
神戸大学 震災文庫展示会

資料でたどる
阪神・淡路大震災の

会期 ： 平成１６年１１月８日（月）～１４日（日）

会場 ： 神戸大学社会科学系フロンティア館３Ｆ

プレゼンテーションホール

記憶と記録

展 示 品 目 録

神戸大学附属図書館



１．報道せよ！　－神戸に何がおきたのか－
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1 [朝日新聞(大阪)1月17日貼出し速報] 朝日新聞社 [1995.1] B2 一枚 震災-1-s14

2 朝日新聞(名古屋)号外, 1995.1.17付 朝日新聞社 1995.1.17 A2
記事切
抜

震災-1-s16

3 毎日新聞号外, 1995.1.17付 毎日新聞社 1995.1.17 A2 新聞 震災-1-s17

4
号外が伝えるその一瞬 : 1. 17大地震 : 阪神大震災号
外特集浜中新聞コレクション

浜中平之 1995.3 37cm 図書 震災-1-194

5
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 34cm 新聞 震災-1-34

6

The New York Times, Jan. 18,1995 : (Contents)Death
toll in Japanese quake nears 2,000, with hundreds
trapped in ruins as fires rage ; In a stricken Kobe,
survivors count losses ; Wall street weathers a disaster
in Japan [and others]

The New York Times 1995.1 61cm
clippin
g

震災-1-ｖ76

２．空から見た傷跡　－写真・地図でみる震災の被害と復興－
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1

被災度別建物分布状況図(1:2500)　六甲口　[『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』学会調査オリジナル図面] / [都市計画学会・建築学
会(調査主体)]

[都市計画学会] [1995]
79×
110cm

地図 震災-1-201

2
阪神大震災・被災地航空写真集 : 町名入  / 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 1995.6
37×
52cm

写真 震災-1-2

3
阪神大震災・被災地航空写真集 : 活断層復興住宅町
名入 = A collection of aerial photographs (with local
areas labeled) of region struck by the Hanshin

日経大阪PR企画出版部 2000.3
37×
52cm

写真 震災-1-2

4
阪神・淡路大震災(記録写真) : 1995.1.17～1995.9 : 於
西宮市～淡路島[写真89枚]  / 前田,耕作:撮影

前田耕作 1995.1-9 32cm 写真 震災-1-v11

３．行政と住民による私たちのまちづくり
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1 法律関連の相談の基礎知識 兵庫県立女性センター 1995.1 B4 一枚 震災-2-s67
2 阪神・淡路大震災に伴う法務省関係の緊急立法 法務省 [1995] 21cm パンフ 震災-2-v37

3
生活再建援助法』の実現に向けて : 井上ひさしさん v.s.
小田実 来る!!

[被災者に公的援助を!!市民
=議員立法推進本部]

[1997] A4 チラシ 震災-2-s42

4
私たちは「災害被災者等支援法の可決を求めるアピー
ル」を発表し、真に被災者に役立つ支援法の実現を求
めます

[震災被災者への公的支援
を求める中央アピール推進
連絡会]

1998.5
39×
27cm

パンフ 震災-2-v98

5
阪神・淡路震災復興計画「神戸市復興計画検討委員
会」の設置について[1995.1.31]

神戸市震災復興本部 1995.1 A4
記者発
表資料

震災-4-s233

6 神戸市復興計画ガイドライン 神戸市 1995.3 30cm 図書 震災-4-31
7 神戸市復興計画 / 震災復興本部総括局:編 神戸市 1995.6 30cm 図書 震災-4-328

8
阪神・淡路震災復興戦略ビジョン : ひょうごフェニックス
計画に向けて : 討議資料

都市再生戦略策定懇話会 1995.3 30cm パンフ 震災-4-v264

9
フェニックスプラザ : 阪神・淡路大震災復興支援館[黄
緑・青色用紙館内施設案内]

[兵庫県] [199-] A3
パンフ
レット

震災-4-s1084

10
Phoenix Plaza : The great Hanshin-Awaji Earthquake
reconstruction promotion center

[兵庫県] 1998 A3
パンフ
レット

震災-4-s812

11
ひょうご住宅復興に向けての提言 : 「住宅によるまちの
再生」をめざして  / ひょうご住宅復興会議:[編]

ひょうご住宅復興会議 1995.5 30cm 図書 震災-4-661

12 要望書[神戸市長宛文書]
六甲町1・2丁目まちづくり協
議会

1995.11 A4 一枚 震災-4-s173

13 区画整理・再開発とは何か
阪神大地震救援復興灘区民
会議

[1996.1] B5 チラシ 震災-4-s203

14
六甲町2丁目まちづくり協議会まちづくり構想案検討総
会まちづくり構想案

六甲町2丁目まちづくり協議
会

1996.3 30cm パンフ 震災-4-v374

15 六甲町2丁目の今"みんなで話し合ってみませんか"
六甲町2丁目まちづくり協議
会

1998.[6] B5 チラシ 震災-4-s734

４．避難所では・・・　－神戸大学避難所のくらし－
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1
「神戸大学総合ボランティアセンター」設立趣意書 [検討
資料付]

[神戸大学総合ボランティア
センター]

[1995] 30cm パンフ 震災-7-v203

2 神戸大学総合ボランティアセンター活動案内
神戸大学総合ボランティアセ
ンター

1995.11 26cm パンフ 震災-7-v56

3 K-U.V.C  News letter,  創刊号
神戸大学総合ボランティアセ
ンター

1995.11 26cm 雑誌 震災-7-z74

4 Qen Times = 救援隊ムズ,  創刊号 神戸大学学生震災救援隊 1995.11 26cm 雑誌 震災-7-z62

5 [神戸大学美術科ボランティア援助隊活動記録]
[神戸大学美術科ボランティ
ア援助隊]

1995 30cm パンフ 震災-7-v210

6
今年の夏は、総合ボランティアセンターのボランティアが
面白いらしい [チラシ]

神戸大学総合ボランティアセ
ンター

1995 A4 チラシ 震災-7-s245



No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

7 第１回仮設住宅改善のための日曜大工教室
神戸大学総合ボランティアセ
ンター

1995.8 B5 一枚 震災-6-s2

8
神戸大学ひなん所・避難民記 : 1995年阪神大震災 / も
りくすを著

もりくすを [1995.12] 26cm 図書 震災-5-140

9 神大・震災研研究通信, 第1号～11号（欠号あり） [神戸大学震災研]
1995.2.28
-

32cm 広報紙 震災-8-v44

10 [避難所支給給食弁当写真集] [神戸大学農学部避難所] 1995 3１cm 写真 震災-8-v321
11 兵庫県南部地震による震災の記録 / 神戸大学庶務部 神戸大学 1996.1 30cm 図書 震災-8-90

12
見た・聞いた・感じた : 1995.1.17 阪神・淡路大震災：調
査ボランティアの記録 / 地域環境防災研究所

神戸大学工学部建設学科室
崎研究室

1995.6 30cm 図書 震災-7-16

13 ひなん新聞 : 神戸大学体育館・避難所,  no.1～26
[神戸大学体育館・避難所]
世話人グループ

1995.1.27
-10.31

32cm 広報紙 震災-5-v15

５．ボランティアの活躍
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1
外国人地震情報センター[英語・フィリピン語・スペイン
語・タイ語・ポルトガル語・ベトナム語・中国語・韓国語・ペ
ルシア語電話相談]

外国人地震情報センター [1995] A4 チラシ 震災-6-s60

2 外国人地震情報センター・ニュースレター, no.2[韓国語] 外国人地震情報センター 1995.2 30cm
パンフ
レット

震災-6-v143

3
Thong bao ve dong dat cho nguoi nuoc ngoal, vol.2～4
[Vietnamese]

外国人地震情報センター 1995.2 31cm
パンフ
レット

震災-6-v142

4
外国人地震情報センター・ニュースレター, no.1,2[ペル
シャ語]

外国人地震情報センター [1995] 30cm
パンフ
レット

震災-6-v141

5
外国人地震消息中心 消息, no.[1](1/29),2～7[中国語]
/

外国人地震情報センター
1995.1～
[7]

38cm
パンフ
レット

震災-6-v14

6 [将棋セット寄贈案内] [手書きチラシ]  / 谷通好 谷通好 [1995.2] A4 チラシ 震災-7-s58

7
[避難所向け石油ストーブ・将棋セット寄贈案内] [手書き
チラシ]  / 谷通好

谷通好 [1995.2] A4 チラシ 震災-7-s67

8
手話通訳ボランティアの受付は全国手話通訳研究会(全
通研)まで [手書きチラシ]

[全国手話通訳研究会] [1995] A4 チラシ 震災-7-s492

9 被災者福祉なんでも相談 [手書きチラシ] [兵庫県災害対策本部] [1995] A4 チラシ 震災-7-s493
10 神戸元気村災害復旧隊 [チラシ] 神戸元気村 1995 B4 チラシ 震災-7-s254
11 あしやボランティア [腕章] [芦屋ボランティア] [1995] B4 腕章 震災-7-s228
12 がんばろや神戸! : 阪神・淡路大震災復興支援 [腕章] 全真言宗青年連盟事務局 [199-] A3 腕章 震災-7-s676

13
公衆浴場・仮設共同浴場・コインランドリー利用情報 : 東
灘区・灘区, 1995年3月24日現在

阪神大震災・被災地の人々
を応援する市民の会

1995.3
32cm パンフ

レット
震災-6-v220

14
阪神大震災炊き出しボランティアの記録資料 : 第2部会
「震災への取り組み」

尼崎消費者協会 [1995]
27×
37cm

パンフ
レット

震災-7-v24

15
炊き出しBANK : 阪神大震災救援一日一汁プロジェクト
[関連資料]

神戸地区避難所炊き出し連
絡会(炊き出しBANK)

[1995] 30cm
パンフ
レット

震災-7-v205

16
救援物資 : 神戸地区避難所炊き出し連絡会 [仮設公園
内第2情報センター宛ヤマト運輸物資配送票]

ヤマト運輸 1995 B4
[配送
票]

震災-7-s253

17 [神戸友の会]炊き出し報告, [1995.1.29～3.10] 神戸友の会 1995.3 B4 [メモ] 震災-7-s349
18 インフルエンザ接種 [手書きチラシ] [神戸市灘保健所] [1995] A4 チラシ 震災-10-s15

19
[24時間制の救急医療お知らせ] [手書きチラシ]  / 谷通
好

谷通好 [1995.2] A4 チラシ 震災-10-s42

20
[人工肛門・人工膀胱ストマ装具販売お知らせ] [手書き
チラシ]

神戸市民生局育成課 [1995] A4 チラシ 震災-10-s169

21 岐阜県ヒフ科医師の巡回診療について [手書きチラシ] 緊急救援活動部 [1995] A4 チラシ 震災-10-s23

22
メンタルクリニック開設(厚生省精神科救護所) [手書きチ
ラシ]

[出版者不明] [1995] A4 チラシ 震災-10-s170

６．震災直後の鉄道輸送　－寸断された状況下、いかに人を運んだか－
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1
鉄道の被災と復旧の記録 : 阪神・淡路大震災 / 日本鉄
道建設業協会大阪支部

日本鉄道建設業協会大阪支
部

[1995] 50p 図書 震災-13-24

2 JTB 時刻表　1995年３月
JTB日本交通公社出版事業
局

1995.3 １冊 雑誌 震災-13-z10

3 JTB 時刻表　1995年４月
JTB日本交通公社出版事業
局

1995.4 １冊 雑誌 震災-13-z10

4 JTB 時刻表　1995年5月
JTB日本交通公社出版事業
局

1995.5 １冊 雑誌 震災-13-z10

5
JR神戸線大阪駅 甲子園口・芦屋・住吉行時刻, 平成7
年2月18日現在,2月20日現在

[JR西日本大阪駅] 1995.[2] B5 一枚 震災-13-s323

6 運輸省報告
Inter Volunteer
Network(IVN)

1995.2-3 １冊 広報紙 震災-13-v122

7 JR西日本からのお知らせ JR西日本 1995.2 A3 一枚 震災-13-s6
8 運行状況のご案内(1/30日現在) JR西日本岡山駅 1995.[1] A4 一枚 震災-13-s314
9 阪神間の鉄道代替バスの運行状況, 1995.2/6現在 [出版者不明] 1995 B4 一枚 震災-13-s145

10
甲子園～青木間の電車運行再開に伴う代替バスの運行
区間等の変更について

阪神電気鉄道 1995.1 A4 一枚 震災-13-s9



No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

11
ポートライナー暫定代替バスの停留所の移動及び増便
について, 1995.3.24

神戸新交通 1995.3 A4 一枚 震災-13-s232

12 お知らせ[(1月末運転状況)] 阪急電鉄 1995.[1] A1 貼り紙 震災-13-s199

13
お知らせ[(JR西日本、阪神電鉄に振替輸送(三宮～王子
公園、御影～西宮北口間不通))]

阪急電鉄 1995 A1 貼り紙 震災-13-s202

14
お知らせ[(JR西日本、阪神電鉄に振替輸送(御影～西宮
北口、花隈～三宮間不通))]

阪急電鉄 1995 B2 貼り紙 震災-13-s208

15
お知らせ[(JR西日本、阪神電鉄に振替輸送(御影～岡
本、夙川～西宮北口、花隈～三宮間不通))]

阪急電鉄 1995 B2 貼り紙 震災-13-s207

16
お知らせ[(JR西日本、阪神電鉄の乗車駅で普通乗車券
をお買い求め願います)]

阪急電鉄 1995 A2 貼り紙 震災-13-s213

17
お知らせ : 西宮北口発三宮行き代替バスのご利用につ
いて

阪急電鉄 1995 A2 貼り紙 震災-13-s190

18 お知らせ : ノンストップバスの運行中止について 阪急電鉄 1995.[2] A2 貼り紙 震災-13-s189
19 学生の皆様へお願い 阪急電鉄 1995 A2 一枚 震災-13-s214
20 [阪急電鉄震災直後の社告] 阪急電鉄 1995.1 B3 一枚 震災-13-s216
21 [(阪急電車全線開通お知らせ)掲示用貼り紙] 阪急電鉄 1995 B3 貼り紙 震災-13-s217

７． こころの復興
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1 元気村ライブ! [神戸元気村] 1995.2 B4 チラシ 震災-15-s388

2
ミニコンサートはいかがですか?お伺いして演奏会を開き
ます

1995.3 A4 チラシ 震災-15-s594

3 4.1こんなんうそじゃ! : Aprilfool concert in Kobe [Heart Aid連絡事務局大阪] [1995?] A4 チラシ 震災-15-s460
4 がんばろうコンサート : 西宮少年合唱団 [西宮市教育委員会] [1995] A4 チラシ 震災-15-s152

5
がんばろや神戸! : 祝阪神電車全線復旧開通 : 阪神・
淡路大震災復興支援コンサート

全真言宗青年連盟 1995 A4ヨコ チラシ 震災-15-s702

6 復興競馬の実施について 農林水産省競馬監督課 1995.2 A4 チラシ 震災-15-s138
7 長田復活祭企画書(案) これからの長田を考える会 1995 A4 チラシ 震災-6-s241
8 つづら折りの宴 : "新春特別企画"甦れ!長田 つづら折りの宴の会 [1996?] B5 チラシ 震災-15-s381
9 「つづら折りの宴」～沖縄・韓国・大和民謡・はやり唄～ [つづら折りの宴] [1995] A4 チラシ 震災-15-s715

10 アジール・チンドン / ソウル・フラワー・モノノケ・サミット リスペクト 1995 12cm CD 震災-15-58
11 月をみてる / おーまきちまき パンドラ  [2001] 12cm CD 震災-15-203  
12 Big Birth ありがとうようこそ / KONISHIKIと子どもたち ワーナー 2001.2 12cm CD 震災-15-167  
13 瓦礫のブルース / 酒井慧美子 東芝EMI 1995 8cm CD 震災-15-44
14 美し都 がんばろや We love KOBE / 平松愛理 ポニーキャニオン 1995.4 8cm CD 震災-15-42

15 心の糸 / 川西かおり他
ソニー・ミュージックエンタテ
インメント[ほか]共同企画

1995.4 8cm CD 震災-15-60

16 私とあなたの街 / しらいみちよ テイチク 1995.8 8cm CD 震災-15-23

17 満月の夕 / ソウル・フラワー・ユニオン
ソニー・ミュージックエンタテ
インメント

1995.10 8cm CD 震災-15-61

18 矢野栄蔵の「母に贈る詩」 日本クラウン 1995.11 8cm CD 震災-15-45
19 1・17花になった子供たち 富士通テン  [1996] 8cm CD 震災-15-55
20 しあわせ運べるように / 臼井真作詞・作曲 PLATZ 1996 8cm CD 震災-15-97
21 鴎のなみだ / 朝日久美子 キング 1997 8cm CD 震災-15-98
22 見えないネコ、声を出せない僕 劇団青い森 [2000.1] 8cm CD 震災-15-149

８．明日への備えを
No. タイトル / 著者 発行元 発行日付 大きさ 種別 請求記号

1 みんなで創る防災のまちKOBE 神戸市消防局 [1999?] 21cm 図書 震災-5-475

2
尼崎市防災カルテ : 地震被害想定調査報告書より / 尼
崎市消防局警防部消防防災課:編

尼崎市消防局警防部消防防
災課

1999 30cm 図書 震災-5-415

3 わがまちわが家の防災マニュアル 西宮市 1996.9 26cm 図書 震災-5-271

4
深江南町１丁目地区災害対策基本計画：防災マニュア
ル

深江南町1丁目自治会 1995.7 26cm 図書 震災-5-46

5
「もしも」に備えて防災ハンドブック : 保存版 / 毎日新聞
大阪本社総合事業局:企画・編集

毎日新聞社 [2001?] 21cm 図書 震災-5-499,500

6
病院における震災対策 : 阪神・淡路大震災を顧みて /
全国自治体病院協議会:編

全国自治体病院協議会 1996.12 26cm 図書 震災-10-240

7
管理組合のためのマンション防災マニュアル : 大地震に
備えて : 第2版

マンション管理組合連絡協
議会

1996.2 26cm 図書 震災-5-129

8 地下街の危機管理 : 地震災害対策・指針
全国地下街連合会地震災害
対策特別委員会

1997.5 30cm 図書 震災-5-267

9
婦人之友　第９０巻９号 特集：震災体験からすすめたい
ものすすめたいこと

婦人之友社 雑誌 震災-1-Z31

10 あるある　１号 / レスキューストックヤード:編 レスキューストックヤード 2002.4-6 30cm 雑誌 震災-7-z126
11 あるある　2号 / レスキューストックヤード:編 レスキューストックヤード 2002.4-6 30cm 雑誌 震災-7-z126
12 非常持ち出し袋「最低限これだけは必要です」 －
13 あるあるパック －

■神戸大学附属図書館　震災文庫
神戸大学社会科学系フロンティア館２Ｆ
〒657-8501  神戸市灘区六甲台町 2-1
Tel 078-803-7342


