
男女共同参画の視点から防災・復興

書　　名 著者名 出版者 出版年

女性×男性の視点で総合防災力アップ
あなた自身と家族、本当に守れますか？男女
双方の視点を入れた防災活動を、地域や組
織で具体的に進めるために

浅野幸子∥著 日本防火協会 2011 D 369.3ア

災害支援に女性の視点を！
竹信  三恵子、赤石 千衣
子∥編

岩波書店 2012 369.3サ

災害支援事例集　こんな支援が欲しかった
現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した
災害支援にジェンダーの視点を！

東日本大震災女性支援
ネットワーク∥〔編〕

東日本大震災女性
支援ネットワーク

2012 Ｄ 369.3サ

災害復興東日本大震災後の日本社会の
在り方を問う　女性こそ主役に！

日本弁護士連合会∥編 日本加除出版 2012 369.3サ

「災害・復興と男女共同参画」６．１１シン
ポジウム　災害・復興に男女共同参画の視
点を

大沢真理∥ほか編
東京大学社会科学
研究所

2011 D 369.3サ

災害時における女性のニーズ調査　なぜ
防災・災害復興対策に女性の視点が必要か

イコールネット仙台∥編集 イコールネット仙台 2009 D 369.3サ

災害と女性の危機回避スキル　被災地の
危機回避スキル普及担い手育成事業報告書

ライフライツインパクト東京
∥〔編〕

ライフライツインパ
クト東京

2012 D 369.3サ

女性･地域住民からみた防災施策のあり
方に関する調査報告

全国知事会男女共同参画
特別委員会∥編

全国知事会 2008 D 369.3ジ

大震災のなかで　私たちは何をすべきか 内橋  克人∥編 岩波書店 2011 369.3ダ

男女共同参画社会・多様性配慮の視点で
学ぶ防災ワークブック 地域・支援団体で使
える！ワークショップ教材８

減災と男女共同参画研修推
進センター∥編集

減災と男女共同参画
研修推進センター

2015 Ｄ 369.3ダ

男女共同参画の視点で実践する災害
対策　テキスト　災害とジェンダー＜基礎編
＞

東日本大震災女性支援ネット
ワーク研修プロジェクト担当∥
編

東日本大震災女性
支援ネットワーク

2013 D 369.3ダ

助産師が行う災害時支援マニュアル　す
べての妊産婦と母子及び女性の安全のため
に

日本助産師会災害対策
委員会∥編集

日本助産師会出版 2012 498.8ジ

命とくらしを守る避難所運営ガイドライン
地域に暮らす多様な人々にとって、安心・安
全な避難所

内閣府、参画プランニング・
いわて∥〔編〕

内閣府 2015 Ｇ00

男女共同参画の視点からの防災・復興の
取組指針

内閣府男女共同参画局総
務課∥〔編〕

内閣府男女共同参
画局総務課

[2013］ Ｇ00

男女共同参画の視点からの防災・復興の
取組指針解説・事例集

内閣府男女共同参画局総
務課∥〔編〕

内閣府男女共同参
画局総務課

[2013] Ｇ00

男女共同参画の視点による震災対応状
況調査

内閣府男女共同参画局∥
ほか〔編〕

内閣府男女共同参
画局

2012 Ｇ00

災害時における男女共同参画センターの
役割調査報告書

内閣府男女共同参画局、全
国女性会館協議会∥〔編〕

内閣府男女共同参
画局

2012 Ｇ00
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男女共同参画の視点を取り入れた『安心
できる避難所づくり』３年間の取組み

あおもり被災地の地域コミュ
ニティ再生支援事業実行委員
会∥編集

あおもり被災地の地域
コミュニティ再生支援事
業実行委員会

2015 G02

男女共同参画の視点を取り入れた「安心
避難所づくり」ハンドブック

青森県男女共同参画セン
ター∥編集

青森県男女共同参
画センター

2012 G02

みんなのための避難所作り　できる！仙台
版防災ワークショップ

せんだい男女共同参画財
団∥編集

せんだい男女共同
参画財団

2014 G04100

わたし・わが家・わがまちの防災ハンド
ブック　みんなが共に支え合う・男女共同参
画の視点で取り組む

栃木県、とちぎ男女共同参
画財団∥編集

栃木県、とちぎ男
女共同参画財団

2013 Ｇ09

男女共同参画の視点で取り組む防災ハ
ンドブック　行政担当者・地域リーダー・団体
活動をする方へ

栃木県、とちぎ男女共同参
画財団∥編集

栃木県、とちぎ男
女共同参画財団

2013 Ｇ09

災害時におけるシニア女性の行動と意識
に関する調査報告書　内閣府平成２３年度
地域における男女共同参画連携支援事業「シ
ニア女性の防災力を生かした地域づくり連携
事業」

横浜市男女共同参画推進
協会∥〔編〕

男女共同参画セン
ター横浜南（フォー
ラム南太田）

2012 G14100

わたしの防災力ノート　もしものときこそ。女
性の視点を大切に。

男女共同参画センター横
浜南∥編集

横浜市市民局男女
共同参画推進室

2009 G14100

男女共同参画の視点でつくる避難所運営
ガイド

川崎市男女共同参画センター
（愛称：すくらむ２１）∥〔編〕

川崎市男女共同参
画センター（すくらむ
２１）

2014 G14130

みんなで考えよう！避難所のこと
愛知県防災局災害対策課∥
〔編〕

愛知県防災局災害
対策課

2015 Ｇ23

愛知県避難所運営マニュアル　リーフレッ
ト集

愛知県防災局災害対策課∥
〔編〕

愛知県防災局災害
対策課

2015 Ｇ23

愛知県避難所運営マニュアル　資料集
愛知県防災局災害対策課∥
〔編〕

愛知県防災局災害
対策課

2015 Ｇ23

愛知県避難所運営マニュアル　避難所運
営委員会及び各運営班の業務

愛知県防災局災害対策課∥
〔編〕

愛知県防災局災害
対策課

2015 Ｇ23

愛知県避難所運営マニュアル　様式集
愛知県防災局災害対策課∥
〔編〕

愛知県防災局災害
対策課

2015 Ｇ23

愛知県避難所運営マニュアル（本編)
愛知県防災局災害対策課∥
〔編〕

愛知県防災局災害
対策課

2015 Ｇ23

自分でできる防災対策

書　　名 著者名 出版者 出版年

「もしも」に備える食　災害時でも、いつもの
食事を　一家に一冊、必携！普段から使える
災害食レシピ

石川伸一、今泉マユ子∥
著

清流出版 2015 369.3イ

イザのとき役立つ震災ハンドブック 国崎信江∥監修 中経出版 2011 369.3イ

おかあさんと子どものための防災＆非常
時ごはんブック　４コマでわかる！

草野かおる∥著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2014 369.3ク

巨大地震から子どもを守る５０の方法　決
定版

国崎信江、地震から子ども
を守る会∥著

ブロンズ新社 2012 369.3ク

子連れ防災手帖　被災ママ８１２人が作った つながる．ｃｏｍ∥編 メディアファクトリー 2012 369.3コ

台所防災術　がんばらなくても大丈夫 被災
からふつうの暮らしにもどるまで

坂本広子、坂本佳奈∥著 農山漁村文化協会 2012 369.3サ
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助産師が伝える災害時の知恵袋　妊産
婦さん、ちいさなお子さんをもつお母さんのた
めの災害対策ブック

日本助産師会災害対策委
員会∥編

日本助産師会 2012 D 369.3ジ

地震イツモノート　キモチの防災マニュアル 地震イツモプロジェクト∥編 ポプラ社 2010 369.3ジ

大切な人を守るために今できること　子育
てファミリーのための地震防災ハンドブック

せんだいファミリーサポート・
ネットワーク∥制作

仙台市子育てふれあ
いプラザのびすく仙
台

2011 D 369.3タ

防災かあさん　わたしの家族はわたしが守
る！

みんなの防災部∥著 羽鳥書店 2015 369.3ボ

防災ピクニックが子どもを守る！ 災害時に
役立つサバイバル術を楽しく学ぶ

ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ∥編・著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 369.3ボ

ママのための防災ハンドブック　いざという
とき、家族を守る！

国崎信江、岡部 朋子∥監
修

学研パブリッシング 2011 369.3マ

親子のための地震イツモノート　キモチの
防災マニュアル

地震イツモプロジェクト∥編 ポプラ社 2011 K 369オ　

母と子の防災・減災ハンドブック ファミリー
向け

兵庫県立男女共同参画セン
ター・イーブン∥〔編〕

兵庫県立男女共同
参画センター・イーブ
ン

2014 Ｇ28

東日本大震災の経験に学ぶ

書　　名 著者名 出版者 出版年

日本の家計行動のダイナミズム　8
東日本大震災が家計に与えた影響

瀬古美喜∥ほか編
慶応義塾大学出版
会

2012 365.4ニ

地震と独身 酒井順子∥著 新潮社 2014 367.4サ

震災婚　震災で生き方を変えた女たちライフ
スタイル・消費・働き方

白河桃子∥〔著〕
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2011 367.4シ

震災離婚 三浦天紗子∥著 イースト・プレス 2012 367.4ミ

３．１１行方不明　その後を生きる家族たち 石村博子∥著 角川書店 2013 369.3イ

わたしたちの震災物語　再生ワーカーズ 井上きみどり∥著 集英社 2011 369.3イ

女たちが動く　東日本大震災と男女共同参
画視点の支援

みやぎの女性支援を記録
する会∥編著

生活思想社 2012 369.3オ

３・１１以前の社会学　阪神・淡路大震災か
ら東日本大震災へ

荻野昌弘、蘭信三∥編著 生活書院 2014 369.3サ

３．１１後を生きる　シングルマザーたちの体
験を聞く　増補版

Ｎｏｂｂｙ∥マンガ
しんぐるまざあず・
ふぉーらむ

2015 Ｄ 369.3サ

３．１１後の多文化家族　未来を拓く人びと 川村千鶴子∥編著 明石書店 2012 369.3サ

３・１１女たちが走った　女性からはじまる復
興への道

日本ＢＰＷ連合会∥編 ドメス出版 2012 369.3サ

キャッシュ・フォー・ワーク　震災復興の新し
いしくみ

永松伸吾∥著 岩波書店 2011 369.3ナ

２４時間のホットラインと被災地の女性団
体への人材提供、雇用創出、財政支援事
業報告書

全国女性シェルターネット
∥〔編〕

全国女性シェル
ターネット

2012 Ｄ 369.3ニ

東日本大震災における支援活動の経験
に関する調査報告書

東日本大震災女性支援ネット
ワーク調査チーム∥ほか編

東日本大震災女性
支援ネットワーク

2012 Ｄ 369.3ヒ

東日本大震災、私たちは忘れない　名城
大学きずな物語

名城大学∥著 風媒社 2012 369.3ヒ
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東日本大震災に伴う「震災と女性」に関す
る調査報告書

イコールネット仙台∥編集 イコールネット仙台 2012 D 369.3ヒ

被災地支援者のエンパワーメントに関す
る調査研究　東日本大震災復興支援事業報
告書

日本女性学習財団∥編 日本女性学習財団 2012 D 369.3ヒ

復興を取り戻す　発信する東北の女たち 萩原久美子∥ほか編 岩波書店 2013 369.3フ

復興に女性たちの声を　「３・１１」とジェン
ダー

村田晶子∥編著 早稲田大学出版部 2012 369.3フ

ボランティアナースが綴る東日本大震災
ドキュメント

全国訪問ボランティアナース
の会キャンナス∥編

三省堂 2012 369.3ボ

震災日録　記憶を記録する 森まゆみ∥著 岩波書店 2013 369.3モ

４０人の女性たちが語る東日本大震災
聞き取り集 東日本大震災に伴う「震災と女
性」に関する調査報告書

イコールネット仙台∥編集 イコールネット仙台 2012 D 369.3ヨ

大震災と子どもの貧困白書
「なくそう！子どもの貧困」全
国ネットワーク∥編

かもがわ出版 2012 369.4ダ

震災トラウマと復興ストレス 宮地尚子∥著 岩波書店 2011 493.7ミ

がれきの中の天使たち　心に傷を負った子
どもたちの明日

椎名篤子∥著 集英社 2012 493.9シ

東日本大震災における医療・健康支援
男女共同参画の視点から

堂本暁子、天野惠子∥監
修

女性と健康ネット
ワーク

2013 L 498.8ヒ

気仙沼ニッティング物語　いいものを編む
会社

御手洗瑞子∥著 新潮社 2015 589.2ミ

彼の地へ 　３・１１からのメッセージ 高橋桂子∥著 三宝出版 2012 911.5タ

避難所 垣谷美雨∥著 新潮社 2014 913.6カ

初夏の色 橋本治∥著 新潮社 2013 913.6ハ

〈３・１１フクシマ〉以後のフェミニズム　脱
原発と新しい世界へ

新フェミニズム批評の会∥
編

御茶の水書房 2012 914.6サ

ストーリー３１１あれから３年　漫画で描き
残す東日本大震災

ひうらさとる∥ほか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Cス

ストーリー３１１　漫画で描き残す東日本大
震災　語り継ぎたい思いがある。残したいス
トーリーがある。

ひうらさとる∥ほか著 講談社 2013 Cス

東日本大震災後の「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）」に関する調査
報告書

内閣府男女共同参画局∥
〔編〕

内閣府男女共同参
画局

[2013] Ｇ00

東日本大震災復興シンポジウムin岩手報
告書　震災復興をめざす男女共同参画社会

岩手県男女共同参画セン
ター∥〔編〕

岩手県男女共同参
画センター

2012 G03

ＤＶＤ

安心できる避難所づくり　男女共同参画
の視点を避難所運営に　（27分）

あおもり被災地の地域
コミュニティ再生支援事業
実行委員会∥製作

青森県男女共同参
画センター

2013

架け橋　きこえなかった３．１１
〔今村 彩子∥監督、撮影、編
集〕

Ｓｔｕｄｉｏ　ＡＹＡ（販売） 2014 ＤＷス1687 

ＤＷア1599
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