被害を最小限にするために 2011 S453/ｼﾝ

全国地震動予測地図　地図を見て私の街の揺れを知る

地図編２０１０年版

地震調査研究推進本部

地震調査委員会/編

地震調査研究推進本部

地震調査委員会
2010 D453.38/ｾﾝ

埼玉県活断層調査報告書
埼玉県環境部防災局地

震対策課
1996 D453.4/ｻｲ

日本の活断層地図　関東甲信越・静岡・福島・仙台・山

形・活断層地図
中田高／監修 人文社 2005 R454.4/ﾆﾎ

鉄道と自然災害
鉄道総合技術研究所防災

技術研究部・鉄道地震工学

研究センター／編

日刊工業新聞社 2015 686.21/ﾃﾂ

災害と人
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

災害・防災の心理学 木村玲欧／著 北樹出版 2015 369.3/ｻｲ

７ヶ国語防災ガイドブック　地震！！

　その時あなたができること

ふじみの国際交流センター

／制作

災害時外国人支援体制

づくり協議会
2013 S369.3/ｼﾁ

災害時における食とその備蓄
新潟大学地域連携フード

サイエンスセンター/編ほか
建帛社 2014 369.31/ｻｲ

東日本大震災と被災・避難の生活記録
吉原直樹／編著

仁平義明／編著
六花出版 2015 369.31/ﾋｶ

被災地での生活と医療と看護 兵庫県保険医協会編 クリエイツかもがわ 2011 492.9/ﾋｻ

避難所Ｎｕｒｓｉｎｇ　Ｎｏｔｅ

　災害時看護心得帳
土肥守／編著 メディカ出版 2011 492.9/ﾋﾅ

災害ストレスの対処法
山口昌樹／著

中島康／著
講談社 2011 493.7/ｻｲ

災害ストレスから子どもの心を守る本 内海裕美／監修 河出書房新社 2011 493.937/ｻｲ

歯科における災害対策
中久木康一／編著　相

沢朋代／〔ほか〕著
砂書房 2011 497/ｼｶ

埼玉県危機管理防災部消防防災課地震対策担当
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災害一般
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

久喜市史調査報告書　第５集　久喜市の地震被害 久喜市史編さん室／編 久喜市 1985 S275/ｸ

噴火の土砂洪水災害　天明の浅間焼けと鎌原土石なだ

れ　シリーズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ 第５巻
井上公夫／著 古今書院 2009 369.31/ﾌﾝ

平成の風水害 山本晴彦／著 農林統計出版 2014 369.33/ﾍｲ

埼玉県の気象・地震概況　平成２７年報（２０１５

年）

熊谷地方気象台防災担

当／編
熊谷地方気象台 2016 S451/ｻｲ

台風・気象災害全史
宮澤清治／編　日外アソ

シエーツ編集部／編
日外アソシエーツ 2008 451.98/ﾀｲ

西埼玉強震報告
〔埼玉県立浦和図書館

（製作）〕
1985 S453/ｸ

大日本地震史料　第２巻　元録７年―天明３年
文部省震災予防評議会

／編
鳴鳳社 1975 453.2/ﾀﾞ

日本の地震予知研究１３０年史 泊次郎／著 東京大学出版会 2015 453.38/ﾆﾎ

天明三年浅間山噴火史 萩原進／著 鎌原観音堂奉仕会 1985 453.8/ﾃ

カスリーン台風
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

久喜市栗橋町史　図説　利根川と生きる栗橋のあゆみ 久喜市教育委員会 2015 S274/ｸｷ

杉戸町の災害　杉戸町史調査報告書 第１集 杉戸町史編さん室／編 杉戸町 1991 S279/ｽ

利根川百年史
利根川百年史編纂委員

会／編　ほか
建設省関東地方建設局 1987 S290/ﾄ

アメリカから見たカスリーン台風 2002 S369.3/ｱﾒ

カスリーン台風　昭和２２年関東水没から５０年　報道

写真集

茨城新聞社／〔ほか〕共

同編集

カスリーン台風写真集刊

行委員会
1997 S369.3/ｶｽ

洪水、天ニ漫（ミ）ツ 高崎哲郎／著 講談社 1997 S369.3/ｺｳ

カスリーン台風水害点描

　昭２２．９．１６～２２．１０．１５
横田実／［著］

［建設省関東地方建設

局江戸川工事事務所］
1998 S451/ｶｽ

カスリン台風調査報告　昭和２２年９月 東京管区気象台／編 東京管区気象台 1949 S451/ｶｽ

カスリン台風と吉川　吉川市史調査報告書 第３集 吉川市教育委員会／編 吉川市教育委員会 2003 S451/ｶｽ

利根川決壊　昭和２２年カスリーン台風の悲劇あなたは

ご存じですか？

建設省関東地方建設局

利根川上流工事事務所
19-- S517/ｹ

昭和２２年９月埼玉県水害誌 埼玉県／編 埼玉県 1950 S517/ｻ

昭和２２年９月埼玉県水害誌附録写真帳 埼玉県／編 埼玉県 1950 S517/ｻ

利根川近現代史 松浦茂樹／著 古今書院 2016 517.091/ﾄﾈ

利根川治水の変遷と水害 大熊孝／著 東京大学出版会 1981 517.2/ｵ

河川オーラルヒストリー　戦後の水害と治水事業（昭和２

０年代～昭和４０年代）

渡邉隆二／［述］　日

本河川協会／編
日本河川協会 2003 D517.21/ｶｾ

利根川の歴史　源流から河口まで 金井忠夫／著 日本図書刊行会 1997 S517.2/ﾄﾈ

カスリーン台風による利根川大氾濫 2001 S517.4/ｶｽ

群馬の砂防　砂防法制定１００周年記念　カスリ－ン

台風から５０年
1997 D517.5/ｸﾝ

埼玉地域主要水系利水現況図　利根川・荒川
国土交通省土地・水資

源局
2001 S517.5/ｻｲ

国土交通省関東地方整備局利根川上流工事事務

所

建設省関東地方建設局利根川水系砂防工事事務

所

国土交通省関東地方整備局利根川上流工事事務

所
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雑誌
記事内容 雑誌名 出版者

食の防災キット 栄養と料理 女子栄養大学出版部

家にある食材だけで1週間分の防災ごはん 栄養と料理 女子栄養大学出版部

カスリーン台風から50年 気象 日本気象協会

資料紹介「岡野家文書にみる西埼玉地震」
群馬県立歴史博物館

紀要
群馬県立歴史博物館

日本の火山ハザードマップ（上）（下） 月刊地球 海洋出版

[特集]カスリーン台風から50年 建設業界 日本土木工業協会

行政最前線「首都圏を直撃した『カスリーン台風』から60

年－利根川・荒川の堤防決壊を教訓として」
国土交通 国土交通省

反射法地震で見た埼玉県櫛挽地域の地下構造 地震　２輯 地震学会

特集：情報管理と災害対策

　（図書館と地震被害　ほか）
情報管理

科学技術振興機構情

報事業本部

カスリーン（カザリン）台風による一関水害の復元とその

特色
水利科学 日本治山治水協会

我が国を襲った大災害－1947年9月カスリーン台風の豪

雨による洪水・土砂災害
水利科学 日本治山治水協会

カスリーン台風による大水の検証：新方法による計算結

果に基づいて（1）（2）（3）
水利科学 日本治山治水協会

カスリン台風による大雨／昭和22年9月の赤城火山水

害について／赤城火山の崩壊並びに土石流／洪水
地学雑誌 東京地学協会

変わる国土（13）昭和22年カスリン台風の痕跡－埼玉

県大利根町
地理 古今書院

異常気象と地球温暖化の脅威 Newton ニュートンプレス

熊本地震が遺した教訓 日経メディカル 日経ＢＰ社

映像資料
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

東日本大震災一年の記録　埼玉県の３６５日
埼玉県／企画　テレビ

埼玉／制作
埼玉県 2012

S369ﾋ

（DVD）

巨大災害　第１集　異常気象 ＮＨＫエンタープライズ 2015 450ｷ（DVD）

巨大災害　第２集　スーパー台風 ＮＨＫエンタープライズ 2015 450ｷ（DVD）

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　Ⅱ（第１回）

　いま日本の地下で何が起きているのか
ＮＨＫエンタープライズ 2012 453ﾒ（DVD）

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　Ⅱ（第２回）

　津波はどこまで巨大化するのか
ＮＨＫエンタープライズ 2012 453ﾒ（DVD）

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　Ⅱ（第３回）

　“大変動期”最悪のシナリオに備えろ
ＮＨＫエンタープライズ 2012 453ﾒ（DVD）

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　Ⅲ（第１回）

　次の直下地震はどこか　知られざる活断層の真実
ＮＨＫエンタープライズ 2014 453ﾒ（DVD）

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　Ⅲ（第２回）

　揺れが止まらない 　“長時間地震動”の衝撃
ＮＨＫエンタープライズ 2014 453ﾒ（DVD）

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　Ⅲ（第３回）

　よみがえる関東大震災　首都壊滅・９０年目の警告
ＮＨＫエンタープライズ 2014 453ﾒ（DVD）

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　Ⅲ（第４回）

　南海トラフ　見え始めた“予兆”
ＮＨＫエンタープライズ 2014 453ﾒ（DVD）

利根川決壊　カスリーン台風大水害と利根川の今
建設省利根川上流工事

事務所／企画・製作

［建設省利根川上流工

事事務所］
1996 S517ﾄ（VT）

2016年6月号　583号

2005年4月号－５月号

1996年11月号

第49巻第3号

2006年11月号

第51巻第11号　616号

2005年9月号

第48巻第6号

2016年9月号

第36巻第9号

2011年6月号

第77巻第6号

2014年10月号

第80巻第10号

2010年

1997年9月号

第46巻第9号　544号

1949年3月号

　第57巻第2号　669号

1997年9月号　485号

2007年９月号

第60巻第9号　81号

１９９８年10月

第42巻4号　２４３号

2011年6月号

第55巻第2号　319号

2013年4月号、6月号、

8月号

年月日・巻号
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