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事典類で調べる

所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます｡(１枚 10 円)
書

名

著者・編集者

・今回のキーワード･･･災害・地震・津波・震災・火山・噴火・防災・
減災・備蓄・避難（所）・応急手当など
☆ “請求記号”（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すことができ
ます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、R が付くものは参考図書で
す。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。貸出ができ
る資料もございますので、カウンターにご相談ください。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号・・・ 317.79（防災行政）、318.2(地方行政史 )、
365.35 （集合住宅） 、 369 （社会福祉 ）、369.3( 災害.災害救助 )、
369.31( 震 災 . 火 山 災 害 ) 、 453 （ 地 震 学 ） 、 453.38 （ 地 震 予 知 ） 、
519.9(防災科学.防災工学)
☆ インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧いただけ
ます。契約データベース以外のプリントサービスはご利用できません。

請求記号

内閣府/編集

日経印刷

2018

R369.3/ｺ/18

消防白書 平成 30 年版

消防庁/編

勝美印刷

2019

R317.79/ｼ/18

三冬社

2017

R369.3/ｻ/18

2016

R369.3/ｻ

災害情報学事典

日本災害情報学会/編

朝倉書店

災害・防災の本全情報
2004-2012

日外アソシエーツ株

日外アソ

式会社／編集

シエーツ

自然災害と防災の事典

②
☆ 情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。

出版年

防災白書 平成 30 年版

災害と防災・防犯統計
データ集 2018-2019

近年、重大な被害を引き起こしている自然災害に対し、今私たちがな
すべきこととは・・・。あなた自身やご家族の大切な命を守り、被害を最小
限に食い止めるために、図書館の資料を使って防災について調べてみま
せんか？

出版社

京都大学防災研究所
/監修

丸善出版

寶馨ほか/編

2012
2011

R369.3/ｻ
/04-12
R519.9/ｼ

郷土資料で防災を調べる

※書名の後ろに、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。
※所蔵館内でご覧ください。貸出用資料はカウンターへご相談ください。

『埼玉県地震被害想定調査報告書 平成 26 年 3 月』
埼玉県危機管理防災部危機管理課／企画 埼玉県危機管理防災部
危機管理課

2014 年

[K453/ｻ/14]

断層ごと、地域ごとの震度・液状化等の被害予測結果が記載されている。

『埼玉防災マニュアル 2016-17』 埼玉新聞社 /編 埼玉新聞社 2016 年
[H369.3/ｻ/16]
自然災害への対処法がわかりやすく書かれた保存版防災マニュアル。

『土砂災害ハザードマップ』

所沢市総務部危機管理課/編

所沢市総務部危機管理課 2016 年

[369.3/ﾄ]

土砂災害警戒区域・特別警戒区域の一覧を記載。所沢市ホームページで
も閲覧可。

『防災ガイド・避難所マップ 2019』

所沢市総務部危機管理課/編集

所沢市総務部危機管理課 2019 年

[369.3/ﾄ/19]

災害への備え方、避難所マップなどを収録。所沢市ホームページでも閲覧可。

『所沢市地域防災計画

④

平成 30 年 2 月 1 日改訂』

所沢市防災会議・所沢市総合政策部危機管理課/著
所沢市総合政策部危機管理課
2018 年

[K318.2/ﾄ/17]

所沢市の災害時の業務の大綱を収録。所沢市ホームページでも閲覧可。

③

貸出できる図書で調べる

ＤＶＤで調べる

『ぐらぐらどーん！』 HiHiRecords 2012 年 [369/ｸﾞ]
「こどものための防災・防犯シリーズ」の自然災害編第 1 巻。
『めらめらもくもく！』 HiHiRecords 2012 年 [369/ﾒ]
「こどものための防災・防犯シリーズ」の生活安全編第 1 巻。
『我が家の危機管理 第 1 巻』
教配
2006 年 [369/ﾜ/1]
日頃の対策と心構えを分かりやすく解説。

貸出中の資料は、予約ができます。
書

名

自衛隊防災 BOOK

著者･編集者

マガジンハウス 2016 H369.3/ｼﾞ
山村武彦/監修

家の光協会

何が起きても命を守る防災減災 ゆうゆう編集部
主婦の友社
/編
BOOK
次に備えておくべき「噴火」と
「大地震」の危険地図
「もしも」に備える食

出版年 請求記号

マガジンハウス/
マガジンハウス 2018 369.3/ｼﾞ
編集

女性目線で徹底的に考えた防災 BOOK

わが家の防災ハンドブック

出 版 社

2016 369.3/ﾜ
2016 369.3/ﾅ

青春出版社

2015 453.38/ｷ

清流出版

2015 369.3/ｲ

洋泉社

2015 369.3/ｼ

坂本廣子他/著 農山漁村文化協会 2012 369.31/ｻ

みんなで知っ得「助かる」｢助ける」

日本盲人社会福祉施設
協議会情報サービス部会

首都直下地震にいますぐ備える本 阿部慶一/監修 河出書房新社

防災・救急に役立つ日用品活用法
＆ロープワーク
地震から子どもを守る 50 の方法

2019 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただける
データベースです。防災に関するニュースや最新の情報が得られます。
★朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」（1879 年～／本館・分館で利用可）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社「日経テレコン 21」
（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）

⑥
石川伸一他/著

国崎信江ほか/ つなぐネットコミ
マンション・地震に備えた暮らし方
2013 365.35/ﾏ
ュニケーションズ
著

くらしの防災知識

データベースで調べる

★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）
木村政昭/著

知っておきたい防災新常識大事典 国崎信江/監修

台所防災術

⑤

2012 369.3/ミ
2012 369.31/ｼ

土岐憲三/監修 新日本法規出版 2012 369.3/ｸ
羽田道信/著

風媒社

2011 369.3/ﾊ

国崎信江/著

ブロンズ新社

2011 369.31/ｸ

インターネットで調べる
所沢市ホームページ…トップページ＞もしものときに＞防災で所沢市
の防災に関する情報が見られる。
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/
埼玉県ホームページ…「危機管理・防災・防犯等 彩の国の安心・安全」
で埼玉県の防災に関する情報が見られる。
https://www.pref.saitama.lg.jp/
東京都防災ホームページ…「東京都防災マップ」等が見られる
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/
気象庁ホームページ…気象や地震などの最新データなどを公開。
https://www.jma.go.jp/jma/index.html
総務省消防庁ホームページ…地震防災マニュアルが見られる。
http://www.fdma.go.jp/

