
行政情報コーナー震災関連資料目録

番号 書架№ 題名 年度または年月 著者・編集・監修

1 ③ アウトライン　西宮 平成9年3月 西宮市

2 ③ 明石市災害に強いまちづくり計画 平成7年12月 明石市

3 ③ 明日の都市 創造へ向けて　ＭＥＳＳＡＧＥ　平成８年度事業からの提言 平成9年3月 （財）あまがさき未来協会

4 ③ あの日あの時　心 平成9年1月 川西市職員互助クラブ

5 ③
あの日あの時・・・そして今　神戸発
【収納先ファイル名：あの日あの時・・・そして今　神戸発】

堀内　正美

6 ③
尼崎市震災復興計画
【収納先ファイル名：尼崎市震災復興計画・市報　あまがさき】

平成7年7月 尼崎市

7 ③ 尼崎市における災害時のボランティア活動のあり方に関する研究報告書 平成8年3月 尼崎市・（財）あまがさき未来協会

8 ③ あまがさき未来協会平成１１年度研究報告書 平成12年7月 （財）あまがさき未来協会

9 ③ 伊丹市震災復興計画　ともにつくる安心して暮らせるまち 平成7年7月 伊丹市

10 ③ １９９５．１．１７　阪神大震災と神戸支部 平成8年1月17日 ＪＡＵＷ神戸支部

11 ③ １９９５・１・１７を証言する第１部 平成8年3月 甲南大学阪神大震災調査委員会

12 ③ １９９５・１・１７を証言する第２部 平成9年3月 甲南大学阪神大震災調査委員会

13 ③ 歌声よ！明日に向かって 平成17年1月17日 KOSMA音楽愛好会

14 ③ 雲仙・普賢岳噴火災害　島原市復興計画　改訂版　 平成7年3月 島原市

15 ③ 応急仮設住宅の現状と課題　応急仮設住宅研究会調査・研究報告書 平成10年3月19日
応急仮設住宅研究会
日本建築学会近畿支部住宅部会

16 ③ 小千谷市復興計画 平成17年7月 新潟県小千谷市

17 ③ 瓦礫の向こうに　あれから１０年 平成17年10月31日 兵庫県保護司会連合会

18 ③ 川西市震災復興計画－復興への誓いをこめて　調和・共生・交流のまちづくり－ 川西市

19 ③ 企業の危機管理 アンケート調査等報告書－被災企業の実態と若干の分析－ 平成9年3月
立命館大学震災復興研究プロジェクト
産業復興部会・「企業の危機管理」グループ
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20 ③ 行幸啓誌 平成17年4月 兵庫県

21 ③ 緊急レポートそのとき学校は・・・・阪神大震災に学ぶ・・・・ 平成8年7月31日 西宮市立小学校・養護学校教頭会

22 ③ 釧路沖地震記録書 平成5年10月 釧路市釧路沖地震記録書作成委員会

23 ③
元気アップ自立活動　震災直後、働く女性たちはどうしたか～事例報告と視点
【収納先ファイル名：元気アップ自立活動　震災直後、働く女性たちはどうしたか～事例報告と視点】

林　律子他

24 ③ 江東区職員防災マニュアル 平成9年4月 東京都江東区

25 ③ 神戸市における中間支援組織に関する調査 平成12年3月 神戸市

26 ③ 神戸市復興計画 平成7年6月30日 神戸市

27 ③ 神戸市震災復興総括・検証報告書 平成12年3月 神戸市

28 ③ 神戸の復興に向けての提言募集 提言集 平成7年5月 神戸市市長室広報相談部広聴課

29 ③ 国際的視点から見た阪神・淡路大震災後の地域復興と災害に強いまちづくり 平成7年10月 （財）関西産業活性化センター

30 ③ 国連防災世界会議パブリックフォーラム（関連事業　プログラム 平成17年1月18日～22日 国連防災世界会議推進協力委員会事務局

31 ③ 今年だけだろうか　平成５年頻発する自然災害 平成5年11月 （財）河川情報ｾﾝﾀー

32 ③ こわかったよ　阪神・淡路大震災／宝塚の記録 平成8年1月17日 宝塚市教育委員会

33 ③ 災害時における情報通信のあり方に関する研究 平成7年5月 兵庫ニューメディア推進協議会

34 ③ 災害と対応の記録～阪神・淡路大震災～ 平成9年3月 伊丹市災害対策本部

35 ③ 災害復興公営住宅団地コミュニティ調査報告書 平成15年8月 兵庫県

36 ③
災害を体験した子どもたち　危機介入ハンドブック
【収納先ファイル名：災害を体験した子どもたち　危機介入ハンドブック】

平成7年1月 北海道教育大学函館校人間科学教室

37 ③ 産業復興１０年のあゆみ　阪神・淡路産業復興支援事業検証報告書 平成17年3月 （財）阪神・淡路産業復興推進機構

38 ③ 産業復興計画 平成7年6月 産業復興会議
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39 ③ Ｓｅｅ阪神・淡路キャンペーン　記録誌 平成14年4月 Ｓｅｅ阪神・淡路キャンペーン実行委員会

40 ③ 地震対応マニュアル 平成8年3月 兵庫県教育委員会

41 ③
市報　あまがさき　震災から復興に向けて
【収納先ファイル名：尼崎市震災復興計画・市報　あまがさき】

平成7年7月1日 尼崎市秘書室広報課

42 ③ 住宅再建支援制度の実現を求めて　活動の歩み 平成17年1月14日 自然災害被災者支援促進協議会

43 ③ 翔べフェニックス　創造的復興への群像 平成17年1月17日 （財）阪神・淡路大震災記念協会

44 ③ 新・しまばら創造へのみち　 平成6年2月 長崎県　雲仙岳災害復興室

45 ③
震災１０年 感謝と教訓を手に・・・市民のかけ橋神戸から全国へ
【収納先ファイル名：市民のかけ橋　神戸から全国へ・震災１０年　神戸からの発信　GUIDE BOOK vol.3】

平成17年8月 「震災10年神戸からの発信」推進委員会

46 ③
震災１０年　神戸からの発信　GUIDE　BOOK　vol.3
【収納先ファイル名：市民のかけ橋　神戸から全国へ・震災１０年　神戸からの発信　GUIDE BOOK vol.3】

「震災10年神戸からの発信」推進委員会事務局

47 ③ 震災からの復興の歩み（定点観測）に関する調査報告書 平成8年3月 （財）関西産業活性化センター

48 ③ 震災資料の分類・公開の基準研究会 報告書 平成13年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

49 ③
震災と復興の１０年。そしてこれから
【収納先ファイル名：震災と復興の１０年。そしてこれから】

平成18年3月 阪神・淡路震災復興支援10年委員会

50 ③ 震災復興共同再建事業の実態と制度化への挑戦 平成10年3月 立命館大学震災プロジェクト住宅政策部会

51 ③ 震災復興と自治体・住民 平成9年3月 立命館大学震災復プロジェクト復興対策部会

52 ③ 震災復興とまちづくり　北淡町富島地区の区画整理と住民 平成9年5月 深井純一編

53 ③ 生活復興調査 平成18年3月 兵庫県

54 ③ １９９５年度阪神・淡路大震災学術調査研究発表会論文集 平成7年12月
立命館大学阪神・淡路大震災
復興研究プロジェクト

55 ③ １９９６年度阪神・淡路大震災学術調査研究発表会論文集 平成9年1月
立命館大学阪神・淡路大震災
復興研究プロジェクト事務局

56 ③ 創造的復興への戦略 平成10年3月 阪神・淡路震災復興計画推進委員会

57 ③ 第７回県民意識調査　報告書 平成14年3月 兵庫県
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58 ③ 大規模災害時における避難所のあり方に関する研究報告書 平成8年3月 尼崎市・（財）あまがさき未来協会

59 ③ 大規模自然災害被災地における地域の再活性化促進方策調査　報告書 平成12年2月
総理府阪神・淡路復興対策本部事務局
(財)阪神・淡路大震災記念協会

60 ③ 大震災をこえた市民活動 平成9年6月
市民活動地域支援システム研究会
神戸調査委員会

61 ③
ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ　ＴＯＷＮ　ＶＩＥＷ　ＲＥＰＯＲＴ　№６
【収納先ファイル名：ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ　ＴＯＷＮ　ＶＩＥＷ　ＲＥＰＯＲＴ　№６・№１８】

平成7年3月 宝塚まちづくり研究所

62 ③
ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ　ＴＯＷＮ　ＶＩＥＷ　ＲＥＰＯＲＴ　№１８
【収納先ファイル名：ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ　ＴＯＷＮ　ＶＩＥＷ　ＲＥＰＯＲＴ　№６・№１８】

平成12年6月 宝塚まちづくり研究所

63 ③
宝塚市震災復興計画
【収納先ファイル名：宝塚市震災復興計画・美彩都　宝塚ＶＯＬ６】

平成7年6月 宝塚市

64 ③
95年宝塚女性フォーラム報告書　「女性と震災」
【収納先ファイル名：’95年宝塚女性フォーラム報告書「女性と震災」/宝塚発阪神・淡路大震災体験手記　青いビニールシート】

平成7年10月26日～28日 宝塚市立女性センター・エル

65 ③
宝塚発阪神・淡路大震災体験手記　青いビニールシート
【収納先ファイル名：’95年宝塚女性フォーラム報告書「女性と震災」/宝塚発阪神・淡路大震災体験手記　青いビニールシート】

平成7年4月 宝塚市立女性センター・エル

66 ③ 地域防災データ総覧　－地震災害編・火山災害編－（改訂新版） 平成10年3月 （財）消防科学総合センター

67 ③ 長期総合指針検討委員会－報告書－「全県ビジョンに向けて」 平成12年7月 長期総合指針検討委員会

68 ③ 都市公団の震災復興事業 平成13年1月 都市基盤整備公団

69 ③ 都市地震災害国際シンポジウム報告書 平成8年3月 都市地震災害国際シンポジウム実行委員会

70 ③ 都市と危機管理に関する研究－都市の安全、市民の安心－ 平成11年3月 （財）日本都市センター

71 ③ 西宮市震災復興計画 平成7年6月 西宮市

72 ③ ２１世紀学会誌　第６巻 平成11年3月31日 ２1世紀学会

73 ③ ２１世紀学会誌　第７巻 平成12年4月30日 ２1世紀学会

74 ③ ２１世紀ひょうごvol．９１ 平成17年1月 （財）２１世紀ヒューマンケア研究機構

75 ③ ２１世紀ひょうごvol．９２ 平成17年3月 （財）２１世紀ヒューマンケア研究機構

76 ③ 母として、子供たちに伝えたい　阪神淡路大震災 平成8年3月20日 １．１７を体験した母親の会
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77 ③ 阪神・淡路震災復興計画 平成7年7月 兵庫県阪神・淡路大震災復興本部総括部計画課

78 ③ 阪神・淡路震災復興計画　事業概要書 平成7年7月 兵庫県阪神・淡路大震災復興本部総括部計画課

79 ③ 阪神・淡路震災復興計画後期５ヵ年推進プログラム 平成12年11月 兵庫県

80 ③ 阪神・淡路震災復興計画　最終３ヵ年推進プログラム 平成14年12月 兵庫県

81 ③ 阪神・淡路震災復興計画推進方策 平成10年3月 兵庫県

82 ③ 阪神・淡路大震災　ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ・ﾗｲﾌﾗｲﾝ部会研究報告 平成8年3月
立命館大学阪神・淡路大震災
復興プロジェクト研究ｲﾝﾌﾗ・ﾗｲﾌﾗｲﾝ部会

83 ③ 阪神・淡路大震災　神戸市の記録 平成8年1月 神戸市

84 ③ 阪神・淡路大震災　神戸の生活再建・５年の記録 平成12年3月 神戸市生活再建本部

85 ③ 阪神・淡路大震災　神戸の生活再建　報道記録－神戸新聞記事データベースより抜粋－ 平成12年3月 神戸市生活再建本部

86 ③ 阪神・淡路大震災　神戸復興誌 平成12年1月17日 神戸市

87 ③ 阪神・淡路大震災　震災復興１０年　西宮からの発信　資料集 平成17年3月 西宮市

88 ③ 阪神・淡路大震災　震災復興１０年・西宮からの発信 平成17年3月
西宮市総合企画局企画総括室
政策推進グループ

89 ③ 阪神・淡路大震災　被災地支部の現場から 平成9年1月17日 日本赤十字社兵庫県支部

90 ③ 阪神・淡路大震災　被災地シンクタンクの震災関連調査研究の概要 平成9年3月 兵庫県シンクタンク等協議会

91 ③ 阪神・淡路大震災　ひょうご創生への提言 平成7年7月31日 ひょうご創生研究会

92 ③ 阪神・淡路大震災　復興３ヵ年・西宮の記録“ここまできた復興” 平成10年12月 西宮市

93 ③
阪神・淡路大震災　北淡町の記録
【収納先ファイル名：阪神・淡路大震災　北淡町の記録・ほくだん】

平成9年3月31日 北淡町

94 ③ 阪神・淡路大震災・被災から再生へ 平成8年4月30日
立命館大学阪神・淡路大震災
復興研究プロジェクト

95 ③ 阪神・淡路大震災２周年記念事業　総合フォーラム報告書 平成9年3月
兵庫県阪神・淡路大震災
復興本部総括部復興推進課
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96 ③ 阪神・淡路大震災３周年記念事業　総合フォーラム報告書 平成10年3月
兵庫県阪神・淡路大震災
復興本部総括部復興推進課

97 ③ 阪神・淡路大震災からの創造的復興をめざして－阪神・淡路震災復興計画－ 平成7年6月 阪神・淡路震災復興計画策定調査委員会

98 ③ 阪神・淡路大震災からの創造的復興をめざして－阪神・淡路震災復興計画－（分野別重要事業説明資料） 平成7年6月 阪神・淡路震災復興計画策定調査委員会

99 ③ 阪神・淡路大震災記録　私たちの１年 平成8年3月18日 西宮友の会

100 ③ 阪神・淡路大震災記録　ともに生きる－教育のまち西宮 平成8年1月 西宮市教育委員会

101 ③ 阪神・淡路大震災国際会議報告 平成7年9月
立命館大学阪神・淡路大震災
復興研究プロジェクト

102 ③ 阪神・淡路大震災誌　〔土木施設の地震災害記録〕 平成9年1月 兵庫県

103 ③ 阪神・淡路大震災住宅復興に関する調査報告書－共同再建事業推進に向けての施策提言－ 平成8年10月25日
立命館大学震災復興プロジェクト
「阪神・淡路大震災住宅復興計画研究委員
会」

104 ③ 阪神・淡路大震災調査報告書－平成7年兵庫県南部地震東京都調査団－ 平成7年7月 東京都総務局災害対策部防災計画課

105 ③ 阪神・淡路大震災で弁護士は何ができたのか－震災の教訓を明日の災害に生かす－ 平成16年10月 兵庫県弁護士会

106 ③ 阪神・淡路大震災都市環境部会　１９９５年度研究報告書 平成9年7月
立命館大学震災復興研究プロジェクト
都市環境部会

107 ③ 阪神・淡路大震災におけるアジア系定住者の生活ネットワークの変貌と再生への展望 平成8年11月 神戸商科大学　舟場研究室

108 ③ 阪神・淡路大震災における警察官の救援活動及び被災体験とＰＴＳＤ 平成8年1月 兵庫県警察本部

109 ③ 阪神・淡路大震災による商業の被災と再生－兵庫県下の薬局・薬店の経営実態調査－ 平成8年9月 神戸商科大学　小西研究室

110 ③ 阪神・淡路大震災による倒壊・焼失建物の減失調査 平成9年5月 （社）兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査協会

111 ③ 阪神・淡路大震災の記録 平成7年8月31日 第一勧業銀行

112 ③ 阪神・淡路大震災の復興に向けたメッセージ 平成7年4月 （財）兵庫地域政策研究機構

113 ③ 阪神・淡路大震災－福祉の現場から－ 平成8年3月 兵庫県福祉部

114 ③ 阪神・淡路大震災復興計画総括部会　研究報告書（中間まとめ） 平成8年9月26日
立命館大学震災復興プロジェクト
復興計画総括部会
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115 ③ 阪神・淡路大震災復興誌 平成12年2月23日 総理府　阪神・淡路復興対策本部事務局

116 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第１巻） 兵庫県・（財）２１世紀ひょうご創造協会

117 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第２巻）１９９６年度版 兵庫県・（財）２１世紀ひょうご創造協会

118 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第３巻）１９９７年度版 阪神・淡路大震災記念協会

119 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第４巻）１９９８年度版 阪神・淡路大震災記念協会

120 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第５巻）１９９９年度版 阪神・淡路大震災記念協会

121 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第６巻）２０００年度版 阪神・淡路大震災記念協会

122 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第７巻）２００１年度版 阪神・淡路大震災記念協会

123 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第８巻）２００２年度版 阪神・淡路大震災記念協会

124 ③ 阪神・淡路大震災復興誌（第９巻）２００３年度版 阪神・淡路大震災記念協会

125 ③ 阪神・淡路地域における活力あるまちづくり推進調査（その２）報告書 平成9年3月 国土庁大都市圏整備局

126 ③ 阪神・淡路地域における活力あるまちづくり推進調査（その２）に関する調査報告書 平成9年度 国土庁大都市圏整備局調査研究

127 ③ 阪神・淡路地域における活力あるまちづくり推進調査（その２）に関する調査報告書（要約） 平成9年度 国土庁大都市圏整備局調査研究

128 ③ 阪神・淡路地域における活力あるまちづくり推進調査（その２）に関する調査報告書 平成10年度 国土庁大都市圏整備局調査研究

129 ③ 阪神・淡路地域の戦略的産業復興方策に関する調査　報告書 平成8年3月 （財）関西産業活性化センター

130 ③ 阪神大震災現地学術調査研究報告 平成7年5月 立命館大学理工学部現地学術調査団

131 ③ 阪神大震災被害状況調査　報告書 平成7年4月 （財）建築工学研究所

132 ③ 阪神大震災被害状況調査報告書（概要版） 平成7年4月20日 （財）建設工学研究所

133 ③ 東浦町震災復興計画 平成8年3月 東浦町
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134 ③ 被災者復興支援会議の活動記録－阪神・淡路大震災とくらし再建－ 平成11年3月 被災者復興支援会議

135 ③ 被災地におけるライフスタイルの復旧およびコミュニティの再構築に関する追跡調査 平成9年1月
立命館大学震災復興研究プロジェクト
都市環境部会

136 ③
美彩都　宝塚ＶＯＬ６
【収納先ファイル名：宝塚市震災復興計画・美彩都　宝塚ＶＯＬ６】

平成8年2月 宝塚市公聴広報課

137 ③ ひょうご２００１年計画－仕上げの方策－　～創造的復興と活力ある成熟社会をめざして～ 平成9年3月 兵庫県

138 ③ 兵庫２００１年計画－仕上げの方策－プロジェクト集 平成11年3月 兵庫県

139 ③ 兵庫２００１年主要プロジェクト 平成8年3月 兵庫県

140 ③ 兵庫県の公共交通機関復興のあり方に関する調査研究報告書 平成７年10月 （財）関西交通経済研究センター

141 ③ ひょうご情報社会創生計画 平成10年3月 兵庫県

142 ③
フェニックス兵庫
【収納先ファイル名：フェニックス兵庫・フェニックス兵庫２００１】

平成9年8月 （財）阪神・淡路大震災復興基金・兵庫県・神戸市

143 ③
フェニックス兵庫２００１
【収納先ファイル名：フェニックス兵庫・フェニックス兵庫２００１】

平成13年3月 （財）阪神・淡路大震災復興基金・兵庫県・神戸市

144 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災１周年記念事業 兵庫県

145 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災２周年記念事業 兵庫県

146 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災３周年記念事業 （財）阪神・淡路大震災記念協会

147 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災４周年記念事業 （財）阪神・淡路大震災記念協会

148 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災５周年記念事業 （財）阪神・淡路大震災記念協会

149 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災６周年記念事業 （財）阪神・淡路大震災記念協会

150 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災７周年記念事業 （財）阪神・淡路大震災記念協会

151 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災８周年記念事業 （財）阪神・淡路大震災記念協会

152 ③ 復旧・復興・飛翔　阪神・淡路大震災９周年記念事業 （財）阪神・淡路大震災記念協会
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153 ③ 復興だより　vol．１～vol．１９ 総理府阪神・淡路復興対策本部事務局

154 ③
復興に向けて　阪神・淡路大震災の記録
【収納先ファイル名：復興に向けて　Ⅱ・Ⅲ】

平成7年9月30日 西宮市

155 ③
復興に向けてⅡ　阪神・淡路大震災から２年
【収納先ファイル名：復興に向けて　Ⅱ・Ⅲ】

平成9年3月31日 西宮市

156 ③
復興に向けてⅢ　阪神・淡路大震災から３年間のあゆみ
【収納先ファイル名：復興に向けて　Ⅱ・Ⅲ】

平成10年12月 西宮市

157 ③ 復興まちづくりのあゆみ　復興まちづくり支援事業３年間の記録 ひょうご都市まちづくりセンター

158 ③ 復興モニター調査２００５　報告書 平成18年3月 兵庫県県土整備部住宅復興局復興推進課

159 ③ 平成１０年度　防災関係情報収集・活用調査（阪神・淡路地域）報告書 平成11年3月
国土庁防災局
（財）阪神・淡路大震災記念協会

160 ③ 平成１５年度神戸市民１万人アンケート～くらしとまちの新生をめざして～　資料集 平成16年3月 神戸市

161 ③ 平成１５年度　復興の総括・検証　報告書 平成16年3月 神戸市復興・活性化推進懇話会

162 ③ 防災基本計画 平成７年７月 中央防災会議，国土庁防災局編

163 ③
ほくだん
【収納先ファイル名：阪神・淡路大震災　北淡町の記録・ほくだん】

平成9年3月 北淡町役場

164 ③ 街の復興カルテ　－応急仮設住宅編－　 平成10年3月 （財）２１世紀ひょうご創造協会

165 ③ 見た・考えた・行動した　平成７年１月１７日その時，学校は 平成7年 宝塚市小学校・養護学校校長会

166 ③ 三鷹市防災シンポジウム　記録 平成7年9月10日 三鷹市

167 ③ 港区震災復興マニュアル　概要版 平成13年7月 東京都港区

168 ④ ＥＡＲＴHＱＵＡＫＥ　ＲＥＳＴＯＲＡＴＩＯＮ　ＰＬＡＮ 平成7年7月 芦屋市

169 ④ 朝日新聞　縮刷版１９９５（１） 平成7年2月20日 朝日新聞社

170 ④ 芦高生の見た震災復興 平成9年3月21日 兵庫県立芦屋高等学校

171 ④ あしたの家族　阪神大震災 平成8年1月17日 朝日新聞神戸支局
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172 ④ 芦屋市市民意識調査・芦屋市事業所アンケート調査　報告書 平成7年7月 芦屋市市長室企画課

173 ④ 芦屋市震災復興１０年　芦屋市まち・人・くらし総括・検証報告書 平成17年3月 芦屋市総務部企画課

174 ④ 芦屋市震災復興１０年（まち・人・くらし活性化推進）総括・検証　〔資料№１〕 平成16年6月 芦屋市総務部企画課

175 ④ 芦屋市震災復興１０年（まち・人・くらし活性化推進）総括・検証　〔資料№３〕〔資料№４〕 平成16年9月 芦屋市総務部企画課

176 ④ 芦屋市震災復興計画 平成7年7月 芦屋市市長室企画課

177 ④ 芦屋市震災復興計画　－資料－ 平成7年12月 芦屋市市長室企画課

178 ④ 芦屋女性市長震災日記 平成8年4月30日 下川　裕治

179 ④ 新たな防災教育の充実に向けて　３年目の取組 平成10年1月17日 兵庫県教育委員会

180 ④ 新たな防災教育の充実に向けて　４年目の取組 平成11年1月18日 兵庫県教育委員会

181 ④
新たな防災教育の充実に向けて（まとめ）
【収納先ファイル名：新たな防災教育の充実に向けて（まとめ）】

平成9年10月17日 防災教育推進会議

182 ④
新たな防災教育の推進　－２年目の取組－
【収納先ファイル名：新たな防災教育の推進－２年目の取組－】

平成9年1月17日 兵庫県教育委員会

183 ④ 生きる　大震災ゼロからの出発 平成8年3月18日 神戸新聞社

184 ④ 生きる力を育む防災教育　（小学校） 平成9年3月 神戸市教育委員会

185 ④ 生きる力を育む防災教育　（中学校） 平成9年3月 神戸市教育委員会

186 ④ いざというときのQ＆A９９ 平成10年1月17日 兵庫県教育委員会

187 ④ １．１７は忘れない　それぞれの１０年 平成17年3月31日 神戸新聞総合出版センター

188 ④ １･１７　忘れへんで　防災教育副読本（小学校編） 平成9年1月17日 宝塚市教育委員会

189 ④ １･１７　忘れへんで　防災教育副読本（中学校編） 平成9年1月17日 宝塚市教育委員会

190 ④ 大阪読売　阪神大震災　特別縮刷版 平成7年3月22日 読売新聞社
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191 ④ 大阪読売　阪神大震災　続・特別縮刷版 平成7年4月26日 読売新聞社

192 ④ 奥尻　駆けぬける夏 平成11年7月22日 麻生直子

193 ④ 女たちが語る阪神大震災 平成8年1月17日 ウィメンズネット・こうべ

194 ④ 女たちの阪神大震災 平成7年3月25日 猪熊　弘子

195 ④ 科学的によくわかる地震読本 平成8年9月1日 和田　章

196 ④
語り継ごう阪神・淡路大震災
【収納先ファイル名：語り継ごう阪神・淡路大震災】

平成7年10月 兵庫県内教育研究所連盟

197 ④
語り継ごう阪神・淡路大震災
【収納先ファイル名：語り継ごう阪神・淡路大震災】

平成8年1月 兵庫県内教育研究所連盟

198 ④ 学校、家庭、地域及び関連機関が連携した防災教育の在り方 平成10年2月2日 芦屋市防災教育連絡協議会

199 ④ 学校震災対応マニュアル作成指針 平成8年8月 神戸市教育委員会

200 ④ 学校園防災マニュアル 平成9年1月 西宮市教育委員会

201 ④
学校における新たな防災教育の推進をめざして
【収納先ファイル名：学校における新たな防災教育の推進をめざして】

平成8年10月17日 防災教育推進協議会

202 ④ 学校の地震防災対策マニュアル 平成8年3月 静岡県教育委員会

203 ④ 学校防災マニュアル 平成8年10月 東京都教育委員会

204 ④ 学校防災マニュアル 平成10年3月 兵庫県教育委員会

205 ④
カメラ・アイ　阪神・淡路大震災　市内の情景
【収納先ファイル名：カメラ・アイ　阪神・淡路大震災　市内の情景】

平成7年10月1日 芦屋市市長室広報課

206 ④ カメラが震えた日 平成7年4月30日 朝日新聞出版写真部

207 ④ 官邸応答せよ 平成7年4月10日 高見　裕一

208 ④ 巨大地震にどう備えるか 平成15年11月20日 渡辺　実

209 ④ 緊急！地震対策マニュアル　阪神大震災で知る最新情報 平成7年3月5日 名塚　俊介取材班
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210 ④ 釧路沖地震記録書 平成5年10月 釧路市

211 ④
激震　阪神・淡路大震災に学ぶ
【収納先ファイル名：激震】

平成7年12月 西宮市教育委員会

212 ④
激震　作製のねらいと活用
【収納先ファイル名：激震】

西宮市立総合教育センター研修課

213 ④
研究紀要　災害防止は日頃から
【収納先ファイル名：研究紀要　災害防止は日頃から・中学生の地震対策】

平成9年10月14日 大宮町立大宮中学校

214 ④ 検証　南兵庫大震災 平成7年7月25日 渡辺　好庸

215 ④
公開授業指導案
【収納先ファイル名：公開授業指導案・防災安全教育指導資料集】

平成8・9年度 大宮町立大宮中学校

216 ④ 航空写真集　阪神・淡路大震災　～激震直後５日間の記録～ 平成8年7月30日 神戸新聞総合出版センター

217 ④ 神戸市防災教育　研究実践報告集 平成10年1月
神戸市防災教育実行委員会
神戸市教育委員会

218 ④ 神戸震災日記 平成9年2月5日 田中　康夫

219 ④ 神戸の教育は死なず 平成8年4月20日 神戸市教育委員会

220 ④ 広報　しまばら 平成4年11月17日 島原市

221 ④ 広報　しまばら２ 平成6年3月1日 島原市

222 ④ 国民安全読本 平成17年5月31日 （財）全国安全会議

223 ④ こころのケア研究報告　第１部 平成8年3月31日 神戸市児童相談所

224 ④ こころのケア研究報告　第２部 平成8年3月31日 神戸市児童相談所

225 ④ 小松左京の大震災‘９５ 平成8年6月25日 小松　左京

226 ④ 殺すなと共生  大震災とともに考える 平成9年8月25日 小田　実

227 ④ 災害後の教職員のメンタルヘルスケア事業のまとめ 平成8年3月31日 兵庫県教育委員会

228 ④ 災害廃棄物の処理の記録 平成9年3月 （財）兵庫県環境クリエイトセンター
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229 ④ 災害を受けた子どもたちの心の理解とケア指導資料 平成8年3月31日 兵庫県教育委員会

230 ④ しあわせはこぼう　－指導の手引き－　小学校用 平成9年3月 神戸市教育委員会

231 ④ しあわせはこぼう　－小学校１･２･３年用－ 平成7年11月 神戸市教育委員会

232 ④ しあわせはこぼう　－小学校１･２･３年用－〔改訂版〕 平成9年3月 神戸市教育委員会

233 ④ しあわせはこぼう　－小学校４･５･６年用－ 平成7年11月 神戸市教育委員会

234 ④ しあわせはこぼう　－小学校４･５･６年用－〔改訂版〕 平成9年3月 神戸市教育委員会

235 ④ 幸せ運ぼう　－中学校用－ 平成7年11月 神戸市教育委員会

236 ④ 幸せ運ぼう　－中学校用－〔改訂版〕 平成9年3月 神戸市教育委員会

237 ④ 詩集・阪神淡路大震災 平成7年6月30日 アート・エイド・神戸　

238 ④
地震　地震防災安全学習資料　小学校低学年用
【収納先ファイル名：地震　地震防災安全学習資料　小・中・高等学校】

平成8年9月1日 京都府教育委員会

239 ④
地震　地震防災安全学習資料　小学校高学年用
【収納先ファイル名：地震　地震防災安全学習資料　小・中・高等学校】

平成8年9月2日 京都府教育委員会

240 ④
地震　地震防災安全学習資料　中学校用
【収納先ファイル名：地震　地震防災安全学習資料　小・中・高等学校】

平成8年9月3日 京都府教育委員会

241 ④
地震　地震防災安全学習資料　高等学校用
【収納先ファイル名：地震　地震防災安全学習資料　小・中・高等学校】

平成8年9月4日 京都府教育委員会

242 ④
地震　地震防災安全指導資料　小学校教師用
【収納先ファイル名：地震　地震防災安全指導資料　小・中学校・高校教師用】

平成8年9月5日 京都府教育委員会

243 ④
地震　地震防災安全指導資料　中学校教師用
【収納先ファイル名：地震　地震防災安全指導資料　小・中学校・高校教師用】

平成8年9月6日 京都府教育委員会

244 ④
地震　地震防災安全指導資料　高校教師用
【収納先ファイル名：地震　地震防災安全指導資料　小・中学校・高校教師用】

平成8年9月7日 京都府教育委員会

245 ④ 地震対応マニュアル 平成8年3月 兵庫県教育委員会

246 ④ 地震と活断層　－阪神大震災にみる関西各新聞社の報道 平成7年6月1日 藤田　和夫・岡田　篤正

247 ④ 地震と津波　その監視と防災 平成9年3月 気象庁
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番号 書架№ 題名 年度または年月 著者・編集・監修

248 ④
地震に備えよう〈地震防災リーフレット〉
【収納先ファイル名：中学生の地震対策・地震に備えよう・私たちの地震対策】

静岡県教育委員会

249 ④
地震の発生メカニズムを探る
【収納先ファイル名：日本の地震・地震の発生メカニズムを探る】

平成9年3月 科学技術庁

250 ④ 市町村地域防災計画（震災対策編）策定・見直しマニュアル 平成8年9月1日 地震防災対策研究会

251 ④ 児童相談所　災害対応マニュアル 平成9年3月 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

252 ④ 出版ニュース 平成7年2月11日 ㈱出版ニュース社

253 ④ 詳細　阪神大震災 平成8年1月17日 毎日新聞社

254 ④ 初動活動マニュアル（案） 平成9年1月 芦屋市

255 ④ 自立する市民と自治体 平成9年5月30日 自治体学会

256 ④
震源を、見る　野島断層保存館
【収納先ファイル名：震源を、見る　野島断層保存館】

兵庫県企業庁

257 ④ 震災・その轍　－被災地からの報告- 平成9年1月17日 近畿税理士会

258 ④ 震災遺児家庭の震災体験と生活実態　-平成７年度調査結果報告- 平成8年7月 あしなが育英会

259 ④ 震災遺児家庭の震災体験と生活実態　-平成８年度調査結果報告- 平成9年3月 あしなが育英会

260 ④ 震災後の市民生活に関するアンケート調査　報告書 平成13年3月 芦屋市総務部企画課

261 ④ 震災体験を生かし『生きる力』を育む防災教育「学校再開・平常化に向けて～その時学校は、子どもたちは～」資料集 平成10年1月 神戸市立御影工業高等学校

262 ④ 震災体験を生かし『生きる力』を育む防災教育「地域に生きる防災教育をめざして」資料集 平成10年1月 神戸市立東灘小学校

263 ④ 震災体験を生かし『生きる力』を育む防災教育学習指導案集 平成10年1月 神戸市立本庄小学校

264 ④ 震災体験を生かし『生きる力』を育む防災教育学習指導案集 神戸市立本庄中学校

265 ④ 震災対策の現状と問題点 平成4年11月20日 総務庁行政監察局

266 ④ 震災大臣特命室〔震度７と闘う男たちの記録〕 平成7年8月30日 小里　貞利
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267 ④ 震災なんかに負けないよ　 平成7年6月30日
芦屋市青少年育成愛護委員会
芦屋市立青少年愛護センター

268 ④ 震災の思想　阪神大震災と戦後日本 平成7年6月25日 藤原書店編集部

269 ④ 震災復興と地域情報化～兵庫県の情報化プロジェクト～ 平成10年10月31日 全国マルチメディア祭’９７inひょうご実行委員会

270 ④ 震災を生きて　記録　大震災から立ち上がる兵庫の教育 平成8年1月17日 兵庫県教育委員会

271 ④ 全国学校防災フォーラム　－兵庫からの発信－ 平成10年1月16日～17日 文部省　兵庫県教育委員会

272 ④ 全国中学生防災フォーラム　in　KOBE（報告書） 平成9年4月 神戸市教育委員会総務部庶務課

273 ④ 創造的復興をめざして 平成12年3月 （財）阪神・淡路大震災復興基金

274 ④
大地震　～グラっときたら～（小学校低学年用）
【収納先ファイル名：大地震（小学校低学年・小学校高学年・中学校用）】

伊丹市教育委員会

275 ④
大地震　～そのときあなたは～（小学校高学年用）
【収納先ファイル名：大地震（小学校低学年・小学校高学年・中学校用）】

伊丹市教育委員会

276 ④
大地震　～あの日を忘れない～（中学校用）
【収納先ファイル名：大地震（小学校低学年・小学校高学年・中学校用）】

伊丹市教育委員会

277 ④ 大震災　市長は何ができるのか 平成7年5月30日 高秀　秀信

278 ④ 大震災・市民篇　１９９５ 平成8年5月30日 長征社

279 ④ 大震災１００日の記録　兵庫県知事の手記 平成8年3月1日 貝原　俊民

280 ④ 大震災以後 平成10年3月20日 「科学」編集部

281 ④ 大震災下の福祉救援 平成8年12月25日 社会福祉法人　京都府社会福祉協議会

282 ④ 大震災と児童相談所 平成8年3月 兵庫県児童相談所

283 ④ 大震災とたたかう男　兵庫県知事　貝原俊民の挑戦 平成10年6月1日 角間　隆

284 ④ 大震災と人間復興 平成8年10月17日 兵庫県震災復興研究センター

285 ④ 大震災の法と政策　阪神・淡路大震災に学ぶ政策法学 平成8年3月10日 阿部　泰隆
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286 ④ 大震災を生き抜く　「阪神」が教える危機管理 平成7年4月20日 時事通信社編集局

287 ④ 大変やったなあ　朝霧も 平成8年 朝霧校区女性の会

288 ④
地球家族
【収納先ファイル名：地球家族】

平成7年12月 芦屋市国際交流協会

289 ④
知的障害児に対する防災教育の課題
【収納先ファイル名：知的障害児に対する防災教育の課題】

平成7年度 兵庫県立神戸養護学校

290 ④
中学生の地震対策
【収納先ファイル名：中学生の地震対策・地震に備えよう・私たちの地震対策】

静岡県教育委員会

291 ④
中学生の地震対策
【収納先ファイル名：研究紀要　災害防止は日頃から・中学生の地震対策】

大宮町立大宮中学校

292 ④ 中学校　安全指導の手引（三訂版） 平成6年8月5日 日本体育・学校健康センター

293 ④ 伝えたいあの日　－芦屋市民による芦屋の記録－ 平成11年6月 ボランティアグループ「とまと」

294 ④ 津波　防災マップ 平成6年3月 釧路市

295 ④ 東海地震についての県民意識調査 平成8年3月 静岡県総務部地震対策課

296 ④ 東京が震える前に 平成9年9月1日 東京都教育委員会

297 ④ ドキュメント　阪神大震災全記録 平成7年4月8日 毎日新聞社

298 ④
都市圏活断層図　大阪西北部
【収納先ファイル名：都市圏活断層図　大阪西北部】

国土地理院

299 ④ 都市再生最前線 平成17年7月30日 伊藤　滋

300 ④ 都市崩壊の科学　－追跡・阪神大震災 平成8年2月1日 朝日新聞大阪科学部

301 ④ ドッカンぐらぐら　阪神淡路大震災兵庫県下児童作文集 平成10年2月10日
兵庫県国語教育連盟
兵庫県小学校教育研究会国語部会

302 ④ ドッカンぐらぐら　そしてあしたへ　続・阪神淡路大震災兵庫県下児童作文集 平成10年1月22日
兵庫県国語教育連盟
兵庫県小学校教育研究会国語部会

303 ④ なき友の夢とともに希望のあしたへ一歩 平成8年1月17日 芦屋市立宮川小学校

304 ④
日本の地震
【収納先ファイル名：日本の地震・地震の発生メカニズムを探る】

平成8年3月 科学技術庁
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305 ④ 阪神・淡路大震災　芦屋市医師会活動記録 平成7年12月1日 社団法人　芦屋市医師会

306 ④ 阪神・淡路大震災　芦屋市の記録’９５～’９６ 平成9年4月 芦屋市役所企画財政部防災対策課

307 ④ 阪神・淡路大震災　大阪市消防活動記録 平成8年1月 大阪市消防局

308 ④ 阪神・淡路大震災　神戸の教育の再生と創造への歩み 平成8年 神戸市教育委員会

309 ④ 阪神・淡路大震災　水道復旧の報告 平成9年1月17日 芦屋市水道部

310 ④ 阪神・淡路大震災　その時、私たちは 平成8年3月31日 兵庫県肢体不自由児者父母の会連合会

311 ④ 阪神・淡路大震災　－宝塚市の記録１９９５－ 平成9年3月1日 宝塚市役所

312 ④ 阪神・淡路大震災　被災から防災へ・復興への記録 平成8年4月1日 日刊建設工業新聞社

313 ④ 阪神・淡路大震災　被災地弁護士会の活動の軌跡
兵庫県弁護士会
（財）法律扶助協会兵庫県支部

314 ④ 阪神・淡路大震災　六甲砂防工事事務所の記録 平成11年3月 近畿地方建設局六甲砂防工事事務所

315 ④ 阪神・淡路大震災、芦屋市への支援 平成8年8月31日 （財）特別区協議会

316 ④ 阪神・淡路大震災１０年　特別縮刷版　２００４年１月～２００５年３月 平成7年6月 読売新聞大阪本社

317 ④ 阪神・淡路大震災２年　被災者５０００人実態調査　遺族からの手紙 平成9年1月 読売新聞大阪本社

318 ④ 阪神・淡路大震災４年　被災者５０００人実態調査　遺族からの手紙 平成11年1月 読売新聞大阪本社

319 ④ 阪神・淡路大震災関連収集資料目録　（平成９年３月） 平成9年3月 （財）２１世紀ひょうご創造協会

320 ④ 阪神・淡路大震災関連収集資料目録　（平成９年１０月１日現在） 平成9年10月 （財）２１世紀ひょうご創造協会

321 ④ 阪神・淡路大震災関連収集資料目録　（平成１０年３月末現在） 平成10年3月 （財）２１世紀ひょうご創造協会

322 ④ 阪神・淡路大震災関連収集資料目録　（平成１２年１月末現在） 平成12年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

323 ④ 阪神・淡路大震災誌 平成8年3月25日 朝日新聞社
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324 ④ 阪神・淡路大震災人権白書 平成8年10月31日 近畿弁護士会連合会

325 ④ 阪神・淡路大震災と学校 平成7年11月10日 兵庫県教職員組合

326 ④ 阪神・淡路大震災と地震の予測 平成8年8月27日 深尾　良夫・石橋　克彦

327 ④ 阪神・淡路大震災における消防活動の記録（神戸市域） 平成7年5月25日 神戸市消防局

328 ④
阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について
【収納先ファイル名：阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について】

平成7年9月 芦屋市

329 ④
阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について
【収納先ファイル名：阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について】

平成8年6月 芦屋市

330 ④
阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について
【収納先ファイル名：阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について】

平成9年2月 芦屋市

331 ④
阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について
【収納先ファイル名：阪神・淡路大震災における被害状況及び復旧状況等の概要について】

平成10年3月 芦屋市

332 ④ 阪神・淡路大震災の記録 神戸市立本庄小学校

333 ④ 阪神・淡路大震災の記録　震災から復興へ 平成8年1月17日 芦屋市役所市長室広報課

334 ④ 阪神・淡路大震災の記録１ 平成9年4月25日 消防庁

335 ④ 阪神・淡路大震災の記録２ 平成9年4月26日 消防庁

336 ④ 阪神・淡路大震災の記録３ 平成9年4月27日 消防庁

337 ④ 阪神・淡路大震災の記録　別巻：資料編 平成9年4月28日 消防庁

338 ④ 阪神・淡路大震災復旧記録 平成7年6月1日 関西電力㈱

339 ④ 阪神・淡路大震災復興基金事業概要　（平成１０年１２月現在） 平成11年1月 （財）阪神・淡路大震災復興基金

340 ④
阪神淡路大震災に学ぶ　学生のための防災・ボランティアハンドブック
【収納先ファイル名：阪神淡路大震災に学ぶ　学生のための防災・ボランティアハンドブック】

平成9年3月 防災・ボランティアハンドブック作成委員会

341 ④ 阪神大震災 平成7年10月16日 読売新聞大阪本社

342 ④ 阪神大震災　朝日新聞大阪本社版　紙面集成 平成7年3月25日 朝日新聞社
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343 ④ 阪神大震災　〔記者の見た三百万人の軌跡〕 平成8年9月20日 日本経済新聞取材班

344 ④ 阪神大震災　全記録　兵庫県南部被災地からの報告 平成7年6月20日 神戸新聞社

345 ④ 阪神大震災　毎日新聞は何を伝えたか　特別縮刷版 平成7年3月15日 毎日新聞社

346 ④ 阪神大震災研究１　大震災１００日の軌跡 平成8年5月1日 神戸大学〈震災研究会〉

347 ④ 阪神大震災研究２　苦闘の被災生活 平成9年2月1日 神戸大学〈震災研究会〉

348 ④ 阪神大震災研究３　神戸の復興を求めて 平成9年5月1日 神戸大学〈震災研究会〉

349 ④ 阪神大震災と外国人 平成8年1月31日 外国人地震情報センター

350 ④ 阪神大震災と自治体の対応 平成8年2月15日 高寄　昇三

351 ④ 阪神大震災の記録　あれから1年夢輝いて！精道 平成8年 芦屋市精道中学校育友会

352 ④ 阪神大震災の記録　あすへの息吹き 平成7年7月17日 兵隣協阪神ブロック

353 ④ 阪神大震災の被災者にラジオ放送は何ができたか 平成7年6月1日 毎日放送

354 ④ 阪神大震災のメンタルヘルス　－子どものケアを中心に－ 平成8年2月17日 人見　一彦

355 ④ 阪神南地域の都市再生 兵庫県阪神南県民局

356 ④ 被災地における児童生徒の心の健康に関する調査研究報告書 平成8年4月
被災地における児童生徒の心の健康に関す
る
調査研究協力者会議

357 ④ 被災地における児童生徒の心の健康に関する調査研究報告書 平成9年8月
被災地における児童生徒の心の健康に関す
る
調査研究協力者会議

358 ④
非常災害時における学校運営上の諸課題と対策
【収納先ファイル名：非常災害時における学校運営上の諸課題と対策】

神戸大学発達科学部研究紀要

359 ④ 非常災害時における子どもの心のケアのために 平成10年3月31日 文部省

360 ④ 兵庫県南部地震はなぜ発生したか 平成8年1月16日 正村　史朗

361 ④ 兵庫県南部地震を考える 平成8年3月31日 兵庫県立人と自然の博物館
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362 ④ 兵庫県南部地震をふまえた大都市災害に対する総合防災対策の研究　報告書 平成7年3月 京都大学防災研究所

363 ④ 兵庫県南部大地震と山崎断層 平成8年4月10日 寺脇　弘光

364 ④ 兵庫県の学校 平成16年度 兵庫県企画管理部管理局統計課

365 ④ 復興への歩み　阪神・淡路大震災芦屋市の記録Ⅱ 平成13年3月 芦屋市

366 ④ 復興をめざして　 平成8年1月17日 兵庫県立芦屋高等学校

367 ④
防災安全教育指導資料集
【収納先ファイル名：公開授業指導案・防災安全教育指導資料集】

平成8・9年度 大宮町立大宮中学校

368 ④ 防災ガイド‘９８ 平成10年1月17日 防災ガイド編集委員会

369 ④ 防災教育・災害時の心の健康に関する中央研修会 平成9年度 文部省　日本体育・学校健康センター

370 ④ 防災教育・災害時の心の健康に関する中央研修会 平成10年度 文部省　日本体育・学校健康センター

371 ④ 防災教育絵本　あしたもあそぼうね 兵庫県教育委員会

372 ④ 防災教育副読本（小学校１･２･３年生用）あすにいきる 平成9年1月17日 兵庫県教育委員会

373 ④ 防災教育副読本（小学校４･５･６年生用）明日に生きる 平成9年1月17日 兵庫県教育委員会

374 ④ 防災教育副読本（中学生用）明日に生きる 平成9年1月17日 兵庫県教育委員会

375 ④ 防災教育副読本（高校生用）明日に生きる 兵庫県教育委員会

376 ④
防災教育副読本「明日に生きる」活用の手引き－小学校用－
【収納先ファイル名：防災教育副読本「明日に生きる」活用の手引き（小学校・高校生用）】

平成9年3月 兵庫県教育委員会

377 ④
防災教育副読本「明日に生きる」（高校生用）活用の手引き
【収納先ファイル名：防災教育副読本「明日に生きる」活用の手引き（小学校・高校生用）】

兵庫県教育委員会

378 ④
防災教育副読本「明日に生きる」を活用した防災教育実践事例集－小学校編－
【収納先ファイル名：防災教育副読本「明日に生きる」を活用した防災教育実践事例集（小学校編・高校編）】

平成11年1月 兵庫県教育委員会

379 ④
防災教育副読本「明日に生きる」を活用した防災教育実践実例集－中学校編－
【収納先ファイル名：防災教育副読本「明日に生きる」を活用した防災教育実践事例集（小学校編・高校編）】

平成11年1月 兵庫県教育委員会

380 ④ 防災教育モデル地域指定事業報告書 平成10年3月 兵庫県教育委員会事務局体育保健課

20



行政情報コーナー震災関連資料目録

番号 書架№ 題名 年度または年月 著者・編集・監修

381 ④ 防災について考えよう 平成10年8月 文部省体育局学校健康教育課

382 ④ 報道写真全記録　大震災一年 平成8年1月30日 朝日新聞社

383 ④ 報道写真全記録　阪神大震災 平成8年1月30日 朝日新聞社

384 ④ マグニチュード７．２　阪神大震災私たちの記録 平成7年7月17日 大震災手記作成委員会

385 ④ まちづくりを問い直す　－防災と自治－ 平成8年3月30日 自治体学会

386 ④ 街のしあわせをまもって５０年　-六甲砂防５０周年記念誌- 平成2年2月28日 建設省近畿地方建設局六甲砂防工事事務所

387 ④ 街の復興カルテ 平成9年3月 兵庫県・（財）２１世紀ひょうご創造協会

388 ④ 街の復興カルテ 平成10年3月 兵庫県・（財）２２世紀ひょうご創造協会

389 ④ 街の復興カルテ　１９９８年版 平成11年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

390 ④ 街の復興カルテ　１９９９年版 平成12年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

391 ④ 街の復興カルテ　２０００年版 平成13年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

392 ④ 街の復興カルテ　２００２年版 平成15年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

393 ④ 街の復興カルテ　２００３年版 平成16年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

394 ④ 街の復興カルテ　２００４年版 平成17年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

395 ④ 街の復興カルテ　２００５年版 平成18年3月 （財）阪神・淡路大震災記念協会

396 ④ 未明の街 平成11年1月17日 濱岡　收・盧　進容・小林　正典・黒田　清

397 ④
山が動く　雲仙・普賢岳噴火災害記録
【収納先ファイル名：山が動く　雲仙・普賢岳噴火災害記録】

島原市

398 ④ 予告された震災の記録 平成7年4月30日 佐野　眞一

399 ④ 読売報道写真　阪神大震災全記録 平成7年3月10日 読売新聞社
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400 ④ よみがえれ！線路よ　街よ 平成8年7月29日 西日本旅客鉄道㈱

401 ④
よみがえれAshiya
【収納先ファイル名：よみがえれAshiya】

平成9年3月 芦屋市企画財政部広報課

402 ④ わが家の地震対策マニュアル 静岡県

403 ④ 忘れない 平成10年3月12日 久保田　靖子

404 ④
私たちの地震対策
【収納先ファイル名：中学生の地震対策・地震に備えよう・私たちの地震対策】

静岡県

405 阪神淡路大震災被害状況調査報告書（図面集）　平成７年４月 財団法人　建設工学研究所

406 朝日新聞（H７．１．１８～H９．１．１６） 朝日新聞社

407 毎日新聞（H７，１．１８～H７．１．２９） 毎日新聞社

408 ＴＨＥ　ＴＩＭＥＳ（１９９５．１．１８）

409 ＴＨＥ　Ｄａｉｌｙ　Ｔｅｌｅｇｒａｐｈ（１９９５．１．１８）
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