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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

相談の力
男女共同参画社会と相談員の仕事

須藤八千代, 土井良多江子編著 明石書店 2016 146.8 ス

「地方」と性的マイノリティ
東北６県のインタビューから

杉浦郁子, 前川直哉 青弓社 2022 367.9 ス

災害女性学をつくる 浅野富美枝, 天童睦子編著 生活思想社 2021 369.3 ア

災害・支援・ケアの社会学
地域保健とジェンダーの視点から

板倉有紀 生活書院 2018 369.3 イ

被災したあなたを助けるお金とくらしの話
増補版

岡本正 弘文堂 2021 369.3 オ

子どもの命と未来を守る！「防災」新常識
パパ、ママができる‼水害・地震への備え

奥村奈津美 辰巳出版 2021 369.3 オ

災害と性暴力
性被害をなかったことにしない、させないために。

小川たまか 〔ほか〕 日本看護協会出版会 2023 369.3 オ

東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨災害 経験共有会 ジョイセフ被災者支援担当編 ジョイセフ 2019 369.3 ジ

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

東日本大震災女性支援
ネットワーク

2013 369.3 ヒ

イラスト教材　災害におけるジェンダー課題
その対策・対応を考える研修の手引き

東日本大震災女性支援ネットワーク
研修事業担当

東日本大震災女性支援
ネットワーク

2012 369.3 ヒ

みやぎ３・１１「人間の復興」を担う女性たち
戦後史に探る力の源泉

浅野富美枝 生活思想社 2016 369.31 ア

発達障害児者の防災ハンドブック
いのちと生活を守る福祉避難所を

新井英靖〔ほか〕編著 クリエイツかもがわ 2012 369.31 ア

住むこと生きること追い出すこと
９人に聞く借上復興住宅

市川英恵
兵庫県震災復興研究センター編

クリエイツかもがわ 2019 369.31 イ

にじいろ防災ガイド
災害があってもだれもが尊厳をもって生きのびられるように

岩手レインボー・ネットワーク編
岩手レインボー・ネットワー
ク

2016 369.31 イ

地震・水害・コロナウイルス…に備える防災ＢＯＯＫ
【増補改訂】最新版

クロワッサン特別編集 マガジンハウス 2021 369.31 ク

男女共同参画・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！基本知識の解説と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

減災と男女共同参画研修
推進センター

2015 369.31 ゲ

くらしの防災
いのちを守り「災後」を生きるために

坂本廣子, 坂本佳奈 メタモル出版 2017 369.31 サ

よりよく生き延びる
３・１１と男女共同参画センター

せんだい男女共同参画財団編 新潮社 2017 369.31 セ

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 369.31 タ

地域防災力を次世代につなげよう 男女共同参画の視点に
立った防災・減災政策
長岡市市民活動推進事業報告書 新潟県中越大震災１５周年祈念事業

新潟県中越大震災「女たちの震
災復興」を推進する会

新潟県中越大震災「女たち
の震災復興」を推進する会

2020 369.31 ニ

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 369.31 ハ

災害支援事例集
こんな支援が欲しかった！

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 369.31 ヒ

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
ワーク調査チーム編

東日本大震災女性支援
ネットワーク

2012 369.31 ヒ

災害とジェンダー
女性の視点を活かした防災・災害支援・復興（BIOCITY 2016 No.67)

萩原なつ子監修 ブックエンド 2016 369.31 ビ

請求記号

男女共同参画の視点から考える

防災・減災・支援
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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

東日本大震災とこころのケア
被災地支援１０年の軌跡

前田正治〔ほか〕編 日本評論社 2021 369.31 マ

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 369.31 ミ

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 369.31 ム

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

女性と健康ネットワーク編 女性と健康ネットワーク 2013 498 ジ

災害とトイレ
緊急事態に備えた対応

日本トイレ協会編 柏書房 2022 518 ニ

ルポ　母子避難
消されゆく原発事故被害者

吉田千亜 岩波書店 2016 543.5 ヨ

■児童書・えほん
タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

こどものための防災教室
防災グッズがわかる本／身の守りかたがわかる本／災害食がわかる本

今泉マユ子 理論社
2018-
2021

K369.3 イ

「もしも」のときに役に立つ！防災クッキング
1 電気・ガスが止まったときに役立つレシピ
2 水道が止まったときに役立つレシピ
3 自分を守る！食べもののそなえとじゅんび

今泉マユ子 フレーベル館 2019 K369.3 イ

防災学習ガイドもしものときにそなえよう
地震／台風・豪雨

国崎信江監修 金の星社 2021 K369.3 ク

こども　ぼうさい・あんぜん絵じてん
渡邉正樹監修
三省堂編修所編

三省堂 2018 K369.3 サ

地震がきたらどうすればいいの？
あかぎかんこ さく
ｍｉｔｔｙ え

埼玉福祉会 2017 K369.31 ア

やくそくするね。
杉本深由起 作
永田萠 絵

ＢＬ出版 2002 K369.31 ス

パンプキン・ロード
森島いずみ 作
狩野富貴子 絵

学研教育出版 2013 K913.8 モ

■雑誌
特集 雑誌名・巻号

災禍とジェンダー 『ジェンダー研究』 24号

災害格差をなくす 『We learn ウィラーン』 Vol.814

「復興開発」が押しつぶしてきたものは何か
脅かされる生活、分断されるコミュニティ

『f visions』No.3

東日本大震災10年 災害と女性 『月刊女性情報 』421号

災害と性暴力
阪神淡路から東日本、熊本へ

『女性展望』704号

災害大国 子連れの心がまえ
『ちいさい・おおきい・よわい・つよ
い』No.122

■視聴覚資料
タ イ ト ル 監督/製作 製作年/時間/製作国

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

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

2013年/27分/日本

女性の力を防災の力へ
女性消防隊の活躍

中林一樹 2016年/21分/日本

きこえなかったあの日 今村彩子 2021年/本編116分/日本

パド・ウィメンズ・オフィス 2021.4

東海ジェンダー研究所 2022.2

アジア女性資料センター 2021.6

日本女性学習財団 2022.1

請求記号

請求記号

発行 出版年･月

区分

教材　DVD94

教材　DVD123

ドキュメンタリー
DVD176

市川房枝記念会女性と政治セン
ター

2020.5

ジャパンマシニスト社 2019.1
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■行政資料
タ イ ト ル 編集・発行 資料種別 出版年

災害対応力を強化する女性の視点
男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン

内閣府男女共同参画局 施策概要・統計・白書 2020 369.3 ナ

男女共同参画の視点を取り入れた災害時避難所運営の
手引き
令和元年度災害時避難所マニュアル作成・情報提供事業

佐賀県立男女共同参画センター
(アバンセ)

施策概要・統計・白書 2020 369.3 サ

女性関連施設に関する調査研究報告書
女性関連施設の災害関連事業に関する調査報告・事例集

国立女性教育会館（ヌエック） 調査・研究報告書 2013 379.2 コ

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

男女共同参画センター横浜南 調査・研究報告書 2012 369.3 ヨ

災害時における男女共同参画視点による相談対応
マニュアル

三重県男女共同参画センター「フ
レンテみえ」

調査・研究報告書 2016 369.31 ミ

熊本地震を経験した「育児中の女性」へのアンケート報告書
今だから言える　私は、こんな支援が欲しかった

熊本市男女共同参画センターは
あもにい

調査・研究報告書 2018 369.31 ク

災害とジェンダー関連事業報告書
東日本大震災と原発事故後の取組を振り返る

福島県男女共生センター, 男女
共同参画と災害・復興ネットワー
ク

イベント・講座等の記録 2015 369.31 フ

阪神・淡路大震災２０年－１．１７は忘れない－
「防災・減災、復興に女性の力を」
～兵庫の女性たちから１０の提言～

防災・減災、復興に女性の力を
実行委員会（兵庫県立男女共同
参画センター内）

イベント・講座等の記録 2015 369.3 ボ

男女共同参画の視点を取り入れた
「安心できる避難所」づくり訓練ヒント集

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

啓発冊子 2014 369.31 ア

東京防災
今やろう。災害から身を守る全てを。

東京都総務局総合防災部防災
管理課

啓発冊子 2015 369.3 ト

東京くらし防災
わたしの「いつも」が、いのちを救う。

東京都総務局総合防災部防災
管理課

啓発冊子 2018 369.3 ト

シニアシングル女性のためのサバイバル読本
日頃から備える防災・減災

川崎市男女共同参画センター
（すくらむ２１）

啓発冊子 2020 369.3 カ

きょうとみんなの防災カード
わたしの・みんなの・暮らしを守る力を高める！

京都市男女共同参画推進協会,
減災と男女共同参画推進セン
ター

啓発冊子〔カード〕
※館内閲覧のみ

2022 369.3 キ

ＫＹＯＴＯわたしの防災ノート 女性の視点で「暮らすように、備え
る。」を可能にする防災ノートをつくりました。

京都市男女共同参画推進協会 啓発冊子 2014 369.3 キ

母と子の防災・減災ハンドブック
人と人とのつながりを大切に

兵庫県立男女共同参画セン
ター・イーブン

啓発冊子 2014 369.3 ヒ

兵庫と東北　つながってんねん
兵庫県立男女共同参画セン
ター・イーブン

啓発冊子 2015 726.5 ア

災害時・避難所運営ハンドブック　だれもが安心できる
避難所づくり

高松市婦連女性防災会議編集
委員会

啓発冊子 2015 369.3 タ

熊本地震を経験した私たちが提案する 男女共同参画の
視点に立った防災ポイントＢＯＯＫ

熊本市男女共同参画センターは
あもにい

啓発冊子 2019 369.3 ク

よりよい支援を続けるための自己メンテナンスシート
被災支援者公務災害ゼロ運動

熊本市男女共同参画センターは
あもにい

その他 2016 146.8 ク

■Web資料
タ イ ト ル 発行

災害対応力を強化する女性の視点 内閣府男女共同参画局

防災白書 内閣府

減災と男女共同参画　研修推進センター（GDRR）
減災と男女共同参画　研修推進
センター

TEAM防災ジャパン 内閣府政策統括官（防災担当） https://bosaijapan.jp/

請求記号

（2023年3月現在）

アドレス

https://www.gender.go.jp/policy/saigai/

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/inde
x.html

http://gdrr.org/
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■図書
タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

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

イコールネット仙台編 イコールネット仙台 2013 369.31 イ

女たちが語る阪神・淡路大震災 ウィメンズネット・こうべ編 木馬書館 1996 369.31 ウ

あしたへ
コスモス特集号 阪神大震災の記録

神戸市ＢＥＬＬの会編 神戸市ＢＥＬＬの会 1996 369.31 コ

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

しんぐるまざあず・ふぉーらむ編
しんぐるまざあず・ふぉーら
む

2015 369.31 シ

二重のまち／交代地のうた 瀬尾夏美 書肆侃侃房 2021 369.31 セ

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 369.31 ニ

２０年後のあなたへ
東日本大震災避難ママ体験手記集

避難ママのお茶べり会編 避難ママのお茶べり会 2013 369.31 ヒ

撮る、語り合う、発信する　わたしたちのフォトボイス
３．１１、現在（いま）、そして・・・

フォトボイス・プロジェクト編 フォトボイス・プロジェクト 2015 369.31 フ

ふくしま、わたしたちの３．１１
３０人のＨｅｒ　Ｓｔｏｒｙ

「ふくしま、わたしたちの３.１１」
証言記録集・制作委員会編

「ふくしま、わたしたちの３.１１」
証言記録集・制作委員会

2013 369.31 フ

女性の震災記録活動がもつ新しい社会創造の可能性につ
いての実証的研究

堀久美, 木下みゆき
岩手大学男女共同参画推
進室 堀久美

2020 369.31 ホ

ＶＯＩＣＥＳ（ボイス）　ＴＯＨＯＫＵ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 東北 VOICES　MAGAZINE編集部編
VOICES　MAGAZINE編集
部編

2014 369.31 ボ

災害からの命の守り方
私が避難できたわけ

森松明希子 文芸社 2021 369.31 モ

つながりを求めて
福島原発避難者の語りから

辰巳頼子, 鳫咲子編著 耕文社 2017 543.5 タ

みんなのひとしずく
避難した私たちのあの時 福島に戻ってきてからのあの時 そして、今。
２０１７年３月の私たちの記録

ビーンズふくしま編 ビーンズふくしま 2017 543.5 ビ

“震災から学ぶ”とはどういうことなのか
私と震災

西宮市男女共同参画センターウ
エーブ編

西宮市男女共同参画セン
ターウエーブ

2012
［行政］
369.31

ニ

宝塚発 阪神・淡路大震災体験手記
青いビニールシート

クリエイティブスペース企画運営
委員, 宝塚市立女性センター・エ
ル編

宝塚市立女性センター・エ
ル

1995
［行政］
916

タ

パンジー
あの日うまれたもの

仙台市男女共同参画推進セン
ター編

せんだい男女共同参画財
団

2014-
2021

■Webアーカイブ
タ イ ト ル 発行

NWEC災害復興支援女性アーカイブ 国立女性教育会館（NWEC）

東日本大震災アーカイブ　ひなぎく 国立国会図書館

３がつ１１にちをわすれないためにセンター せんだいメディアテーク

　◎ライブラリーカードで、図書・行政資料・雑誌・DVDの貸出をしています。

　　一人につき図書・行政資料・雑誌15冊（3週間）、DVD3点（2週間）です。 ドーンセンター情報ライブラリー

TEL  06-6910-8616

アドレス

https://w-
archive.nwec.go.jp/il/meta_pub/G0000337wd

https://recorder311.smt.jp/

https://kn.ndl.go.jp/#/

＜連絡･問い合わせ先＞

請求記号

行政情報誌

（2023年3月現在）

記憶をつなぐ
女性たちの被災体験や支援活動にかかわる資料
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