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東日本大震災 復興まちづくりの現在  2013年 秋  全8巻 

協働復興まちづくり～阪神・淡路大震災の住民活動に学ぶ～ 全4巻 

巻 タイトル 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 

1 
テーマ1 自分たちのまち（地域）を 
            もっと知ろう 
テーマ2 復興まちづくりの始まり  

¥33,000 ¥50,600 

2 

テーマ3 まちの復興はどのように進むか 
            ～復興の拠点づくり 
テーマ4 まちの復興はどのように進むか 
            ～区画整理地区 

¥33,000 ¥50,600 

3 
テーマ5 まちの復興はどのように進むか 
            ～地区計画 
テーマ6 住宅再建 

¥33,000 ¥50,600 

4 
テーマ7 コミュニティの再生 
テーマ8 住民と行政と専門家の協働 

¥33,000 ¥50,600 

阪神・淡路大震災における神戸市長田区野田北部・鷹取地区の5年間に亘る復興まち

づくりのプロセスを記録した貴重な映像で構成されています。東京都新宿区や豊島区
などで行なわれた協働復興模擬訓練の映像は野田北部の経験から学んだ精緻なプロ
グラムにより進行しています。この両方の映像を見ることにより、困難を抱えながらも
立派に成果を上げた復興まちづくりのプロセスと、事前に取り組む事の意義を学んで
ゆきます。 

著者名： 佐藤 滋 監修 

制作元： 丸善出版 

発売年月： 2011年1月 

未曾有の大災害、東日本大震災。 被災地の復興を2年半の時点で切り取り、
８市町の現在と復興への道筋を、インタビューを交え、検討します。 

地域住民、専門家、行政が一体となって取り組む 
復興の現在の真実がここに在る！ 

巻 タイトル 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 

1 
岩手県 釜石市／大槌町 見えてきた復興のすがた 
 ～その課題と展望～ 

¥39,600 ¥61,600 

2 
宮城県 山元町 コンパクトシティをめざして 
 ～自治体主導による創造的復興～ 

¥39,600 ¥61,600 

3 
岩手県 大船渡市 自律する集落と町の広域復興 
 ～その組み立てと編集～ 

¥39,600 ¥61,600 

4 
宮城県 気仙沼市 内湾地区 ジョイントガバナンスは可能か 
 ～多様な主体の共創～ 

¥39,600 ¥61,600 

5 岩手県 山田町 漁村文化の継承 ¥39,600 ¥61,600 

6 宮城県 石巻市 まちづくり市民事業の連携 ¥39,600 ¥61,600 

7 福島県 浪江町 夢を復興の力に ～浪江町民の闘い～ ¥39,600 ¥61,600 

8 証言篇 そのとき何を考えたのか ～そして今～ ¥39,600 ¥61,600 

著者名： 佐藤 滋 監修 

制作元： 丸善出版 

発売年月： 2014年1月 
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災害関連のDVDがMaruzen eBookLibraryで動画配信中!! 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


Maruzen eBook Library 
は、スマホでも簡単に閲覧できます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字も簡単に   
拡大！ 

学生にとってさらに 
使い易くなりました！ 

文字 
文字 

文字 

    ＜スマホの操作性で便利に活用＞ 
 

 

 

 

① タップで簡単にページ移動！ 
② フリックで画面をめくる！ 
③ ピンチイン・ピンチアウトで拡大縮小！ など 

画面の拡大も可能！ 

巻き戻しやスキップ、
一時停止なども可能！ 

スクロールで好きな 
場所から再生可能！ 

音声の切替え  
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映学社のDVDがMaruzen eBookLibraryで動画配信されます!! 

熊本地震・連続震度7 内陸の浅い地震の怖さ  (約23分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937041 

監修：平田 直 2018年制作 

災害の備え・点検を！  (約23分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937042 

監修：公益財団法人 市民防災研究所 2018年制作 

グラッときたら、身を守る方法  (約22分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937043 

避難生活の心がまえ  (約24分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937044 

助ける、助かる 検証 西日本豪雨  (約22分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937045 

監修：片田 敏孝 2016年制作 

熊本地震・連続震度7 内陸の浅い地震の怖さ 

熊本・大阪北部大地震から学ぶ 

助ける、助かる 検証 西日本豪雨 

日本は世界有数の地震国です。私たち日本人は過去に起きた大地震に
ついてよく知り、そのことを教訓とし、よく備えておく必要があります。そこ
で本映像では、まだ人々の記憶に新しい「熊本地震」を題材として取り上
げ、活断層型地震について考えていきます。 

■大雨と災害 
 集中豪雨や台風のしくみを解説、大雨が引き起こす災害とは？ 
■身を守る備えと行動 
 ハザードマップの活用法や、災害情報の入手法・解説など。 
■地域の力でいのちを守る 
 過去の水害で死傷者ゼロだった地域を取材し、実際に行った防災計画を詳しく紹介する。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

目で見る災害看護（動画版）全2巻 

災害時、ニーズと資源の不均衡の中で、看護職は救命医療や避難所
の支援など、災害サイクル各期にあわせ、看護職はさまざまな役割を
担うことが期待されます。本シリーズでは実際の映像を使用し、現場
で活かすことのできる看護対応を使用して解説しています。ぜひ、災
害看護の学びにご活用ください！ 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 
災害看護の基礎知識と 
  災害急性期の医療・看護 （32分） 

2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840842 

2 
災害時の地域における医療・看護 
 （36分） 

2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840843 

全2巻セット 価格 

同時1アクセス(本体)： ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体)： ¥ 123,200 

商品コード 1027840920 

【医学映像教育センターキャンペーン】 
すでにDVDをご購入済みのお客様は、 

同時1アクセス購入で同時3アクセスを 

設定いたします !! 
（キャンペーン期間：2020年3月まで） 

原案監修：石井 美恵子（国際医療福祉大学 災害医療領域 教授） 

目で見る公衆衛生（動画版）全6巻 

公衆衛生の概要が一目で理解できるように、完全映像化！覚えておきたい主な保健統計などの資料
も充実！看護学、健康保健科学、体育学、栄養学など幅広い分野の映像教材としてご利用いただけ
ます！ 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 健康と公衆衛生 （43分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452554 

2 健康指標と感染症予防 （42分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452555 

3 生活環境の保全 （49分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452556 

4 健康と生活 （56分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1029452557 

5 保健活動 （51分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452558 

6 社会保障制度 （44分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452559 

全6巻セット 価格 

同時1アクセス(本体)： ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体)： ¥ 369,600 

商品コード 1029452553 

原案監修：宮本 邦彦（前 大阪青山大学 健康科学部 教授） 森岡 郁晴（和歌山県立医科大学 保健看護学部 教授） 
後和 美朝（大阪国際大学 人間科学部 教授） 


