
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

東京書籍 453　オ

ナツメ社 453　ナ

誠文堂新光
社 453　タ

ベレ出版 453　ヤ

朝倉書店 454　オ
岡田　篤正／著，八木　浩司／
著 2019.2

内容

日本列島の未来
　これからも起こる地震や火山噴火のしくみ

中島　淳一／著 2021.2

発行年

科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴火の
歴史

山賀　進／著 2016.7

火山のしくみパーフェクトガイド
　成り立ちから噴火、災害、恩恵まで、火山のすべて
を大解剖!

高橋　正樹／編著 2019.1

図説日本の活断層
　空撮写真で見る主要活断層帯36

「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  2022.1改訂

近年、東日本大震災や熊本地震などの大型地震による津波・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、竜巻などの自然災害が多発しています。

日本の地震地図
  決定新版

岡田　義光／著 2019.4

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

求龍堂 369.3　イ

吉備人出版 369.3　サ

宝島社
369.3
ダ　20

戎光祥出版 369.3　ヤ

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

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

千葉県防災ポータルサイト

https://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/

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）

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。

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

鈴木　康弘／編 2015.3

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。

緊急情報、気象情報、交通情報、避難所情報などが一覧できるサイト。ハザードマップのページで
は、液状化しやすさ・危険度マップ、揺れやすさマップなどが閲覧できます。

2007.3

千葉県土砂災害危険箇所マップ　1:50000

千葉県防災危機管理部／作成 2017.3

防災・減災につなげるハザードマップの活かし
方

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/

タイトル 著者

火災と消防の科学 齋藤　勝裕／著 2017.10

2019.12

山村　武彦／著

2021.2佐藤　丈晴／著

タイトル 著者

土砂災害に備える
　命を守るために知ってほしいこと

台風防災の新常識
　災害激甚化時代を生き抜く防災虎の巻

2020.10

大水害「安全対策」完全ガイドブック
　2020年保存版

別冊宝島編集部／編，宝島社
／編

伊藤　佳子／著，鈴木　純子
／著

自然災害から身を守る知恵
　気象災害と地震に備える

2021.6

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


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 365　ゼ

セルバ出版 524　オ

ブックエン
ド 524　ホ

論創社 524　ホ

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
日本能率協会
マネジメント
センター

369.3　キ

祥伝社 369.3　コ

パイインターナ
ショナル 369.3　シ

ジャムハウス 369.3　ミ

オレンジページ 369.3　ロ

小学館クリエイ
ティブ 645　ド

小学館クリエイ
ティブ 645　ド

袖ケ浦市　生活安全メール

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/seikatuanzenmail.html

袖ケ浦市　公式ツイッター

https://twitter.com/sodegaura_city （説明ページ） https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/twitter.html

袖ケ浦市　公式LINE

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/sodegaurashi-koushikiline.html

備える.ｊｐ

http://sonaeru.jp/

著者

2021.07

発行年

発行年

ママプラグ／著

タイトル 著者

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。

災害に負けない家を造ろう
　構造リフォームのすすめ

保坂　貴司／著 2020.10

2019.3

どんな災害でもネコといっしょ 徳田　竜之介／監修 2018.3

ローリングストックで!防災にそなえるレシピ 2020.12

子連れ防災BOOK
　全災害対応!　1223人の被災ママパパと作りました

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。

どんな災害でもイヌといっしょ 徳田　竜之介／監修 2018.8

スマホで防災
　家族も自分も守る!スマホで始める最新防災マニュアル

宮下　由多加／著

おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本　美由紀／著 2020.9

緊急防災ハンドブック
地震・水害・火災から守る

日本能率協会マネジメントセン
ター／編，さいたま市消防局／
協力，柏原昇店／イラスト

2019.9

大塚　義久／著 2021.9

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。

暴風雨の雨水侵入から建物を守る本

2018.12

絶対後悔しない!豪雨・地震に強い住まい選
び　改訂

小口　悦央／監修 2021.10

袖ケ浦市ではさまざまな媒体で防災、火災、防犯、環境、生活などの情報を発信しています。あらか
じめ登録しておくと、緊急時に避難所開設、給水車など必要な情報が得られます。

自分で耐震診断ができる本　木造住宅編
　自分でチェック!評価記入式

保坂　貴司／著

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

袖ケ浦市防
災会議

K317　Sキ
19

同友館 336　ナ

クリエイツ
かもがわ 369.2　ハ

技報堂出版 369.3　ス

北樹出版 369.3　ハ

ナカニシヤ
出版 369.3　ヤ

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

主婦の友社 369.3　イ

扶桑社 369.3　ニ

大蔵財務協
会 336　ホ

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

自由国民社 339　カ

弘文堂 369.3　オ

小学館クリ
エイティブ 369.3　シ

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

河出書房新
社 493.7　マ

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

中央法規出版 369.1　サ
ミネルヴァ書房 369.3　マ

袖ケ浦市社会福祉協議会

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

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

法人の災害対応ガイドブック
　法人税・消費税・源泉所得税の取扱い

橋本　満男／共編著，柳沢
徹／共編著 2020.3

タイトル 著者

避難所に行かない防災の教科書
　被災体験で分かった!2週間の自宅避難を乗り切る技術

西野　弘章／著 2020.8

今どき防災バイブル
　家族と自分の命をつなぐ最新常識

冨川　万美／監修，主婦の友
社／編 2021.4

発行年

発行年

発行年

発行年

発行年

タイトル 著者

2021.10

袖ケ浦市地域防災計画　平成３１年３月
袖ケ浦市総務部危機管理課／
編集 2019.3

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

防災心理学入門
　豪雨・地震・津波に備える

矢守　克也／著 2021.3

災害・社会リスクへの処方箋
　災害リスクを知り、社会リスクに備える

末次　忠司／著 2021.3

はじめての地域防災マネジメント
　災害に強いコミュニティをつくる

長谷川　万由美／編著，近藤　伸也
／編著，飯塚　明子／編著，石井
大一朗／著，土崎　雄祐／著，柴田
貴史／著

松井　豊／著 2019.10

タイトル 著者

被災したあなたを助けるお金とくらしの話
　増補版

岡本　正／著 2021.12

どんな災害でもお金とくらしを守る 清水　香／著 2019.8

災害時における介護のボランティア入門 日本介護福祉士会／編集 2018.5
タイトル 著者

災害ボランティア入門 山本　克彦／編著 2018.4

火災・地震保険とお金の本
　自然災害に備える!

石川　英彦／著，高田　晶子
／著，三上　隆太郎／著 2020.10

企業防災とマネジメントシステム
　緊急時、従業員とともに生き延びる組織であるために

仲川　久史／著 2020.9

タイトル 著者

惨事ストレスとは何か
　救援者の心を守るために

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

