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書籍・資料名 編著者 出版社 発行年

1 女たちが立ち上がった－関東大震災と東京連合婦人会 折井美耶子／女性の歴史研究会 ドメス出版 2017

2 BIOCITY　2016 No.67－特集 災害とジェンダー ブックエンド 2016

3 原爆と原発、その先－女性たちの非核の実践と思想 早川紀代／江刺昭子 御茶の水書房 2016

4 災害と子ども支援－復興のまちづくりに子ども参加を 安部芳絵 学文社 2016

5 世界津波の日記念国際シンポジウム 世界津波の日記念国際シンポジウム実行委員会 同左 2016

6 避難所運営マニュアル等提言書
防災・被災者支援地域女性ネットワーク立ち上げ協議会
防災・被災者支援地域女性ネットワーク

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター 2016

7 みやぎ3.11「人間の復興」を担う女性たち－戦後史に残る力の源泉 浅野富美枝 生活思想社 2016

8
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
公益財団法人日本女性学習財団
公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構

2015

9
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 同左 2015

10 兵庫と東北　つながってんねん 天野勢津子 兵庫県立男女共同参画センター 2015

11 東北の震災復興と今和次郎－ものづくり・くらしづくりの知恵 黒石いずみ 平凡社 2015

12 「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 同左 2014



書籍・資料名 編著者 出版社 発行年

13
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／(公財）とちぎ男女共同参画財団 同左 2014

14 災害時に役立つサバイバル術を楽しく学ぶ　防災ピクニックが子どもを守る！ MAMA-PLAG メディアファクトリー 2014

15 私にもできる　防災・減災ノートIN流山　簡単!書き込み式 NPO法人パートナーシップながれやま 同左 2014

16 親子で学ぶ　防災・減災体験プログラム集　普段の備えが防災に活きる 兵庫県立男女共同参画センター 同左 2014

17 仙台版防災ワークショップみんなのための避難所作り (公財）せんだい男女共同参画財団 同左 2014

18 走れ！図書館　本でよりそう復興支援（ちくまプリマー新書） 鎌倉幸子 筑摩書房 2014

19 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 同左 2014

20
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／公益財団法人とちぎ男女共同参画財団 同左 2014

21
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

「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

同左 2014

22
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　概要版

「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

同左 2014

23 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 同左 2014

24 鳥栖のつむぎ－もうひとつの震災ユートピア 関礼子/廣本由香 新泉社 2014



書籍・資料名 編著者 出版社 発行年

25 高校生記者が見た、原発・ジェンダー・ゆとり教育 灘高新聞委員会 現代人文社 2014

26
女性の力で変革を　男女共同参画と災害リスク削減
－男女共同参画と災害ネットワーク4年間の活動記録2011～2015

男女共同参画と災害・復興ネットワーク 同左 2015

27 DISASTER RISK REDUCTION　A Japanese Women's Perspective on 3/11 Japan Women's Network for Disa 同左 2013

28 生きる　東日本大震災と地域青年の記録　第2号
「生きる～東日本大震災と地域青年の記録～」
第2号編集委員会

同左 2013

29 東日本大震災と東京学芸大学 東京学芸大学 東京学芸大学出版会 2013

30 被爆と被曝　放射能に負けずに生きる(幻冬舎ルネッサンス新書） 肥田舜太郎 幻冬舎 2013

31 希望への社会教育－3.11後社会のために 日本社会教育学会60周年記念出版部会 東洋館出版社 2013

32 3.11を契機に子どもの教育を問う　－理科教育・公害教育・環境教育・ＥＳＤから 大島英樹ほか 創風社 2013

33 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 岩波書店 2013

34 一冊の本をあなたに－3.11絵本プロジェクトいわての物語 歌代幸子 現代企画室 2013

35
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

NPO法人イコールネット仙台 同左 2013

36
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事例集

東日本大震災女性支援ネットワーク 同左 2012



書籍・資料名 編著者 出版社 発行年

37 鎌仲監督VS福島大学1年生　3.11を学ぶ若者たちへ 鎌仲ひとみ 子どもの未来社 2012

38 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 同左 2012

39 災害復興とジェンダー　平成23年度NWEC国際シンポジウム 国立女性教育会館 同左 2012

40 災害復興に女性の視点を！（岩波ブックレット） 竹信三恵子 岩波書店 2012

41 震災と女性労働－問われるジェンダー平等と暮らし 女性労働問題研究会 女性労働問題研究会 2012

42 生きる　東日本大震災と地域青年の記録　第1号 「生きる～東日本大震災と地域青年の記録～」編集委員会 同左 2012

43 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 同左 2012

44
東日本大震災における避難者家庭支援報告書
やまがた育児サークルランドの取り組み

やまがた育児サークルランド 同左 2012

45 100人の母たち－“原発”のない世界へ。私は子どもを守りたい。 亀山ののこ 南方新社 2012

46 3.11女たちが走った－女性からはじまる復興への道 特定非営利活動法人日本BPW連合会 ドメス出版 2012

47 岩波ブックレット 『災害支援に女性の視点を！ 竹信三恵子・赤石千衣子 岩波書店 2012

48 震災のときあったらいいもの手帖 チーム住まいと暮らし 住まいの学校 2012



書籍・資料名 編著者 出版社 発行年

49 復興に女性達の声を－「3.11」とジェンダー 村田晶子 早稲田大学出版部 2012

50 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 生活思想社 2012

51
大槌町　保健師による全戸家庭訪問と被災地復興
－東日本大震災後の健康調査からみえてきたこと

村嶋幸代/鈴木るり子/岡本玲子 明石書店 2012

52 放射能汚染が未来世代に及ぼすもの－「科学」を問い、脱原発の思想を紡ぐ 綿貫礼子 新評論 2012

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

54 「大震災」とわたし ひろしま女性学研究所 ウィメンズスタディズ・ネットワーク 2012

55
「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 東京大学社会科学研究所 2011

56 宮城女子力支援プロジェクトの記録 宮城女子力支援プロジェクト 同左 2011

57 宮城女子力支援プロジェクトの記録 宮城女子力支援プロジェクト 同左 2011

58 災害時の乳幼児栄養マニュアル　東日本大震災を経験して みやぎ母乳育児をすすめる会 同左 2011

59
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百余日47人の記録

国際女性教育振興会福島支部 同左 2011

60 生きている　生きていく　ビッグパレットふくしま避難所記 　「ビッグパレットふくしま避難所記」刊行委員会 同左 2011



書籍・資料名 編著者 出版社 発行年

61 までいの力－福島県飯舘村にみる一人一人が幸せになる力 「までい」特別編集チーム ＳＥＥＤＳ出版 2011

62 忘れない。　女たちの震災復興 新潟県中越大震災「女たちの震災復興」を推進する会 同左 2010

63 災害ユートピア－なぜその時特別な共同体が立ち上がるのか
レベッカ・ソルニット
高月園子訳

亜紀書房 2010

64 津波災害－減災社会を築く 河田惠昭 岩波書店 2010

65 中越大震災に遭遇して 長岡老いを考える会 同左 2005

66 女たちが語る阪神・淡路大震災 ウィメンズネット・こうべ 同左 2005

67 へこたれていられない・・・！ ウィメンズスタディズ・ネットワーク 同左 2004

68 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 兵庫ジャーナル社 2004

69 女たちが語る阪神大震災 ウィメンズネット・こうべ 木馬書館 1996


