
袖ケ浦市立図書館　パスファインダー　Ｎｏ．７

１． 図書館の利用者用の端末（ＯＰＡＣ）・ホームページのｗｅｂＯＰＡＣで本を探す

　　　キーワードで探す

　　タイトル、書誌情報（内容解題）をフリーワード検索し、求める言葉の入っている資料を探せます。

　　　件名検索で探す 館内の利用者用端末（OPAC）・・・「詳しく探す」⇒「件名」

図書館ＨＰ（ｗｅｂＯＰＡＣ）・・・「蔵書検索・予約」⇒「詳しく探す」⇒「件名」

　フリーワードでは多数ヒットしてしまうものは、件名検索で探すと絞込みができ便利です。

２． 図書館の書架で本を探す

　　防災にかかわる主な分類

分類記号 分類記号

317 453

369.3 511

451 524

：分類記号の前のKは郷土資料を、

　　Rは参考図書を表しています。

３． 災害の基礎知識を調べる

① 地震
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

技術評論社 453　ナ

ニュートンプレ
ス 453　サ

東京書籍 453　オ

成山堂書店 453　ニ

技報堂出版 453　カ

火山
　噴火のしくみ・災害・身の守り方

饒村　曜／著 2015.12

活断層が分かる本
國生　剛治／監修，大塚　康範／監
修，堀　宗朗／監修，地盤工学会／
編，日本応用地質学会／編，日本地震
工学会／編

2016.9

内容

なぜ起こる？巨大地震のメカニズム
　切迫する直下型地震の危機

木村　政昭／監修，編集工房ＳＵＰＥＲ
ＮＯＶＡ／編著 2008.1

2016.11
３．１１の想定外のＭ９以降，見直しを迫られる地震研究の最前線
　徹底検証！南海トラフ地震と首都直下地震

発行年

「防災」　地震・災害から身を守る」
～調べ方案内～

作成：袖ケ浦市立図書館  ２０１８．1

近年、東日本大震災や熊本地震などの地震による津波・液状化のほか、

請求記号

キーワード例：防災、自然災害（地震、津波、液状化、水害、豪雨、山崩れ、火山、噴
火、土石流、水害、台風、竜巻など）、火災、消防、サバイバル、安全、避難、帰宅難
民、免震、耐震、非常食、ボランティア、救急、保険など

図書館の本やインターネットなどでの「防災情報」のさがし方をご案内します。

内容

行政　防災行政・消防

災害　災害救助

気象学　台風・豪雨・竜巻

地震学　火山･地震・活断層

土木力学　地盤･液状化

建築構造　耐震建築・リフォーム

著者タイトル

上段と下段を併せたものが「請求記号」です。

豪雨や大雪、竜巻などの災害が多発しています。

日本の地震地図
  南海トラフ・首都直下地震対応版

岡田　義光／著 2014.8

451

ア

上段の数字は、分類記号です。

主題別に番号が与えられています。

下段のカタカナは、著者

の頭文字です。



② 気象災害
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

誠文堂新光
社 451　ト

共立出版 451　モ

技術評論社 451　ミ

山海堂 369.3　ス

毎日新聞出版 369.3　イ

五月書房 369.3　イ

③ 火災
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

シーアンド
アール研究所 317　サ

内閣府　防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/index.html

４． 災害に備える

① ハザードマップを調べる
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 発行年 請求記号

袖ケ浦市総務
部危機管理課

Ｋ369.3　Ｓ
キ

袖ケ浦市
Ｋ453　Ｓ
ボ

袖ケ浦市
Ｋ369.3　Ｓ
カ　06

袖ケ浦市
Ｋ369.3　Ｓ
カ　06

千葉県君津地
域整備センター M

千葉県
Ｋ369.3　Ｃ
ボ　17

朝日新聞出
版 369.3　ニ

岩波書店 369.3　ボ

袖ケ浦市ホームページ　　避難所・防災マップ

ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防 > 避難所・防災マップ

発行年

発行年

タイトル 著者

最近発生した災害情報のほか、過去の災害、被災者支援の制度などを調べられます。一
般向けのほか、企業・団体向け、地方自治体向けの情報があります。

2014.10

袖ケ浦市津波・液状化ハザードマップ 袖ケ浦市総務部危機管理課／
編集 2013.3

袖ケ浦市地震ハザードマップ
　揺れやすさマップ・危険度マップ

袖ケ浦市総務課防災対策室・
袖ケ浦市都市建設部建築住宅
課／編者

2010.4

洪水防災マップ　平成１８年度作成
　袖ケ浦市（昭和・長浦・根形地区）

袖ケ浦市管財防災課，袖ケ浦
市土木部管理課／編集

洪水防災マップ　平成１８年度作成
　袖ケ浦市（根形・平岡・中川・富岡地区）

2007.3

千葉県地震防災地図　平成２９年３月

https://www.city.sodegaura.lg.jp/life/1/1/2/

袖ケ浦市管財防災課，袖ケ浦
市土木部管理課／編集

2004.8

山地災害危険地区一覧 ・台風接近に係るタイムライン・避難場所・避難所一覧・地震ハ
ザードマップ・津波・液状化ハザードマップ・洪水防災マップ（土砂災害危険箇所等掲載）
が閲覧できます

2007.3

千葉県土砂災害危険箇所マップ　１：５０，０００

千葉県防災危機管理部／作成 2017.3

日本列島ハザードマップ
　災害大国・迫る危機

朝日新聞社／著 2013.3

防災・減災につなげるハザードマップの活かし方 鈴木　康弘／編 2015.3

タイトル 著者

火災と消防の科学 齋藤　勝裕／著 2017.10

2014.8

三上　岳彦／著

2007.5末次　忠司／著

タイトル 著者

これからの都市水害対応ハンドブック
　役立つ４１知恵！

命を守る水害読本 命を守る水害読本編集委員会
／編著 2017.7

土砂災害から命を守る
　知っておくべきこと＋なすべきこと

池谷　浩／著

都市型集中豪雨はなぜ起こる？
　台風でも前線でもない大雨の正体

2008.10

竜巻のふしぎ
　地上最強の気象現象を探る

森田　正光／著，森　さやか／
著，川上　智裕／イラスト

富沢　勝／著防災から見た季節と天気 2005.9

http://www.bousai.go.jp/index.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/life/1/1/2/


千葉県防災ポータルサイト　千葉県のハザードマップ
http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/portal/

国土交通省ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/

② 災害に強い家にする・地盤を調べる
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

河出書房新
社 524　マ

日経ＢＰ社 524　ヒ

エクスナレッジ 524　ホ

エクスナレッ
ジ 511　ヤ

マーブルトロ
ン 511　サ

朝日新聞　揺れやすい地盤
http://www.asahi.com/special/saigai_jiban/

③ 災害に備える（家庭編）
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

ポプラ社 369.3　ジ

ＫＡＤＯＫＡＷ
Ａ 369.3　ボ

パルコエンタテ
インメント事業
部

645　イ

袖ケ浦市　生活安全メール
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/seikatuanzenmail.html

備える.ｊｐ
http://sonaeru.jp/

発行年

発行年

著者

地震イツモプロジェクト／編，寄
藤　文平／絵 2016.8

いぬとわたしの防災ハンドブック いぬの防災を考える会／著 2016.3

防災ピクニックが子どもを守る！
　災害時に役立つサバイバル術を楽しく学ぶ

ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ／編・著 2014.2

地震イツモマニュアル

備えと防災、災害と危機管理のノウハウや最新情報を防災の専門家が提供する、総合
防災情報サイト。さまざまな災害の警報等の基礎知識、備えや防災グッズの紹介など項
目別に分かりやすく書かれています。

都道府県名、市区名、町名を入れるだけでその地域の揺れやすさの目安、地盤の種類
が分かります。簡単に使えておすすめです。

〈最新〉我が家のための液状化対策
　震災による「液状化危険地域」に住むあなたへ。液状化の正
体、対　策、保険の使い方、行政からの助成の受け方まで

岡　二三生／監修，大田原　博
亮／執筆，小森　恭司／執筆，
西澤　倫太郎／執筆

2012.1

地盤安心住宅をつくる方法
　大地震がきても怖くない！ 山本　強／著，保坂　貴司／著 2012.5

タイトル 著者

保坂　貴司／著 2017.2

タイトル

国土交通省が作成した、全国の自治体のハザードマップを一元的に閲覧できるサイト。
自分の住む自治体だけでなく、近隣や通勤・通学先の自治体のハザードマップもまとめて
見ることができます。

千葉県のまとめた災害の危険箇所・区域、避難所や病院など災害時の拠点となる施設
や県庁・役所などの関係機関の位置などを掲載したハザードマップ集。津波浸水予測図・
液状化しやすさマップ、ゆれやすさマップ・地震防災地図・洪水による浸水想定区域図が
閲覧できます。

住宅耐震リフォーム　　　決定版

2011.6

まさか！の地震に強い住まい選び
　土地と物件の見わけ方から耐震リフォームまで

日本耐震防災事業団／監修，ｓ
ｕｍｉｃａ／編著 2011.10

登録された方に、災害・防災情報（災害情報、防災行政無線で放送した防災情報）•火災
発生情報（火災の発生・鎮火情報）•防犯情報（防犯情報、交通安全情報）• 不審者情報
（不審者の発生に関する情報）•環境情報（光化学スモッグ注意報などの情報）•健康情報
（健康に関する情報）のうち、希望した情報のメールが配信されます。

東日本大震災の教訓　住宅編
　震災に強い家

日経ホームビルダー／編

https://disaportal.gsi.go.jp/
http://www.asahi.com/special/saigai_jiban/
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/seikatuanzenmail.html
http://sonaeru.jp/


④ 災害に備える（会社・地域編）
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

三修社 317　ニ
中央経済社 369.3　バ

日刊工業新
聞社 336　コ

創元社 369.3　シ

ぎょうせい 369.3　ジ

袖ケ浦市防災
会議

Ｋ317　Ｓ
キ　13

第一法規 369.3　コ

クリエイツかも
がわ 369.2　ハ

５． 災害が起きてしまったら

① 災害発生２日以降
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

エクスナレッ
ジ 369.3　サ

柴田書店 369.3　サ

風媒社 369.3　ハ

② 災害発生後のお金と法律
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

民事法研究
会 369.3　シ

すばる舎 369.3　ス

自由国民社 339　ゼ

③ 心のケア
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

講談社 493.7　サ

技術評論社 493.7　ミ

誠信書房 493.9　ﾀﾞ

③ 災害ボランティア
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

宝島社 369.3　マ

袖ケ浦市社会福祉協議会
http://www.sodegaura-shakyo.jp/

発行年

発行年

発行年

発行年

発行年

市外の災害時のボランティア希望者の登録・派遣や、市内災害時の災害ボランティアセ
ンターの設置を行います。災害時に活動を希望する方の事前登録を受付けています。

大災害と子どものストレス
　子どものこころのケアに向けて

藤森　和美／編著，前田　正治
／編著 2011.10

防災・救急に役立つ日用品活用法＆ロープワー
ク　　新版

羽田　道信／著 2011.4

タイトル 著者

地震の時の料理ワザ
　グラっと来てもあわてない！，防災袋に必携！！，電
気が復旧するまでの１週間

坂本　廣子／著，まつもと　きな
こ／画 2006.8

災害のあと始末
　被災後３日目からの対処マニュアル

林　春男／監修 2006.7

タイトル 著者

入門図解最新はじめての消防法　　事業者必携 増野　佐智子／監修 2015.9
場面別ビジネスマンの地震対策マニュアル 総合防災ソリューション／編 2011.12

袖ケ浦市地域防災計画　平成２５年３月 袖ケ浦市総務部危機管理課／
編集 2013.3

発達障害児者の防災ハンドブック
　いのちと生活を守る福祉避難所を

新井　英靖／編著，金丸　隆太
／編著，松坂　晃／編著，鈴木
栄子／編著

2012.7

企業の地震対策Ｑ＆Ａ１００
　この１冊ですべてがわかる　　第２版

小林　誠／著，服部　誠／著 2012.2

公民館における災害対策ハンドブック　　新訂 全国公民館連合会／編著 2017.6

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，戟　忠希／著 2015.4

山口　昌樹／著，中島　康／
著，中山　友紀／著 2011.12

正しく知る心的外傷・ＰＴＳＤ
　正しい理解でつながりを取り戻す

水島　広子／著 2011.7

タイトル 著者

震災の法律相談Ｑ＆Ａ
　　第２版

淀屋橋・山上合同／編 2011.10

お金の防災マニュアル 鈴木　雅光／著 2011.5

タイトル 著者

ボランティアという病 丸山　千夏／著 2016.8

絶対に知っておきたい！地震・火災保険と災害
時のお金　　　第３版

さくら事務所／共著，マネーライ
フナビ／共著 2016.6

自治体・事業者のための防災計画作成・運用ハ
ンドブック
　最新被害想定による南海トラフ・首都直下型地震対策

防災計画研究会／編集 2014.11

タイトル 著者

災害ストレスの対処法

http://www.sodegaura-shakyo.jp/

