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書名 著者 出版者 出版年

赤い月 : 阪神・淡路大震災鎮魂の詩 廬進容著 学研 1995.7

明石市の災害と復興への記録 : 兵庫県南部地震 明石市役所 1996.1

あしたの家族 : 阪神大震災 朝日新聞神戸支局編著 鷹書房弓プレス  1995.11 

明日の町へ : 阪神・淡路大震災 : 家族の体験/行動する人々50日の記録 山田利行著
アスク・ヒューマン・ケ
ア

1995.4

明日を見つめて : 社会教育と阪神・淡路大震災 兵庫県教育委員会編 兵庫県教育委員会 1996.3

芦屋女性市長震災日記 (Asahi news shop:012) 下川裕治著 朝日新聞社 1995.4

あの瞬間阪神大震災 : じしん大きらい 奥田富子編 国土社 1995.4 

あの日、あのとき・・・・・・何ができて、何ができなかったか : シンポジウム 「阪神
大震災の検証～ライフライン情報と放送の役割～」から (HBF・Series:No.1)

放送文化基金編集 放送文化基金 1995.10

あの日、あのとき、そして今・・・・ : 阪神・淡路大震災から一年をむかえて・・・・・・
兵庫県職員労働組合神戸支
部

兵庫県職員労働組
合神戸支部

[1996序]

尼崎市における災害時のボランティア活動のあり方に関する研究報告書
尼崎市/あまがさき
未来協会

1996.3

尼崎市の記録 : 阪神・淡路大震災 あまがさき未来協会編集 尼崎市 1998.1

ある病院と震災の記録 : それは神戸朝日病院の悲しみと感動の刻 金賛汀著 三五館 1995.7 

安全と再生の都市づくり : 阪神・淡路大震災を超えて
日本都市計画学会防災・復
興問題研究特別委員会編著

学芸出版社 1999.2

生き抜け!東京大地震 : 阪神大震災からの教訓 読売新聞社編 読売新聞社 1995.3

生きる : 大震災ゼロからの出発 神戸新聞社編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1995.12

移行期における復興人道支援ニーズとシーズ「人道支援研究会」 (「21世紀文明
の創造」調査研究事業研究報告書:第4部会)

阪神・淡路大震災記念協会
編集

阪神・淡路大震災記
念協会

2005.12

1.17は忘れない : それぞれの10年 : 震災10周年寄稿集 神戸新聞総合出版センター編 
震災10周年記念寄
稿集発刊委員会

2005.3 

海・港・川 : 阪神・淡路大震災復旧記録 : よみがえるウォーターフロント 兵庫県建設技術センター編
兵庫県尼崎港管理
事務所

1997.1

大阪読売阪神大震災特別縮刷版 : 1995.1.17-2.17 読売新聞社編 読売新聞社 1995.3-4

お母ちゃん神さまがおこらはったん? 阪神大震災を記録する会編 汐文社 1995.3 

思いやりを力に変えるために : 阪神・淡路大震災で集まった「ボランティア一年
生」のための講座

ユニベール財団編著/山内美
郷監修

ブロンズ新社 2000.8

女たちが語る阪神大震災 ウィメンズネット・こうべ編 木馬書館 1996.1 

女たちの阪神大震災 猪熊弘子編著 朝日新聞社 1995.3 

駆け抜けた1年 : 神戸商工会議所震災復旧1年の記録 神戸商工会議所 1996.5

悲しみが勇気となるまで : 神戸に刻まれた感涙の30話 今西憲之著 PHP研究所 1995.5 

カメラが震えた日 (Asahi news shop:016) 朝日新聞出版写真部編 朝日新聞社 1995.4

官災・民災この国の責任 : 阪神・淡路大震災 高見裕一著
柴田敬三/ほんの木
(発売)

1995.4

官邸応答せよ 高見裕一著 朝日新聞社 1995.4

記憶の街 : 震災のあとに 佐々木美代子〔著〕 みすず書房 2000.8

記憶よ語れ : 阪神大震災 吉村昭[ほか]著 作品社 1995.8

きかんし : 直接的コミュニケーション手段 : 阪神淡路大震災被災地で機関紙の
原点を視る

畦布哲志著/きかんし協会(日
本機関紙協会兵庫県本部)編

兵庫機関紙宣伝セン
ター

2005.1

逆転 : 破壊から創造へ 小室豊允編著 六甲出版 1996.4

協同の心あしたへの力 : コープこうべの創造的復興
生活協同組合コープこうべ広
報本部

生活協同組合コープ
こうべ

1996.5

Q&A阪神大震災に伴う税金の救済措置 : 所得税・法人税・相続税・買換制度の
特例

奥村真吾著 清文社  1995.5 

記録阪神・淡路大震災と被差別部落 兵庫部落解放研究所編 解放出版社 1996.12

苦闘の被災生活 (阪神大震災研究:2) 神戸大学震災研究会編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1997.2

黒い虹 : 阪神大震災遺児たちの一年 あしなが育英会編 広済堂出版 1996.1 
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書名 著者 出版者 出版年

経済学者による震災復興への提言 叶芳和編 日本経済新聞社 1996.1 

激震・神戸・あれから2年 : 被災地税理士たちの行動と記録 佐藤敏充編
近畿税理士会神戸
支部

1997.1

激論・提言阪神大震災 (Asahi news shop:019) 朝日新聞「論壇」編 朝日新聞社 1995.5

決断 : 阪神大震災・ある被災企業の七百二十日 中川尚之著 ビジネス社 1997.4 

検証そのとき医師たちになにができたか : 大震災直後の医療現場 立道清編著 清文社 1996.10 

現代都市政策と地方財政 : 都市公営事業からコミュニティ共同事業への発展 西堀喜久夫著 桜井書店 2008.3

甲南大学受験生による震災体験の記録 第1編 (1995.1.17を証言する:第2部)
甲南大学阪神大震災調査委
員会編

甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

甲南大学受験生による震災体験の記録 第2編 (1995.1.17を証言する:第2部)
甲南大学阪神大震災調査委
員会編

甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

甲南大学受験生による震災体験の記録 第3編 (1995.1.17を証言する:第2部)
甲南大学阪神大震災調査委
員会編

甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

神戸 : 新たなる出発 : 阪神大震災 (Yomiuri special:89) 読売新聞社 1996.1

神戸からの伝言 : 瓦礫に響いたバッハ 河内厚郎編 東方出版 1996.2 

神戸からのレポート : 大震災ー情報の共有とコミュニケーション : ひと すき きか
んし

あぜふてつし著, 日本機関紙
協会兵庫県本部編

兵庫機関紙宣伝セン
ター/日本機関紙協
会(発売)

2002.3

神戸黒書 : 阪神大震災と神戸市政
市民がつくる神戸市白書委員
会編

労働旬報社 1996.1

神戸市街地定点撮影 : 1995-2001復活への軌跡 関美比古, 高橋勝視写真 毎日新聞社 2002.1

神戸震災日記 田中康夫著 新潮社 1996.1 

神戸震災日記 田中康夫著 新潮社 1997.1 

神戸難民日誌 津村喬〔著〕 岩波書店 1995.4 

神戸の震災復興事業 : 2段階都市計画とまちづくり提案 中山久憲著 学芸出版社 2011.9

神戸の復興を求めて (阪神大震災研究:3) 神戸大学震災研究会編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1997.5

神戸の冬を支える会報告書 第2期 1996年5月～1997年4月
神戸の冬を支える会報告書
編集委員会編

第2期神戸の冬を支
える会

1996.9

神戸の冬を支える会報告書 第3期 1997年5月～1998年4月
神戸の冬を支える会報告書
編集委員会編

第2期神戸の冬を支
える会

1998.7

神戸の冬を支える会報告書 Vol.4 1998年5月～1999年11月
神戸の冬を支える会報告書
編集委員会編

第2期神戸の冬を支
える会

1999.12

神戸の冬を支える会報告書 Vol.5 1999年12月～2000年11月
神戸の冬を支える会報告書
編集委員会編

第2期神戸の冬を支
える会

2000.12

神戸の冬を支える会報告書 Vol.7 2001年12月～2002年11月
神戸の冬を支える会報告書
編集委員会編

第2期神戸の冬を支
える会

2002.12

神戸発 : 危機を管理する都市へ (日経ビジネス人文庫) 金芳外城雄編 日本経済新聞社 2001.4

神戸発阪神大震災以後 酒井道雄編 岩波書店 1995.6

神戸、光る小さな企業が立ち上がる
神戸商工会議所中
小企業復興支援セン
ター

1997.3

心のケア : 阪神・淡路大震災から東北へ (講談社現代新書:2121) 加藤寛, 最相葉月著 講談社 2011.9

心の断層 : 阪神・淡路大震災の内面をたずねて 藤本幸也 [著] みすず書房 2002.3

5000人の鎮魂歌 (Asahi news shop:010) 朝日新聞社編 朝日新聞社 1995.4

孤独死 : 被災地神戸で考える人間の復興 額田勲著 岩波書店 1999.5

孤独死 : 被災地で考える人間の復興 額田勲著 岩波書店 2013.2 

この街に生きる : 阪神大震災神戸・長田区から : 牧田清写真集 牧田清著 解放出版社 1996.1

コラムニストが見た阪神大震災 : 神戸新聞「正平調」の101日 三木康弘,中元孝迪編著
神戸新聞総合出版セ
ンター

1995.9

これからの安全都市づくり 日本都市計画学会関西支部 学芸出版社 1996.2

災害救助犬走る! 坂井貞雄著 誠文堂新光社 1995.3

災害時における通信・コンピュータ対策ガイドブック
神戸商工会議所情
報化推進特別委員
会

1996.10

災害弱者・ボランティア (阪神・淡路大震災震災対策国際総合検証事業検証報
告:第3巻. Assessment reports of the Grobal Assessment of Earthquake
Countermeasures : The Great Hanshin-Awaji Earthquake)

兵庫県企画管理部防災局防
災企画課, 震災対策国際総
合検証会議事務局編

兵庫県企画管理部
防災局防災企画課/
震災対策国際総合
検証会議事務局

[2000]
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書名 著者 出版者 出版年

再生の社会学 (阪神大震災の記録:6) 森田三郎編
甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

The Great Hanshin quake : the Japan Times special report Masaru Fujimoto ... [et al.] The Japan Times 1995.2

サザエさんたちの呼びかけ : 阪神大震災・瓦版なまず集成1998-2008
震災・まちのアーカイ
ブ

2008.3

ザ・仕事 : 阪神大震災聞き語り 神戸新聞社会部編 
神戸新聞総合出版セ
ンター

1997.6 

Someday, for somebodyいつかの、だれかに : 阪神大震災・記憶の「分有」のた
めのミュージアム構想|展2005冬神戸

「記憶・歴史・表現」フォーラム
編

「記憶・歴史・表現」
フォーラム

2005.1

産業復興格差の検証 : 報告書 [1]
阪神・淡路産業復興
推進機構

1998.6-

山門倒壊 : 一九九五年一月十七日 : 阪神淡路大震災・祥福寺僧堂記録
祥福寺僧堂震災記録編集室
編

祥福寺専門道場 1997.8

詩集・阪神淡路大震災 [第1集] アート・エイド・神戸編
アート・エイド・神戸/
海文堂書店 (発売)

1995

地震 : 地震・教団 地震・教団編集委員会編集

日本基督教団阪神
大震災救援活動セン
ター/日本基督教団
出版局 (発売)

1995.11

地震と震災 : 阪神・淡路大震災の警鐘 (国土問題:51号)
国土問題研究会阪神・淡路
大震災調査団編集

国土問題研究会 1995.9

社員100人の証言 : 阪神・淡路大震災鉄道復旧記録誌
西日本旅客鉄道株式会社監
修/交通新聞社[編]

西日本旅客鉄道 1996.2

障害者たちの144日 : 阪神・淡路大震災と集団避難生活
えんぴつの家・ライフデイケア
「垂水障害者支援センター」
[編]

えんぴつの家「ライフ
デイケア」

1995.8

詳細阪神大震災 : 1995年1/17からの復活 : 完全保存版 (毎日ムック) 毎日新聞社 1996.1

浄土真宗本願寺派阪神・淡路大震災の記録
浄土真宗本願寺派阪神・淡
路大震災記録誌編集委員会

浄土真宗本願寺派 1998.3

食から学ぶ震災の記録 白井　操企画・編集 笑顔の食卓 2016.4

所蔵資料図録　-暮らしのなかの震災資料-
人と防災未来セン
ター資料室

2016.3

自力脱出マニュアル100 : 阪神大震災に学ぶ : In preparation for earthquake 吉田雄亮著 勁文社 1995.3

事例調査:震災復興に懸けた被災商店街の8年の記録 : 新長田駅南地区商店街
を事例に (21c Hyogo report)

21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

2003.3

自録「市民立法」 : 阪神・淡路大震災-市民が動いた!
市民=議員立法実現推進本
部, 山村雅治著

藤原書店 1999.7

私論被災者の心理 : 「別れ」事例阪神・淡路大震災 藤田正著 ナカニシヤ出版 1996.10

震 : 阪神・淡路大震災記録集 神戸市医師会編 神戸市医師会 1995.9

震災後の居住地の変化と暮らしの実情に関する調査 : 調査結果報告書 : 平成
11年度

兵庫県 [2000?]

「震災資料の分類・公開の基準研究会」報告書 : 阪神・淡路大震災関連資料の
活用に向けて : 端信行委員研究会調査報告書 ((財)阪神・淡路大震災記念協会
調査研究報告書:4)

阪神・淡路大震災記念協会編
阪神・淡路大震災記
念協会

2001.3

「震災資料の保存・利用、及び活用方策研究会」報告書 : 阪神・淡路大震災関連
資料の活用に向けて : 端信行委員研究会調査報告書 ((財)阪神・淡路大震災記
念協会調査研究報告書:vol.5)

阪神・淡路大震災記念協会編
阪神・淡路大震災記
念協会

2002.3

人材育成・交流を通じての国際貢献のあり方「知的交流研究会」 (「21世紀文明
の創造」調査研究事業研究報告書:第4部会)

阪神・淡路大震災記念協会
編集

阪神・淡路大震災記
念協会

2005.12

震災・その轍(ワダチ) : 被災地からの報告 近畿税理士会 [編] 近畿税理士会 1997.1
震災調査の理論と実践 : 震災被害, 生活再建, 産業復興, 住宅, 健康 (都市政策
論集:第21集)

神戸都市問題研究所編
神戸都市問題研究
所/勁草書房 (発売)

2001.2

震災と医療 : 阪神・淡路大震災の記録 兵庫県医師会 1996.3

震災と人権 : 人として生きる : 報告集
神戸商科大学地域改善対策
教育委員会 [編集]

神戸商科大学地域
改善対策教育委員
会

1996.3

震災と都市計画・定期借家権 日本土地法学会編 有斐閣 1998.5 

震災日録抄 : 一九九五年・芦屋 桑原昭著 編集工房ノア 1998.4 

震災の思想 : 阪神大震災と戦後日本 藤原書店編集部編 藤原書店 1995.6

震災復興が教えるまちづくりの将来 : 阪神・淡路大震災
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1998.2

震災復興と阪神文化の再生 (文化復興支援フォーラム報告書)
阪神・淡路震災復興支援10
年委員会編集

阪神・淡路震災復興
支援10年委員会

1997.3

震災復興とまちづくり : 北淡町富島地区の区画整理と住民 深井純一編

立命館大学阪神・淡
路大震災復興計画
研究プロジェクト室
(社会システム部会)

1997.5

震災復興の経済学 : いま東京を大地震が襲ったら 鈴木浩三著 古今書院 1997.9
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書名 著者 出版者 出版年

震災復興の政策科学 : 阪神・淡路大震災の教訓と復興への展望
立命館大学震災復興研究プ
ロジェクト編

有斐閣 1998.3

震災復興の政治経済学 齋藤　誠 日本評論社 2015.10

震災復興の理論と実践 神戸都市問題研究所
神戸都市問題研究
所

1996.12

震災復興のまちづくりと法 : 実務ガイドブック
神戸弁護士会震災復興対策
本部編

三省堂 1996.8

震災復興の理論と実践 神戸都市問題研究所編 
神戸都市問題研究
所

1996.12

震災ボランティアの社会学 : 「ボランティア=NPO」社会の可能性 (MINERVA社会
学叢書:13)

山下祐介, 菅磨志保著 ミネルヴァ書房 2002.11

震災を生きて : 記録・大震災から立ち上がる兵庫の教育 兵庫県教育委員会編 兵庫県教育委員会 1996.1

震度7が残した108の教訓 : 阪神大震災被災者が避難所の体育館で書いた 荒尾和彦著 小学館 1995.4

震度7の報告 : その時、神戸商船大学では・・・ 神戸商船大学事務局[編]
神戸商船大学事務
局

1996.4

心理学的アプローチ (阪神淡路大震災の復興に関する人間関係学的研究論集:1)

武庫川女子大学文
学部人間関係学科/
武庫川女子大学短
期大学部人間関係
学科

1996.4

生活復興調査調査結果報告書 平成17年度 兵庫県 [2002]

生協関連情報と資料 : 阪神・淡路大震災 [1] コープこうべ・生協研究機構編
コープこうべ・生協研
究機構

1995.6

生協関連情報と資料 : 阪神・淡路大震災 2 コープこうべ・生協研究機構編
コープこうべ・生協研
究機構

1996.4

生者と死者のほとり : 阪神大震災・記憶のための試み 笠原芳光,季村敏夫[共]編 人文書院 1997.11

世界と日本の災害復興ガイド 塩崎賢明 クリエーツかもがわ 2009.１

1995・01・17・05・46 : 阪神大震災再現 宮本貢編著 朝日新聞社 1995.3 

1995年1月・神戸 : 「阪神大震災」下の精神科医たち 中井久夫編 みすず書房 1995.3

1995年兵庫県南部地震災害調査速報 日本建築学会編著 日本建築学会 1995.3 

1995冬神戸体験記録 : 阪神大震災時の行動・心理・思考 (研究:no.9541) 鈴木成文[ほか]著 住宅総合研究財団 1996.1

戦後神戸の歩みと阪神・淡路大震災 : 人と防災未来センター資料室2010年度企
画展

人と防災未来セン
ター資料室

2011.1

1176時間の記録 : 阪神・淡路大震災 : その時、私たちは何をしたか 安富隆義編集
情報労連・全電通近
畿地方本部

1995.8

喪失と生存の社会学 : 大震災のライフ・ヒストリー 樽川典子編 有信堂高文社 2007.3

創造的復興の歩み : 共に生きる社会をめざして
阪神・淡路大震災復興基金
企画

 [出版者不明], 1997

創造的復興の歩み : 共に生きる社会をめざして
阪神・淡路大震災復興基金
企画

 [出版者不明], 1999

創造的復興の歩み : 共に生きる社会をめざして　改訂版
阪神・淡路大震災復興基金
企画

 [出版者不明], 1997.3 

創造的復興の歩み : 共に生きる社会をめざして　改訂版
阪神・淡路大震災復興基金
企画

 [出版者不明], 2003 

創造的復興をめざして : 復興基金5年の歩み
阪神・淡路大震災復
興基金

2000.3

創造的復興をめざして : 復興基金10年の歩み : (財)阪神・淡路大震災復興基金
記録誌

阪神・淡路大震災復
興基金

2006.3

大規模災害時における避難所のあり方に関する研究報告書 : 阪神・淡路大震
災から学び今後に備えるために

尼崎市/あまがさき
未来協会

1996.3

大災害! 鎌田慧著 岩波書店 1995.4

大災害時の救済と復興の税務 : 大震災に学ぶ危機管理 山田淳一郎〔ほか〕著 財経詳報社 1996.1 

大地震 : 生と死 佐瀬稔著 草思社 1995.10 

大地震生活の知恵 : 阪神大震災に学ぶ 翔泳社編集部編 翔泳社 1995.4

大地震の前兆と予知 佃為成著 朝日新聞社 1995.4 

大震災 : そのとき地質家は何をしたか 柴崎達雄[ほか]編 東海大学出版会 1996.1

大震災 : その時、わが街は 神戸新聞社編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1995.9 

大震災から5年 : よみがえる神戸 (神戸新聞MOOK) 神戸市広報課編集
神戸市広報課/神戸
新聞総合出版セン
ター(発売)

2000.1

－４－



書名 著者 出版者 出版年

大震災5年の歳月 (阪神大震災研究:4) 神戸大学「震災研究会」編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1999.12

大震災・市民篇1995 長征社編 長征社 1996.5

大震災その時の朝日新聞 朝日新聞大阪本社編集局編 朝日新聞社 1995.4 

大震災地下で何が : なぜ地震は起こったか : 神戸新聞もうひとつの報道 神戸新聞社編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1996.4

大震災でクビをきられた : もうひとつのボランティア 被災労働者ユニオン編  第一書林 1995.8 

大震災で壊れた家・壊れなかった家 : 写真集 川井聡写真 第三書館 1995.4

大震災とアントゥルプレナーシップ (阪神大震災の記録:4) 北澤康男編
甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

大震災とエスニック関係の変化「多文化共生研究会」 (「21世紀文明の創造」調
査研究事業研究報告書:第4部会)

阪神・淡路大震災記念協会
編集

阪神・淡路大震災記
念協会

2005.12

大震災と児童相談所 : 児童相談所1年間の活動記録 兵庫県児童相談所 1996.3

大震災とたたかう男 : 兵庫県知事・貝原俊民の挑戦 角間隆著 ぎょうせい 1998.6 

大震災と地方自治 : 復興への提言 大震災と地方自治研究会編 自治体研究社 1996.1 

大震災と人間復興 : 生活再建への道程
兵庫県震災復興研究セン
ター編

青木書店 1996.10

大震災問わずにいられない : 神戸新聞報道記録1995-99 神戸新聞社編
神戸新聞総合出版セ
ンター

2000.2

大震災の企業防衛 : ケーススタディ (Asahi news shop:014) 朝日新聞大阪本社経済部編 朝日新聞社 1995.4

大震災の法と政策 : 阪神・淡路大震災に学ぶ政策法学 阿部泰隆著 日本評論社 1995.12

大震災・母と子 : 阪神・淡路大震災を体験した妊産婦373人の発言
兵庫県産科婦人科
学会 : 兵庫県医師会

1998.1

大震災100日の軌跡 (阪神大震災研究:1) 神戸大学震災研究会編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1995.11

大震災100日の記録 : 兵庫県知事の手記 貝原俊民著 ぎょうせい 1995.12

大震災100人の瞬間 朝日新聞アエラ発行室編 朝日新聞社 1995.3 

大震災復興への警鐘 (同時代ライブラリー:221) 内橋克人, 鎌田慧著 岩波書店 1995.4

大震災放送局24時間 (Asahi news shop:017) 朝日放送記録グループ編 朝日新聞社 1995.4

大震災を生き抜く : 「阪神」が教える危機管理 時事通信社編集局編 時事通信社 1995.4

大震災を語り継ぐ (阪神大震災研究:5) 神戸大学「震災研究会」編
神戸新聞総合出版セ
ンター

2002.1

大震災をこえた市民活動 : 兵庫の市民活動実態に関する調査報告
市民活動地域支援シ
ステム研究会・神戸
調査委員会

1997.6

大震災と法 (京都学園大学ビジネスサイエンス研究所叢書:11) 甲斐道太郎編著 同文舘出版 2000.1

大震災ボランティア 戸高真弓美編著  朝日新聞社 1995.3

扶けあい励ましあって : コープこうべの福祉・ボランティア活動の記録
生活協同組合コープこうべく
らし創造本部福祉・ボランティ
ア編集

生活協同組合コープ
こうべくらし創造本部
福祉・ボランティア

1996.5

大都市と直下の地震 : 阪神・淡路大震災の教訓と東京の直下の地震 (都市研究
叢書:15)

望月利男, 中林一樹編
東京都立大学都市
研究所

1998.9

中学生大震災作文集 朝日新聞社編 朝日新聞社 1995.4 

中間支援組織の20年　－阪神・淡路大震災からのNPO活動と未来－
ひょうご中間支援の20年研究
会

ひょうご中間支援の
20年研究会

2015.3

追悼10年わたしたちの記録 
市民による追悼行事を考える
会編

市民による追悼行事
を考える会

 2005.3 

伝える : 阪神・淡路大震災の教訓 兵庫県編 ぎょうせい 2009.3

「つながり」の大研究 : 電子ネットワーカーたちの阪神淡路大震災
金子郁容,VCOM編集チーム
編著

日本放送出版協会 1996.7

鉄道復旧記録誌 : 阪神・淡路大震災
西日本旅客鉄道株式会社監
修/交通新聞社[編]

西日本旅客鉄道 1996.1

ドキュメント希望新聞 : 阪神大震災と報道
毎日新聞大阪本社, 毎日放
送報道局編

毎日新聞社 1995.9

ドキュメント阪神大震災全記録 : 「平成七年兵庫県南部地震」完全保存版 (毎日
ムック)

毎日新聞社 1995.4

ドキュメント崩壊からの出発 : 阪神大震災5年・「生活再建」への挑戦 渡辺実, 小田桐誠共著 社会思想社 2000.9

都市型震害に学ぶ市民工学 : 兵庫県南部地震の現場から 大野春雄, 荏本孝久共著 山海堂 1995.5 

都市型大震災対策マニュアル : 阪神大震災から学ぶ、あなたのいのちを守る58
の方法

栗田伸一, 関口治著 オーエス出版 1995.2

－５－



書名 著者 出版者 出版年

都市政策・神戸都市学 太田修治 みるめ書房 2001.11

都市に未来はあるか : 大震災と復興政策 重森暁編著 法律文化社 1997.2

都市復興の法と財政 大浜啓吉編著 勁草書房 1997.1

図書館の1.17 兵庫県図書館協会編集 兵庫県図書館協会 1997.1

どないすんねん : 阪神・淡路大震災大震災10年の記録 : そのとき住民は
住民運動の記録を残す実行
委員会編

住民運動を記録する
実行委員会

2005.11

寅さん長田に : 被災地ロケから寅地蔵まで 中村専一編 寅さんを迎える会 1999.3

何が地方都市再生を阻むのか : ポートピア'81, 阪神・淡路大震災, 経済復興政
策

藤本建夫著 晃洋書房 2010.3

悩み・手さぐり : 阪神・淡路大震災ボランティア活動記録
姫路こころのケアネットワーク
編

姫路こころのケアネッ
トワーク

1998.1

21世紀における「安全・安心」概念の検討 阪神・淡路大震災記念協会
阪神・淡路大震災記
念協会

2005.12

日本列島の地震防災 : 阪神大震災は問いかける 日本科学者会議編 大月書店 1995.11

バイク大震災を走る 今西憲之著 朝日新聞社 1995.3

阪神・淡路地震阪神大震災地図 [日地出版株式会社著作] [日地出版] 1995.5

阪神・淡路震災下の看護婦たち 医学書院取材班編 医学書院 1995.7

阪神・淡路震災復興計画事業概要書 兵庫県[編] 
兵庫県阪神・淡路大
震災復興本部総括
部計画課

1995.7 

阪神・淡路大震災 (写真特集日本災害史録) 官公庁資料編纂会編
日本文献編纂会(発
売)

1996.2

阪神・淡路大震災 : 激震直後5日間の記録 1995年1月17日～21日 : 航空写真集
神戸新聞総合出版センター
[編]

神戸新聞総合出版セ
ンター

1996.7

阪神・淡路大震災 : 被災から防災へ、復興の記録 : オール建設界かく闘えり 日刊建設工業新聞社編集
日刊建設工業新聞
社

1996.4

阪神・淡路大震災 : 兵庫県の1年の記録 兵庫県[編]
兵庫県知事公室消
防防災課

1996.6

阪神・淡路大震災-その時、被災地で : 政府現地対策本部74日の活動
「阪神・淡路大震災-その時、
被災地で」編集委員会

21世紀ひようご創造
協会

1996.3

阪神・淡路大震災-兵庫県の1カ月の記録
阪神・淡路大震災兵庫県災
害対策本部[編]

阪神・淡路大震災兵
庫県災害対策本部

1995.7

阪神・淡路大震災アンケート 神戸商船大学[編] [神戸商船大学] [1996]

阪神・淡路大震災1年を前にくらし再建へ「いま」見すえて (市民とNGOの「防災」
国際フォーラム報告書:[第1回])

市民とNGOの「防災」国際
フォーラム実行委員会 [編]

市民とNGO「防災」国
際フォーラム実行委
員会

1996.8

阪神・淡路大震災1周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17)
阪神・淡路大震災記念事業
企画委員会編

兵庫県 [1996]

阪神・淡路大震災が家族に及ぼした影響に関する調査研究報告書
兵庫県家庭問題研究所調査
研究

兵庫県 1996.3印刷

阪神・淡路大震災が非被災地に与えた影響に関する調査研究報告書 : 横浜市
民への影響を中心にして

兵庫県家庭問題研究所調査
研究

家庭問題研究所 1997.3印刷

阪神・淡路大震災が兵庫県下商業に与えた影響とこれからの県商業のあり方に
ついて (科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報告書:平成8年度-平成9
年度)

研究代表者 小西一彦 [小西一彦] 1998.3

阪神・淡路大震災からの住宅復興 (都市調査報告:8) 東京市政調査会研究部編集 東京市政調査会 1997.3

「阪神・淡路大震災からの復興」～「新しい近畿の創造」 (近畿建設白書:'97)
建設省近畿地方建
設局

1997.11

阪神・淡路大震災関連収集資料目録 平成8年3月末現在 21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

1996.3

阪神・淡路大震災関連収集資料目録 平成8年10月1日現在 21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

1996.10

阪神・淡路大震災関連収集資料目録 平成9年3月 21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

1997.3

阪神・淡路大震災関連収集資料目録 平成9年10月1日現在 21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

1997.10

阪神・淡路大震災関連収集資料目録 平成10年3月末現在 21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

1998.3

阪神・淡路大震災関連収集資料目録 平成11年1月末現在 21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

1999.3

阪神・淡路大震災関連収集資料目録 平成12年1月末現在 21世紀ひようご創造協会編
21世紀ひようご創造
協会

2000.3

阪神・淡路大震災関連資料リスト 図書1996年10月31日現在
兵庫県立図書館郷土資料室
編集

兵庫県立図書館 1996.11

阪神・淡路大震災関連文献目録 : 1995-2000 日外アソシエーツ株式会社編
日外アソシエーツ/紀
伊国屋書店 (発売)

 , 2000.10
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書名 著者 出版者 出版年

阪神・淡路大震災9周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17)
阪神・淡路大震災記
念協会

2004.10

阪神・淡路大震災下水道施設災害の記録 : 平成7年(1995年)1月17日午前5時
46分発生

兵庫県土木部下水
道課

1996.3

阪神・淡路大震災検証提言総括
震災対策国際総合検証会議
事務局編

兵庫県企画管理部防災局防災企画課2000.4

阪神・淡路大震災神戸大学医学部記録誌
神戸大学医学部震災記録委
員会編集

神戸大学医学部 1995.12

阪神・淡路大震災5周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17)
阪神・淡路大震災記
念協会

[2000?]

阪神・淡路大震災5周年記念事業総合フォーラム21世紀文明への展望シンポジウム報告書阪神・淡路大震災記念協会編
阪神・淡路大震災記
念協会

2000.3

阪神・淡路大震災3周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17) 震災復興誌編集委員会編集
阪神・淡路大震災記
念協会

[1998]

阪神・淡路大震災3周年記念事業総合フォーラム報告書 阪神・淡路大震災記念協会編
阪神・淡路大震災記
念協会

1998.3

阪神・淡路大震災誌 : 1995年兵庫県南部地震 朝日新聞社編 朝日新聞社 1996.2

阪神・淡路大震災誌 : 「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」 : 土木施設の地震災害記録兵庫県土木部編 兵庫県 1997.1

阪神・淡路大震災10周年記念事業記録集
阪神・淡路大震災10
周年記念事業推進
会議

2006.9

阪神・淡路大震災10年 : 新しい市民社会のために (岩波新書:新赤版 923) 柳田邦男編 岩波書店 2004.12

阪神・淡路大震災10年 : 翔べフェニックス : 創造的復興への群像
阪神・淡路大震災記念協会
編集

阪神・淡路大震災記
念協会

2005.1

阪神・淡路大震災人権白書 : 高齢者・障害者・子ども・住宅 近畿弁護士会連合会編 明石書店 1996.10

阪神・淡路大震災総合研究論文集
立命館大学阪神・淡路大震
災復興研究プロジェクト事務
局編

立命館大学阪神・淡
路大震災復興研究プ
ロジェクト事務局

1998.3

阪神・淡路大震災総合フォーラム報告書 : 安全な国土づくりをめざして-阪神・淡
路大震災から学ぶ- : 阪神・淡路大震災1周年記念事業

兵庫県阪神・淡路大震災復
興本部総括部企画課編

兵庫県阪神・淡路大
震災復興本部総括
部企画課

1996.3

阪神・淡路大震災震災対策国際総合検証事業概要
兵庫県企画管理部防災局防
災企画課, 震災対策国際総
合検証会議事務局編

兵庫県企画管理部
防災局防災企画/震
災対策国際総合検
証会議事務局

[2000.8]

阪神・淡路大震災震災対策国際総合シンポジウム in Hyogo 記録集 : 生かせ教
訓!伝えよう21世紀へ

兵庫県 [2000]

阪神・淡路大震災対策等の記録
郵政大臣官房企画課防災企
画室編

郵政省 1996.1

阪神・淡路大震災と一年のあゆみ : 1996.3 震災復興委員会編 神戸市中央区医師会 1996.5

阪神・淡路大震災と大阪市立大学の対応 : 大震災に関する大阪市立大学の活
動資料リスト

阪神・淡路大震災に関する大
阪市立大学の活動資料収集
スタッフ編集

大阪市立大学 1998.3

阪神・淡路大震災と家族 : 面接調査による事例研究報告書
兵庫県家庭問題研究所調査
研究

〔兵庫県] 1995.4

阪神・淡路大震災と学校 : 教育現場からの発信
「阪神・淡路大震災と学校」編
集委員会編著

兵庫県教職員組合/
エイデル研究所(発
売)

1995.11

阪神・淡路大震災とすまい 1996年版 (住宅白書) 日本住宅会議編 ドメス出版 1996.1

阪神・淡路大震災と神戸商科大学 (神戸商科大学自己点検・評価報告書) 神戸商科大学[編] 神戸商科大学 1996.3

阪神・淡路大震災都市環境部会1995年度研究報告書
立命館大学震災復
興研究プロジェクト都
市環境部会

1996.7

阪神・淡路大震災と図書館活動 : 神戸大学「震災文庫」の挑戦 稲葉洋子著
人と情報を結ぶWEプ
ロデュース/西日本
出版社 (発売)

 , 2005.3

阪神・淡路大震災と法 (阪神大震災の記録:2) 潮海一雄編
甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

阪神・淡路大震災7周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17)
阪神・淡路大震災記
念協会

2002.10

阪神・淡路大震災におけるアジア系定住者の生活ネットワークの変貌と再生へ
の展望 : 定住ベトナム人を中心として (阪神・淡路大震災研究プロジェクト報告

神戸商科大学舟場研究室
[編]

神戸商科大学舟場
研究室

1996.11

阪神・淡路大震災における外国人住民と地域コミュニティ : 多文化共生社会へ
の課題

江川育志研究グループ編 神戸商科大学 1997.3

阪神・淡路大震災における仮設住宅の建設と立地 (阪神・淡路大震災研究プロ
ジェクト報告書)

神戸商科大学舟場研究室[編]神戸商科大学 1997.3

阪神・淡路大震災における消防活動の記録 : 神戸市域 神戸市消防局編集
神戸市防災安全公
社/東京法令出版

1995.5

－７－



書名 著者 出版者 出版年
阪神・淡路大震災における地域と家族 : 地域避難所としての学校/社会システム
としての家族

八木秀夫, 吉川卓治編 神戸商科大学 1997.3

阪神・淡路大震災に関する緊急研究成果報告書 科学技術庁研究開発局[編]
科学技術庁研究開
発局

1995.6

阪神・淡路大震災に関する総合的研究 : 中間報告書
神戸商科大学阪神・淡路大
震災研究会執筆

神戸商科大学 1996.6

阪神・淡路大震災2周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17)
阪神・淡路大震災周年記念
事業企画委員会編集

兵庫県 [1997]

阪神・淡路大震災2周年記念事業総合フォーラム報告書
兵庫県阪神・淡路大震災復
興本部総括部復興推進課編

兵庫県阪神・淡路大
震災復興本部総括
部復興推進課

1997.3

阪神・淡路大震災20年 : 翔べフェニックスII : 防災・減災社会の構築 
ひょうご震災記念21世紀研究
機構 [編集]

ひょうご震災記念21
世紀研究機構

2015.1

阪神・淡路大震災による商業の被災と再生 : 兵庫県下の薬局・薬店の経営実態調査神戸商科大学小西研究室編
神戸商科大学小西
研究室

1996.8

阪神・淡路大震災の海運及び海上物流への影響と対応 日本船主協会編 日本船主協会 1995.9

阪神・淡路大震災の教訓 (岩波ブックレット:no.420) 石橋克彦[著] 岩波書店 1997.1

阪神・淡路大震災の教訓25人の証言 : 被災者復興支援会議III移動いどばた会
議再訪記録

被災者復興支援会議III編集
被災者復興支援会
議III

2005.3

阪神・淡路大震災の記録 1 消防庁編集 ぎょうせい 1996.1

阪神・淡路大震災の記録 2 消防庁編集 ぎょうせい 1996.1

阪神・淡路大震災の記録 3 消防庁編集 ぎょうせい 1996.1

阪神・淡路大震災の記録 : 神戸薬科大学 第三期年史編集委員会
学校法人 神戸薬科
大学

1997.11

阪神・淡路大震災の記録 別巻 消防庁編集 ぎょうせい 1996.1

阪神・淡路大震災の法律相談100問100答
阪神・淡路大震災救援司法
書士対策本部編

民事法研究会 1995.8

阪神・淡路大震災・被災から再生へ : A街区と住民の記録

立命館大学阪神・淡
路大震災復興研究プ
ロジェクト社会システ
ム部会 (産業社会学
部)

1996.4

阪神・淡路大震災被害実態緊急調査 : 被災度別建物分布状況図集
震災復興都市つ゛くり特別委
員会編

震災復興都市つ゛くり
特別委員会

1995.3

阪神・淡路大震災被災地"神戸"の記録 : 安全な社会づくりに向けた市民からの
メッセージ

1・17神戸の教訓を伝える会
編

ぎょうせい 1996.5

阪神・淡路大震災被災地シンクタンクの震災関連調査研究の概要 : 兵庫県シン
クタンク等協議会会報

兵庫県シンクタンク等協議会
編集

兵庫県シンクタンク
等協議会

1997.3

阪神淡路大震災被災放送局の記録 : そのとき何を伝えたか
[サンテレビジョン]社長室, [サ
ンテレビジョン]地域情報開発

サンテレビジョン 1995.11

阪神・淡路大震災 ひょうご創生への提言 ひょうご創生研究会[編] ひょうご創生研究会 1995.7

阪神・淡路大震災復興誌 第1巻 : [並装版] 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

1997.3

阪神・淡路大震災復興誌 第2巻 : 1996年度版 [並装版] 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

1998.3

阪神・淡路大震災復興誌 第3巻 : 1997年度版 [並装版] 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

1999.3

阪神・淡路大震災復興誌 第4巻 : 1998年度版 [並装版] 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

2000.3

阪神・淡路大震災復興誌 第5巻 : 1999年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

2001.3

阪神・淡路大震災復興誌 第6巻 : 2000年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

2002.3

阪神・淡路大震災復興誌 第7巻 : 2001年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

2003.3

阪神・淡路大震災復興誌 第8巻 : 2002年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

2004.3

阪神・淡路大震災復興誌 第9巻 : 2003年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

2005.3

阪神・淡路大震災復興誌 第10巻 : 2004年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひょうご創造
協会

2006.3

阪神・淡路大震災復興特別研究成果報告書 : 平成7年度及び8年度
神戸商科大学,
1997.3

阪神・淡路大震災復興特別研究成果報告書 : 兵庫県立4大学 : 平成7年度及び
8年度

神戸商科大学,
1997.3

1998.5 

阪神・淡路大震災4周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17)
阪神・淡路大震災記
念協会

[1999?]

阪神・淡路大震災4周年記念事業総合フォーラム21世紀文明への展望シンポジ
ウム報告書

阪神・淡路大震災記念協会編
阪神・淡路大震災記
念協会

1999.3

－８－



書名 著者 出版者 出版年
阪神・淡路大震災4周年記念事業総合フォーラム平成10年度自主防災活動推進
大会 : 防災シンポジウム報告書

兵庫県知事公室防災企画課
編

兵庫県知事公室防
災企画課

1999.3

阪神・淡路大震災6周年記念事業 (復旧・復興・飛翔 1.17)
阪神・淡路大震災記
念協会

[2001?]

阪神・淡路地域復興国際フォーラム会議記録集 [出版者不明] [1995]

阪神大震災 : 朝日新聞大阪本社版紙面集成 : 1995.1.17-2.17 朝日新聞社 1995.3

阪神大震災 : 神戸新聞特別縮刷版 : 報道記録 : 1995年1月17日〜2月17日 神戸新聞社編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1995.5

阪神大震災 : 瞬間証言
岡井耀毅, 浜口タカシ, 照井
四郎著

浜口タカシ/朝日新
聞社(発売)

1995.7

阪神大震災 : 日銀神戸支店長の行動日記 遠藤勝裕著
日本信用調査株式
会社出版部

1995.12

阪神大震災 : 報道写真全記録 朝日新聞社編 朝日新聞社 1995.3

阪神大震災 : 毎日新聞(大阪本社発行)は何を伝えたか : 特別縮刷版 毎日新聞社 1995.3

阪神大震災1995.1.17 : 新聞記事CD-ROM : for Windows メディア・インターフェイス制作 
日本データベース開
発 (発売)

1995.12 

阪神大震災活動記録 : 未曾有の災害体験、消防職員の声そして思い : 阪神大
震災消防活動記録報告書

毎日事業社,神戸市生田消防署  [1995] 

阪神大震災からの都市再生 : 復興の現実と新たな視点 加藤恵正, 山本誠次郎編著 中央経済社 1998.5 

阪神大震災・神戸からの報告書 菊地馨著 データハウス 1995.3

阪神大震災・心の風景 (阪神大震災の記録:5) 斧谷彌守一編
甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

阪神大震災市民がつくる復興計画 : 私たちにできること 
市民とNGOの「防災」国際
フォーラム実行委員会編

市民とNGOの「防災」
国際フォーラム実行
委員会

1998.7

阪神大震災水上消防署の記録 神戸市水上消防署 1995.3

「阪神大震災」全記録 : 史上初の震度7 : 兵庫県南部被災地からの報告 : M7.2
直撃 : 1995年1月17日午前5時46分

神戸新聞社編
神戸新聞総合出版セ
ンター

1995.3

阪神大震災その時企業は : 徹底検証・危機管理 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 1995.4

阪神大震災でわかった常識のウソ : 大地震の恐怖とサバイバル 征木翔著 サンドケー出版局 1995.3

阪神大震災と外国人 : 「多文化共生社会」の現状と可能性 外国人地震情報センター編 明石書店 1996.1

阪神大震災と華僑 : 神戸商科大学・神戸大学「阪神大震災と華僑」共同調査報告書安井三吉, 陳来幸, 過放編 [神戸商科大学商経学部]/[神戸大学国際文化学部]1996.5

阪神大震災と経済再建 藤本建夫編 勁草書房 1999.8 

阪神大震災と自治体の対応 高寄昇三著 学陽書房 1996.2

阪神大震災と税務 : 震災税務の解明 : 疑問点回答システム採用 災害税務救済研究会編 税務経理協会 1995.3 

「阪神大震災」における企業の災害危機管理 : ELNET新聞・雑誌記事データ
ベースからの事例集

エレクトロニック・ライブラリー
編

エレクトロニック・ライ
ブラリー

1995.3

阪神大震災に関する被害及び今後の神戸経済に関する調査結果 神戸商工会議所[編] 神戸商工会議所 1995.8

阪神大震災の教訓 : 「都市と建物」を守るためいま何をなすべきか 日経アーキテクチュア編集
日経BP社/日経BP
出版センター (発売)

 , 1995.3

阪神大震災の被災者にラジオ放送は何ができたか : 「被災していない人への情
報はいらない!」と言い続けた報道者たち

毎日放送著 同朋舎出版 1995.6

阪神大震災被害状況調査報告書(概要版) 建設工学研究所 1995.4

阪神大震災被害状況調査報告書 [本編] 建設工学研究所[編] 建設工学研究所 1995.4

阪神大震災・被災した私たちの記録
阪神大震災を記録しつづける
会編

朝日ソノラマ 1995.5

阪神大震災・被災地航空写真集 : 町名入 [1995年版]
日経大阪PR企画出版部制作
/兵庫県南部地震被災度判
定体制支援会議監修

日経大阪PR企画出
版部/東方出版 (発
売)

1995.2

阪神大震災・被災地航空写真集 : 町名入 1996年版
日経大阪PR企画出版部制作
/兵庫県南部地震被災度判

日経大阪PR企画出版部/東方出版 (発売)1996.2

阪神大震災・被災地航空写真集 : 町名入 [1997年版]
日経大阪PR企画出版部制作
/兵庫県南部地震被災度判
定体制支援会議監修

日経大阪PR企画出
版部/東方出版 (発
売)

1998.2

阪神大震災・被災地航空写真集 : 町名入 [2000年版]
日経大阪PR企画出版部制作
/兵庫県南部地震被災度判
定体制支援会議監修

日経大阪PR企画出
版部/東方出版 (発
売)

2000.3

阪神大震災・被災地の風貌 : 終わりなき取材ノートから 柳原一徳著 みずのわ出版 1999.3

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.1 95/1〜95/4 
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1995.5
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書名 著者 出版者 出版年

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.2 95/5～95/7
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1995.8

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.3 95/8～95/10
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1995.11

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.4 95/11～96/1
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1995.3

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.5 96/2～96/4
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1996.5

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.6 96/5～96/7
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1996.8

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.7 96/8～96/10
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1996.11

阪神大震災復興市民まちづくり Vol.8 96/11～97/2
阪神大震災復興市民まちづく
り支援ネットワーク事務局編

学芸出版社 1997.3

阪神復興 : 被災地発21世紀の都市再生論 吉田和男編著 PHP研究所 1996.1

阪神復興と地域産業 : 神戸市長田ケミカルシューズ産業の行方 関満博, 大塚幸雄編 新評論 2001.1

東浦町震災復興計画 東浦町[編] 東浦町企画課, 1996.31996.3 

被災市街地復興特別措置法の解説 都市計画法制研究会編著 ぎょうせい 1995.5 

被災者支援 (阪神・淡路大震災震災対策国際総合検証事業検証報告:第4巻.
Assessment reports of the Grobal Assessment of Earthquake Countermeasures
: The Great Hanshin-Awaji Earthquake)

兵庫県企画管理部防災局防
災企画課, 震災対策国際総
合検証会議事務局編

兵庫県企画管理部
防災局防災企画課/
震災対策国際総合
検証会議事務局

[2000]

被災者実態調査 : 阪神・淡路大震災6年 : 遺族からの手紙 読売新聞大阪本社 2001.1

被災者実態調査 : 阪神・淡路大震災7年 : 遺族からの手紙 読売新聞大阪本社 2002.1

被災者復興支援会議の活動記録 : 阪神・淡路大震災とくらし再建 被災者復興支援会議編 被災者復興支援会議 1999.3

被災者復興支援会議の活動記録 : 阪神・淡路大震災とくらし再建 CD-ROM版 1 概要編 (EDM technical report:no.3)被災者復興支援会議編

被災者復興支援会
議/理研科学研究所
地震防災フロンティ
ア研究センター

1999.3 , 

被災者復興支援会議の活動記録 : 阪神・淡路大震災とくらし再建 CD-ROM版 2 資料編 (EDM technical report:no.3)被災者復興支援会議編

被災者復興支援会
議/理研科学研究所
地震防災フロンティ
ア研究センター

1999.3 , 

被災地・神戸に生きる人びと : 相談室から見た7年間 牧秀一 [著] 岩波書店 2001.7

被災地産業の今後 (産業復興格差の検証 : 報告書:3)
阪神・淡路産業復興
推進機構

2000.2

被災二年間の活動記録集 : 長田の良さを生かした街づくりについて (阪神・淡路
大震災研究プロジェクト報告書)

神戸商科大学街づくり研究
チーム[編]

神戸商科大学 1997.3

被災の思想難死の思想 小田実著 朝日新聞社 1996.4

非常時(災害、事故)におけるこころのケアシステム (「21世紀文明の創造」調査
研究事業研究報告書:第5部会)

阪神・淡路大震災記念協会
編集

阪神・淡路大震災記
念協会

2005.12

一人ひとりのまちづくり : 神戸市長田区・再生の物語 中和正彦著 大日本図書 2008.5 

火の鳥の女性たち : 市民がつむぐ新しい公への挑戦 
中村順子, 森綾子, 清原桂子
共著

兵庫ジャーナル社  2004.1

兵庫県知事の阪神・淡路大震災 : 15年の記録 : 1995年1月17日 貝原俊民著 丸善 2009.9

兵庫県南部大地震 : それは人災だった、しかし人々は親切になった 北村静一著 近代文芸社 1996.2

兵庫県の区画整理 　平成9年度

兵庫県都市住宅部市街地整
備課, 兵庫県阪神・淡路大震
災復興本部住まい復興局市
街地整備課編

兵庫県都市住宅部
市街地整備課 : 兵庫
県阪神・淡路大震災
復興本部住まい復興
局市街地整備課

1997.3

兵庫県の区画整理 　平成11年度

兵庫県都市住宅部市街地整
備課, 兵庫県阪神・淡路大震
災復興本部住まい復興局市
街地整備課編

兵庫県都市住宅部
市街地整備課 : 兵庫
県阪神・淡路大震災
復興本部住まい復興
局市街地整備課

1999

兵庫県立図書館阪神・淡路大震災関連資料目録 平成9年1月末現在 兵庫県立図書館編集 兵庫県立図書館 1997.3

兵庫のこころを21世紀に : 阪神・淡路大震災からの文化財復旧記録 兵庫県教育委員会 兵庫県教育委員会 [1998?]

兵庫ルネッサンス計画 : サンテレビジョン「小室豊允の次代を読む」 : 阪神淡路
大震災緊急提言

小室豊允編著 六甲出版 1995.6

フォーラム・神戸の進路 : 産業復興編
阪神・淡路産業復興
推進機構

1997
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書名 著者 出版者 出版年

復する。創る。伝える。震災から5年阪神間ミュージアムネットワーク震災復興報
告書

阪神間ミュージアムネットワー
ク推進実行委員会 [ほか] 編

阪神間ミュージアム
ネットワーク推進実
行委員会

2000.3

復興計画 : 幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで (中公新書:1808) 越澤明著 中央公論新社 2005.8

復興「災害」 : 阪神・淡路大震災と東日本大震災 塩崎賢明著 岩波書店 2014.12 

《復興体制》《産業復興》《文化復興》《マスコミ》 (阪神・淡路大震災震災対策国際総合検証事業検証報告:第6巻. Assessment reports of the Grobal Assessment of Earthquake Countermeasures : The Great Hanshin-Awaji Earthquake)
兵庫県企画管理部防災局防
災企画課, 震災対策国際総
合検証会議事務局編

兵庫県企画管理部
防災局防災企画課/
震災対策国際総合
検証会議事務局

[2000]

復興の政治経済学 (阪神大震災の記録:3) 藤本建夫編
甲南大学阪神大震
災調査委員会

1997.3

復興の闇・都市の非情 : 阪神大震災、五年の軌跡 和田芳隆著 五月書房 1999.12

復興へ-共に生きる (ひょうごのこころ:10) ひょうごのこころ編集委員会編兵庫県青少年本部 1996.7

復興へ!そして21世紀の市民社会に向けて : パートナーシップをキーワードに 被災者復興支援会議編 被災者復興支援会議 1996.12

復興への祈り : 阪神・淡路大震災と兵庫の神社 兵庫県神社庁編 兵庫県神社庁 1996.3

復興への槌音 : 阪神・淡路大震災記録集 : 震災なんかに負けへんで 兵庫県商工会連合会 1995.11

復興へのみちしるべ : 県立四大学震災研究総合学術シンポジウム報告書 : 阪
神・淡路大震災1周年記念事業

神戸商科大学事務局 1996.3

復興へのみちしるべ : 県立四大学震災研究総合学術シンポジウム : 阪神・淡路
大震災1周年事業

[出版者不明] [1996]

不眠の震災病棟
全日本民主医療機関連合会
編

新日本出版社 1995.5

平成7年兵庫県南部地震被害調査中間報告書 建設省建築研究所 1995.8

ヘリはなぜ飛ばなかったか 小川和久著 文藝春秋 1998.1

防災 (東京大学公開講座:63)　内容：阪神・淡路大震災（片山恒雄著） 吉川弘之著者代表 東京大学出版会 1996.9

防災体制 (阪神・淡路大震災震災対策国際総合検証事業検証報告:第1巻. Assessment reports of the Grobal Assessment of Earthquake Countermeasures : The Great Hanshin-Awaji Earthquake)
兵庫県企画管理部防災局防
災企画課, 震災対策国際総
合検証会議事務局編

兵庫県 [2000]

防災都市・神戸の情報網整備 : 神戸市広報課の苦悩と決断 神戸市広報課編著 ぎょうせい 1996.5 

防災と自立の思想 : 体感激論 : 阪神・淡路大震災から学ぶもの 高見裕一,鐘ケ江管一著 集英社 1995.6

“防災とボランティア"を考えるシンポジウム報告書
兵庫県福祉部長寿
社会政策局すこやか
な社会づくり推進室

1996.3

報道が社会を変える (石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞記念講座講義録) 早稲田大学出版部 2005.5

《保健医療》《応急救助》 (阪神・淡路大震災震災対策国際総合検証事業検証報
告:第2巻. Assessment reports of the Grobal Assessment of Earthquake
Countermeasures : The Great Hanshin-Awaji Earthquake)

兵庫県企画管理部防災局防
災企画課, 震災対策国際総
合検証会議事務局編

兵庫県企画管理部
防災局防災企画課/
震災対策国際総合
検証会議事務局

[2000]

ボランティア元年 : 阪神大震災12人の手記 朝日ソノラマ編 朝日ソノラマ 1995.4

ボランティア革命 : 大震災での経験を市民活動へ 本間正明, 出口正之編著 東洋経済新報社 1996.1

街が消えた : 阪神大震災フォトドキュメント・神戸市長田の記録 牧田清写真/早川三郎文 遊タイム出版 1995.2

町がつぶれた : 阪神・淡路大震災に寄せて 八桑柊二著 ほおずき書籍 1995.1

まちづくり (阪神・淡路大震災震災対策国際総合検証事業検証報告:第5巻.
Assessment reports of the Grobal Assessment of Earthquake Countermeasures
: The Great Hanshin-Awaji Earthquake)

兵庫県企画管理部防災局防
災企画課, 震災対策国際総
合検証会議事務局編

兵庫県企画管理部
防災局防災企画課/
震災対策国際総合
検証会議事務局

[2000]

街の復興カルテ [平成8年度] 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひようご創造
協会

1997.3

街の復興カルテ [平成9年度] 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひようご創造
協会

1998.3

街の復興カルテ 1998年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひようご創造
協会

1999.3

街の復興カルテ 1999年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひようご創造
協会

2000.3

街の復興カルテ 2002年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひようご創造
協会

2003.3

街の復興カルテ 2003年度版 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひようご創造
協会

2004.3

街の復興カルテ 2005年度版 総括編 震災復興調査研究委員会編
21世紀ひようご創造
協会

2006.3
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書名 著者 出版者 出版年

真野まちづくりと震災からの復興 阪神復興支援NPO編集 自治体研究社 1995.6

みんなできりひらこう震災復興 : 2.18震災フォーラム全記録
日本科学者会議兵庫支部,
兵庫県労働運動総合研究所
編

兵庫県労働運動総
合研究所

1995.3

武庫川学院の記録 : 阪神淡路大震災 武庫川学院 1996.12

目でみる被災地産業の現状 (産業復興格差の検証 : 報告書:2)
阪神・淡路産業復興
推進機構

1999.3

予告された震災の記録 (Asahi news shop:015) 佐野眞一著 朝日新聞社 1995.4

読売報道写真阪神大震災全記録 読売新聞社編 読売新聞社 1995.3

よみがえる神戸 : 危機と復興契機の地理的不均衡 デビッド W. エジントン著 海青社 2014.1

甦れ神戸 : 被災寺院からの声
震災記念誌「甦れ神戸」編集
委員会編

神戸市佛教連合会 1997.10

勇気と希望をありがとう : 震災と闘った神戸の小さな放送局の記録 兵庫エフエムラジオ放送編
兵庫エフエムラジオ
放送

1995.12

Radio : AM神戸69時間震災報道の記録
ラジオ関西震災報道記録班
編著

長征社 2002.10

流言兵庫 : 阪神大震災で乱れ飛んだ噂の検証
ニューズワーク阪神大震災取
材チーム著

碩文社 1995.6

歴史と文化をいかす街づくりシンポジウム記録集 : 阪神・淡路大震災 [第1回]
阪神大震災対策歴史学会連
絡会歴史資料保全情報ネット
ワーク編集

阪神大震災対策歴
史学会連絡会歴史
資料保全情報ネット
ワーク

1995.5

歴史と文化をいかす街づくりシンポジウム記録集 : 阪神・淡路大震災
阪神大震災対策歴史学会連
絡会歴史資料保全情報ネット
ワーク編集

阪神大震災対策歴
史学会連絡会歴史
資料保全情報ネット
ワーク

1996.4

路地裏に綴るこえ　　神戸・長田スケッチ 佐野由美著 くとうてん 2014.10

私の阪神大震災

兵庫県こころ豊かな人づくり
500人委員阪神大震災を市民
レベルの目で冊子にする会
編

兵庫県こころ豊かな
人づくり500人委員阪
神大震災を市民レベ
ルの目で冊子にする
会

1995.6

わたしたちの医療ボランティア : 阪神大震災が残したもの 戸松成編・著 ジャパンタイムズ 1996.3

季刊政策・経営研究. 2015巻1号 通号33  特集　阪神・淡路大震災から20年、わ
れわれが学んだこと

三菱UFJリサーチ&コンサル
ティング [編]

三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング

2015.1

研究資料 No.150  1995年9月 阪神・淡路大震災と神戸ケミカルシューズ産業の
復興への課題

神戸商科大学経済研究所
[編]

神戸商科大学経済
研究所

1995.9

研究資料 No.197  2006年3月 .ボランティア文化のあけぼの‐阪神・淡路大震災
を振り返る‐ : 実践編

.兵庫県立大学経済経営研究
所 [編]

兵庫県立大学経済
経営研究所

2006.3

ジュリスト No.1070(臨増) 1995年6月20日 阪神・淡路大震災　法と対策 有斐閣 1995.6
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