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（2019年 12月 28日） 

 

 

 

第 52 回「個性ある図書館」展示 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象災害に備える 
 

気象災害とは、台風や豪雨、竜巻や大雪などの大気中の現象（気

象現象）によって起きる災害です。 

日本各地では、これらの災害が近年頻発し、大きな被害をもたら

しています。今後も、いつ、どこで、どのような自然の猛威が起こ

るかわかりません。 

このような気象災害から身を守り、被害を最小限にとどめるため

には、自らが防災行動を起こすことが重要となってきます。 

気象災害について知り、すべきことをいま一度見直すための資料

をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
展示期間：2019 年 12 月 28日～2020年 2 月 27日 

 
中野区立野方図書館 東京都中野区野方 3－19－5 

TEL：03-3389-0214 FAX：03-3389-0238 

まちかど通信のがた 
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『台風についてわかっていることいないこと』 

筆保弘徳／編著 ベレ出版 2018年 （451.5 フ） 

スーパー台風の上陸、南海トラフの巨大地震などが予測

され、大災害と無縁ではいられないこれからの時代、どの

ように気象災害のリスクと向きあっていけばよいのか。 

本書ではこれまで数多くの大型災害番組を手掛けてきた取

材班が徹底取材と緻密なシミュレーションに基づき、巨大

災害から命を守るためのシナリオを提示しています。 

台風はどのように発生し、発達するのか。今だ解明され

ない数々の謎に日夜挑み続ける 6 名の台風研究者がそれぞ

れの切り口から台風について語ります。 

台風の基本から最新研究の世界、そして著者たちの研究生

活まで幅広く知ることができる一冊です。 

気象災害について おすすめ本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示図書リス ト  

書名  著者名  
出版社名  

/発行年  
請求記号  

命を守る 水害読本 
命を守る水害読本編集委員会

／編著 

毎日新聞出版／

2017 
369.3イ 

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 

日本能率協会マネ

ジメントセンター

／2019 

369.3キ 

シニアのための防災バイブル  宝島社／2019 369.3シ 

地震・台風に備える 防災 BOOK 

＜増補改訂＞最新版 
 

マガジンハウス／

2019 
369.3ジ 

大避難 何が生死を分けるのか 島川 英介／著 NHK出版／2017 369.3ダ 

図解異常気象のしくみと自然災害対策術 ゲリー・マッコール／著 原書房／2019 369.3マ 

災害に強いまちづくりは互近助の力 山村 武彦／著 ぎょうせい／2019 369.3ヤ 

ニュース・天気予報がよくわかる 

気象キーワード事典 
筆保 弘徳 他／著 ベレ出版／2019 451ニ 

台風についてわかっていることいないこと 筆保 弘徳／編著 ベレ出版／2018 451.5フ 

いざというときに身を守る 

気象災害への知恵 
伊藤 佳子・鈴木 純子／著 求龍堂／2016 451.9イ 

気象災害を科学する 三隅 良平／著 ベレ出版／2014 451.9ミ 

気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木 春奈／著 
河出書房新社／

2017 
451.9ユ 

『大避難 何が生死を分けるのか』 

島川英介／著 NHK 出版 2017年 （369.3 ダ） 
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気象災害について詳しく調べるには 
中野区立図書館に所蔵のある資料をもとに基本的な調べ方を紹介します。 

1．キーワードを集める 

✣様々なキーワードを使うことで、資料を効率的に検索できます。 

 
 

 
2．図書を探す 

✣テーマの棚に行って探します。 
 
請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 分野 

369.3 災害救助 451 気象学 451.5 大気の擾乱：台風、旋風 

✣中野区立図書館利用者開放端末「ＯＰＡＣ（オーパック）」で。 

  資料のタイトルや著者名、出版社名などから、中野区立図書館所蔵の資料を検索できます。 

中野区立図書館のＨＰからも検索できます。 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

 ✣国立国会図書館の蔵書目録「国立国会図書館サーチ」で。 

  国内で刊行され、国会図書館で所蔵された図書・雑誌、その他が検索できます。 

http://iss.ndl.go.jp/  

✣「気象災害」に関連する白書や年表などの資料も調べてみましょう。 

3．インターネットを利用する 

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

  内閣府による防災情報のページ。被害状況や防災計画、被災者支援の各種制度なども掲載。 

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

  防災に役立つ様々なリスク情報や全国の市町村が作成したハザードマップを調べることができます。 

デジタル台風 http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/ 

  台風のデータベース。リアルタイムの台風情報や、過去 35年間の台風のデータも検索できます。 

4．関連の政府機関・自治体 

気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

〒100-8122 東京都千代田区大手町 1-3-4 ℡：03-3212-8341（代表） 

国土交通省 http://www.mlit.go.jp/ 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 ℡：03-5253-8111（代表） 

東京都総務局総合防災部防災管理課 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/index.html 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 ℡03-5388-2453 

資料情報 請求記号 所蔵館 

平成災害史事典 平成 26年～平成 30年  
日外アソシエーツ株式会社／編 2019年 

210.7ヘ 14 中央 

防災白書 令和元年版 内閣府／編 2019年 369.3ボ 19 野方 

気象年鑑 2019年版 気象業務支援センター／編 2019年 451.9キ 19 野方 

気象災害、異常気象、風水害、台風、竜巻、豪雨、土砂災害、自然災害、災害予防、防災、避難 

災害救助、都市型災害、互近助、気象警報、豪雪、気象情報、気象学、ハザードマップ など 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.bousai.go.jp/
https://disaportal.gsi.go.jp/
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.mlit.go.jp/
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/index.html
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5．新聞・雑誌で調べる 

 野方図書館では［朝日、読売、毎日、東京、日経、産経、スポーツニッポン、ジャパンタイムズ］ 

計 8紙の原紙を 3ヶ月間保存。それ以前に関しては朝日新聞のみ過去 20年間の縮刷版を所蔵。雑誌

コーナーにある雑誌は、週刊誌は過去 3ヶ月間、隔週刊誌は過去 6ヶ月間、月刊誌は過去 1年間、

隔月刊誌は過去 2年間保存しています。 

なお、中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から、以下のデータ

ベースサイトをご利用いただけます。 
 

データベース 収録期間と主な内容 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

日経テレコン 21 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の記事 

聞蔵Ⅱビジュアル 
1879年から 1999年までの朝日新聞紙面イメージ 

1985年から当日の新聞までの記事 ほか 

MAGAZINEPLUS 一般雑誌・専門雑誌の雑誌記事検索や論文情報など 

WHOPLUS 歴史上の人物から現代の人物まで約 32万人のプロフィール 

D1－Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちかど通信のがたＶｏｌ．52 

 
年末年始のお休みについて 

令和元年 12月 29日(日)～令和 2年 1 月 3 日(金)まで休館となります。 

新年は、1月 4日(土)より通常開館となります。 

年末年始の休館中のご返却は、ブックポストをご利用ください。 

なお CD及び他区からの借用本は開館時にカウンターへのご返却を 

お願いいたします。 

「一般向け おたのしみ袋」 

日時：2月 22日(土) 10時～   対象：中学生以上 

場所：野方図書館 2階おたのしみ袋特設コーナー 

「読んだことのないジャンルの本だったが面白かった」「どんな本が入っているのかワ

クワクした」など、皆さまから毎回ご好評の声をいただいている「おたのしみ袋」を 

2月にも開催します！ 

中学生以上の方を対象に、2冊 1セットをテーマ別にご用意いたします。 

 


