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　　平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 「人文書ベストセレクションNO．96」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「災害」です。

　地震・台風などの自然現象や事故・火事・伝染病などの災害は、
世界の歴史において、社会的 、経済的、文化的に大きな影響を与えてきました。
日本も自然災害が多い国です。私たちは、災害の経験を
どのように活かしていくべきでしょうか・・・。
社会・歴史・心理等、貴店の人文･社会コーナーのフェアや
欠本補充に、ご活用下さい。
　裏面もございます。

　《社会》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

晶文社 僕たちが見つけた道標－福島の高校生とボラ 兵藤智佳 1,400 2013/7 社会学一般

3.11後、どう生きるべきか―自分たちの道標を見つけ
ようともがく、等身大の高校生と大学生の物語。 9784794969064

晶文社 海が呑む　３．１１東日本大震災までの日本
花輪莞爾・山浦
玄嗣 1,400 2011/12 社会学一般

悪夢のような恐怖を描くルポルタージュ！丹念に集め
られた被災体験談。 9784794967725

みすず書房 災害がほんとうに襲った時　阪神淡路大震災 中井久夫 1,200 2011/4 社会学一般

こころのケアを中心に、精神科医が関与観察した阪
神淡路大震災50日間の記録。 9784622076148

みすず書房 福島の原発事故をめぐって　いくつか学び考 山本義隆 1,000 2011/8 社会学一般

科学史の専門家が、核問題・原発依存社会について
の考えを記し話題を呼んだ書。 9784622076445

紀伊國屋書店 感染爆発－鳥インフルエンザの脅威 マイク・ディヴィス 1,600 2449/3 社会学一般

なぜ鳥インフルエンザが現代に現れたのか？その謎
に迫る。 9784314010016

東京大学出版会 〈持ち場〉の希望学　釜石と震災、もう一つ
東大社研・中村尚
史・玄田有史 編 2,800 2014/12 社会学一般

震災のなか人々はそれぞれの〈持ち場〉で何を考え、どう行
動したのか。これまで語られてこなかった震災の記憶。 9784130330725

御茶の水書房 メディア環境の近代化－災害写真を中心に－ 北原糸子 1,000 2012/3 メディア論
明治中期、映像で災害を捉える時代が開かれた。災害の
実体写真を紹介しながら、その時代の情報空間を考える。 9784275009777

御茶の水書房 ３．１１が破壊したふたつの神話－原子力安 常石敬一 1,000 2015/7 環境問題
原子力発電の安全性と地震予知は現代の神話である。人
が人として生きていく健全な社会構築を考える。 9784275020147

未来社 放送記者、ドイツに生きる 永井潤子 2,200 2013/8 環境問題
環境問題への意識の高いドイツの脱原発・再生可能エネ
ルギー等、エネルギー転換の現状を伝える。 9784624410971

未来社 明日なき原発　増補新版－原発のある風景 柴野徹夫 1,800 2011/6 環境問題
放射線防護学の権威・安斎育郎氏の全面的な協力
のもと原発なき未来への指し示す。 9784624410926

ミネルヴァ書房 せまりくる「天災」とどう向きあうか 鎌田 浩毅 1,800 2015/12 差別社会
オールカラーで京大人気講義「地球科学入門」の“科学の
伝道師”鎌田先生が防災への備えを解説 9784623075232

ミネルヴァ書房 大震災復興過程の政策比較分析－関東、阪神 五百旗頭 真 4,500 2016/9 差別社会
熊本地震から関東大震災への「さかのぼり災後史」と
いう新しい試み。御厨 貴先生編著 9784623077823

ミネルヴァ書房 ごみと日本人－衛生・勤倹・リサイクルから 稲村 光郎 2,200 2015/6 差別社会
関東大震災後のガレキゴミは水路等の埋め込みに利
用。ごみから見えてくる災害の歴史 9784623073764

イースト・プレス こども東北学 山内明美 1,200 2011/11 現代社会
「東北」って、いったいなんだ！？まったく新しいスタイルで
語られる、異色の日本近代史と、私たちのゆくえ。 9784781690209

春秋社 学校を災害が襲うとき－教師たちの３．１１ 田端健人 1,800 2012/10 現代社会
教師たちへの聞き取りに基づく、学校再開までの日々。東
北発、教育関係者必読の〈災害エスノグラフィー〉。 9784393333198

大月書店 あれからの日々を数えて　東日本大震災・一 
ＮＨＫ取材班 2,200 2012/3 現代社会
災害の現場に立った取材者は、何を見、何を考えた
のか。密着取材によるルポ。 9784272330737

白水社 ＮＧＯと人道支援活動 ギヨーム・ダンドロー 951 2005/5 海外事情

国境なき医師団や赤十字に代表される非政府組織ＮＧＯ。
カンボジア、ソマリア、ルワンダなどでの実情をもとに有効な
支援を探る。 9784560508879

晶文社 これからの地域再生 飯田泰之 1,600 2017/6 海外事情
中規模都市の繁盛が、日本経済を活性化させる！未
来のヒントが詰まった試論集。 9784794968302

勁草書房 なぜ政府は動けないのか　アメリカの失敗と
ドナルド・ケトル／稲
継裕昭監訳 2,900 2011/10 政治

ハリケーン・カトリーナの災害にうまく対応できなかっ
たアメリカ。硬直的な政府をどう改革すべきか？ 9784326351565

日本評論社 震災復興の政治経済学－津波被災と原発危機 齊藤誠 2,200 2015/10 政治
震災復興、原発危機対応、巨大な無駄と無責任を問
いながら、合理的政策の可能性を追求する 9784535558298

日本評論社 自然災害と被災者支援 山崎栄一 3,500 2013/9 社会学一般

災害時における被災者支援、地域における事前の備えの
あり方について法学者の視点から解説 9784535519527

日本評論社 大規模震災と行政活動 鈴木庸夫 4,000 2015/3 社会学一般

東日本大震災・福島原発事故における救済・復興・補償を
現行法を使ってどのように解決できるかの展望を示す 9784535520257

　《教育・心理》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

勁草書房 災害と厄災の記憶を伝える　教育学は何がで
山名淳・矢野智
司編著 4,000 2017/1

教育学・
教育論

災害という経験を受け止め、伝承するために、教育学に何
ができるのか。その問いに向き合う手掛かりを探究。 9784326251209

誠信書房 震災後の親子を支える－家族の心を守るため 
日本心理学会 監修 1,700 2016/7 心理一般
被災地の親子をめぐる環境が急変するなか、家族の心と生
活を支えるため、心理学ができることを多面的に考える 9784414311174

誠信書房 地域と職場で支える被災地支援－心理学にで 
日本心理学会 監修 1,700 2016/6 心理一般
被災者への支援として心理学に何ができるか。本書では東
日本大震災時の活動例や被災者研究を紹介。 9784414311167

誠信書房 災害時の健康支援－行動科学からのアプロー
災害行動科学研究
会 編 1,800 2012/9 心理一般

災害時の心身の健康を広く取り上げ、中長期的支援
に向けての考え方を示す 9784414802061

誠信書房 大災害と子どものストレス－子どものこころ
藤森　和美 編
前田　正治 編 1,800 2011/10 心理一般

災害後の子どもの精神面のケアについて第一線の専
門家が語る 9784414400687

誠信書房 喪失と悲嘆の心理臨床学－様態モデルとモー 山本　力 3,000 2014/8 心理一般
喪失と悲哀の心理的体験について，理論的考察と心理臨
床実践を集大成した著者渾身の書き下ろし 9784414400854

みすず書房 生きがいについて 神谷美恵子 1,600 2004/10 心理一般
私たちはひとたび生きがいを失ったら、どんなふうにしてま
た新しい生きがいを見いだすのだろうか。 9784622081814

東京大学出版会 ヒューマンエラーは裁けるか－安全で公正な
シドニー・デッカー
著／芳賀 繁 監訳 3,000 2009/10 基礎心理

許すべきミスと罰すべきミスの違いとは？　事故当事者から
得た豊富な実例を用いて具体的に論じる。 9784130530170

ミネルヴァ書房 災害に備える心理教育－今日からはじめる心
名古屋大学こころの
減災研究会 3,000 2016/10 発達心理

災害支援を考えるうえで「心理的な被害」を減らす『心
の減災』について解説 9784623078066

大月書店 ３・１１と心の災害　福島にみるストレス症
蟻塚亮二　須藤康
弘 1,800 2016/6 臨床心理

精神的な外傷体験に見舞われた被災者たちが抱えるストレ
ス・トラウマ反応の実態を相馬の診療現場から伝える。 9784272360871
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　《歴史》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

創元社 医療の歴史－穿孔開頭術から幹細胞治療まで スティーブ・パーカー 2,800 2016/1 歴史一般
原始的外科手術からバイオ治療に至るまでの医療史
を、豊富なカラー資料とともに描く。 9784422202389

創元社 小児を救った種痘学入門－ジェンナーの贈り 加藤四郎 2,000 2016/8 歴史一般
種痘の改良と普及に尽力したジェンナーの生涯を描く感動
の偉人伝。日本人医師列伝も収録. 9784422202402

吉川弘文館 災害復興の日本史 安田政彦著 1,700 2013/1

日本史（概
論・通史・史
料）

古記録にみえる富士山三大噴火や明暦の大火、関東大震
災などの被災実態について、復興に焦点をあてて描く。

9784642057615

吉川弘文館 日本災害史 北原糸子編 4,200 2006/9

日本史（概
論・通史・史
料）

飢饉、地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮…。古代から現
代まで、人々はいかに災害を乗り越えてきたのか。

9784642079686

吉川弘文館 大地震　古記録に学ぶ 宇佐美龍夫著 2,200 2014/8

日本史（概
論・通史・史
料）

最新の研究成果から、歴史地震の被害や震源・震度分布・
防災対応などを検証。将来の地震に備える。

9784642065801

吉川弘文館 平安京の災害史　都市の危機と再生 北村優季著 1,700 2012/5
日本史
（古代）

華やかなイメージの一方で、天災や疫病などがくり返された
平安京。古都の災害史から学ぶ都市再生への道。 9784642057455

吉川弘文館 大飢饉、室町社会を襲う！ 清水克行著 1,700 2008/6
日本史
（中世）

慢性的な飢餓に直面していた室町人に巨大飢饉が襲いか
かる！　飢餓と飽食の残酷な構造をえぐりだす。 9784642056588

筑摩書房 方丈記私記 堀田善衞 700 1988/9
日本史
（中世）

中世の酷薄な世相を覚めた眼で見続けた鴨長明。その人
間像を自己の戦争体験に照らして語りつつ現代日本文化
の深層をつく。 9784480022639

筑摩書房 方丈記 鴨長明 1,000 2011/11
日本史
（中世）

永遠の古典を、混迷する時代に生きる現代人ゆえに
共鳴できる作品として訳解した決定版。 9784480094070

筑摩書房 震災画報 宮武外骨 1,100 2013/8
日本史
（中世）

混乱時のとんでもない人のふるまいや、同じ町内で生死を
分けた原因等々を詳述する、外骨による関東大震災の記
録

9784480095671

筑摩書房 日本震災史－復旧から復興への歩み 北原糸子 980 2016/9
日本史
（中世）

有史以来、明治までの震災の復旧・復興史に焦点を
当て、災害対策の歩みを明らかにする。 9784480069160

筑摩書房 東京都市計画物語 越澤明 1,400 2001/3
日本史
（中世）

関東大震災から東京オリンピックまでの40年にわたる都市
計画の展開と挫折をたどりつつ新たな問題を提起する。 9784480086181

白水社 大正大震災　忘却された断層 尾原宏之 2,000 2012/4
日本史
（近代）

関東大震災はそもそも「大正大震災」だった。なぜ、当時の
日本人はあの大地震をそう呼んだのか？ 9784560082065

ミネルヴァ書房 天才と異才の日本科学史－開国からノーベル 後藤 秀機 2,500 2013/9
日本史
（近代）

災害の歴史に向き合う科学者達。開国からノーベル
賞まで、150年の軌跡。 9784623066827

法政大学出版局 函館の大火　昭和九年の都市災害 宮崎揚弘 3,600 2017/1
日本史
（現代）

1934年3月21日夕刻、函館の街を襲った大火は一晩で2千
人以上の命を奪い、日本災害史上に残る大惨禍をもたらし
た

9784588316234

法政大学出版局 震災と地域再生　石巻市北上町に生きる人び 西城戸誠 3,000 2016/2
日本史
（現代）

東日本大震災で甚大な被害を受けた東北の地域社
会はどこまで復興し、人びとの生活はどう変化したの 9784588613012

創元社 古地図が語る大災害－絵図・瓦版で読み解く 本渡章 2,000 2014/12 民俗学
古地図等を題材に、歴史上繰り返されてきた大地震・
津波・大火の記録を読み解く。 9784422250786

草思社 銃・病原菌・鉄　上
ジャレド・ダイアモン
ド 著／倉骨 彰 訳 900 2012/2

世界史（概
論・通史・史
料） 9784794218780

草思社 銃・病原菌・鉄　下
ジャレド・ダイアモン
ド 著／倉骨 彰 訳 900 2012/2

世界史（概
論・通史・史
料） 9784794218797

白水社 パリが沈んだ日　セーヌ川の洪水史 佐川美加 2,400 2009/12
世界史(ヨー
ロッパ）

紀元前以来、繰返されてきたパリの洪水。パリの洪水はな
ぜ起きるのか。都市型水害の原因をときあかす、もうひとつ
のパリ史。 9784560080412

青土社 黒死病　疫病の社会史 ノーマン・Ｆ・カンター 2,400 2002/11
世界史(ヨー
ロッパ）

中世ヨーロッパの人口の約四割を死に至らしめた人類史上
最大の疫病〈黒死病〉。感染症流行の実態に迫る。

9784791759972

法政大学出版局 コレラ、朝鮮を襲う　身体と医学の朝鮮史 申東源 5,800 2015/12
世界史(ア
ジア）

19世紀、李氏朝鮮に甚大な被害をもたらした疫病、虎列刺
=コレラ。人々は「苦痛」といかに接してきたのか。 9784588371240

青土社 アトランティスへの旅　失われた大陸を求め マーク・アダムス 2,600 2015/12
世界史(そ
の他）

一夜にして海底に没したとされる幻の大陸魅せられ取り憑
かれた人たちの迫真ノンフィクション。 9784791768981

青土社 特効薬はこうして生まれた　“魔法の弾丸” ジョン・マン 2,600 2002/1 世界文化史

ペスト，天然痘から今日のガン，エイズ、出血熱そして炭疽
菌まで、恐るべき病と闘う科学者たちの戦いの歴史。 9784791759354

　《宗教・哲学》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

勁草書房 カタストロフィと人文学 西山雄二編著 4,600 2014/9

哲学（事典・
概論・哲学
史）

人間の身体的、社会的、物質的な脆弱さを浮き彫りにする
カタストロフィに対し、人文学は何ができるのか。

9784326102372

晶文社 光に向かって　３．１１で感じた神道のここ 川村一代 1,500 2012/4 宗教一般
震災を機に、日本人に脈々と流れる「神道のこころ」を
再発見した渾身のルポルタージュ。 9784794967787

青土社 関東大震災の想像力　災害と復興の視覚文化
ジェニファー・ワ
イゼンフェルド 6,300 2014/8 表象文化論

関東大震災当時の激動を言葉以上に伝えるリアルな図版
を200点収録。災害と復興の視覚文化論。 9784791768004

青土社 復興文化論　日本的創造の系譜 福嶋亮大 2,200 2013/10
文学・芸術
批評/理論

戦乱や災厄からの〈復興〉の時期こそが、日本文化に創造
性が満ち溢れる瞬間なのではないか、という大胆かつ画期
的な日本文化論。 9784791767335

大月書店 脱原発と工業文明の岐路 岩佐茂 高田純 2,400 2012/8
政治哲学・
社会哲学

３・11以後の歴史的転換についての哲学的なアプローチ。
自然観の再検討、脱工業社会などを考察。 9784272430925

未来社 デモクラシーとコミュニティ－東北アジアの
中神康博 愛
甲雄一 編 3,800 2013/9

政治哲学・
社会哲学

東北アジア情勢の緊迫化と日本における災害復興の現状
もふまえ、民主的社会とさまざまな共同体のあり方を論じ
る。 9784624301200

創元社 日本人のこころの言葉　日蓮 中尾堯 1,200 2009/6
その他の
宗教

大地震、飢饉、蒙古の侵略などによって国土が危機的状況
にあった鎌倉時代を生きた日蓮のことばを紹介。 9784422800523

なぜ人類は五つの大陸で異なる発展をとげたのか。
最新の知見を編み上げて人類史の壮大な謎に挑む。

   

  貴店印 
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