
図書
◆女性たちの被災記録

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

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・制作委員会制作

「ふくしま、わたしたちの3.11」
証言記録集・制作委員会

2013 369.3/F84

ガールズ1000人のリアル震災体験 : 「東日本復興応援」プ
ロジェクト : 届けたい!伝えたい!私たちからのメッセージ

魔法のiらんど編 アスキー・メディアワークス 2011 369.3/G24

東日本大震災「災害・復興時における女性と子どもへ
の暴力」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

2013 369.3/H55

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 369.3/H55

被災から復興・再生へ : 私たちの暮らし : 2015年9月
関東・東北豪雨常総市大水害「被災者の声」記録集

三富和代編
常総市大水害「被災者の声」を
記録する会実行委員会

2016 369.3/H76

聞き取り集「40人の女性たちが語る東日本大震災」 :
その後 : 「今」、そして「これから」

イコールネット仙台 [編] イコールネット仙台 2014 369.3/Ki22

3.11避難者の声 : 当事者自身がアーカイブ
東日本大震災避難者の会
Thanks&Dream

東日本大震災避難者の会
Thanks&Dream

2017 369.3/Sa61

3.11後を生きる : シングルマザーたちの体験を聞く 岡本美架編集 しんぐるまざあず・ふぉーらむ 2015 369.3/Sa67

津波をくつがえす : 岩手おらほのおなごたち 岩手女性史を紡ぐ会 [編] 岩手女性史を紡ぐ会 2016 369.3/Ts75

わたしたちのフォトボイス : 撮る、語り合う、発信する :
3.11、現在、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 369.3/W47

震災・原発事故と福島の女性たち : 東日本大震災・東京電
力福島第一原子力発電所事故発生からもうすぐ5年

国際女性教育振興会福島県支
部

2016 369.3/Sh69

私たちが手にしたちから、そして未来につなげる「力」 :
中越大震災から10年を経て見えてきた新たな課題

新潟県中越大震災「女たちの
震災復興」を推進する会

2015 369.3/W45

女性の力で変革を : 男女共同参画と災害リスク削減 :
プログラム

男女共同参画と災害・復興ネット
ワーク編

男女共同参画と災害・復興ネッ
トワーク

2015 369.3/J76

女性関連施設の災害関連事業に関する調査報告・事
例集

国立女性教育会館編集 国立女性教育会館 2013 369.3/J76

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 新潮社図書編集室 2017 369.3/Y84

東日本大震災 : 仙台市復興五年記録誌
仙台市まちづくり政策局震災復興室
編

仙台市まちづくり政策局震災
復興室

2017 369.3/23-Se

「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[編]

兵庫県男女共同参画センター
(イーブン)

2015 369.3/64

◆必要な支援を考える

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

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/So16

『避難所』から『被災者支援拠点』へ : 多様なニーズに
応える・備えるために

日本財団次の災害に備える企画実
行委員会編

日本財団次の災害に備える企
画実行委員会

2014 369.3/H61

被災した子どもと家庭を継続的に支援するための当事
者参加型システム開発調査研究事業報告書

東洋大学福祉社会開発研究セ
ンター

2016 369.3/H76

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

2015 369.3/I55

東日本大震災から5年目の取り組みH27.4~H28.3
岩手大学地域連携推進部地域創生
推進課企画・編集

岩手大学 2016 369.3/I97

女たちが動く : 東日本大震災と男女共同参画視点の
支援 : from Miyagi

みやぎの女性支援を記録する会編
著

生活思想社 2012 369.3/O86

災害ボランティアハンドブック
関西学院大学災害復興制度研究所編
集 ; 被災地NGO恊働センター制作協力

関西学院大学出版会 2016 369.3/Sa17

「男女共同参画の視点からの災害支援・復興・防災」展示リスト(2018年1月～3月)

災害は、誰でもいつでも遭う可能性があり

ます。命を守るため、日頃からの備え、支

え合いが大切です。

東日本大震災から今年で6年が経ちます。

女性たちの被災経験を忘れずに生かすことで、

復興や男女共同参画の視点に立った防災ハン

ドブックの作成につながっています。

NWEC災害復興支援女性アーカイブ
http://w-archive.nwec.jp/il/meta_pub/G0000337wd

NWECと全国の女性関連施設等が連携して構築する、

女性の視点からの災害復興支援活動の記録です。



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/Sa17

震災後の親子を支える : 家族の心を守るために 安藤清志, 松井豊編 誠信書房 2016 369.31/Sh69

母と子の笑顔広げる「釜石ママハウス」「ベビーホー
ム・虹」「虹の家」成果報告書

母と子の虹の架け橋 2016 369.4/H14

助産師が行う災害時支援マニュアル : すべての妊産
婦と母子およ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 2017 498.89/J76

ジェンダーと多様性の視点に立った政策を考える : プログラム/
資料 : ラウンドテーブル「第3回国連防災世界会議に向けて政策
提言」

男女共同参画と災害・復興ネッ
トワーク

2014 369.3/J36

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」4年間の取組み記録

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

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

2016 369.3/21

ママたちの声をかたちに : 福島県子どもの心のケア事
業「母子避難支援ガイド」

ヒューマン・エイド22, にいつ子育て
支援センター育ちの森企画・制作

福島県 2012 369.3/26

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
(すくらむ21)

2014 369.3/37-Ka

「復興に向けた地域コーディネーターのコミュニティづくり :
男女共同参画社会実現の視点から」報告書　  [平成26年3
月]

「復興に向けた地域コーディネーターのコミュニティ
づくり : 男女共同参画社会実現の視点から」研究
チーム 編

2014 369.3/26

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」

三重県文化振興事業団 2016 369.3/56

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 : 安心・安全な避難所運営ハンドブック

高松市婦連女性防災会議編集委員
会編

高松市婦人団体連絡協議会 2015 369.3/82

◆復興への取り組み

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

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/F73

男女共同参画の視点からの復興 : 参考事例集 第14
版

復興庁男女共同参画班 復興庁男女共同参画班 2017 369.3/D37

復興を取り戻す : 発信する東北の女たち
萩原久美子, 皆川満寿美, 大沢真理
編

岩波書店 2013 369.3/F73

東日本大震災からの復興に関する女性アンケート調
査報告書

エンパワーメント11(い)わて 2015 369.3/H55

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

浅野富美枝著 生活思想社 2016 369.3/Mi73

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/Sh69

「忘れない。」女たちの震災復興
新潟県中越大地震「女たちの
震災復興」を推進する会

2010 369.3/W44

東日本大震災石巻市における復興への足取り : 家政
学の視点で生活復興を見守って

日本家政学会東日本大震災生活研究プロジェ
クト, 石巻専修大学復興共生プロジェクト共編 ;
大竹美登利, 坂田隆責任編

2016 369.31/H55

災害復興とジェンダー 国立女性教育会館編 国立女性教育会館 2012 369.3/Sa17

災害(復興)・防災における男女共同参画センター/女
性センターの役割・位置づけに関するアンケート調査

全国女性会館協議会編 全国女性会館協議会 2014 369.3/Sa17

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/Sa17

「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, 堂本暁子, 山地久美子編
; 皆川満寿美編集補佐

東京大学社会科学研究所 2011 369.3/Sa17

災害と女性 : 防災・復興に女性の参画を : 資料集 ウィメンズネット・こうべ編 ウィメンズネット・こうべ 2005 369.3/Sa17

世界津波の日記念国際シンポジウム(2016年10月27日) : ジェン
ダー・多様性の視点からの復興を目指して　報告書

世界津波の日制定記念国際シンポ
ジウム実行委員会

[201-] 369.3/Se22

いわての復興に貢献する女性研究者支援 : 事業報告
書(2013-2015年度 )

岩手大学男女共同参画推進室 2014 377/I97

岩手大学男女共同参画推進室の男女共同参画の視
点をふまえた復興支援の取り組み報告書

岩手大学男女共同参画推進室 2012 377/I97

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/Sa61

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

ブックエンド 2016 369.3/To43

GENDER AND DISASTER REDUCTION : 災害の多い国々の専
門家とともに考える未来 : 平成26年度国際ワークショップ 神戸大学男女共同参画推進室編 神戸大学男女共同参画推進室 2015 377/Ko13

東日本大震災復興シンポジウムin岩手 : 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 2012 369.3/22

東日本大震災復興のための女性リーダーシップ基金
事業報告書2012-2016

地域創造基金さなぶり編 せんだい男女共同参画財団 2016 369.3/23-Se



◆女性の視点で考えた防災

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

男女共同参画白書  平成24年版
特集 男女共同参画の視点からの防災・復興

内閣府男女共同参画局編 佐伯印刷 2012 367.1/D37/R

防災かあさん みんなの防災部著 羽鳥書店 2015 369.3/B66

防災力強化のためのトレーニング計画 男女共同参画と災害・復興ネットワーク [編]
男女共同参画と災害・復興ネッ
トワーク

2015 369.3/B66

「地域づくりに参画する女性人材の育成のための学習
機会の充実」防災分野に関する事例集

文部科学省生涯学習政策局男
女共同参画学習課

2013 369.3/C43

男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針
([本編] ・解説・事例集 )

内閣府男女共同参画局総務課 2013 369.3/D37

「男女共同参画」の視点から災害と予防を考える : 報
告書

「男女共同参画」の視点から災害と
予防を考える : 報告書

婦人国際平和自由連盟日本支
部

2017 369.3/D37

現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災害支援事例集 :
災害支援にジェンダーの視点を! : 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

東日本大震災女性支援ネット
ワーク

2012 369.3/G34

女性のための防災BOOK : "もしも"のときに、あなたを
守ってくれる知恵とモノ

マガジンハウス 2017 369.3/J76

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 369.3/J76

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/Ko99

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・ネットワーク制作 ;
高知ヘルプデスク協力

岩手レインボー・ネットワーク 2016 369.3/N73

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 ; 木原実監修
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2014 369.3/O45

女性目線で備える防災BOOK 女性目線で備える防災BOOK マガジンハウス 2017 369.31/J76

子どもを守る防災手帖 : 被災ママ1089人の声に学ぶ! MAMA-PLUG編・著 KADOKAWA 2016 369.31/Ko21

りすの四季だより : 家族の笑顔を守る暮らしの知恵 あんどうりす著 新建新聞社 2017 369.31/R47

所蔵資料図録 : 暮らしのなかの震災資料  vol.2
阪神・淡路大震災記念人と防災未
来センター資料室編集

阪神・淡路大震災記念人と防
災未来センター資料室

2016 369.31/Sh69

ワークショップでつくる防災戦略 : 「参画」と「我がこと
意識」で「合意形成」

田村圭子編著 日経BPコンサルティング 2015 369.3/W35

変わる動く発信する : 男女共同参画でだれもが安心な
防災・減災を

津市男女共同参画フォーラム実行
委員会, 津市市民部男女共同参画
室編

津市市民部男女共同参画室 2016 367.2/56

できる!仙台版防災ワークショップ : みんなのための避
難所作り

せんだい男女共同参画財団編 せんだい男女共同参画財団 2014 369.3/23-Se

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] [栃木県 : とちぎ男女共同参画財団]2015 369.3/32

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 とちぎ男女共同参画財団 2015 369.3/32

今日からはじめる狛江防災 : 市内の女性がつくった防
災ヒント集

狛江市総務部安心安全課 2016 369.3/36

女性の視点で作った防災手帖 : シニア版 MAMA-PLUG編 川崎市男女共同参画センター [2013] 369.3/37-Ka

YOKOHAMAわたしの防災力ノート : 「地震だっ」もしも
のときこそ。女性の視点を大切に。

横浜市男女共同参画推進協会, 横浜市市
民局男女共同参画推進課企画・編

横浜市男女共同参画推進協会 : 横
浜市市民局男女共同参画推進課 2014 369.3/37-Yo

男女共同参画の視点からの防災手引書
静岡県くらし・環境部県民生活
局男女共同参画課

2013 369.3/54

とよなか女性防災ノート
「とよなか女性防災プロジェクト」検
討委員会

とよなか男女共同参画推進財
団

2012 369.3/63

男女共同参画の視点で取り組むわが家・わがまちの
防災ハンドブック : やまぐち版

シンクロナイズネット [編] シンクロナイズネット 2014 369.3/77

雑誌

特集名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

キーワード

災害時の母子保健 母子保健情報誌 日本家族計画協会
2017.2

(2)
支援

災害・復興とジェンダー 月刊 We learn 日本女性学習財団
2015.3
(739)

復興



男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針に
ついて

共同参画 内閣府編
2013.6
(57)

防災
復興

災害復興とジェンダー 学術の動向 : JSCニュース 日本学術協力財団
2013.10
(18-10)

復興

震災とジェンダー 季刊女も男も : 自立・平等 労働教育センター
2012.5
(119)

被災記録

尊厳ある生活再建へ向けて : 東日本大震災から1年
働く女性たち

女たちの21世紀 = Women's Asia 21 アジア女性資料センター
2012.3
(69)

復興

東日本大震災・原発震災 月刊女性&運動 新日本婦人の会
2011.5
(345)

支援

東北大震災に思う あごら BOC出版部
2011.5
(329)

被災記録

都道府県・政令指定都市広報紙

特集名等 誌名 発行
発行年月
（巻号）

キーワード

今こそ災害に備え女性の力を : 鳥取県中部地震から1
年

鳥取県男女共同参画センター
よりん彩

鳥取県男女共同参画センター よ
りん彩

2017.12
(vol.56)

防災

災害に備えよう : 防災グッズ・男女共同参画の視点で
避難所づくり

フェミナル : 尼崎市女性情報誌
尼崎市立女性・勤労婦人セン
ター

2017.11
(vol.60)

防災

｢暮らしを守る、カラダを守る｣ : 男女共同参画フォーラ
ム～みえの男女2017～ : 減災・復興と男女共同参画
～地域・企業・行政がいまできること～

Frente : フレンテ
三重県男女共同参画センター
フレンテみえ

2017.8
(vol.70)

復興

今こそ防災に女性のチカラ! : あなたと家族を守るため
に

SOLE SCOPE＝ソーレ・スコープ
こうち男女共同参画社会づくり
財団

2017.7
(vol.81)

防災

防災と女性 : 過去の災害の経験から学び前へ進もう! With you さいたま : 広報紙 With you さいたま
2017.3
(vol.52)

防災
被災記録

男女共同参画の視点から見た熊本震災 はぁもにぃ
熊本市市民局市民生活部社会
生男女共同参画課

2017.2
(vol.82)

被災記録

新聞記事

新聞社 掲載日 キーワード

読売新聞社 2017.05.12 防災

日本経済新聞社 2016.07.04 支援

河北新報社 2015.03.19
被災記録

復興

日本経済新聞社 2014.03.08 防災

朝日新聞社 2014.01.15 支援

産経新聞社 2013.08.30 防災

毎日新聞社 2012.07.04 支援
災害対策 : 女性の起用で質上げよ

記事タイトル等

再考 避難所サバイバル（下） : 東日本大震災福島の現場では : 混乱へて生まれた自治 :
「多様な人に目配りを」女性・NPO、運営方法に提言

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター

　（国立女性教育　情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721

女性教育情報センターは、男女共同参画およ
び女性・家庭・家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報デー
タベースから検索することができます。

●文献情報データベース
　http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/

避難所に女性リーダー育成の取り組み各地で : 更衣室や授乳室など対応 : 「防災会議」も
女性急増 都道府県

被災、女性に備えあれば : 理美容や生理用品 必需品、 ポーチで携帯 : 避難所などの防犯
地味な服、複数で行動

国連防災世界会議in仙台 : 女性の被災体験生かそう : 活発な議論 参加者が発信 : 心の葛
藤きいてもらえる場を 復興に共同参画の視点大切 意思決定の場に積極登用して

私たち目線で防災リード

防災×産経女子特区 教訓生かして なでしこ防災 : 避難所運営に女性の視点を : 役立つ
「山ガール」グッズ : 「災害弱者への対応 男性の協力不可欠」

図書の貸出や複写郵送サービスなど

を行っています。ぜひご活用ください！


