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KinoDenの全文串刺し検索機能で更に便利に！ 

レファレンスのお勧めコンテンツをご紹介致します。 

災害レファレンス  

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館
サービスです。読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、
試し読み・リクエスト機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる
電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選22タイトル 

同時アクセス1： 

 785,510円(本体価) 
※1点からご購入可 
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1   

昭和災害史事典 １  
昭和２年～昭和２０年 ☆ 

KP00019128 日外アソシエーツ 
 

199511 PDF ¥31,900 - ¥47,850 

日外アソシエーツ 

9784816913365  昭和期62年間にわたる災害記録の集大成。天災から社会的災害まで、各種災害・事故の記録
を年表形式に排列。概略や具体的なデータまで知ることができます。白木屋百貨店火災、夕張炭
坑ガス爆発、対馬丸沈没、東京大空襲、広島・長崎被爆など 

2   

昭和災害史事典 ２  
昭和２１年～昭和３５年 ☆ 

KP00019129 日外アソシエーツ 199206 PDF ¥28,600 - ¥42,900 

日外アソシエーツ 
9784816911385  南海地震、三鷹事件、金閣寺火災、漁船第五福竜丸被曝、森永砒素ミルク中毒、伊勢湾台

風など 

3   

昭和災害史事典 ３  
昭和３６年～昭和４５年 ☆ 

KP00019130 日外アソシエーツ 199307 PDF ¥45,100 - ¥67,650 

日外アソシエーツ 
9784816911927  第2室戸台風、三河島事故、新潟地震、十勝沖地震、光化学スモッグ被害、カネミ油症事件な

ど 

4   

昭和災害史事典 ４  
昭和４６年～昭和５５年 ☆ 

KP00019131 日外アソシエーツ 199502 PDF ¥48,400 - ¥72,600 

日外アソシエーツ 
9784816912832  雫石事故、浅間山荘事件、六価クロム汚染、宮城県沖地震、新宿バス放火事件など 

5   

昭和災害史事典 ５  
昭和５６年～昭和６３年 ☆ 

KP00019132 日外アソシエーツ 199507 PDF ¥48,400 - ¥72,600 

日外アソシエーツ 
9784816913129  ホテル・ニュージャパン火災、日本海中部地震、日航ジャンボ機墜落事故、三原山噴火など 

6   

昭和災害史事典 総索引 ☆ 
KP00019133 日外アソシエーツ 199511 PDF ¥26,400 - ¥39,600 

日外アソシエーツ 
9784816913372  収録した全12,091件の災害の総索引 

7   

平成災害史事典  
平成元年～平成１０年 ☆ 

KP00019134 日外アソシエーツ 199905 PDF ¥49,500 - ¥74,250 

日外アソシエーツ 

9784816915413  台風・地震など天災から火災・公害・医療事故など社会的災害まで、各種災害・事故の記録を年
表形式に排列。概略や具体的なデータまで知ることができる。「災害別一覧」「都道府県別一覧」
付き。薬害エイズ訴訟（元年）、阪神・淡路大震災（7年）、地下鉄サリン事件（7年）、和
歌山毒物カレー事件（10年）など3,574件を収録。 

8   

平成災害史事典  
平成１１年～平成１５年 ☆ 

KP00019135 日外アソシエーツ 200405 PDF ¥41,800 - ¥62,700 

日外アソシエーツ 

9784816918452  台風・地震などの自然災害から火災・交通事故・医療事故などの社会的災害まで、様々な災害・
事故・大事件2,086件を年表形式に排列した記録事典。災害の概略や具体的な被害データを
収録。「災害別一覧」「都道府県別一覧」付き。 

9   

平成災害史事典  
平成１６年～平成２０年 ☆ 

KP00019136 日外アソシエーツ 200903 PDF ¥42,900 - ¥64,350 

日外アソシエーツ 

9784816921674  新潟中越地震などの自然災害からJR福知山線脱線事故などの社会的災害まで、平成16年から
20年の5年間に発生した台風・地震・事故などの災害2,367件を日付順に掲載した記録事典。
「災害別索引」「都道府県別一覧」付き。 

10   

平成災害史事典  
平成２１年～平成２５年 ☆ 

KP00019137 日外アソシエーツ 201403 PDF ¥42,900 - ¥64,350 

日外アソシエーツ 

9784816924620  東日本大震災などの自然災害から中央道笹子トンネル崩落事故などの社会的災害まで、平成
21年から平成25年までの5年間に発生した台風・地震・事故など災害2,389件を日付順に掲載
した記録事典。「災害別索引」「都道府県別一覧」付き。 

11 

平成災害史事典  
平成２６年～平成３０年 ☆ 

KP00019138 日外アソシエーツ 201902 PDF ¥45,100 - ¥67,650 

日外アソシエーツ 

9784816927669 好評シリーズ最新刊。 
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12   

自然地理学事典 KP00017838 朝倉書店 201701 PDF ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800 

小池一之 山下脩二【他編】 

9784254163537 近年目覚ましく発達し、さらなる発展を志向している自然地理学は、自然を構成するすべての要素
を総合的・有機的に捉えることに本来的な特徴がある。すべてが複雑化する現代において、今後一
層重要になるであろう状況を鑑み、自然地理学・地球科学的観点から最新の知見を幅広く集成、
見開き形式の約200項目を収載し、簡潔にまとめた総合的・学際的な事典。 

13   

災害情報学事典 KP00017836 朝倉書店 201603 PDF ¥28,050 ¥42,075 ¥56,100 

日本災害情報学会【編】 

9784254160642 災害情報学の基礎知識を見開き形式で解説。災害の備えや事後の対応・ケアに役立つ情報も網
羅。行政・メディア・企業等の防災担当者必携 

14   

地形の辞典 KP00017835 朝倉書店 201702 PDF ¥85,800 ¥128,700 ¥171,600 

日本地形学連合【編】  
鈴木隆介 砂村継夫 松倉公憲
【責任編集】 

9784254160635 地形学の最新知識とその関連用語、またマスコミ等で使用される地形関連用語の正確な定義を
小項目辞典の形で総括する。地形学はもとより関連する科学技術分野の研究者、技術者、教員、
学生のみならず、国土・都市計画、防災事業、自然環境維持対策、観光開発などに携わる人々、
さらには登山家など一般読者も広く対象とする。 

15   

地震の事典 （第２版） 
（普及版） 

KP00017523 朝倉書店 201003 PDF ¥62,700 ¥94,050 ¥125,400 

宇津徳治 嶋悦三 吉井敏尅 
山科健一郎【編】 

9784254160536 東京大学地震研究所を中心として，地震に関するあらゆる知識を系統的に記述。神戸以降の最
新のデータを含めた全面改訂。付録として16世紀以降の世界の主な地震と5世紀以降の日本の
被害地震についてマグニチュード、震源、被害等も列記。 

16   

鉄道・航空機事故全史 KP00010213 日外アソシエーツ 200705 PDF ¥10,670 - ¥16,005 

災害情報センター  
日外アソシエーツ 

9784816920431 人間のミス、システムの欠陥、安全の無視、経営の錯誤など、様々な要因を解明し、そこから得た
教訓を、“いま”に生かすために事故と事故を結ぶ、点と線をいま明らかにする。 

17   

台風・気象災害全史 
KP00010210 日外アソシエーツ 200807 PDF ¥10,670 - ¥16,005 

宮沢清治  
日外アソシエーツ 

9784816921261 台風や豪雨雪、竜巻などに代表される気象災害。古代から始まって、直近2007年までのデータ・
2461件を収録。その内の55件を詳説。災害の、点と線を解明。現在と未来に生かすために。 

18   

産業災害全史 KP00010209 日外アソシエーツ 201001 PDF ¥13,200 - ¥19,800 

日外アソシエーツ 

9784816922275 爆発や火災、公害などに代表される産業災害の記録。明治から平成20年までに発生した産業災
害2545件を収録。その内の30件については経緯や原因を詳しく解説。 

19   

地震・噴火災害全史 KP00010207 日外アソシエーツ 200802 PDF ¥10,670 - ¥16,005 

災害情報センター  
日外アソシエーツ 

9784816920899 本書は、西暦416年から2007年までに発生した地震・噴火災害、1847件の記録・解説である。 

20   

天気と気象１００ KP00005666 オーム社 201408 PDF ¥4,950 - ¥5,940 

饒村曜 

9784274505089   

21   

災害・防災の本全情報  
1995-2004 

KP00005072 日外アソシエーツ 200504 PDF ¥24,200 - ¥36,300 

日外アソシエーツ【編】 

9784816919091 阪神淡路大震災より10年、災害の恐ろしさを知り、備えるための図書16210点を収録。1995年
から2004年12月までに国内で刊行された災害・防災に関する図書を集大成。地震、台風などの
自然災害から、工場火災、鉄道事故などの人為的災害までを対象とし事故原因報告書からルポ
ルタージュ、政府・自治体の防災計画書までを幅広く収録。 

22   

災害・防災の本全情報 
45/94 

KP00005059 日外アソシエーツ 199511 PDF ¥24,200 - ¥36,300 

日外アソシエーツ【編】 

9784816913334 1945～95年6月に刊行された災害・防災に関する図書1万6000点を集めた図書目録。「災
害・防災全般」「自然災害」「人為的災害」の3部に分けて主題別に排列する。ただし戦争災害に
関する図書は収録対象外。巻末に事項名索引がある 



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


