
分類 書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード
楠図書館

所蔵

A369 思いがひとつに 「思いがひとつに」編集委員会 1009911023809

A369 東海豪雨そのとき企業は 日本損害保険協会 1009917042236

A45 中部の水害２０００年９月東海豪雨
［建設省中部地方建設局河
川部河川計画課／編集］

建設省中部地方建設局河川部河
川計画課

1009910065706

A45 東海豪雨への想い
国土交通省中部地方整備局庄内
川工事事務所

1009913022740

A45 東海豪雨災害司法書士による無料法律相談会
［愛知県司法書士会「東海
豪雨災害記録誌編集委員
会」／編］

愛知県司法書士会 1009911009861

A45 東海豪雨水害に関する記録
名古屋市消防局防災部防
災室／編集

名古屋市 1009911023834

A45 「東海豪雨」の教訓を考える 東海豪雨研究会／編集 東海自治体問題研究所 1009914048305

A45 忘れない、東海豪雨 中部建設協会／編集 中部建設協会 1001010045624

A45 新川決壊水害記憶は風化せず
新川決壊水害訴訟原告団
事務局／編集

新川決壊水害訴訟原告団事務局 2005.09 1009917004389

A45 中部の水害２０００年９月東海豪雨
［建設省中部地方建設局河
川部河川計画課／編集］

建設省中部地方建設局河川部河
川計画課

2000 1009910065706

A47 庄内川水系新川決壊水害裁判の記録　５
２０００年９月新川破提洗堰は新
川と庄内川にどうかかわったか

情報公開請求の記録 池谷武生／編著 池谷武生 2008.1 1000810125225

A48 庄内川水系新川決壊水害裁判の記録　６
２０００年９月新川破提洗堰は新
川と庄内川にどうかかわったか

庄内川及び新川設置排水機場
の占用

池谷武生／編著 池谷武生 2010.2 1000910100367

A51 庄内川水系新川と洗堰 池谷武生／編 池谷武生 2006.1 1009917004395

A51 庄内川水系新川と洗堰　第３版 池谷武生／編 池谷武生 2008.3 1000810138044

A45 庄内川・新川河川激甚災害対策特別緊急事業
建設省中部地方建設局河川部河
川計画課

1009913049578 ×

A45 東海豪雨 竹内彦雄／著 竹内彦雄 1009915034281 ×

A45 東海豪雨を振り返って 名古屋市立中小田井小学校 1001010022536 ×

A45 東海豪雨では何が起きていたのか？
東海自治体問題研究所「東
海豪雨研究会」／編集

東海自治体問題研究所 1009911061650 ×

A45 東海豪雨に焦点をあてた都市型浸水に関する調査 名古屋都市センター 1009911042698 ×

A45 ２０００年９月東海豪雨災害調査報告
防災科学技術研究所／編
集

防災科学技術研究所 1009912045119 ×

A45 平成１２年９月東海豪雨災害記録誌 愛知県西枇杷島町／［編］ 西枇杷島町 1009912057991 ×

A45 平成１２年９月東海豪雨水害に関する記録
名古屋市西区役所まちづく
り推進部／編集

名古屋市西区役所 1009912014307 ×

A51 ９．１２東海豪雨災害に強いまちづくり
国土交通省中部地方整備局庄内
川河川事務所

1009913049523 ×

A51 「もののけ姫」メモ考 根本憲生／著 ブックショップ「マイタウン」 1009910074442 ×

ビデオ ｉｆ…まさかの時の危機管理　７（シリーズ水害） 電通 3009932001810 ×

庄内川の河川事業

新川町から見た東海豪雨

求められる「災害弱者」への支援強化

自分史

Ｈ１２．９．１未明，新川決壊

２０００．９．１１．豪雨に関する資料集

研究報告書　No.031

主要災害調査第３８号

このままでは、水害は繰り返される

東海豪雨から１０年

被災者はいま、あの水害をどう受け止め、何を考えているのか

洗堰は誰のものか

平成１２年９月東海豪雨

洗堰は誰のものか

名古屋市楠図書館　「東海豪雨１０年　災害と防災」展示リスト
（平成２２年９月作成）

東海豪雨ボランティア活動の記録

企業が地域とかかわっていくためのヒント集

２０００．９．１２

記録誌

副書名(漢字)

●東海豪雨（刊行資料、全館分、展示していない資料も含む）



分類 書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード

3693 あなただからできる自然災害ボランティアＡＢＣ
日本ネイチャーゲーム協会
／編

ネイチャーゲーム研究所 2006.02 1009915076837

3693 これからの防災・減災がわかる本 河田惠昭／著 岩波書店 2008.8 1000810091961

3693 自然災害ハンドブック
家族と自分を守るために、います
ぐ危機管理を！

山と渓谷社／編 山と渓谷社 2004.06 1009914016609

3693 自然に学び、自然に備える 近年の豪雨災害記録集・２０１０ 中部建設協会／編集 中部建設協会 2010.5 1001010026855

3693 水害の世紀 日本列島で何が起こっているのか 森野美徳／監修 日経ＢＰ社 2005.07 1009915026851

3693 備えて安心！わが家の防災読本 保存版 木馬書館 1996 1009510032520

3693 早わかり「防災」新常識 “役立つ備え”は人それぞれ！ 玉木貴／著 青春出版社 2005.09 1009915037295

3693 人はなぜ逃げおくれるのか 災害の心理学 広瀬弘忠／著 集英社 2004.01 1009913070209

3693 防災・救急に役立つ日用品活用法 羽田道信／著 風媒社 2009.5 1000910016935

A45 伊勢湾台風を知っていますか 語り継ぎたい災害の恐ろしさ・助け合うことの大切さ 名古屋市南区役所 2002.03 1009913069162

A45 伊勢湾台風の全容 中部日本新聞社／
［編］

中部日本新聞社 1959 1009410024785

A45 庄内川・新川洪水ハザードマップ
名古屋市（東区・北区・西区・中
村区・熱田区・中川区・港区・守
山区）

平成１４年６月１日現在 河田惠昭／監修 名古屋市消防局防災部防災室 2002.06 1009912026483

A45 天白川洪水ハザードマップ 名古屋市（瑞穂区・南区・緑区・天白区） 松尾直規／監修 名古屋市消防局防災部防災
室

2003.05 1009913018066

A45 異常気象 ジェーン・ウォーカー／
著

偕成社 1996.04 1009610018656

A45 異常気象のなぞ 冷たい夏や暖かい冬はなぜおこるのか 新田尚／著 大日本図書 1993 1009410203853

A45 気候大異変 地球シミュレータの警告 ＮＨＫ「気候大異変」取
材班／編著

日本放送出版協会 2006.11 1009916059049

A45 地球温暖化を理解するための異常気象学入門 増田善信／著 日刊工業新聞社 2010.1 1000910090027

A45 理不尽な気象 森田正光／［著］ 講談社 2007.1 1009917051516

その他パンフレット（一部は入口風除室にて配布しています）、ハザードマップなど

【９／１６～９／３０特別展示】

写真ファイル③　楠西学区被災状況

大判写真（楠西学区被災状況と現在の様子）

（株）パスコ提供

個人撮影

個人撮影

個人撮影　２５点

●水害、防災（楠図書館所蔵）

副書名(漢字)

●東海豪雨（非刊行資料、禁転載・複写、館内でご覧下さい）

（株）パスコ提供写真ファイル①　被災地域空撮写真(西区、北区）

　　　　　　　　　　　同　北区分

写真ファイル②　家屋内の被災状況


