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№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

1
新潟県中越地震　集落孤立化を招いた原因は 粟野仁雄 週刊金曜日 2004.10.29 p18-19

2
惨禍はやまず 週刊新潮 2004.11.4 ｐ13-23

驚天震地～「おでん鍋」も「ストーブ」も飛んだ『震
度6強』の阿鼻叫喚～

週刊新潮 2004.11.4 ｐ26-28

『生き埋め者』を残して「全員避難」を迫られた山
古志村

週刊新潮 2004.11.4 ｐ28-29

テレビに映し出された「十二平ＳＯＳ」の謎解き 週刊新潮 2004.11.4 ｐ29-30

ヘラヘラ「村田防災相」を叱りつけたイライラ『小
泉総理』

週刊新潮 2004.11.4 ｐ30

被災地トンボ返りの「田中真紀子」が浴びた『冷た
い視線』

週刊新潮 2004.11.4 ｐ30-31

『曽我ひとみさん』は40年前の「新潟地震」も体験
していた

週刊新潮 2004.11.4 ｐ31-32

「脱線」たけで大惨事を免れた『新幹線』技術を称
えよ！

週刊新潮 2004.11.4 ｐ32-33

阪神大震災と大違い『なぜ火事は15件しか起きな
かったか』

週刊新潮 2004.11.4 ｐ32-34

「地震を予知」したと豪語する『霊能者』と『アマ研
究家』

週刊新潮 2004.11.4 ｐ34-35

危険度増す「東京直下」地震で『高層ビル』は大
丈夫か

週刊新潮 2004.11.4 ｐ35-36

「死者・不明89人」なのに地震で消えた『台風被
害』報道

週刊新潮 2004.11.4 ｐ36-37

3
現地総力取材　カメラが捉えた新潟県中越地震 週刊文春 2004.11.4 p17-24

新潟大地震が教えてくれた　[最初の三日を生き
延びる三つの必携品」「ありゃ通じない「ケータイ
社会]の落とし穴」

週刊文春 2004.11.4 p30-32

新幹線脱線「シートベルトが必要？」（新潟大地震
が教えてくれた）

週刊文春 2004.11.4 p33

現地ルポ「田中角栄王国」が陸の孤島に 週刊文春 2004.11.4 p34-35

4
緊急取材・新潟県中越地震 Ｂｌ－ＷＥＥＫＬＹ　Ｗｅｅｋ！

[新潟ウィーク]
2004.11.5 p11-13

5
あまりに不気味な震度６強3回 週刊朝日 2004.11.5 p34-36

6
山古志へ 週刊新潮 2004.11.11 p13-23

余震未だ収まらず～ボランティアは見た！『おに
ぎり数千個』の無残な『廃棄現場』

週刊新潮 2004.11.11 p26

『車上荒らし』も『偽ボランティア』もいる被災地『犯
罪事情』

週刊新潮 2004.11.11 p26-28

『信心不足で死んだ』と批判された『優太ちゃんの
母親』

週刊新潮 2004.11.11 p28-29

地震に襲われた『生長の家』副総裁を襲った『被
災地からの逃亡』の怪文書

週刊新潮 2004.11.11 p29

地震をチャカした『モーニング娘。』顰蹙発言の思
わぬ『余波』

週刊新潮 2004.11.11 p29

曽野綾子さんに『倣岸な猿』と書かれた『ＮＨＫア
ナ』

週刊新潮 2004.11.11 p30

「新車発売」の出鼻を挫かれた『三菱自工』部品
工場の操業停止

週刊新潮 2004.11.11 p31-32

地震学者は「予知幻想」で税金『3000億円』をドブ
に捨てた

週刊新潮 2004.11.11 p32

小千谷市立図書館「震災資料」（雑誌記事）一覧リスト



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

7
新潟県中越地震　なお続く不安 週刊文春 2004.11.11 p17-24

奇跡の生還　レスキュー隊員｢優太君を抱きかか
えた瞬間｣(新潟大地震　日本人の底力を見た！）

週刊文春 2004.11.11 p151-152

豪雪地帯現場ルポ｢炊き出し一番人気は自衛隊
ハンバーグ」「救援物資が腐りカラスが太る」「ドロ
ボウ対策で自警団結成」(新潟大地震　日本人の
底力を見た！）

週刊文春 2004.11.11 p152-154

田中真紀子独占200キロ追っかけ日記 週刊文春 2004.11.11 p154-155

8
グラビア　新潟県中越地震　明日への光、小さな
命

週刊朝日 2004.11.12 p5-8

レスキュー隊員が語った優太ちゃん救出全ドラマ
（ワイド新潟県中越地震“余震”やまず）

甲斐さやか［ほか］ 週刊朝日 2004.11.12 p22-24

一時帰宅を襲った震度６弱「大型余震」の恐怖い
つまで（ワイド新潟県中越地震“余震”やまず）

小林伸行［ほか］ 週刊朝日 2004.11.12 p25-26

東海道新幹線でもあった「危機一髪」の緊急事態
（ワイド新潟県中越地震“余震”やまず）

藤田知也 週刊朝日 2004.11.12 p27

「最も危ない」２０の活断層　大阪、京都、三浦半
島にも（ワイド新潟県中越地震“余震”やまず）

中村智志 週刊朝日 2004.11.12 p28-29

オレオレからトイレ売りまで　被災地を行き交う悪
と「商魂」（ワイド新潟県中越地震“余震”やまず）

小泉耕平 週刊朝日 2004.11.12 p30

避難者を押しのけた全国の「善意」の過剰（ワイド
新潟県中越地震“余震”やまず）

四本倫子 週刊朝日 2004.11.12 p30-31

今さら人に聞けぬ防災の知恵１０カ条（ワイド新潟
県中越地震“余震”やまず）

中村智志［ほか］ 週刊朝日 2004.11.12 p31

9
フォトドキュメント　厳寒！避難生活｢いつ戻れる
のか｣（新潟県中越地震の戦慄！避難１０万人の
焦燥）

三輪洋子 Yomiuri　Weekly 2004.11.14 p7-9

直前に各地で撮影｢地震雲｣は告げていた！？
（新潟県中越地震の戦慄！避難１０万人の焦燥）

Yomiuri　Weekly 2004.11.14 p10-11

優太ちゃんの奇跡だけじゃない　間一髪！犬が知
らせてくれた地震の瞬間（新潟県中越地震の戦
慄！避難１０万人の焦燥）

秋本宏[ほか] Yomiuri　Weekly 2004.11.14 p21-23

「怖いのはもういいよ」仕出屋一家の車中避難生
活（新潟県中越地震の戦慄！避難１０万人の焦
燥）

秋本宏[ほか] Yomiuri　Weekly 2004.11.14 p22

被災者の心を襲うストレス（新潟県中越地震の戦
慄！避難１０万人の焦燥）

秋本宏[ほか] Yomiuri　Weekly 2004.11.14 p24

どこで大地震が起きるか　火薬庫｢空白域｣の危
険度（新潟県中越地震の戦慄！避難１０万人の
焦燥）

菊池嘉晃[ほか] Yomiuri　Weekly 2004.11.14 p25-27

10
グラビア　新潟中越地震渾身ルポ　やまぬ余震
奇跡と希望の光　明日に向かう人の力

サンデー毎日 2004.11.14 p5-15

92時間生き抜いた2歳男児の奇跡　多角検証　保
温された空間､泣き疲れて眠り体力温存？(新潟
中越地震の現場)

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p24-26

渾身ルポ　ニシキゴイの里で避難を拒否した業者
激白(新潟中越地震の現場)

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p26-28

新幹線神話｢崩壊｣黙殺された“脱線予測”データ
(新潟中越地震の現場)

日下部聡 サンデー毎日 2004.11.14 p29-30

新潟中越地震　地下マグマ噴き出す！小泉首相
への｢怨嗟エネルギー」それでも「感度鈍し」

石森孝憲 サンデー毎日 2004.11.14 p42-43

死者の5割が[ショック死」[車中死」の過酷(新潟中
越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p156
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真紀子サンに皮肉られた「小泉首相」の゛無残"な
言い訳(新潟中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p156-157

運転続行した[柏崎原発」は「新幹線並みの幸運」
だった(新潟中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p157

神戸市民だから言える本当に必要な｢被災地支
援｣(新潟中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p157-158

揺らぐ「家屋の耐震基準」に住宅メーカーは真っ
青！？(新潟中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p158

それでも「予知」の看板を下ろさない゛お役人のメ
ンツ"(新潟中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p158-159

聴取率で圧勝「FMながおか」に救われた夜(新潟
中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p159

「東京湾が火の海になる」本当に危ない「地震空
白域」(新潟中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p159-160

「被災受験生」には「学費減免」有力１５大学リスト
(新潟中越地震の現場)（生死の紙一重）

平野幸治[ほか] サンデー毎日 2004.11.14 p160

11
財界トピックス　新潟県中越地震の教訓に見る防
災システムづくりの課題

財界 2004.11.16 p8

１　新潟県中越地震の教訓－もし、東京に直下型
地震が起きたら（特集　新潟県中越地震　問われ
る地震への備え）

財界 2004.11.16 p38-39

２　通信施設崩壊の中で－携帯電話がパンク！
意外と健闘した固定電話（特集　新潟県中越地震
問われる地震への備え）

畑山崇浩 財界 2004.11.16 p40-41

３　天災への備えをして､人災を最小限に－明確
で具体的な情報伝達が被害拡大を防ぐ（特集　新
潟県中越地震　問われる地震への備え）

大浦秀和 財界 2004.11.16 p41-42

４　支援ルートの道路情報伝達がカギ－被災地に
水や弁当､毛布などの支援物資を届けよ！（特集
新潟県中越地震　問われる地震への備え）

中村芳平 財界 2004.11.16 p42

12
「素顔」のお見舞い 週刊新潮 2004.11.18 ｐ13-17

警察も大困惑『天皇陛下』が慰問された新潟県川
口町の『町長は元オウム信者』だった！

週刊新潮 2004.11.18 ｐ26-28

13
新潟大地震「家なき被災ペット」の悲惨 週刊文春 2004.11.18 p32-33

14
グラビア新潟県中越地震　閉ざされた村山古志
へ

藤田知也 週刊朝日 2004.11.19 p5-8

震災ルポ山古志村に居残る「鯉師」たちの隠遁生
活

藤田知也 週刊朝日 2004.11.19 p26-27

15
グラビア　新潟県中越地震　復興への長い道のり 山本貞夫 サンデー毎日 2004.11.21 p14‐15

新潟・被災地を抜け出してセンセイたちが過ごし
た〝竜宮城〟の夜

本多　健　[ほか] サンデー毎日 2004.11.21 p24‐26

子どもたちがつづる「命のノート」 青木英一 サンデー毎日 2004.11.21 p27‐29

16
「地震被災地」でボランティアが見た『怪しいボラ
ンティア』

週刊新潮 2004.11.25 ｐ153-155

17
検証新潟県中越地震　FM電波、大気イオン「前
兆現象」の確度

週刊朝日 2004.11.26 p31-33

脱線だけじゃなかった上越新幹線！トンネルで７
時間立往生からの「脱出記」

五十嵐京治[ほか] 週刊朝日 2004.11.26 p34-35

新潟県中越地震指名手配の容疑者がボランティ
アで学んでいた「人生」

四本倫子 週刊朝日 2004.11.26 p151

18

J1新潟　東京での主催試合に激励の声　アルビ
レックス　悔しい完敗でも「新潟に勇気を！」

中西庸 サンデー毎日 2004.11.28 p14-15
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｢震度７」を生き延びるサバイバル術 平野幸治 サンデー毎日 2004.11.28 p156-159

19
新潟中越地震　被災者を狙い喰う「恥ずべき悪党
ども！」現地報告

週刊大衆 2004.11.29 p203-205

20

新潟県中越地震で、阪神大震災の時の教訓は本
当に生かされたのだろうか（霞ヶ関を斬る　弟２３
回）

仮野忠男 経済界 2004.11.30 p70-71

21
写真・２００４年１０月２３日午後５時５３分（中越激
震に想う）

星野邦子 あごら 2004.11 p1-3

<原発>の柏崎で（中越激震に想う） 押見操子 あごら 2004.11 p6-13

激震の小千谷で（中越激震に想う） 長谷川きよ あごら 2004.11 p14-18

恐怖と疲れに立ち向かって生きる被災者を訪ね
て(中越激震に想う）

笠原美紀子 あごら 2004.11 p19-22

「耐震のための備えが重要」が証明された中越地
震（中越激震に想う）

星野邦子 あごら 2004.11 p23-25

広神村とわたし（中越激震に想う） 斎藤千代 あごら 2004.11 p26-33

足もとから日本を変える２　町村合併の最中に大
地震（中越激震に想う）

星野邦子 あごら 2004.11 p34-38

22
新幹線が開業４０年で初の脱線　新潟県中越地
震　震度７の激しい揺れ

月刊ＮＥＷＳがわかる 2004.11 p8-11

がんばったね優太ちゃん　新潟県中越地震２歳男
の子４日ぶり救出（先月のニュースが早わかり
ニュースファイル）

月刊ＮＥＷＳがわかる 2004.11 p37

23
新潟県中越地震お見舞い 新潟バイタリティー 2004.11 p2‐4

『新潟県中越地震　希望を持って、復旧から復興
へ』

高橋綾子 新潟バイタリティー 2004.11 p53

24
新潟県中越地震から何を学ぶか 溝上恵 人と国土２１ 2004.11 p8-15

25
グラビア　被災地で見た笑顔と苦悩　田中真紀子
議員独占密着ルポ

大貫聡子 週刊朝日 2004.12.3 p9‐11

26
爪跡を駆ける 週刊新潮 2004.12.16 ｐ20-21

ナミダのワケ 週刊新潮 2004.12.16 ｐ169

27
グラビア　フォトルポ〝復旧〟から〝復興〟へ立
ち上がる新潟県中越地震被災地を歩く

サンデー毎日 2004.12.26 p3‐14

ルポ新潟中越地震被災者川口町は借金しなけれ
ば、集団移転できない

村田久美 サンデー毎日 2004.12.26 p34‐35

28
緊急ルポ　新潟県中越地震「コンビニ店長奮闘
記」

月刊コンビニ 2004.12 p68-73

ローソン本部の対応　営業再開が地域社会に安
心感を与える落ち着いた対応（新潟県中越地震
「コンビニ店長奮闘記」）

月刊コンビニ 2004.12 p73

デイリーヤマザキ本部の対応　現実に即したマ
ニュアルで迅速に対応（新潟県中越地震「コンビ
ニ店長奮闘記」）

月刊コンビニ 2004.12 p73

29
中越地震道路の被害と復旧状況 新潟バイタリティー 2004.12 p１

一丸となって歩み始めた復興への道（長岡国道
事務所長　杉村　明氏インタビュー）

田中正 新潟バイタリティー 2004.12 p2-7

“ありがとう”あたたかい支援の輪　全国から届く 新潟バイタリティー 2004.12 p10-13

灰の中から甦ったように震災からも立ち上がって 新潟バイタリティー 2004.12 p14-17

災害に備える住宅情報 新潟バイタリティー 2004.12 p28-32

ひばりと私とその時代　ドキュメント地震　わが青
春　山古志村への思い

加賀誠一 新潟バイタリティー 2004.12 p33‐35

私が体験した新潟県中越地震『あってよかった、
なくて困ったあんなモノ』

新潟バイタリティー 2004.12 p 36-39



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

働きざかり！健康チェック　『揺れる大地　予告な
しの恐怖』

勝見　喜也 新潟バイタリティー 2004.12 p40

頑張れ中越！被災者への応援メッセージ 新潟バイタリティー 2004.12 p42‐43

30

[緊急論考]新潟県中越地震・被災地をレポートす
る　｢神戸｣設計者が被災地を訪ねる

曺弘利 建築ジャーナル 2004.12 p4-5

ニュース３６０°震災　２種類の建物被害判定で
戸惑う被災者　新潟県中越地震・建築士会が被
災住宅相談キャラバンを実施

建築ジャーナル 2004.12 p10

設計監理SOS　日誌「地震と建築基準法」　新潟
中越地震が示した「倒壊」防止の範囲

濱田イサオ 建築ジャーナル 2004.12 p30

31
震災に想うこと「巻頭言」 水道協会雑誌 2004.12 p1

グラビア 新潟県中越地震（１０月２３日） 水道協会雑誌 2004.12 巻頭

32
新潟県中越地震の被災地を行く 大野春雄　[ほか] 土木施工 2004.12 p1-4

土木学会新潟県中越地震速報会 編集部 土木施工 2004.12 p29

33
地震も三位一体も独断流小泉 赤坂太郎 文芸春秋 2004.12 p224‐228

34

学者が斬るシリーズ１９６　新潟県中越地震は何
を教えたか　情報伝達に携帯メールが威力

廣井脩 週刊エコノミスト 2005.1.11 p46-49

35
地震に備える暮らし方 渡辺　都 ｓａｉｔａ 2005.1.27 ｐ26-27

「新潟県中越地震」の小千谷市。Ｓａｉｔａ世代はど
う動いた！？

ｓａｉｔａ 2005.1.27 ｐ28-29

家の3大危険ゾーンで逃げ道を確保する！ 織本　知英子 ｓａｉｔａ 2005.1.27 ｐ30-37

携帯電話フル活用！いざというとき、つながる連
絡法

岸田　直子 ｓａｉｔａ 2005.1.27 ｐ39

生き残る家の建て方、直し方 土屋　正 ｓａｉｔａ 2005.1.27 ｐ40-43

「命を守った」非常袋と「以外に役立った」日用品
はコレ！

多田　栄作 ｓａｉｔａ 2005.1.27 ｐ45-55

とっさの「見守り」ポーズマニュアル 岸田　直子 ｓａｉｔａ 2005.1.27 ｐ57

36
CATCH　UP　新潟中越地震　厳冬の被災地を行
く

田中茂 週刊文春 2005.1.27 p13-15

37
グラビア　新潟県中越地震　被災地に降り積もる
雪

大貫聡子 週刊朝日 2005.1.28 p17

38
2004.10.23　新潟県中越地震ドキュメント　再び新
潟から…

Helicopter JAPAN 2005.1 p2-6

巻頭特集　新潟県中越地震におけるヘリコプター
の活躍　その２　民有ヘリコプター　取材記　山古
志村｢牛｣救出作戦

花井健朗 Helicopter JAPAN 2005.1 p8-12

フライト･レポート　緊急出動を終えて（巻頭特集
新潟県中越地震におけるヘリコプターの活躍　そ
の２　民有ヘリコプター）

田井秀治 Helicopter JAPAN 2005.1 p13-15

21世紀のヘリコプター事業を考える会　講演会 松浦和夫[ほか] Helicopter JAPAN 2005.1 p16-20

39
現地ルポ　結び直しの冬　中越地震被災地から
の問いかけ

MOKU 2005.1 p28-39

40

現地ルポ　【電力編】　阪神大震災の「教訓」は生
かされたのか？　（[緊急特集]　徹底検証！新潟
県中越地震とエネルギー･ライフライン）

エネルギーフォーラム 2005.1 p76-77

現地ルポ　【都市ガス編】　｢迅速な復旧作業｣の
影に「業界構造」の問題点（[緊急特集]　徹底検
証！新潟県中越地震とエネルギー･ライフライン）

エネルギーフォーラム 2005.1 p78-79



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

現地ルポ　【LPガス編】　PR不足に課題残した早
期の「復旧完了｣宣言（[緊急特集]　徹底検証！
新潟県中越地震とエネルギー･ライフライン）

エネルギーフォーラム 2005.1 p80-81

現地ルポ　【石油編】　不十分だったSSスタッフの
バックアップ体制（[緊急特集]　徹底検証！新潟
県中越地震とエネルギー･ライフライン）

エネルギーフォーラム 2005.1 p82-83

41

新潟県中越地震の被害と国土交通省の対応（特
集・阪神・淡路大震災から１０年-自然災害の危機
管理-

田村栄一 河川 2005.1 p28-30

新潟県中越地震-河道閉塞対応-について（特
集・阪神・淡路大震災から１０年-自然災害の危機
管理-

加藤仁志 河川 2005.1 p31-36

新潟県中越地震-大規模地震への復旧対応-（特
集・阪神・淡路大震災から１０年-自然災害の危機
管理-

東北電力株式会社 河川 2005.1 p49-51

阪神・淡路大震災の教訓が生きた新潟県中越地
震への対応（特集・阪神・淡路大震災から１０年-
自然災害の危機管理-

東方幸雄 河川 2005.1 p64-67

42
カラーグラビア　新潟県中越地震リポート　山里
が壊れた

ガバナンス 2005.1 p1-7

「孤立した情報」-伝えたかったこと、伝わらなかっ
たこと（新潟県中越地震リポート①）

高橋直子 ガバナンス 2005.1 p46-49

43
グラフ｢激励をありがとう」…新潟県中越地震で被
災した長岡赤十字看護専門学校

藤田和子[ほか] 看護教育 2005.1 p1

大規模地震発生時における学校危機管理　新潟
県中越地震における長岡赤十字看護専門学校の
対応を振り返って　（新潟県中越地震から学ぶこ
と）

藤田和子[ほか] 看護教育 2005.1 p38-40

新潟県中越地震に対して　（新潟県中越地震から
学ぶこと）

林幸子 看護教育 2005.1 p41-42

被災者体験から学ぶこと　（新潟県中越地震から
学ぶこと）

平澤則子 看護教育 2005.1 p42-44

新潟県中越地震における県立看護大学の取り組
み　（新潟県中越地震から学ぶこと）

朝倉京子[ほか] 看護教育 2005.1 p44-47

44
救援・復興闘争はナショナル・ローカルセンターの
重要課題（特集２　災害対策）

中山益則 月刊全労連 2005.1 p36-37

新潟県中越地震－“被災者を救援したい。一日も
早く復興を”（特集２　災害対策）

佐藤一弥 月刊全労連 2005.1 p37-40

災害列島にふさわしい国づくりを　憲法13条・25
条の保障を（熊さんのロマン　課長日記）

熊谷金道 月刊全労連 2005.1 p47-48

45

レポート４災害時コミュニケーションの課題②災害
時の情報システムとその課題(特集　災害対策の
新たな視点～震災から10年を経て～)

月刊福祉 2005.1 p34-35

緊急レポート　新潟県中越地震に関する福祉支
援の動静(特集　災害対策の新たな視点～震災
から10年を経て～)

全国社会福祉協議会
企画部

月刊福祉 2005.1 p48-53

46

緊急リポート　新潟県中越地震～被災地･長岡北
中学校の2週間　緊急時だからこそ、日頃の教育
の成果が生かされる

山川徹 教育ジャーナル 2005.1 p24-27

47

トピック新潟中越地震及び台風による災害復興に
関する要望書　「被災した人々の居住生活を保障
せよ」

日本居住福祉学会 建築ジャーナル 2005.1 p6-9

ニュース３６０°震災　神戸の教訓を山古志の「復
興」に　新潟県中越地震被災地「山古志・神戸座
談会」

建築ジャーナル 2005.1 p14

私の視点　「新潟県中越地震の復興」　緊急対
応・復興の知恵をいかに継承するか

西山康雄 建築ジャーナル 2005.1 p63

48

緊急座談会新潟県中越地震の建物被害の現場
からみえてきた木造住宅の評価と今後の課題(続
報！[新潟県中越地震]詳細レポート)

田原賢[ほか] 建築知識 2005.1 p77-83



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

詳細！レポート　新潟県中越地震から学ぶ①住
宅への影響と耐震補強計画(続報！[新潟県中越
地震]詳細レポート)

田原賢[ほか] 建築知識 2005.1 p84-88

詳細！レポート　新潟県中越地震から学ぶ②地
震に強い住宅のつくり方(続報！[新潟県中越地
震]詳細レポート)

田原賢[ほか] 建築知識 2005.1 p89-90

COLUMN中越の社寺建築に見られた被害①補強
方法に問題があり傾き被害を受けた寺(続報！
[新潟県中越地震]詳細レポート)

大森健司 建築知識 2005.1 p91

TOPICS部位別の被害状況とその背景(続報！
[新潟県中越地震]詳細レポート)

大森健司 建築知識 2005.1 p91-92

COLUMN中越の社寺建築に見られた被害②被害
の少なかった文化財の神社(続報！[新潟県中越
地震]詳細レポート)

大森健司 建築知識 2005.1 p92

49

新潟県小千谷市を絶望の淵から救う　がんば
れ！新潟　立ち上がれ！小千谷 　新潟県小千谷
市の活動を支える保健師とボランティア（ひろがる
ヒューマンネットワーク特別版）

公衆衛生情報 2005.1 p1-4

検証！新潟県中越地震 公衆衛生情報 2005.1 p6-20

50
緊急特集　新潟県中越地震 白鳥敬 子供の科学 2005.1 p4-15

51

市民の力の見せどころ　被災地でゼロから１をつ
くろう（新潟中越地震ボランティア報告）

草島進一 世界 2005.1 p204-211

52
現地レポート　震災の傷を乗り越えて　新潟県両
陛下お見舞いの地を訪ねて

大葉勢清英 祖国と青年 2005.1 p38-46

両陛下にお見舞いのお声をかけていただいて（現
地レポート　震災の傷を乗り越えて）

祖国と青年 2005.1 p47

53
トップインタビュー 新潟県知事 泉田裕彦   新潟ド
リームを語る

田中正 新潟バイタリティー 2005.1 p2-11

“やがて”は“明日”かも知れないオール電化　地
震に強い家とは(後編）

新潟バイタリティー 2005.1 p6-7

頑張ろう新潟！応援メッセージ 新潟バイタリティー 2005.1 p15-19

「健康」についてスペシャル「震災後に生じる心の
病気」

新潟バイタリティー 2005.1 p32-35

わが風土わが校風　山古志小学校 新潟バイタリティー 2005.1 p37-40

ひばりと私とその時代　続ドキュメント地震　けっ
して中越地震を忘れない！

加賀誠一 新潟バイタリティー 2005.1 p41‐43

健康チェック　「中越地震」 勝見　喜也 新潟バイタリティー 2005.1 p46

54
震災と酒蔵 平澤修 文芸春秋 2005.1 p85-86

55
被災地の錦鯉 吉村昭　 別冊文芸春秋 2005.1 p662

56
２００４年自然災害と図書館（図書館の自由と危
機管理）

中沢孝之 みんなの図書館 2005.1 p22-25

57
新潟県中越地震の問題部分 リベラルタイム 2005.1 p27-41

58
新潟県中越地震で被災した野池　取り残された錦
鯉の救出大作戦

鱗光 2005.1 p41-48

「鯉飼育を諦めないで」と山本裕二氏　震災の
ショックから立ち直った愛鯉家（生産者近況）

鱗光 2005.1 p72

野池に爪痕を残す震災の波　来春を見据えて子
取りを計画中（生産者近況）

鱗光 2005.1 p74

59
われわれは揺られながら書いた　新潟県中越地
震「被災地」を重視したライブ社説

山中季広 論座 2005.1 p102-107

60
春は遠し 週刊新潮 2005.2.1 ｐ22-23

61
2地震と地すべり 丸井　英明 新潟発 2005.2.1 ｐ99-102



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

中越地震体験エッセイ　図書館『臨時避難所』で
考えたこと

稲川　明雄 新潟発 2005.2.1 ｐ96-97

＜検証＞新潟県中越地震　1被害状況を特徴 福田　誠 新潟発 2005.2.1 ｐ99-101

3地震と家屋 深澤　大輔 新潟発 2005.2.1 ｐ104-105

4発生メカニズムと今後の地震 濱島　良吉 新潟発 2005.2.1 ｐ106

5地震に遭遇したときの心得とは？ 青山　清道 新潟発 2005.2.1 ｐ107-108

6今回の地震から学ぶべきこと 青山　清道 新潟発 2005.2.1 ｐ109-110

7自然災害に強い地域づくり 青山　清道 新潟発 2005.2.1 ｐ110-112

アルビレックスとドリームチームが被災地に贈っ
た“勇気と希望”

新潟発 2005.2.1 ｐ112

62
グラビア　新潟県中越地震　被災地に無情の大
雪

山本貞夫 サンデー毎日 2005.2.20 p8

63

科学ニュース　２００４年新潟県中越地震　地下構
造と余震分布から推定される震源断層（科学通
信）

平田直[ほか] Science　Journal　科学 2005.2 p１49-151

64
「雪降る中で」-動き出す住宅再建、被災者の悩
み（新潟県中越地震リポート②）

高橋直子 ガバナンス 2005.2 p42-45

65

そのとき、現地の基幹災害医療センターの病院は
どう動いたか（特集　新潟県中越地震・台風23号
災害への救援活動－阪神･淡路大震災の教訓は
活かされたか）

尾崎雄 看護管理 2005.2 p84-93

野戦病院のようだった小千谷市の被災病院（特
集　新潟県中越地震・台風23号災害への救援活
動－阪神･淡路大震災の教訓は活かされたか）

尾崎雄 看護管理 2005.2 p94-100

新潟県中越地震｢心のケア｣に参加して（特集　新
潟県中越地震・台風23号災害への救援活動－阪
神･淡路大震災の教訓は活かされたか）

小林明子 看護管理 2005.2 p101-106

66

学校施設の危険度調査・耐震化をどう推進する
か（特集　災害時に学校はどう対応するか－｢地
域の核｣としての学校体制づくり）

吉村彰 教職研修 2005.2 p62-65

資料　新潟県中越地震に対する文部科学省の取
組み

教職研修 2005.2 p86-88

67
平成16年(2004年）新潟県中越地震の概要・被害
（〈特集2〉新潟県中越地震）

近代消防 2005.2 p125-126

10月23日に発生した「新潟県中越大震災」につい
て（〈特集2〉新潟県中越地震）

新潟県県民生活･環境
部防災局危機管理防災
課

近代消防 2005.2 p127-136

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた新潟県中越
地震の特色（〈特集2〉新潟県中越地震）

北里敏明 近代消防 2005.2 p137-141

阪神・淡路大震災後、新潟県中越地震等の情報
伝達の状況と今後の課題（〈特集2〉新潟県中越
地震）

廣井脩 近代消防 2005.2 p142-146

新潟県中越地震と危機管理－阪神・淡路大震災
の教訓を生かせたか（〈特集2〉新潟県中越地震）

高見尚武 近代消防 2005.2 p147-154

新潟県中越地震のトイレ事情ついて（〈特集2〉新
潟県中越地震）

災害トイレ学研究会 近代消防 2005.2 p156-159

新潟県中越震災でのゴミ回収支援－川口市と宇
都宮市のゴミ持帰り支援－（〈特集2〉新潟県中越
地震）

災害文化研究会 近代消防 2005.2 p160

新潟県中越震災での被災ペット救援活動－十日
町市からの手紙－（〈特集2〉新潟県中越地震）

災害文化研究会 近代消防 2005.2 p161-162

新潟県中越地震によせて　大地震は人類共通の
恐怖だ！（〈特集2〉新潟県中越地震）

新坂理一郎 近代消防 2005.2 p163-167

婦人(女性）防火クラブによる災害支援活動（〈特
集2〉新潟県中越地震）

梅次盛雄 近代消防 2005.2 p168-171



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

阪神・淡路大震災そして新潟県中越地震　（〈体
験･提言〉阪神･淡路大震災と新潟県中越地震）

白谷祐二 近代消防 2005.2 p173-177

人間の災害対応の知恵をつなぐ－阪神･淡路大
震災の十年を新潟｢中越地震｣に重ねて－（〈体
験･提言〉阪神･淡路大震災と新潟県中越地震）

安倍北夫 近代消防 2005.2 p184-186

クラス会で中越地震に遭遇（〈体験･提言〉阪神･
淡路大震災と新潟県中越地震）

石崎健一 近代消防 2005.2 p188

災害救援ボランティア養成のすすめ（〈特集3〉来
たるべき大規模地震に備えて）

竹内吉平 近代消防 2005.2 p273-278

68

その時、地域ケアシステムはどう機能したのか
（新潟県中越地震と地域ケアシステム）

ケアマネージャー 2005.2 p66-71

援助職者として（新潟県中越地震と地域ケアシス
テム）

ケアマネージャー 2005.2 p72-75

69
2月号の表紙　雪が「危険」に覆いかぶさる 上田隆 建築ジャーナル 2005.2 p1

ニュース３６０°震災　農山村の災害にどう対応
するか　日本建築学会農村計画委員会緊急報告

建築ジャーナル 2005.2 p8

特集　中越地震そのとき設計者は　１．建築団体
の動き「行政マニュアルにしたがう」

上田隆 建築ジャーナル 2005.2 p29-31

特集　中越地震そのとき設計者は　２．設計者ア
ンケート「被災地で考えたこと」

美濃部紘三[ほか] 建築ジャーナル 2005.2 p32-35

特集　中越地震そのとき設計者は　３．座談会「｢
山」に学んで復興する」

長島忠美[ほか] 建築ジャーナル 2005.2 p36-40

[被災地レポート]山古志村民となり､復興にかける 曺弘利 建築ジャーナル 2005.2 p41

特集　中越地震そのとき設計者は　４．手紙「山
古志村に帰る」

上田隆 建築ジャーナル 2005.2 p42

70
話題を追って　新潟県中越地震と子どもたち　とり
わけ障害をもつ人たちは

立石由美 子どものしあわせ 2005.2 p32-37

71

報道の原点に立ち返る－新潟日報ドキュメント①
（新潟県中越地震―その時メディアは）

小田敏三 新聞研究 2005.2 p10-13

暗闇を駆け回った記者たち－新潟日報ドキュメン
ト②（新潟県中越地震―その時メディアは）

高橋直子 新聞研究 2005.2 p14-16

生活情報の提供に心血注ぐ－各部が連携､総力
上げPDF号外を発行（新潟県中越地震―その時
メディアは）

長谷川智 新聞研究 2005.2 p17-20

新聞の特性、ルポで発揮－取材通じ被災住民の
優しさに触れる（新潟県中越地震―その時メディ
アは）

関英祐 新聞研究 2005.2 p21-24

初動の取材態勢に教訓残す－｢復興｣後押しする
テレビ放送目指して（新潟県中越地震―その時メ
ディアは）

酒井昌彦 新聞研究 2005.2 p25-28

日ごろの緊急放送訓練が生きた－34時間のラジ
オ特番はこうして始まった（新潟県中越地震―そ
の時メディアは）

高橋京子 新聞研究 2005.2 p29-32

地方紙社説・論説総覧－地方からこの国の今を
見る　2004年12月　新潟

新聞研究 2005.2 p71

72
新潟バイタリティ-的　知っておきたいマネー活用
ガイド＜住宅編～災害編＞

新潟バイタリティー 2005.2 ｐ20-27

徹底解析　安全で健康な｢住まい｣を考える 新潟バイタリティー 2005.2 ｐ64-65

健康チェック　｢中越地震｣③ 勝見　喜也 新潟バイタリティー 2005.2 ｐ66

中越大地震の被災者から『死者23万人以上　ス
マトラ沖大地震へのエール』

高橋　綾子 新潟バイタリティー 2005.2 ｐ69

ふるさと紀行　たくさんの厚意でのらった元気を奮
い起こしてさあ、立ち上がろう！

新潟バイタリティー 2005.2 ｐ70

がんばろう中越「道の駅」スタンプラリー 新潟バイタリティー 2005.2 ｐ76



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

73
悲しみによりそう　新潟県中越地震によせて 新井満 [ほか] 婦人之友 2005.2 p15-27

74
日本地震列島　ここが危ない 鎌田浩毅 文芸春秋 2005.2 p196‐203

75
口腔ケアを待つ人々　災害時の口腔ケア 迫田綾子 訪問看護と介護 2005.2 p157-160

新潟県中越地震　ある看護師の小千谷での3日
間　災害直後の救護活動で感じた課題と学び(昨
年の災害を経験して）（特集　災害時、在宅療養
者をどう守るのか）

大和田恭子 訪問看護と介護 2005.2 p90-94

見附市における豪雨災害と新潟県中越地震に関
する報告　2度の災害を経験して(昨年の災害を経
験して）（特集　災害時、在宅療養者をどう守るの
か）

小坂井保子 訪問看護と介護 2005.2 p95-101

76
新潟県中越地震の関連氏の特徴(上)－関連死の
発生機序とその予防－

上田耕蔵 民医連医療 2005.2 p48-53

77
[新潟県中越地震」被災時の対応と問題点（特集：
コンティンジェンシープラン）

我妻健二郎 リージョナル　バンキング 2005.2 p26-31

78

災害報道の現場から　JNN報道スペシャル阪神
大震災から10年『今そこにある危機』　スーパー
広域災害の恐怖を科学的に映像化

桶田敦 新・調査情報　passingtime 2005.3-4 p30-32

新潟県中越地震、BSNラジオの軌跡　被災者は
何を求めているのか

石井彰 新・調査情報　passingtime 2005.3-4 p33-38

79
巻頭カラーグラビア　新潟県中越地震の復旧に
向けて

ＪＲガゼット 2005.3 p[1]-[4]

新潟県中越地震からの復興におけるＪＲ東日本
の取り組み

ＪＲガゼット 2005.3 p19-30

80
“想定外”の大震災　震度７、そして長周期地震
動。安全に｢絶対｣はない！

石橋克彦[ほか] Newton 2005.3 p26-55

神戸と新潟。二つの地震をつなぐ[ひずみ集中帯」
（“想定外”の大震災　震度７、そして長周期地震
動。安全に｢絶対｣はない！）

Newton 2005.3 p28-29

ニュータウンの足元が危ない。全国に広がる高速
地すべりの危険箇所（“想定外”の大震災　震度
７、そして長周期地震動。安全に｢絶対｣はな
い！）

Newton 2005.3 p36-37

“想定外”の大震災　特別インタビュー　断層の真
上がゆれるとはかぎらない。地下の断層の姿と
は？

佐藤比呂志 Newton 2005.3 p52-53

81

新潟中越地震等に学ぶ震災時の対応と対策（特
集　大震災！！あなたはどう対応しますか?）

小山剛 おはよう２１ 2005.3 p11

激甚災害被災地の対応①　震度７の激震で被災
して　川口町｢あおりの里」（特集　大震災！！あ
なたはどう対応しますか?）

山内孝 おはよう２１ 2005.3 p12-15

激甚災害被災地の対応②　緊急入所の受け入れ
と自立支援　長岡市「こぶし園」（特集　大震
災！！あなたはどう対応しますか?）

小山剛 おはよう２１ 2005.3 p16-19

ボランティア活動への提言（特集　大震災！！あ
なたはどう対応しますか?）

おはよう２１ 2005.3 p19

仮設住宅地にサポートセンター（特集　大震
災！！あなたはどう対応しますか?）

おはよう２１ 2005.3 p20

投稿　「大地震に遭ったとき、私は……」（特集
大震災！！あなたはどう対応しますか?）

坂大　千年 おはよう２１ 2005.3 p21

ボランティア活動に参加して感じた被災者のニー
ズ（特集　大震災！！あなたはどう対応します
か?）

竹森志穂 おはよう２１ 2005.3 p27

職者に聞く震災時の対応と対策②　被災高齢者
の身体の状況－震災被災地での保健活動から
（特集　大震災！！あなたはどう対応しますか?）

井伊久美子 おはよう２１ 2005.3 p30-31



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

職者に聞く震災時の対応と対策③　施設における
実践的な防災対策（特集　大震災！！あなたは
どう対応しますか?）

山村武彦 おはよう２１ 2005.3 p32-33

災害時における介護の専門性とは……　介護専
門職としてできること､すべきこと（特集　大震
災！！あなたはどう対応しますか?）

岡田史 おはよう２１ 2005.3 p34-35

82

「新たなる春へ」－復興と合併　住民と行政が試さ
れるとき（新潟県中越地震リポート③）

高橋直子 ガバナンス 2005.3 p42-45

83

長岡赤十字病院の地震直後の対応に学ぶ　院内
で地震に遭遇して（特集２　新潟県中越地震への
救援活動と病院の対応）

河野龍太郎 看護管理 2005.3 p196-199

新潟県中越地震における日本赤十字社の救護活
動　国内型緊急対応ユニット（dERU)の成果（特集
２　新潟県中越地震への救援活動と病院の対応）

槙島敏治 看護管理 2005.3 p200-203

84
日本一の手掘りトンネル　中山隧道と新潟県中越
大震災からの復興

北里敏明 近代消防 2005.3 p86-87

85
ファミマオーナーが被災地に「まるかぶり寿司」を
送った

月刊コンビニ 2005.3 p5

今月注目の人　ファミリーマート所沢駅前店朝比
奈邦雄オーナー　小千谷市にまるかぶり寿司を
届けて

月刊コンビニ 2005.3 p46-49

86

すべての中小業者の商売再建こそが、地域の復
興・再生を可能にする（新潟県中越地震　あった
か民商の被災者支援活動）

藤原龍二 月刊民商 2005.3 p14-18

全国の支援には仲間増やしでお礼を（新潟県中
越地震　あったか民商の被災者支援活動）

木下紀久男 月刊民商 2005.3 p19-20

一刻も早く商売を再建して（新潟県中越地震
あったか民商の被災者支援活動）

佐藤寛 月刊民商 2005.3 p20

87
2004年10月23日新潟県中越地震　被害甚大地
区の詳細被害分布調査

吉見雅行[ほか] 地質ニュース 2005.3 p1

2004年10月23日新潟県中越地震における液状
化被害

宮地良典[ほか] 地質ニュース 2005.3 p2

5万分の1地質図幅｢須原｣ 高橋浩[ほか] 地質ニュース 2005.3 p3

産総研地質調査総合センターの緊急調査への対
応（特集　新潟県中越地震）

岡井貴司 地質ニュース 2005.3 p6-8

平成16年(2004年)新潟県中越地震に伴い地表に
現れた地震断層の性状（特集　新潟県中越地震）

丸山正[ほか] 地質ニュース 2005.3 p9-12

新潟県中越地震と地質構造との関係（特集　新潟
県中越地震）

岡村行信[ほか] 地質ニュース 2005.3 p13-17

2004年10月23日新潟県中越地震被害調査－構
造物被害と地形との関係（特集　新潟県中越地
震）

吉見雅行[ほか] 地質ニュース 2005.3 p18-28

2004年10月23日新潟県中越地震における液状
化被害(速報）（特集　新潟県中越地震）

宮地良典[ほか] 地質ニュース 2005.3 p29-33

新潟県中越地震の震源隣接域における微小地震
観測（特集　新潟県中越地震）

桑原保人[ほか] 地質ニュース 2005.3 p34-38

5万分の1地質図幅｢須原｣ 高橋浩[ほか] 地質ニュース 2005.3 p57-62

88
新潟県中越地震　破壊された地域へ緊急支援 日本道路建設業協会

北陸支部
道路建設 2005.3 p28-31

89
健康チェック　｢中越地震｣④ 勝見　喜也 新潟バイタリティー 2005.3 ｐ45

19年振りの大雪遭遇　甘んじ諦め融合否定 田中　正 新潟バイタリティー 2005.3 ｐ64

90
大震災から「住」を学ぶ。 新潟バイタリティー（別冊） 2005.3 ｐ2-7

「減災の時代」 松田　宣治 新潟バイタリティー（別冊） 2005.3 ｐ12-13



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

91

訪問看護ステーションの状況と小千谷市総合体
育館での健康相談活動（特集　災害時、在宅療
養者をどう守るのか②）

今出晶代 訪問看護と介護 2005.3 p224-229

長岡市の状況と自立支援に向けた取組み（特集
災害時、在宅療養者をどう守るのか②）

小山剛 訪問看護と介護 2005.3 p230-234

訪問ほっとらいん　被災地の学生ボランティア（特
集　災害時、在宅療養者をどう守るのか②）

訪問看護と介護 2005.3 p234

被災地への後方支援に関わって（特集　災害時、
在宅療養者をどう守るのか②）

長谷川まり子 訪問看護と介護 2005.3 p235-240

うかじ園復旧に向けて　避難生活下の入所者とス
タッフの状況（特集　災害時、在宅療養者をどう守
るのか②）

遠藤愛子[ほか] 訪問看護と介護 2005.3 p241-244

92

帰省中の被災、そして人命救助-非常時をイメー
ジできることの大切さ（その時看護職は～新潟県
中越地震を振り返る①）

坂本ちより Ｎｕｒｓｉｎｇ　Ｔｏｄａｙ 2005.4 p60-61

93

災害時の介護保険　新潟県中越地震への対応か
ら（特集　介護事業者の「防災」を考える）

介護保険情報 2005.4 ｐ7-8

インタビュー　新潟県中越地震を体験して被災者
が自立して戻れる仕組みと地域を作る（特集　介
護事業者の「防災」を考える）

小山剛 介護保険情報 2005.4 p9-11

94

新潟県中越地震における日本赤十字社のこころ
のケア活動　小千谷市でのこころのケア活動の実
際（焦点２　新潟県中越地震への救援活動－自
然災害の現場の最優先課題）

高岸壽子 看護管理 2005.4 p314-317

被災1週間後の救護　こころのケア活動を通して
（焦点２　新潟県中越地震への救援活動－自然
災害の現場の最優先課題）

川島真理 看護管理 2005.4 p318-321

初期の地震被災地への医療救護班に参加して
（焦点２　新潟県中越地震への救援活動－自然
災害の現場の最優先課題）

佐條美保子 看護管理 2005.4 p322

95

[地域の話題]西日本　復興事業　｢ドーム住宅と
御堂｣で山古志再建へ　山古志復興御堂建立委
員会関西地区・山古志住宅再建プロジェクト発足
式

建築ジャーナル 2005.4 p16-17

住民の身を守るため設計者は安全な住宅を（私
の視点　「被災地ですべきこと」　）

庫川尚益 建築ジャーナル 2005.4 p53

たび重なる余震後の建物被害を把握すべき（私
の視点　「被災地ですべきこと」）

永井耿次 建築ジャーナル 2005.4 p53

96
エッセイ　白鳥が飛ばなくなった日－新潟県中越
地震からの警告

清水マサ 詩人会議 2005.4 p66-69

97
災害時にどのような対応が必要か（特別企画　新
潟県中越地震の被災地から）

菅真司 精神科看護 2005.4 p44-48

多くの人に支えられて危機を乗り越える　入院患
者全員避難、転院の経験（特別企画　新潟県中
越地震の被災地から）

奥村麗子 精神科看護 2005.4 p49-54

災害の試練から学んだこと　看護管理者の立場
で振り返って（特別企画　新潟県中越地震の被災
地から）

上村ユミ子 精神科看護 2005.4 p55-60

98
特集　災害派遣のしくみと真実 日本防衛を考える情報誌

[SECURITARIAN]
2005.4 p6

特集① まんがで見る災害派遣のしくみ でこくーる 日本防衛を考える情報誌
[SECURITARIAN]

2005.4 p7-11

特集②　自衛隊存在の意味を痛感した日々（特
集　災害派遣のしくみと真実）

長島忠美 日本防衛を考える情報誌
[SECURITARIAN]

2005.4 p12-14

特集③　災害派遣の現場から 阿部金二[ほか] 日本防衛を考える情報誌
[SECURITARIAN]

2005.4 p15-20

99
地震と良寛（特集　地震・災禍と良寛） 斎藤信夫 良寛 2005.春 p32-35

グラビア地震と災禍に良寛のこころを追う（特集
地震・災禍と良寛）

小林新一 良寛 2005.春 p36-41



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

瀬戸内寂聴さん京都で募金　地震の被災者を励
ます「毛毬もつけば必ず跳ね上がる」（特集　地
震・災禍と良寛）

良寛 2005.春 p42-43

今も良寛さんの心が生きている－災難をのがるる
妙法とは（特集　地震・災禍と良寛）

藤田徳英 良寛 2005.春 p44-45

新潟良寛会中越地震チャリティ展〔協賛講演〕
〔地震と水害に良寛を想う」（特集　地震・災禍と
良寛）

高井茂 良寛 2005.春 p46-53

100
もう一度、会いたい。 佐藤　尚 新潟発 2005.5.1 ｐ4

「山古志」取材報告　『帰ろう山古志へ』 新潟発 2005.5.1 ｐ106-107

小千谷からの報告　全国へ広がる復興シール「立
ちあがれ！中越」プロジェクト

藤田　徳英 新潟発 2005.5.1 ｐ108-109

カマキリ博士の講義録　酒井與喜夫 酒井　與喜夫 新潟発 2005.5.1 ｐ110-111

101
新潟県中越地震における湯沢砂防事務所の取り
組み（特集・地震と土砂災害）

本臼茂 河川 2005.5 p37-43

大震災から立ち上がるために（特集・地震と土砂
災害）

長島忠美 河川 2005.5 p44-45

新潟県中越地震・長岡市妙見町における救助活
動概要（特集・地震と土砂災害）

清塚光夫 河川 2005.5 p46-50

新潟県中越地震直後の緊急対応について（特
集・地震と土砂災害）

綱木亮介 河川 2005.5 p51-55

平成１６年(２００４年）新潟県中越地震で発生した
地すべりとその特徴（特集・地震と土砂災害）

藤澤和範 河川 2005.5 p56-61

102
学校図書館ボランティアを組織する 庭井史絵 学校図書館 2005.5 p25-26

103
救護活動の今後の課題（焦点　日本赤十字の地
震災害への取組み）

畑厚彦[ほか] 看護管理 2005.5 p402-404

新潟県中越地震救援活動におけるボランティア
活動の展開（焦点　日本赤十字の地震災害への
取組み）

服部亮市 看護管理 2005.5 p405-407

新潟県中越地震災害救護活動報告　dERU（国内
型緊急対応ユニット）を活用して（焦点　日本赤十
字の地震災害への取組み）

板垣智佳子[ほか] 看護管理 2005.5 p408-412

104
新潟県中越地震被災地早春報告会中越復興シ
ンポジウム(カラーグラビア）

近代消防 2005.5 p[16]

「新潟県中越地震被災地早春報告会」の概要 北里敏明 近代消防 2005.5 p54-57

105
新潟県中越地での災害医療を検証する　中山間
地・小規模医師会での体験報告

庭山昌明 月刊保団連 2005.5 p13-17

中越地震と阪神・淡路大震災　関連死は何を伝え
ているのか

上田耕蔵 月刊保団連 2005.5 p18-29

106

新潟県中越地震に見る建物・地盤被害の概要
（新潟県中越地震を耐震工学で解剖する）

田守伸一郎 建築技術 2005.5 p92-93

地震からの教訓（新潟県中越地震を耐震工学で
解剖する）

境有紀 建築技術 2005.5 p94-97

新潟県中越地震の地震特性　新潟県中越地震の
地震動と地盤特性（新潟県中越地震を耐震工学
で解剖する）

久田嘉章 建築技術 2005.5 p98-102

新潟県中越地震の地震特性　新潟県中越地震の
工学的特性（新潟県中越地震を耐震工学で解剖
する）

境有紀 建築技術 2005.5 p103-106

悉皆調査に基づく新潟県中越地震の被害分布
(新潟県中越地震にみる建築物等の被害状況)
（新潟県中越地震を耐震工学で解剖する）

井戸田秀樹[ほか] 建築技術 2005.5 p107-108

ＲＣ造の被害状況(新潟県中越地震にみる建築物
等の被害状況)（新潟県中越地震を耐震工学で解
剖する）

小林克巳 建築技術 2005.5 p109-113



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

鉄骨造の被害状況(新潟県中越地震にみる建築
物等の被害状況)（新潟県中越地震を耐震工学で
解剖する）

中込忠男 建築技術 2005.5 p114-117

木造の被害状況(新潟県中越地震にみる建築物
等の被害状況)（新潟県中越地震を耐震工学で解
剖する）

河合直人　[ほか] 建築技術 2005.5 p118-124

建築物の基礎および宅地の被害状況(新潟県中
越地震にみる建築物等の被害状況)（新潟県中越
地震を耐震工学で解剖する）

田村昌仁　[ほか] 建築技術 2005.5 p125-133

非構造部材の被害状況(新潟県中越地震にみる
建築物等の被害状況)（新潟県中越地震を耐震工
学で解剖する）

清家剛　[ほか] 建築技術 2005.5 p134-137

建築設備の被害状況(新潟県中越地震にみる建
築物等の被害状況)（新潟県中越地震を耐震工学
で解剖する）

赤林伸一　[ほか] 建築技術 2005.5 p138-141

免震の建築物(新潟県中越地震にみる免震・耐震
改修建物の状況)（新潟県中越地震を耐震工学で
解剖する）

鴇田隆　[ほか] 建築技術 2005.5 p142-143

耐震改修の建築物(新潟県中越地震にみる免震・
耐震改修建物の状況)（新潟県中越地震を耐震工
学で解剖する）

加藤大介　[ほか] 建築技術 2005.5 p144-147

被災建築物の応急危険度判定(新潟県中越地震
における建築物の地震発生後の対応)（新潟県中
越地震を耐震工学で解剖する）

槌本敬大 建築技術 2005.5 p148-149

地震後の雪氷災害低減のために(新潟県中越地
震における建築物の地震発生後の対応)（新潟県
中越地震を耐震工学で解剖する）

高橋徹 建築技術 2005.5 p150-151

建築物被害に伴う機能被害・経済被害と対応(新
潟県中越地震における建築物の地震発生後の対
応)（新潟県中越地震を耐震工学で解剖する）

池田浩敬 建築技術 2005.5 p152-153

地震情報とインターネット(新潟県中越地震におけ
る建築物の地震発生後の対応)（新潟県中越地震
を耐震工学で解剖する）

山村一繁 建築技術 2005.5 p154-155

107

建築風土記　新潟中越地震後も「耐震」は意識さ
れず（｢設計は文化」であること　目指す文化の
地、石川）

高屋利行[ほか] 建築ジャーナル 2005.5 p57

投稿　山古志村復興の道程　被災５ヶ月現実と向
かい合うとき

曺弘利 建築ジャーナル 2005.5 p64

108
[口絵]新潟県中越地震 高速道路と自動車 2005.5 p[3]-[5]

道路は中越地震から何を学ぶか？ 家田仁 高速道路と自動車 2005.5 p7-8

高速道路の存在感　新潟県中越地震にみる関越
道の役割

大川秀雄 高速道路と自動車 2005.5 p9-12

高速道路が果たした「命綱」の役割 渡辺誠 高速道路と自動車 2005.5 p13-15

新潟県中越地震 丸山久一 高速道路と自動車 2005.5 p16

トップの決断 関広一 高速道路と自動車 2005.5 p17-18

弟２次杉並区小千谷救援隊 伊東祥明 高速道路と自動車 2005.5 p19-20

震災地ふるさとを繋ぐ関越自動車道 石田良子 高速道路と自動車 2005.5 p21-22

新潟県中越地震の被害と復旧の概要について 田村栄一 高速道路と自動車 2005.5 p23-25

新潟県中越地震における高速道路の復旧状況に
ついて

日本道路公団北陸支社
新潟県中越地震災害対
策本部

高速道路と自動車 2005.5 p26-31

高速道路における被災状況とその要因 垂水祐二 高速道路と自動車 2005.5 p32-36

新潟県中越地震における高速道路休憩施設での
対応について

（財）道路サービス機構
金沢支店

高速道路と自動車 2005.5 p37-43



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

新潟県中越地震による経済的影響について 吉澤宏隆 高速道路と自動車 2005.5 p44-48

新潟県中越地震における高速道路の役割と効果 中谷了　[ほか] 高速道路と自動車 2005.5 p49-53

震災等大災害に強いトラック輸送　「新潟県中越
地震」における緊急輸送の状況について

村田省蔵 高速道路と自動車 2005.5 p54-56

新潟県中越地震発生時における高速バスの運行
状況と諸対応について

竹田哲 高速道路と自動車 2005.5 p57-61

災害時のラジオ放送　情報は命を守る 内山研二 高速道路と自動車 2005.5 p62-65

109
中越地震からの提言『被災地の食事』後編 別府茂 食の科学 2005.5 p54-60

新潟県中越地震が語る「震災下の食」前編　阪神
大震災の提言は生かされたか

奥田和子 食の科学 2005.5 p62-67

110

新潟県中越地震における公共図書館の被災と復
旧状況レポート（特集・図書館と災害被害・その教
訓）

本誌編集委員会 図書館雑誌 2005.5 p292-296

新潟県中越地震　本当に起きてしまった（特集・
図書館と災害被害・その教訓）

久保田昌代 図書館雑誌 2005.5 p297-299

111
復興スペシャルインタビュー　阪神淡路の「都市
の叫び」中越の「大地の叫び」を

長島　忠義　大野　勉 新潟バイタリティー 2005.5 ｐ2-11

震災時を考える 勝見　喜也 新潟バイタリティー 2005.5 ｐ12

未来へ広がる新しい「道」づくり 新潟バイタリティー 2005.5 ｐ40-41

112
震災に強い快適住まいづくり 新潟バイタリティー（別冊） 2005.5 ｐ7-19

113

原信　災害後の客数９．４％増の早期開店が生ん
だ顧客信頼感（緊急特別企画　暮らしを支える店
の正しい緊急事態対策と、あるべき安心提案
『安心を売る』チェーンストア）

原信一 販売革新 2005.5 p98-103

114
中越地震災害ボランティア活動記 関谷康子 みんなの図書館 2005.5 p56-62

115

学生達の支援活動-被災地の看護大学にできた
こと（その時看護職は～新潟県中越地震を振り返
る③）

坂本ちより Ｎｕｒｓｉｎｇ　Ｔｏｄａｙ 2005.6 p58-60

116
平成１６年度自然災害被災状況　新潟県中越地
震

運転協会誌 2005.6 p21-22

東日本旅客鉄道　平成１６年新潟県中越地震か
ら何を学んだか

南雲敦 運転協会誌 2005.6 p8-12

117

教育長訪問シリーズ　小千谷市教育長　渡部陸
平　被災後の迅速な学校再開は生活再建の第一
歩です

山川徹 教育ジャーナル 2005.6 p36-38

118
新潟中越地震被災地でのボランティア体験記 石川世太 月刊社会教育 2005.6 p66-69

119
新潟県中越地震が語る「震災下の食」後編　阪神
大震災の提言は生かされたか

奥田和子 食の科学 2005.6 p54-59

120
雪深し…新潟の春　新潟中越地震の復興に向け
て

大法輪 2005.6 p17-19

〈一式口絵によせて〉雪に埋もれる震災の地　新
潟中越地震―お寺の復興とボランティア

釜田 大法輪 2005.6 p182-185

121
新潟県中越地震による小千谷市桜町付近のマン
ホールの抜け上がり。

地理 2005.6 表紙

[口絵]（特集　新潟県中越地震） 山懸耕太郎　[ほか] 地理 2005.6 p[1]-[4]

中越地震と活断層（特集　新潟県中越地震） 鈴木郁夫 地理 2005.6 p25-35

中越地震と地域特性（特集　新潟県中越地震） 山懸耕太郎 地理 2005.6 p36-47

特集　写真館（特集　新潟県中越地震） 地理 2005.6 p48-51



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

中越地震発生直後の地表地震断層調査（特集コ
ラム　中越地震にまなぶ）（特集　新潟県中越地
震）

渡辺満久 地理 2005.6 p52-55

国宝「火焔型土器」の破損　地震と文化財の保存
（特集コラム　中越地震にまなぶ）（特集　新潟県
中越地震）

田中和徳 地理 2005.6 p56-57

震災報道における地理学の視点　ＮＨＫスペシャ
ルは何を伝えようとしたか？（特集コラム　中越地
震にまなぶ）（特集　新潟県中越地震）

山口勝 地理 2005.6 p58-59

「寝耳に水」の悲劇を繰り返さないために　新潟県
中越地震特集に寄せて（特集コラム　中越地震に
まなぶ）（特集　新潟県中越地震）

鈴木康弘 地理 2005.6 p60-61

車社会化した地方都市の震災対応と復興のあり
方　災害に強い「大都市化・分都市化」型都市構
造への転換（特集コラム　中越地震にまなぶ）（特
集　新潟県中越地震）

戸所隆 地理 2005.6 p62-65

立体映像を活用した災害記録の試み（特集コラム
中越地震にまなぶ）（特集　新潟県中越地震）

中村広幸　[ほか] 地理 2005.6 p66-69

新潟県中越地震による地盤災害と地すべり性の
自然環境（特集コラム　中越地震にまなぶ）（特集
新潟県中越地震）

宮城豊彦 地理 2005.6 p70-73

災害地理情報の緊急提供（特集コラム　中越地
震にまなぶ）（特集　新潟県中越地震）

宇根寛　[ほか] 地理 2005.6 p74-78

新潟県の活断層　『活断層地形判読』から（特集
コラム　中越地震にまなぶ）（特集　新潟県中越地
震）

編集部 地理 2005.6 p79-82

122
緊急ルポ　新潟県中越地震の被災地を訪ねて 三船康道 まちづくり 2005.6 p43-50

123
新潟県中越地震・その後　被災地の長岡市を訪
ねて

明日の友 2005.6-7（初夏） p115

124
新潟　被災者農家に訪れた小さな春（最終回）
（地方発Ｒｅｂｏｒｎ）

作田総輝 週間東洋経済 2005.7.2 p76

125

医療機関の地震対策-小千谷総合病院の被災か
ら学ぶこと（その時看護職は～新潟県中越地震を
振り返る④）

坂本ちより Ｎｕｒｓｉｎｇ　Ｔｏｄａｙ 2005.7 p62-64

126
座談会　災害における公民館の役割を考える 浦野正樹[ほか] 月刊公民館 2005.7 p4-17

127
国際交流会の財産の活用－新潟中越地震をとお
して－在住外国人支援の取組み

丸山秀夫 自治体国際化フォーラム 2005.7 p4-6

多文化共生センター 田村太郎 自治体国際化フォーラム 2005.7 p7-8

新潟中越地震への支援活動について 廿楽順治 自治体国際化フォーラム 2005.7 p9-10

武蔵野国際交流協会　日常活動と広域ネットワー
クの重要性を痛感

杉澤　経子 自治体国際化フォーラム 2005.7 p11-12

震災におけるPAの役目 イアン・ウズリー 自治体国際化フォーラム 2005.7 p13-14

128

ここに田んぼがあるかぎり　新潟県中越地震その
後　稲作農業者たちの六か月　新潟県小千谷市

樫田秀樹 地上 2005.7 p34-39

129
中越地震で学んだこと（特集・震災時における障
害者の動向①）

丸山孝治 リハビリテーション 2005.8.9 p12-19

中越大震災の被害を受けて～私の行動～（特集・
震災時における障害者の動向①）

若井裕介 リハビリテーション 2005.8.9 p20-23

新潟県中越地震を体験して（特集・震災時におけ
る障害者の動向①）

池田修一 リハビリテーション 2005.8.9 p24-28

130
これで安心地震対策 斉藤　めぐみ レタスクラブ 2005.8.25 ｐ46-47

安全な家にしよう！ 斉藤　めぐみ レタスクラブ 2005.8.25 ｐ48-51



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

あってよかった防災グッズ 斉藤　めぐみ レタスクラブ 2005.8.25 ｐ52.-53

ｸﾞﾗッときたら、こう動こう！ 斉藤　めぐみ レタスクラブ 2005.8.25 ｐ54-55

災害時の連絡方法 斉藤　めぐみ レタスクラブ 2005.8.25 ｐ56-57

お金の不安どうなる？ 斉藤　めぐみ レタスクラブ 2005.8.25 ｐ58

131
地震と脱線事故でダブルパンチを食らった飲食店
業界

財界にいがた 2005.8 p36-39

中越地震で大打撃・小千谷総合病院の苦闘と復
興

財界にいがた 2005.8 p112-115

132
私と地震防災 副島紀代 建設業界 2005.8 p67-69

133
被災自治体の苦悩　新潟県中越地震 高橋直子 ガバナンス 2005.9 p42-44

森　民夫・新潟県長岡市長　インタビュー 高橋直子 ガバナンス 2005.9 p44-45

134
災害シュミレーション　もし災害にまきこまれたら 太田貞夫 消費者情報 2005.9 p4-7

災害から家を守るには　耐震診断・耐震改修は建
築の構造専門家に依頼を

桝田洋子 消費者情報 2005.9 p10-11

災害に便乗した悪質商法 石栗綾子 消費者情報 2005.9 p12-13

新潟県から　復興への歩みは始まったばかり 稲垣　文彦 消費者情報 2005.9 p19

135
対談これでいいのか日本脆弱国土をどう守る
NPO「国境なき技師団」の活動に注目

濱田政則[ほか] 建設業界 2005.9 p14-23

136

液状化で被災した下水道管の調査　阪神の経験
生かして被害を見極め（難局に挑む技術者たち
新潟県中越地震第２回）

高木謙一 日経コンストラクション 2005.2.11 p60-610

137
どうする？地震保険 伊藤裕 エコノミスト増刊　　　　　投

資の達人株
2005.1 p92-95

138
特集　新潟県中越地震 日本ガス協会 2004.12 p5-9

139
住宅公論　新潟県中越地震から考える住宅のあ
り方

加藤大介 住宅金融月報 2005.2 p4-5

心の余震が続かない住まいづくりを（特集　新潟
県中越地震）

古川興一 住宅金融月報 2005.2 p14-21

新潟県中越地震から考える住宅の構造（特集
新潟県中越地震）

河合直人 住宅金融月報 2005.2 p22-29

新潟県中越地震における支店の対応（特集　新
潟県中越地震）

住宅金融公庫北関東支
店総務課広報・住情報
相談担当

住宅金融月報 2005.2 p30-35

140
「平成16年（2004年）新潟県中越地震」について
（緊急特集　新潟県中越地震）

加藤照之 THE　JOURNAL　OF
SURVEY

2005.2 p8-11

中越地震における国土地理院の災害対応（緊急
特集　新潟県中越地震）

国土地理院企画部 THE　JOURNAL　OF
SURVEY

2005.2 p12-19

中越地震と河道閉塞によるじ湛水(天然ダム)
（緊急特集　新潟県中越地震）

井上公夫 THE　JOURNAL　OF
SURVEY

2005.2 p20-23

航測会社の取り組み（緊急特集　新潟県中越地
震）

向山栄 THE　JOURNAL　OF
SURVEY

2005.2 p24-26

新潟県中越地震復興測量支援協議会（緊急特集
新潟県中越地震）

THE　JOURNAL　OF
SURVEY

2005.2 p27

ニュースネットワーク　国土交通省 THE　JOURNAL　OF
SURVEY

2005.2 p68

ニュースネットワーク　平成16年(2004年)新潟県
中越地震で現れた地震断層

THE　JOURNAL　OF
SURVEY

2005.2 p72

141
特集　その災害対策は機能しない　いま生かすべ
き新潟県中越地震の教訓

鈴木孝知 日経コンピュータ 2005.2.7 p50-53

Part１現場　復旧の前段階で立ち往生、被災地で
続出した誤算（特集　その災害対策は機能しな
い）

日経コンピュータ 2005.2.7 p54-59

Part２備え　リスク分析とテストで投資対効果を高
める（特集　その災害対策は機能しない）

日経コンピュータ 2005.2.7 p60-63



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

142
特集：新潟県中越地震での消防活動①　新潟県
中越地震における消防活動

長岡市消防本部 月刊消防 2005.3 p11-18

特集：新潟県中越地震での消防活動②　新潟県
中越地震における活動について

中村繁一（小千谷地域
消防本部消防長）

月刊消防 2005.3 p49-56

特集：新潟県中越地震での消防活動③　新潟県
中越地震における活動

十日町地域消防本部 月刊消防 2005.3 p89-100

がんばれ！ふるさと応援団24　生きる力のたくま
しさ

小澤浩子 月刊消防 2005.3 p26-27

143
新潟県中越地震被害状況 月刊建設 2004.12 巻頭ページ

平成16年新潟県中越地震（速報） 新潟県土木部 月刊建設 2004.12 p31-36

144
巻頭言　中越地震からの復興と｢防災立県｣宣言 泉田裕彦 月刊建設 2005.5 p2-3

災害時の救助・救援活動について（特集　多発す
る自然災害と危機管理について）

信夫秀紀 月刊建設 2005.5 p24-27

平成16年発生災害の概要（特集　多発する自然
災害と危機管理について）

岡部博一 月刊建設 2005.5 p28-32

新潟県中越地震の被害状況と支援体制（特集
多発する自然災害と危機管理について）

有田修治 月刊建設 2005.5 p56-58

新潟県中越地震における土砂による被害の特徴
と今後の課題（特集　多発する自然災害と危機管
理について）

高橋亮一 月刊建設 2005.5 p59-61

中越大震災の応急対応から復興へ（特集　多発
する自然災害と危機管理について）

長島忠美 月刊建設 2005.5 p62-63

新潟県中越地震において高速道路が果たした役
割（特集　多発する自然災害と危機管理につい
て）

西谷誠之 月刊建設 2005.5 p64-66

新潟県中越地震における技術支援活動について
～山古志村道災害復旧班での積算支援～（特集
多発する自然災害と危機管理について）

川路正行[ほか] 月刊建設 2005.5 p67-69

新潟県中越地震災害に係る住宅の復旧・復興に
向けた取り組みについて（特集　多発する自然災
害と危機管理について）

粟津貴史 月刊建設 2005.5 p70-72

145
記者の目　愛される自衛隊、疎まれる自衛隊 谷田邦一 日本の風 2005.春(創刊号) p50-51

146
緊急消防援助隊が新潟県中越地震被災地へ 東京消防 2004.12 p6-7

特集　新潟県中越地震への派遣隊員が感じたこ
と

矢嶋秀明[ほか] 東京消防 2004.12 p16-22

視点･防災　先手を打つための災害対策－「新潟
県中越地震」で教訓は生かされたのか－

中森広道 東京消防 2004.12 p74-79

147
つながりを生きる　助け合い、迷惑をかけ合おう 黒岩卓夫 同朋 2005.5 p16-25

148
2004.10.23新潟県中越地震ドキュメント　その時､
家族は……

Helicopter　JAPAN 2004.12 巻頭ページ

巻頭特集　新潟県中越地震におけるヘリの活躍
その１　官有ヘリコプター

Helicopter　JAPAN 2004.12 p2-24

149
新潟県中越地震におけるヘリの活躍　その３　ヘ
リはどのように活用されたのか

石川久資 Helicopter JAPAN 2005.3 p12-19

150
平成16年発生災害に（特集　防災対策） 佐藤文泰 建設マネジメント技術 2005.8 p5-10

平成16年新潟県中越地震－北陸地方整備局に
おける災害復旧の取り組み（特集　防災対策）

竹本勉 建設マネジメント技術 2005.8 p11-14

新潟県中越地震における復旧･復興への取り組
みについて（特集　防災対策）

鈴木興次 建設マネジメント技術 2005.8 p15-18

小千谷市における復旧･復興の取り組みについて
（特集　防災対策）

樋口雅春[ほか] 建設マネジメント技術 2005.8 p19-23

この人に聞きました　｢頑張れ！｣だけではがんば
れない（特集　防災対策）

長島忠美 建設マネジメント技術 2005.8 p24-26
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地域における安全確保体制について　中越大震
災の初動対応と地域保全体制への貢献（特集
防災対策）

青柳敬 建設マネジメント技術 2005.8 p27-33

社団法人新潟県測量設計業協会の復旧支援体
制と技術提携について（特集　防災対策）

茨木健介 建設マネジメント技術 2005.8 p34-37

平成16年新潟県中越地震報告（特集　防災対策） 社団法人日本土木工業
協会北陸支部

建設マネジメント技術 2005.8 p38-46

新潟県中越地震災害復旧における建設機械活動
と除雪機械支援（特集　防災対策）

小河義文[ほか] 建設マネジメント技術 2005.8 p47-50

列島の動脈を復旧する（特集　防災対策） 社団法人日本機械土工
協会

建設マネジメント技術 2005.8 p51-55

建設コンサルタンツ協会の災害時の体制と取り組
みについて（特集　防災対策）

社団法人建設コンサル
タンツ協会

建設マネジメント技術 2005.8 p56-58

ティー･ルーム　現地の実論 建設マネジメント技術 2005.8 p59

151
特集　地震対策はどこまできたか－阪神大震災
から10年

土木施工 2005.1 p1-3

新潟県中越地震の被害状況－土砂災害の視点
から－（特集　地震対策はどこまできたか－阪神
大震災から10年）

藤澤和範[ほか] 土木施工 2005.1 p4-8

特集インタビュー　地震対策の遠い道のり－阪神
大震災から新潟県中越地震をうけて（特集　地震
対策はどこまできたか－阪神大震災から10年）

片山恒雄 土木施工 2005.1 p9-14

総論　土木構造物の耐震技術の現状と展望（特
集　地震対策はどこまできたか－阪神大震災から
10年）

川島一彦 土木施工 2005.1 p16-22

耐震設計技術の変遷　技術基準・設計思想はい
かに変わったか－設計地震動－（特集　地震対
策はどこまできたか－阪神大震災から10年）

大町達夫 土木施工 2005.1 p31-35

復旧･補強･新設の事例　鉄道構造物における耐
震設計、耐震補強（特集　地震対策はどこまでき
たか－阪神大震災から10年）

石橋忠良 土木施工 2005.1 p56-60

補強の事例　河川構造物の耐震補強－阪神大震
災から現在まで－（特集　地震対策はどこまでき
たか－阪神大震災から10年）

松尾修 土木施工 2005.1 p74-77

トピックス　新潟県中越地震の地盤被害と対策
（特集　地震対策はどこまできたか－阪神大震災
から10年）

國生剛治 土木施工 2005.1 p84-87

トピックス　地震保険－その仕組みと現状－（特
集　地震対策はどこまできたか－阪神大震災から
10年）

矢代晴実 土木施工 2005.1 p100-106

自治体の取組み　東京都における被災への備え
－震災後の迅速な都市復興への取組み－（特集
地震対策はどこまできたか－阪神大震災から10
年）

成田隆一 土木施工 2005.1 p108-113

152
被災地調査報告　平成16年新潟県中越地震被災
地レポート

森田武 月刊フェスク 2005.1 p33-48

通知　新潟中越地震及び台風に伴う災害に対す
る支援について

月刊フェスク 2005.1 p65

通知　新潟県中越地震における火災予防につい
て

月刊フェスク 2005.1 p67-69

通知　震災対策の徹底について 月刊フェスク 2005.1 p71-72

153
巻頭　新潟県中越地震の被災地を行く　～災害
ボランティア初体験記～

今井美帆 月刊フェスク 2005.2 p4-8

トピックスⅠ　新潟県中越地震及び本年の風水害
の状況と消防の対応（報告書　平成16年版消防
白書の概要）

月刊フェスク 2005.2 p19

新潟県中越地震における緊急消防援助隊の活動
（総務省消防庁ニュース）

震災等応急室 月刊フェスク 2005.2 p59-60

154
新潟県中越地震の災害(緊急報告） 伯野元彦 地震ジャーナル 2004.12 p42-44
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地震予知連絡会情報　３．関東･甲信越地方 岡田義光 地震ジャーナル 2004.12 p46-51

155
技術情報　新潟県中越地震による木造住宅の被
害

五十田博[ほか] NPO木の建築 2004.11 p40-46

156
綿貫民輔(社)全国治水砂防協会会長　新潟県中
越地震被災地を視察

砂防と治水 2005.2 巻頭ページ

新潟県中越地震　芋川河道閉塞緊急対策工事状
況（東竹沢地区）

砂防と治水 2005.2

新潟県中越地震　河道閉塞施工状況(東竹沢地
区）

砂防と治水 2005.2

新潟県中越地震　芋川河道閉塞緊急対策工事状
況（寺野地区）

砂防と治水 2005.2

新潟県中越地震　芋川下流対策状況(竜光地区） 砂防と治水 2005.2

新潟県中越地震　相川川河道閉塞緊急対策工事
状況

砂防と治水 2005.2

論説　新潟県中越地震による土砂災害と危機管
理への教訓

丸井英明 砂防と治水 2005.2 p4-5

新潟県中越地震における土砂災害（特集Ⅰ　新
潟県中越地震）

小池正司 砂防と治水 2005.2 p8-10

新潟県中越地震の被害の特徴（特集Ⅰ　新潟県
中越地震）

杉浦信男 砂防と治水 2005.2 p11-13

新潟県中越地震による土砂災害に対する取り組
み－職員の派遣等－（特集Ⅰ　新潟県中越地震）

国土交通省砂防部 砂防と治水 2005.2 p14-15

新潟県中越地震による土砂災害に対する取り組
み－土砂災害対策緊急支援チームによる緊急点
検の実施について－（特集Ⅰ　新潟県中越地震）

小林幹男 砂防と治水 2005.2 p16-19

芋川流域における河道閉塞対策（特集Ⅰ　新潟
県中越地震）

西井洋史 砂防と治水 2005.2 p20-23

新潟県中越地震における砂防ボランティアの活
動（特集Ⅰ　新潟県中越地震）

小林一三 砂防と治水 2005.2 p24-26

新潟県中越地震における特例措置について～中
越地方の宅地擁壁等の崩壊対策～（特集Ⅰ　新
潟県中越地震）

国土交通省砂防部保全
課

砂防と治水 2005.2 p27-28

報告　平成16年(2004)新潟県中越地震による土
砂災害危険箇所等の緊急点検報告

藤森實 砂防と治水 2005.2 p56-57

報告　土砂災害の被災地を訪れて 小竹利明 砂防と治水 2005.2 p68-69

157

平成16年新潟県中越地震による下水道管路施設
の被害（緊急報告　新潟県中越地震）

加藤裕之[ほか] 下水道協会誌 2005.1 p64-69

平成16年新潟県中越地震による下水処理場の被
害状況（緊急報告　新潟県中越地震）

佐藤洋行 下水道協会誌 2005.1 p70-74

平成16年新潟県中越地震　インフラ被害に関す
る調査速報（緊急報告　新潟県中越地震）

田口由明 下水道協会誌 2005.1 p75-95

158
口絵　災害多発！新潟県中越地震、台風21号、
22号、23号による被害

土木學會誌 2004.12 口絵p3-9

[新潟県中越地震　速報]　2004(平成16）年10月
23日中越地震被害の速報　（災害多発！新潟県
中越地震、台風21号、22号、23号による被害）

小長井一男 土木學會誌 2004.12 p4-7

[新潟県中越地震　速報]　鉄道の被害　JR東日
本　（災害多発！新潟県中越地震、台風21号、22
号、23号による被害）

石橋忠良 土木學會誌 2004.12 p8-9

[新潟県中越地震　速報]　2004(平成16)年10月新
潟県中越地震災害速報　（災害多発！新潟県中
越地震、台風21号、22号、23号による被害）

稲垣秀輝[ほか] 土木學會誌 2004.12 p10-13

[新潟県中越地震　速報]　震度６：長岡　（災害多
発！新潟県中越地震、台風21号、22号、23号に
よる被害）

丸山久一 土木學會誌 2004.12 ｐ14
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159
読者のひろば　もう一つの新潟県中越地震 更生保護 2005.3 p54-56

160
新潟県中越地震における住民避難に関わる問題
について

山本正典 自治総研 2005.1 p59-76

161
地震の概要 箱岩英一 月刊地図中心 2005.2 p3

地殻変動の監視と測量成果 箱岩英一 月刊地図中心 2005.2 p4-6

緊急空中写真撮影・正射写真図の作成 石田和男 月刊地図中心 2005.2 p7-8

現地緊急調査 中島秀敏 月刊地図中心 2005.2 p9-10

地震災害状況図の作成 北原敏夫 月刊地図中心 2005.2 p11-12

1：25,000都市圏活断層図について 内川講二 月刊地図中心 2005.2 p13

各種地理情報の提供 石田全平 月刊地図中心 2005.2 p14-16

一等三角点を歩く〈196〉　中越地震に遭遇した高
簱山

冨田弘平 月刊地図中心 2005.2 p31

162

震災記録を収集･保存し、将来に役立てる－神戸
大学｢震災文庫｣の10年－　7.中越大震災の被災
地で：我々にはできなかったこと

図書館界 2005.7 p73-77

163
特集　地震防災の取組みの展開/新潟県中越地
震への対応　－特集の趣旨－

住宅 2005.2 p2

建築物の地震防災　（特集　地震防災の取組み
の展開/新潟県中越地震への対応）

岡田恒男 住宅 2005.2 p3-5

住宅の耐震化に関する現状と課題　（特集　地震
防災の取組みの展開/新潟県中越地震への対
応）

国土交通省住宅局建築
指導課

住宅 2005.2 p6-9

地震防災への全国的な取り組み　（特集　地震防
災の取組みの展開/新潟県中越地震への対応）

内田仁 住宅 2005.2 p10-13

新潟県中越地震における被災者の居住対策
（特集　地震防災の取組みの展開/新潟県中越地
震への対応）

国土交通省住宅局北陸
地方整備局建政部

住宅 2005.2 p27-31

平成16年新潟県中越地震における建築物の被害
状況について　（特集　地震防災の取組みの展開
/新潟県中越地震への対応）

山下浩一 住宅 2005.2 p32-37

住宅金融公庫における被災者向け融資等の対応
（特集　地震防災の取組みの展開/新潟県中越地
震への対応）

住宅金融公庫総務部広
報課

住宅 2005.2 p38-44

164
平成16年新潟県中越地震における免震建物の地
震観測　（特別寄稿）

鴇田隆[ほか] MENSHIN 2005.2 p31-35

長岡市に建つ情報センターの免震効果　(特別寄
稿）

矢川豊[ほか] MENSHIN 2005.2 p36-40

新潟県所在の免震建築物の調査報告　(特別寄
稿）

和田章[ほか] MENSHIN 2005.2 p41-46

165
新潟県中越地震における長岡市内の学校免震建
物地震観測記録　（特別寄稿）

竹中康雄[ほか] MENSHIN 2005.5 p56-59

166
特集２　新潟県中越地震に係る被害と農政局の
対応

北陸農政局広報誌　　　グ
リーンアングル

2005.Winter p7-8

167
地震計が初めて記録した震度７　新潟県中越地
震

予防時報 220号（2005.1） 巻頭ページ

1995年兵庫県南部地震から１０年によせて（特集
阪神･淡路大震災から10年）

尾池和夫 予防時報 220号（2005.1） p12-17

兵庫県南部地震から10年－その前に起きた新潟
県中越地震－（特集　阪神･淡路大震災から10
年）

片山恒雄 予防時報 220号（2005.1） p18-23

日本の防災はどう変わったか？－新潟県中越地
震からみえた検証－（特集　阪神･淡路大震災か
ら10年）

渡辺実 予防時報 220号（2005.1） p24-29

公開座談会　阪神･淡路大震災から10年 阿部勝征[ほか] 予防時報 220号（2005.1） p30-39

災害時の道路交通 熊谷良雄[ほか] 予防時報 220号（2005.1） p64-69



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

大規模災害と通信ネットワーク 中村功 予防時報 220号（2005.1） p70-75

地震保険制度の概要と普及の取り組みについて 財団法人日本損害保険
協会業務企画部

予防時報 220号（2005.1） p76-79

168
座談会　頻繁する地震による建物被害とその対
策

中埜良昭[ほか] 予防時報 223号（2005.10） p20-29

大規模災害における消防の広域応援制度につい
て

横山忠弘 予防時報 223号（2005.10） p30-35

169
Photo　Report　新潟県中越大震災復興支援｢フェ
ニックスコンサート｣

新潟文化情報誌　　　　　カ
ルチャーにいがた

2005.3 表紙

170
グラビア　新潟県中越地震　｢地震なんかに負け
ない」

障害者と雇用　働く広場 2005.2 p13-16

ルポ　新潟県中越地震　障害者雇用を現地に見
る

清原れい子 障害者と雇用　働く広場 2005.2 p17-22

171
特集　新潟県中越大震災 雪の音 2005.5.16 p12-27

172

EVENNT2004　新潟県中越地震｢県内ボランティ
アアーティスト」募集！　がんばろう！新潟｢新潟
県中越地震」復興支援フェニックスコンサート

新潟文化情報誌　　　　　カ
ルチャーにいがた

2004.12 p18

173
ごあいさつ 泉田裕彦 新潟文化情報誌　　　　　カ

ルチャーにいがた
2005.6 p1

ホットニュース　一日も早い復興を願って　新潟県
中越大震災ボランティア・アーティスト慰問事業
REPORT

新潟文化情報誌　　　　　カ
ルチャーにいがた

2005.6 p2

にいがたアーティストトーク　落語家桂歌助さんイ
ンタビュー

桂歌助 新潟文化情報誌　　　　　カ
ルチャーにいがた

2005.6 p3

174
巻頭対談　阪神･淡路大震災の経験と教訓を後
世に伝える

貝原俊民[ほか] 築21 2005.WINTER p1-11

既存建築物の耐震改修の現状と課題 広沢雅也 築21 2005.WINTER p14-15

共感抱かせる復興事業への参加を 松葉一清 築21 2005.WINTER p16-17

建築物の地震防災技術　地震から人と建物をま
もる技術

矢部喜堂 築21 2005.WINTER p22

175

短期連載　その時看護職は～新潟県中越地震を
振り返る　第2回　全国の保健師たちの“自立的
活動”を支えて－各自治体に蓄積された情報と実
績

坂本ちより Nursing Today 2005.5 p64-65

176
火災特報　新潟県中越地震 日本火災学会誌　　　　　火

災
2004.12 p25-27

177
住鬼　調査も大切だが、被災者への新しい形の
住宅供給を

住宅ジャーナル 2004.11 p5

緊急寄稿　新潟県中越地震　応急危険度判定業
務ボランティアレポート　小千谷市の商店街、長
岡市の住宅街での被災状況　そして｢災害復旧協
力」のあり方を問う

美和健一郎 住宅ジャーナル 2004.11 p20-24

178

「元気出していこー！新潟」　新潟県中越地震に
係る対応と実施状況　（特集　新潟県中越地震に
係る対応について）

新潟労働局職業安定部 職業安定広報 2004.12.21 p8-9

ハローワーク長岡・十日町・小千谷での取組み
（特集　新潟県中越地震に係る対応について）

職業安定広報編集部 職業安定広報 2004.12.21 p9-10

179
「災害とボランティア活動」の企画に当たって　（特
集　災害とボランティア活動）

斉藤由宣 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p5

災害救援活動とNPO、ボランティア（特集　災害と
ボランティア活動）

金子洋二 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p6-14

動けば変わる！中越元気村まだまだ活動中（特
集　災害とボランティア活動）

草島進一 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p23-32

災害ボランティアセンター運営とボランティア活動
（特集　災害とボランティア活動）

長野和明 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p33-37

震度７の町から－自治体側からみたボランティア
受け入れの課題－（特集　災害とボランティア活
動）

桜井誠一 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p42-44

地域コミュニティで助け合う大切さ（特集　災害と
ボランティア活動）

飯浜勝昭 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p45-49



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

やっぱり自治体労働者　ありがたかった行政支援
ボランティア（特集　災害とボランティア活動）

多田克美 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p50-54

被災自治体に対する行政支援と労組ボランティア
の課題～暖かい「支援の心」を実効性のあるもの
に～（特集　災害とボランティア活動）

和田顕雄 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p55-59

災害ボランティア情報誌「がんばろう！新潟かわ
らばん」を発行して（特集　災害とボランティア活
動）

和田一良 新潟発信の自治情報誌　新
潟自治

2005.6 p60-70

180
論説　地震被害から学ぶこと－新潟県中越地震
と阪神・淡路大震災の教訓－

鈴木浩平 ボイラ研究 2004.12 p4-8

181
特集　検証・新潟県中越大震災からの復旧　新潟
県中越大震災の爪痕

月刊下水道 2005.11 p10-13

新潟県中越大震災、国が行った復旧への取組み
(特集　検証・新潟県中越大震災からの復旧　【復
旧の歩みと課題】)

加藤裕之 月刊下水道 2005.11 p１4-１7

下水道地震対策技術検討委員会報告書の概要
について(特集　検証・新潟県中越大震災からの
復旧　【復旧の歩みと課題】)

吉澤正宏 月刊下水道 2005.11 p18-19

新潟県における復旧への取り組みと課題(特集
検証・新潟県中越大震災からの復旧　【復旧の歩
みと課題】)

伊藤達生 月刊下水道 2005.11 p20-26

市制100周年に向けて甦るフェニックス・長岡市
(特集　検証・新潟県中越大震災からの復旧)

大野長栄 月刊下水道 2005.11 p27-33

【復旧の歩みと課題】　小千谷市における復旧へ
の取り組みと課題(特集　検証・新潟県中越大震
災からの復旧)

神林弘 月刊下水道 2005.11 p34-37

【復旧の歩みと課題】　下水道における災害支援
と耐震対策に関する一考察－リスク管理とストッ
クマネジメント－〈横浜市〉(特集　検証・新潟県中
越大震災からの復旧)

片桐晃 月刊下水道 2005.11 p38-43

【復旧の歩みと課題】　新潟県中越地震災害復旧
支援について(特集　検証・新潟県中越大震災か
らの復旧)

植松重男 月刊下水道 2005.11 p44-47

【特別寄稿】　新潟県中越大震災による堀之内処
理区の被害と復旧について(特集　検証・新潟県
中越大震災からの復旧　)

池田久一郎 月刊下水道 2005.11 p49-55

【この技術が管路の復旧に活躍】　震災復旧に活
躍したテレビカメラ～大口径カメラ：Ｐ４４８トラク
ター～(特集　検証・新潟県中越大震災からの復
旧　)

西脇將景 月刊下水道 2005.11 p56-57

【この技術が管路の復旧に活躍】　震災復旧に採
用されたＳＰＲ工法(特集　検証・新潟県中越大震
災からの復旧)

酒井勝利 月刊下水道 2005.11 p58-59

【この技術が管路の復旧に活躍】　追従性と水密
性を最大限まで追及－スーパースナップロック工
法・マグマロック工法－(特集　検証・新潟県中越
大震災からの復旧)

喜多島恒 月刊下水道 2005.11 p60-61

鼎談　効率的な調査技術を目指して(特集　検証・
新潟県中越大震災からの復旧)

阿部哲治[ほか] 月刊下水道 2005.11 p62-71

182
緊急企画　新潟県中越地震の教訓を活かす　ア
ウトドア流地震対策再考

大石裕美[ほか] BE-PAL 2005.1 p120-124

183

特別寄稿　シェルパ斉藤、新潟県中越地震でボラ
ンティア始動！　バックパッカｰは被災者たちの力
になれるか

BE-PAL 2005.2 p70-74

184
特集Ⅱ　検証　震災と福祉救援・復興の歩み　特
集の視点

武居敏 月刊福祉 2005.6 p37

鼎談　災害への緊急対応と現在の取り組み・今後
の課題　（特集Ⅱ　検証　震災と福祉救援・復興
の歩み）

関尚士[ほか] 月刊福祉 2005.6 p38-47

レポート　震災からの復興を目指して　（特集Ⅱ
検証　震災と福祉救援・復興の歩み）

新潟県川口町社会福祉
協議会

月刊福祉 2005.6 p48-49

資料　新潟県中越大震災復興ビジョン(抜粋)　（特
集Ⅱ　検証　震災と福祉救援・復興の歩み）

震災復興ビジョン策定
懇話会（平成17年3月1
日）より

月刊福祉 2005.6 p50-55



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

185
巻頭言　中越大震災から一年 仲林進 雪の音 2005.11.15 p1

特集　「10.23中越大震災について」－地震発生か
ら１年－

新潟県長岡地域振興局
地域整備部[ほか]

雪の音 2005.11.15 p2-17

特集　新潟県中越地震に関する技術報告会 技術部会 雪の音 2005.11.15 p18

地すべり地帯における地震による崩壊と復旧の
視点　（特集　新潟県中越地震に関する技術報告
会）

丸井英明 雪の音 2005.11.15 p19-27

緊急対応業務報告　道路　（特集　新潟県中越地
震に関する技術報告会）

木村浩 雪の音 2005.11.15 p28-19

緊急対応業務報告　地質　（特集　新潟県中越地
震に関する技術報告会）

平野吉彦 雪の音 2005.11.15 p30

緊急対応業務報告　トンネル・洞門　（特集　新潟
県中越地震に関する技術報告会）

吉村睦 雪の音 2005.11.15 p31-32

緊急対応業務報告　橋　梁　（特集　新潟県中越
地震に関する技術報告会）

登石清隆 雪の音 2005.11.15 p33

緊急対応業務報告　河川・砂防　（特集　新潟県
中越地震に関する技術報告会）

目黒寛 雪の音 2005.11.15 p34-35

新潟県知事から感謝状 雪の音 2005.11.15 p36

186
特集　2004年（平成16年）新潟県中越地震および
豪雨災害　特集を編集するにあたって

中筋章人[ほか] 応用地質 2005.8 p114

論文　2004年新潟県中越地震による斜面災害の
地質・地形的特徴

千木良雅弘 応用地質 2005.8 p115-124

論文　高分解能衛星画像からの高精度自動標高
変化抽出による2004年新潟県中越地震に伴う斜
面災害規模の推定

筒井健[ほか] 応用地質 2005.8 p125-137

報告　2004年新潟県中越地震による都市域の斜
面災害

釜井俊孝 応用地質 2005.8 p138-144

報告　2004年新潟県中越地震にともなう地すべ
り・崩壊分布－その特徴と詳細判読事例－

八木浩司[ほか] 応用地質 2005.8 p145-152

支部だより　北陸支部のこの一年 北陸支部 応用地質 2005.8 p165-166

平成17年度総会特別講演・シンポジウムの報告
シンポジウム「地形工学の新たな展開－新潟県
中越地震災害の実態を踏まえて－」

応用地質 2005.8 p174-179

187
多くの人の優しさを支えに ～新潟県中越地震の
経験から～

二宮和美 小さな親切 2005.4 p20-23

188
特集　高橋英行日銀新潟支店長に聞く　復興に
向けた新潟県経済の歩み

高橋英行 ホクギンMonthly 2005.7 p2-7

にいがた東奔西走　咲かせて魅せます。復興の｢
花｣。新・長岡市

ホクギンMonthly 2005.7 p22-23

経済日誌（2005年5/16～6/15） ホクギンMonthly 2005.7 p31

189
中越大震災｢小さなラジオ局は何を伝えたか」 脇屋雄介 ホクギンMonthly 2005.9 p1

経済日誌（2005年6/16～8/15） ホクギンMonthly 2005.9 p33

190
「中越大震災からの一年を振り返って」 泉田裕彦 ホクギンMonthly 2005.1 p1

クローズアップ　新潟県中越地震そのとき被災地
で｢情報｣はどのように伝わったか ～震災から学
ぶ災害時の｢情報伝達」そして｢ネットワーク」の重
要性～

ホクギンMonthly 2005.1 ｐ6-11

クローズアップ　被災地に向けた情報提供におけ
るネットワークの重要性　～外国人への情報提供
支援を通して～

脇屋雄介[ほか] ホクギンMonthly 2005.1 p8-10

191

新潟県中越地震の発生と被害・復旧の状況　(ホ
クギンレポート　新潟県中越地震から一年を過ぎ
て～生活・経済の復興の軌跡とこれからの課題
～）

ホクギンQuarterly 2005.11 p1-5

統計から探る中越地震の経済的影響と復旧への
足取り(ホクギンレポート　新潟県中越地震から一
年を過ぎて～生活・経済の復興の軌跡とこれから
の課題～）

ホクギンQuarterly 2005.11 p6-15



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

企業アンケートから見た中越地震の経営面への
影響と現状(ホクギンレポート　新潟県中越地震
から一年を過ぎて～生活・経済の復興の軌跡とこ
れからの課題～）

ホクギンQuarterly 2005.11 p16-27

県民アンケートから見た中越地震消費心理への
影響と現状(ホクギンレポート　新潟県中越地震
から一年を過ぎて～生活・経済の復興の軌跡とこ
れからの課題～）

ホクギンQuarterly 2005.11 p28-31

中越地震復興計画の概要と住宅再建の現状(ホ
クギンレポート　新潟県中越地震から一年を過ぎ
て～生活・経済の復興の軌跡とこれからの課題
～）

ホクギンQuarterly 2005.11 p32-35

モノと心の復興に向けて(ホクギンレポート　新潟
県中越地震から一年を過ぎて～生活・経済の復
興の軌跡とこれからの課題～）

松本康男[ほか] ホクギンQuarterly 2005.11 p36-39

ホクギン県内景気動向調査　特別項目　新潟県
中越地震に関するアンケート調査結果

ホクギンQuarterly 2005.11 p52-53

192
「出場！！ハイパーレスキュー隊」　中越地震の
奇跡のレスキューを描く

小森陽一(原作)
佐藤せいじ(漫画)

週刊少年マガジン 2005.4.13 p139-204

193

JRニュース　今月のJRダイジェスト「平成16年10
月23日(土)発生の新潟県中越地震の影響による
JR東日本の列車運転状況等について」

JR時刻表 2004.12 JRニュース①

JRのトクトクきっぷコーナー　〈ご注意〉 JR時刻表 2004.12 p1

《ご注意》　上越新幹線・越後湯沢－長岡間不通
のお知らせ、11月4日現在の時刻表

JR時刻表 2004.12 p72-79

194
今月のニュース　｢中越地震の影響による列車運
転状況のご案内」

JTB時刻表 2004.12 付録2

上越新幹線・長野新幹線時刻表　｢ご注意｣ JTB時刻表 2004.12 p112-120

195
新潟を強襲！連続地震の正体は何か？　キー
ワードは「活褶曲」

小長井一男[ほか] Newton 2005.1 p60-71

196
地震保険　｢地震の恐怖｣と保険に入らない理由 岡村繁雄 プレジデント 2005.1.17 p23

なぜ、あなたは｢企画倒れ｣に終わるのか 畑村洋太郎 プレジデント 2005.1.17 p38-41

特別企画　ミサワホームの震災から家を守れ　第
１回　目指すは「無傷の家」

平田俊次 プレジデント 2005.1.17 p80-81

新潟県中越地震と｢家族のかたち」　災禍から二
カ月、被災者たちが見つけた新たな「心の糧」

プレジデント 2005.1.17 p122-123

なぜ、妻は亡夫の夢の実現を決意したのか　（新
潟県中越地震と｢家族のかたち」）

歌代幸子 プレジデント 2005.1.17 p124-126

なぜ､息子は父の姿に憧憬の念を抱いたのか（新
潟県中越地震と｢家族のかたち」）

山川徹 プレジデント 2005.1.17 p127-129

197

心ぽかぽか特集　日本全国ちょっといい話’０５
イイ話８　被災地の猫たちを救え　願い通じ飼い
主の下へ

松井潤次 猫の手帖 2005.2 p18-27

テントで避難生活を送る『モモ』　（日本全国ちょっ
といい話’０５）

香取章子 猫の手帖 2005.2 p26

読者の猫さんの情報も次々と　（日本全国ちょっと
いい話’０５）

猫の手帖 2005.2 p27

０４　TOPICS　猫の話題総ざらい 猫の手帖 2005.2 p56-57

198 地震と新幹線の安全性 曽根悟 予防時報 224号(2006.1) p8-13

199
もう一度考えよう　地震や津波に備えています
か？

山村武彦 暮らしの風 2005.9 p2-7

200 市民参加でめざす小千谷市の復興 吉沢栄一 住民と自治 2006.1 p26-29

201
新潟県中越地震の教訓から　地震！そのときどう
する？

主婦の友 2005.2 p136-141

202
新潟県中越大震災後の雪寒対策について 金子博[ほか] ゆき 2005.1 p34-37



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

新潟県中越地震に関する要望事項 全国雪対策連絡協議会 ゆき 2005.1 p114

203
被災地を襲う１９年ぶりの大雪－新潟中越地震被
災地の道路管理－

小川信一 ゆき 2005.4 p47-50

204
平成１６年度豪雪における冬期の道路交通確保
について

前田隆 ゆき 2005.7 p47-50

１９年ぶりの豪雪に見舞われた被災地の雪寒対
応について

市村幸晴 ゆき 2005.7 p51-56

市町村合併の動向について　新潟県長岡市 ゆき 2005.7 p72

205
論壇　新潟県中越大震災からの復興について 泉田裕彦 ゆき 2005.1 p2-5

新潟県中越地震の被害と復旧のようす　（特集
新潟県中越地震～積雪寒冷地域の自然災害対
策について～）

菱山剛秀 ゆき 2005.1 p13-16

平成１６年１０月２３日中越に起こった事象につい
て　新潟県中越大震災の状況と対応について
（特集　新潟県中越地震～積雪寒冷地域の自然
災害対策について～）

松岡輝彦 ゆき 2005.1 p17-23

連続災害の経験に学ぶ　（特集　新潟県中越地
震～積雪寒冷地域の自然災害対策について～）

上村靖司 ゆき 2005.1 p24-29

新潟県中越地震から学んだもの－降雪２ヶ月前
に発生した地震と１９年ぶりの豪雪－　（特集　新
潟県中越地震～積雪寒冷地域の自然災害対策
について～）

和田惇 ゆき 2005.1 p30-34

地震による斜面崩壊と雪崩発生　（特集　新潟県
中越地震～積雪寒冷地域の自然災害対策につ
いて～）

西村浩一 ゆき 2005.1 p35-41

新潟県中越地震後の融雪災害について　（特集
新潟県中越地震～積雪寒冷地域の自然災害対
策について～）

横山宏太郎 ゆき 2005.1 p42-47

復旧から復興への取り組み－建築・住宅につい
て－　（特集　新潟県中越地震～積雪寒冷地域
の自然災害対策について～）

高橋徹 ゆき 2005.1 p48-54

生活者の視点で見た地震と豪雪　（特集　新潟県
中越地震～積雪寒冷地域の自然災害対策につ
いて～）

上村靖司 ゆき 2005.1 p55-60

新潟県中越地震による国道２９１号直轄災害復
旧について　（特集　新潟県中越地震～積雪寒冷
地域の自然災害対策について～）

坂上悟 ゆき 2005.1 p61-65

NPO・ボランティアによる災害救援・復興活動
（特集　新潟県中越地震～積雪寒冷地域の自然
災害対策について～）

金子洋二 ゆき 2005.1 p66-73

地方だより・北陸　新潟県中越地震被災地域の｢
道｣を通じて復興・活性化を支援する　ふるさと
ニッポン・よりみち街道『中越』推進協議会　始動

中前茂之[ほか] ゆき 2005.1 p106-107

206
災害時における地理情報の提供に関する技術開
発

冨田光治 ゆき 2006.1 p51-54

207
新潟県中越地震・交換メール　とにかく、゛営業中
"の大きな垂れ幕よ！!

松村ひろみ[ほか] 商業界 2005.1 p170-172

新潟県中越地震小千谷市中心商店街現場レ
ポート

金子哲雄 商業界 2005.1 p172-174

後言　思いもよらない災害を受けた方々へ 工藤澄人 商業界 2005.1 p180

208

被災者の実態に即した救援と公的支援拡充のと
りくみ　(新潟県中越大震災　[現地報]被災者救援
から生活再建・復旧支援へ)

川俣幸雄 議会と自治体 2005.1 p23-28

救援活動にたずさわって　(行政・ボランティア・党
が一体の救援活動(長岡市)）　(新潟県中越大震
災　[現地報]被災者救援から生活再建・復旧支援
へ)

竹島良子 議会と自治体 2005.1 p31-32



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

集落の共同と民主町政の真価を生かし復興へ(小
国町）　(新潟県中越大震災　[現地報]被災者救
援から生活再建・復旧支援へ)

細井良雄 議会と自治体 2005.1 p34-37

209
新潟県中越大震災の現場から 佐藤昭雄 進歩と改革 2005.2 p46-52

210
暮らし再建へ　私たちの思い 野沢淑江 女性のひろば 2005.2 p98-102

復興には程遠いけれど… 杵淵美佐子 女性のひろば 2005.2 p103

日本共産党救援センターの二カ月 星野光弘 女性のひろば 2005.2 p104-105

211
地震報道は゛進化"したのか？　(災害大国ニッポ
ンを救え！）

渡辺実 GALAC 2005.2 p22-25

コミュニティFM｢FM雪国｣｢FMながおか」奮闘記
小さなラジオ局が成しえた被災者への大きな支え
(災害大国ニッポンを救え！）

石井彰 GALAC 2005.2 p26-27

決定版!!災害報道10か条　(災害大国ニッポンを
救え！）

GALAC 2005.2 p28-29

東京ラジオ局の危機管理　日常的な積み重ねが
災害時に生かされる！　(災害大国ニッポンを救
え！）

山家誠一 GALAC 2005.2 p35-36

212
中越地震後の冬の豪雪被害状況－速報「中越地
震と17豪雪の複合災害｣－

上村靖司(写真提供) 日本雪工学会誌 2005.4 p1-2

中越地震と17豪雪の複合災害(速報) 上村靖司 日本雪工学会誌 2005.4 p97〈19〉-101
〈23〉

雪工学談話室　新潟県中越地震の各紙新聞記事
から

三崎安則 日本雪工学会誌 2005.4 p134〈56〉-135
〈57〉

案内　新潟県中越地震・雪氷災害調査検討委員
会　活動報告会/公開討論会

日本雪工学会誌 2005.4 p138〈60〉

編集後記 桜田良治 日本雪工学会誌 2005.4 p154〈76〉

213

ムーブメントの創造④　特別企画◎新潟ブロック
協議会【新潟県中越地震の復興活動①】　JCの
復興支援活動が日本のボランティアのあり方を変
える

月刊JCプレス「We Belive」 2005.4 p10-13

214

ムーブメントの創造⑤　特別企画◎新潟ブロック
協議会【新潟県中越地震の復興活動②】　完全復
興を願って新たな局面での支援活動に取り組む

月刊JCプレス「We Belive」 2005.5 p10-13

215

ムーブメントの創造⑥　特別企画◎新潟ブロック
協議会【新潟県中越地震の復興活動③】　完全に
復興する日まで風化することのないように支援す
る

月刊JCプレス「We Belive」 2005.6 p10-13

216
新潟県中越大震災における博物館の被災状況に
ついて

小見秀男[ほか] 博物館研究 2005.6 p8-10

217
小千谷JC　LOM情報　｢立ちあがれ！中越」復興
プロジェクト

月刊JCプレス「We Belive」 2005.8 p26

218

～ルポ・自然災害と子どもたち～　子供たちから
困難に立ち向かう勇気と希望を～新潟県中越地
震を体験して～　(特集・｢自分のことを自分でする
ことの意味｣を問う)

星野アヤ子 保育問題研究 2005.8 p69-72

219
読書を通じて勇気と元気を　｢新潟県中越大震災
の被災地へ本を贈る会｣活動報告

戸畑勇太郎 こどもの本 2005.8 p16-17

220
北側国土交通大臣　7.13水害、中越地震被災箇
所視察

砂防と治水 2005.8 口絵p2

新潟県中越地震　芋川流域融雪後の現況写真 砂防と治水 2005.8 口絵p4

インターネットによるリアルタイム防災画像の配信
開始－芋川河道閉塞等の監視画像の公開－

砂防と治水 2005.8 口絵p5

報告　新潟県中越地震被災地を対象とした土砂
災害対応図上訓練について

田村毅 砂防と治水 2005.8 p84-86

報告　北側大臣が芋川流域を視察されました 山口真司 砂防と治水 2005.8 p87-88



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

連載エッセイ　一年の後 ～新潟県中越水害と中
越地震～　〈1〉

青木奈緒 砂防と治水 2005.8 p112-115

221
特集　平成18年度砂防関係事業予算の概算要求
について

国土交通省砂防部 砂防と治水 2005.10 p7-20

連載●土砂災害の解消を目指して　中越大震災
における土砂災害等防止対策の取り組み

佐藤恭一[ほか] 砂防と治水 2005.10 p31-34

連載エッセイ　一年の後 ～新潟県中越水害と中
越地震～　〈2〉

青木奈緒 砂防と治水 2005.10 p105-107

222
【特集】災害対策は万全？　新潟県中越地震－そ
の時地元3銀行は

小林友紀 週刊金融財政事情 2005.10.17 p12-17

信金経営エッセイしんきん観　がんばってます長
岡！

高橋宏 週刊金融財政事情 2005.10.17 p59

223

JNA Informaition　新潟県中越地震における災害
支援看護者の心のケアワークショップを開催

看護 2005.10 p35

短期連載　阪神・淡路大震災の経験は活かされ
たか？災害医療・看護の今＜第1回＞　東京
DMATの取り組み―新潟県中越地震での活動を
踏まえて

高以良仁 看護 2005.10 p88-91

224

地方便り　新潟県中越地震―農業集落排水施設
復旧への道のり～新潟県刈羽郡刈羽村の場合
～

北上裕史 JARUS 2005.10 p37-40

225
緊急特集　もしものときに備えるわが店の地震対
策

編集部 商業界 2005.10 p118-123

知っているようで意外と知らなかった｢地震保険｣
の基礎知識

横尾修一 商業界 2005.10 p124-129

商店復活スタディ１　新潟県中越地震編　肝っ玉
かあちゃんその１

小船井チイ 商業界 2005.10 p136-139

商店復活スタディ２　新潟県中越地震編　原信西
小千谷ショッピングセンター震災から復興までの
10日間徹底ルポ

金子哲雄 商業界 2005.10 p140-145

商店復活スタディ５　新潟県中越地震編　肝っ玉
かあちゃんその２

坂詰直枝 商業界 2005.10 p156-159

226
実践報告　被災地の地域生活支援－新潟県中越
大震災から1年を振り返って－

本間和也 社会福祉研究 2005.10 p89-95

227
巻頭論文　震災対策とは何か～防災風味のまち
づくり・ひとづくりのススメ～

中林一樹 消防防災 2005.秋季号 p2-11

消防防災政策②　平成18年度消防庁重点施策及
び消防庁予算概算要求について

岡本誠司 消防防災 2005.秋季号 p21-30

消防防災政策③　初動時における被災地情報収
集のあり方に関する検討会提言について

守谷謙一 消防防災 2005.秋季号 p31-36

消防防災政策⑦　防災危機管理ブロック・ラボの
開催について－地域における防災力の向上をめ
ざして－

山城芳生 消防防災 2005.秋季号 p54-59

特集Ⅰ　新潟県中越地震から１年が経過して 松岡輝彦 消防防災 2005.秋季号 p81-92

特集Ⅱ　新潟県中越地震の自治体の対応 田中聡 消防防災 2005.秋季号 p93-100

228
技術報告　積雪寒冷地震としての２００４新潟県
中越地震の教訓

青山清道[ほか] 日本雪工学会誌 2005.10 p301〈45〉-
p308〈52〉

雪工学会・雪氷学会合同シンポジウム報告 上村靖司 日本雪工学会誌 2005.10 p335〈79〉-
p338〈82〉

229
地震特集　東京直下型地震から我が社を守る 矢作征三 月刊ビルメンテナンス 2005.10 p26-34

地震特集　◎新潟県中越地震の被災企業に聞く
本震、余震、その後雪　①㈱内外ビル管理　通常
１時間を５時間がかりで

品田耕市 月刊ビルメンテナンス 2005.10 p38-40

地震特集　◎新潟県中越地震の被災企業に聞く
本震、余震、その後雪　②㈲十日町ビルサービス
事務所よりも避難所整備を優先

涌井進 月刊ビルメンテナンス 2005.10 p40-41



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

230
論説　中越地震・国道２９１号震災復旧 ～｢ふるさ
とニッポンよりみち街道」を作ろう～

家田仁[ほか] 道路建設 2005.10 p12-15

231

ミニ特集　新潟県中越地震を１年経て　インタ
ビュー記事｢人命救助に命を懸ける緊急消防援助
隊

横山忠弘[ほか] 土木学会誌 2005.10 p35-38

モニターの声 滝澤嘉史[ほか] 土木学会誌 2005.10 p88

232
グラビア　新潟県中越地震の被害と復旧状況 基礎工 2005.1

巻頭言　社会基盤に求められる防災耐力 石原研而 基礎工 2005.1 p1

総説　崩壊した土構造物の原状復旧から強化復
旧へ　(特集　新潟県中越地震の教訓と対策）

龍岡文夫 基礎工 2005.1 p2-10

総説　新潟県中越地区の地質と地震被　(特集
新潟県中越地震の教訓と対策）

酒井運雄 基礎工 2005.1 p11-14

総説　土木構造物における教訓　(特集　新潟県
中越地震の教訓と対策）

小長井一男 基礎工 2005.1 p15-19

総説　建造物の基礎および宅地の被害と教訓
(特集　新潟県中越地震の教訓と対策）

田村昌仁[ほか] 基礎工 2005.1 p20-24

各論　新潟県中越地震の震源域における地震動
特性　(特集　新潟県中越地震の教訓と対策）

澤田純男[ほか] 基礎工 2005.1 p25-28

各論　一般道路の被害と復旧　(特集　新潟県中
越地震の教訓と対策）

古関潤一 基礎工 2005.1 p29-32

各論　高速道路の被害と復旧の考え方　(特集
新潟県中越地震の教訓と対策）

望月秀次[ほか] 基礎工 2005.1 p33-38

各論　トンネルの地震被害と復旧の考え方　(特
集　新潟県中越地震の教訓と対策）

朝倉俊弘 基礎工 2005.1 p39-42

各論　新潟県中越地震における鉄道構造物の被
害と教訓　(特集　新潟県中越地震の教訓と対策）

舘山勝[ほか] 基礎工 2005.1 p43-47

各論　電力施設の被害と復旧　(特集　新潟県中
越地震の教訓と対策）

大友敬三[ほか] 基礎工 2005.1 p48-52

各論　ライフラインの被害と復旧の考え方　(特集
新潟県中越地震の教訓と対策）

安田進 基礎工 2005.1 p53-57

各論　新潟県中越地震前の降水状況　(特集　新
潟県中越地震の教訓と対策）

二瓶泰雄 基礎工 2005.1 p58-61

各論　ため池の被害と復旧の考え方　(特集　新
潟県中越地震の教訓と対策）

毛利栄征[ほか] 基礎工 2005.1 p62-65

各論　自然斜面の崩壊と土砂災害　(特集　新潟
県中越地震の教訓と対策）

櫻井正明[ほか] 基礎工 2005.1 p66-69

各論　切土斜面の地震被害　(特集　新潟県中越
地震の教訓と対策）

大塚悟 基礎工 2005.1 p70-73

報文　関越自動車道の被害と復旧工事　(特集
新潟県中越地震の教訓と対策）

諌山武歳 基礎工 2005.1 p74-77

報文　在来線鉄道の土構造区間における被害と
復旧　(特集　新潟県中越地震の教訓と対策）

森島啓行[ほか] 基礎工 2005.1 p78-83

報文　鉄道トンネルの復旧　(特集　新潟県中越
地震の教訓と対策）

清水満 基礎工 2005.1 p84-87

報文　信濃川発電所(調整池)の被害と復旧計画
(案)　(特集　新潟県中越地震の教訓と対策）

島峰徹夫[ほか] 基礎工 2005.1 p88-92

報文　河川堤防の被害と復旧　(特集　新潟県中
越地震の教訓と対策）

石原正規[ほか] 基礎工 2005.1 p93-96

報文　ため池および養鯉施設の被害　(特集　新
潟県中越地震の教訓と対策）

関川力 基礎工 2005.1 p97-100

報文　芋川の河道閉塞地すべりの特徴　(特集
新潟県中越地震の教訓と対策）

豊田浩史 基礎工 2005.1 p101-104

報文　高町団地の宅地被害　(特集　新潟県中越
地震の教訓と対策）

田村昌仁[ほか] 基礎工 2005.1 p105-108



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

報文　長岡高専における健屋被害と被害原因の
検討　(特集　新潟県中越地震の教訓と対策）

尾上篤生[ほか] 基礎工 2005.1 p109-112

報文　免震建物の地震観測記録と振動解析　(特
集　新潟県中越地震の教訓と対策）

細澤治[ほか] 基礎工 2005.1 p113-116

233

今後の下水道地震対策のあり方について(下水
道地震対策技術検討委員会報告書の概要)　(小
特集　新潟県中越地震から1年を経て)

吉澤正宏 下水道協会誌 2005.11 p31-34

新潟県中越大震災から１年を経て－下水道施設
への被害と復旧－　(小特集　新潟県中越地震か
ら1年を経て)

伊藤達生 下水道協会誌 2005.11 p35-37

｢下水道事業における災害時支援に関するルー
ル」と新潟県中越地震における支援活動について
(小特集　新潟県中越地震から1年を経て)

渡邉聡 下水道協会誌 2005.11 p38-42

報告　震災から半年後に発生した長岡市の道路
陥没に関する調査報告

宮内千里[ほか] 下水道協会誌 2005.11 p43-46

234

災害時に求められるケアマネジャーの役割　(特
集　緊急時におけるケアマネジャーのリスクマネ
ジメント－中越地震に学ぶ－）

白澤政和 介護支援専門員 2005.11 p17-21

災害時の要援護高齢者に対する支援行動と課題
(特集　緊急時におけるケアマネジャーのリスクマ
ネジメント－中越地震に学ぶ－）

北本明 介護支援専門員 2005.11 p23-25

新潟県中越大震災における高齢者への対応　(特
集　緊急時におけるケアマネジャーのリスクマネ
ジメント－中越地震に学ぶ－）

小林喜一郎 介護支援専門員 2005.11 p27-31

新潟県中越大震災を体験して　(特集　緊急時に
おけるケアマネジャーのリスクマネジメント－中越
地震に学ぶ－）

阿部尚子 介護支援専門員 2005.11 p33-36

新潟県中越地震その時何をしたか　(特集　緊急
時におけるケアマネジャーのリスクマネジメント－
中越地震に学ぶ－）

枝村和枝 介護支援専門員 2005.11 p37-39

私たちはこのように行動した～中越地震/福祉職
の立場から１～　(特集　緊急時におけるケアマネ
ジャーのリスクマネジメント－中越地震に学ぶ－）

玉村留美 介護支援専門員 2005.11 p41-44

私たちはこのように行動した～中越地震/福祉職
の立場から２～　(特集　緊急時におけるケアマネ
ジャーのリスクマネジメント－中越地震に学ぶ－）

田中保雄 介護支援専門員 2005.11 p45-52

私たちはこのように行動した～基幹型在宅介護
支援センターの活動を通じて～　(特集　緊急時に
おけるケアマネジャーのリスクマネジメント－中越
地震に学ぶ－）

井波靖子 介護支援専門員 2005.11 p53-57

235
口絵写真　｢新潟県中越地震の地盤災害に関わ
る提言」の取りまとめ報告

土と基礎 2005.11

論文　｢新潟県中越地震の地盤災害に関わる提
言」の取りまとめ報告　(小特集　新潟県中越地
震・福岡県西方沖地震）

國生剛治[ほか] 土と基礎 2005.11 p3-11

236
追跡ルポ　新潟県中越地震から１年　被災住宅
再建に中山間地の壁

佐々木大輔 月刊アーキテクチュア 2005.11.28 p88-95

237
新潟県中越地震後の状況　旧山古志村は今… 森田武 近代消防 2005.11 p67-73

238
未知なる輝き⑬　学者は｢現場百回」 上村靖司 MOKU 2005.12 p82-89

お墓参りは楽しい42　【山古志村の墓地】 新井満 MOKU 2005.12 p129-134

239
比叡山の麓から２　良寛さんの言葉と恩讐の彼方
について

堀澤祖門 新潟発 2005.SUMMER p3

240
平成16年新潟県中越地震被災者の皆様にお見
舞い申し上げます

建築設備　設計と管理 2005.VOL.17 p12-15



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

安全で安心な住まい・まちづくりの実現に向けて
(最近の建築行政について)

小島松俊 建築設備　設計と管理 2005.VOL.17 p18-19

新しい年を迎えて　(最近の建築行政について) 岡村恒裕 建築設備　設計と管理 2005.VOL.17 p20-21

中越大震災　(新潟県中越地震) 阿部金二 建築設備　設計と管理 2005.VOL.17 p55-63

震度7の揺れが襲う　(新潟県中越地震) 東北電力株式会社 建築設備　設計と管理 2005.VOL.17 p65-67

新潟県中越地震　(新潟県中越地震) 赤川嘉寿栄 建築設備　設計と管理 2005.VOL.17 p69-74

中越支部たより　(協会便り) 和久井衛 建築設備　設計と管理 2005.VOL.17 p113

241
緊急特集くらし１１０番　「被災からの生活再建」 たしかな目 2005.1 p34-44

242
新潟県中越地震　復興始まる 橋本鉱二 現代農業 2005.8 p275-286

243
ニュースファイル　情報スクランブル　現場ルポ
「中越地震」地元企業の七日間

山川徹 プレジデント 2004.11.29 p31

244
がんばってます中越！！国道291号災害復旧　早
期完成をめざす山古志への道

新潟バイタリティー 2005.11 p20-21

245
キャレルご意見番「新潟県中越地震」 CARREL 2005.2 p50-51

中越地震－復興に向けて〈地域の絆〉　十日町雪
まつり

根津公彰[ほか] CARREL 2005.2 p54

共に生きる　越後人へのオマージュ 花背みゆき CARREL 2005.2 p74

246
中山間地の｢再生｣と｢復興｣　(災害列島を生きる
⑨自治体に託された教訓）

高橋直子 ガバナンス 2006.1 p48-51

247

自治体による被災地支援｢遠方自治体との協定」
と｢平時の交流｣　（災害列島を生きる⑩自治体に
託された教訓）

ガバナンス 2006.2 p48-51

248
新潟県中越地震で義援金が続々　いくら集まり、
どう分配される？

ダ・カーポ 2004.12.15 p44

249
地震列島に住む覚悟とは　新潟・阪神・中越地震
に遭遇して

中野不二男 中央公論 2005.2 p178-183

防災特集　くらしの安全保障を考える－防災対策
待ったなし！－

竹村公太郎[ほか] 中央公論 2005.2 p192-199

250
2度目の冬がやってくる　新潟中越地震 釘本みづゑ[ほか] サンデー毎日 2005.10.30 p3-8

251
Carrel Interview　桜井カツエさん CARREL 2005.11 p4-7

特集　震災から1年・・・　実りの秋は川口へ行こ
う！

CARREL 2005.11 p40-43

特集　震災から1年・・・　あのお店は、元気です
か？

CARREL 2005.11 p44-47

中越地震から1年　未来のために、今を生きる
人々

米山強[ほか] CARREL 2005.11 p48-53

252
震度６の地震！そのとき、本当に必要なものと
は？

すてきな奥さん 2005.3 p163-165

253
｢中越地震｣⑧　ボランティアの方々へ感謝の想
い、そして……。

勝見喜也 新潟バイタリティー 2005.7 p33

254
Carrel Interview　松岡達英さん CARREL 2005.1 p4-7

中越大震災復興応援チャリティー　この一年を振
り返り、新潟の心を一つに～小出郷ジュニア・ブラ
ス・オーケストラ～

CARREL 2005.1 p150-151

255
頑張れ！新潟。 加藤雅明 月刊スキージャーナル 2005.2 p13

256

新潟中越地震チャリティーfilm festival開催！　地
元新潟と有名ライダーが力を合わせて

渡辺美紀 月刊スキージャーナル 2005.4 p16

257

平成16年新潟県中越地震で被害を受けられた皆
様へ謹んでお見舞いを申し上げます

ホームこまちオーラ！
編集部

ホームこまちオーラ！ 2004.12 p2



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

258
自治体に迫られる災害弱者対策　（【特集】災害
弱者を守る）

廣井脩 ガバナンス 2004.10 p20-21

｢災害弱者」とコミュニティ防災　（【特集】災害弱者
を守る）

室崎益輝 ガバナンス 2004.10 p22-24

取材リポート1　なぜ、高齢者を救えなかったの
か？－改めて問われる災害弱者対策　新潟集中
豪雨災害ルポ

高橋直子 ガバナンス 2004.10 p25-27

取材リポート2　地域の防災福祉コミュニティが災
害弱者をきめ細かく支援　神戸市

浮谷次郎 ガバナンス 2004.10 p28-30

取材リポート3　NPOとの協働で災害弱者“対策”
から“防災”へ

三海厚 ガバナンス 2004.10 p31-33

取材リポート4　要援護者登録制度の必要性と直
面する課題　東京都中野区

安藤裕 ガバナンス 2004.10 p34-35

取材リポート5　ボランティアによる災害時弱者救
援システムを構築　御殿場市ボランティア連絡協
議会

安藤裕 ガバナンス 2004.10 p36-37

取材リポート6　過疎地域で積極的に進める災害
弱者対策　愛媛県上浮穴郡消防本部

田中泰 ガバナンス 2004.10 p38-39

259
特集　新潟県中越地震後の住宅支援と課題 ホクギンMonthly 2006.3 p2-5

260
トピック　中越地震災害の復興に向けて　～中越
地区直轄地すべり防止事業の推進～

関東森林管理局 林野時報 2006.3 p10-11

261
中越大震災から一年……　～建築設備被害から
学ぶ～

藤木康市 建築設備　設計と管理 2006.VOL.18 p73-78

あれから一年－新潟県中越地震 東北電力株式会社 建築設備　設計と管理 2006.VOL.18 p79-80

新潟県中越地震から1年が経過して 赤川嘉寿栄 建築設備　設計と管理 2006.VOL.18 p81-83

262
危機に首長はどう対応すべきか　（【特集】大規模
震災と危機管理）

村上達也 ガバナンス 2002.9 p24-25

日本が直面する最大の危機　スーパー広域災害
への備えを急げ！　（【特集】大規模震災と危機管
理）

河田恵昭 ガバナンス 2002.9 p26-29

自治体の危機管理体制　（【特集】大規模震災と
危機管理）

指田朝久 ガバナンス 2002.9 p30-33

大規模地震に耐える都市づくり　（【特集】大規模
震災と危機管理）

中林一樹 ガバナンス 2002.9 p34-37

取材リポート①東京都・板橋区　南関東直下地震
に備える　　（【特集】大規模震災と危機管理）

安藤裕 ガバナンス 2002.9 p38-41

取材リポート②兵庫県・神戸市　阪神・淡路大震
災の経験を生かす　（【特集】大規模震災と危機
管理）

畑野士朗 ガバナンス 2002.9 p42-45

取材レポート③愛知県・名古屋市　東海地震の震
源域見直しに対応する　（【特集】大規模震災と危
機管理）

浮谷次郎 ガバナンス 2002.9 p46-49

263

静岡県の取組み　東海地震に備えて培ったノウ
ハウを活かす　（シリーズわが国の危機管理体制
を探る）

曽田尚寿 月刊セキュリティ研究 2005.12 p23-27

264
新潟県中越地震から3ヶ月　被災地の「厳実」(シ
リーズ人間　№1746)

女性自身 2005.3.1 p52-58

265

新潟地震に伴う昭和石油製油所火災戦闘機(1)、
(2)　(小野寺　慶治著)(『予防時報59、60号)

西茂太郎(評論) 防災温故知新(『予防時報』
別冊－55周年記念－)

2006.3 p12-26

評論５　地震パニックは避けられるか(座談会）
(『予防時報』114号）

鈴木哲(評論) 防災温故知新(『予防時報』
別冊－56周年記念－)

2006.3 p29

266

施策ファイル①　日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震対策　北海道・東北地方の地震防災対策を
強化

時の動き 2006.4 p22-23



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

施策ファイル②　改正耐震改修促進法が施行さ
れました　地震による建物の倒壊を防ぐ

時の動き 2006.4 p24-25

267
地域の新たな歩みへ「希望」を運ぶ　R291山古志
トンネル(仮称)貫通

新潟バイタリティー 2006.4 p30-３１

268
特集今冬の豪雪について－速報－　平成18豪雪
について

田中敬也 ゆき 2006.4 p25-27

269
震災BCP構築のポイント　(特集　危機管理を考え
る)

青木茂雄 企業リスク 2006.1 p26-31

新潟県中越地震のケースに学ぶビジネス･コミュ
ニティ型事業継続体制の重要性　(特集　危機管
理を考える)

渡辺研司 企業リスク 2006.1 p32-35

270
震災と市町村の危機管理－減災社会に向けて
(特集危機管理－わがまちは大丈夫か－)

河田恵昭 議員研修誌　地方議会人 2005.12 p17-20

風水害に対する行政と住民の危機管理　(特集危
機管理－わがまちは大丈夫か－)

片田敏孝 議員研修誌　地方議会人 2005.12 p21-25

現地ルポ・新潟県中越地震一年の現状と課題 高橋正秀 議員研修誌　地方議会人 2005.12 p36-40

271
寄書　本震と最大余震のマグニチュード差と地殻
熱流量

古本宗充 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p221-224

特集：２００４年新潟県中越地震・新潟神戸構造
帯(第１部)

高橋道夫 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p281

秱密余震観測データを用いたダブル・ディファレン
ス・トモグラフィー法による２００４年新潟県中越地
震の震源断層のイメージング

岡田知己[ほか] 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p283-295

変動地形に基づく２００４年中越地震の断層モデ
ル

渡辺満久[ほか] 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p297-30７

２００４年新潟県中越地震震源域における上部新
生界の変形機構－模型実験による基礎的検討－

上田圭一[ほか] 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p309-32７

２００４年新潟県中越地震の震源モデル－経験的
グリーン関数を用いた波形インバージョン－

野津厚 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p329-３43

レシーバ関数から推定される新潟県中越地方の
地下構造の特徴

汐見勝彦[ほか] 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p345-357

２００４年新潟県中越地震の震源域南部周辺にお
ける余効変動

鷺谷威[ほか] 地震 2005.12(第2輯　第
58巻第3号)

p359-369

272
寄書　重力異常の水平勾配と歪集中帯の関係 本多亮[ほか] 消防防災 2005.夏季号 p371-373

巻頭論文　消防防災と建築防火 菅原進一 消防防災 2005.夏季号 p2-12

消防防災政策④　「麻生安心・安全ビジョン」につ
いて

岡本誠司 消防防災 2005.夏季号 p48-58

フォーラム　災害ボランティア活動の実態と課題
－広域連携のための情報共有・交換の観点から
－

千川剛史 消防防災 2005.夏季号 p90-97

フォーラム　新潟県中越地震災害に学ぶ 池谷浩 消防防災 2005.夏季号 p98-105

273
はじめに　(特集　新潟県中越地震) 消防科学と情報 2005.春 p6

平成１６年(２００４年)新潟県中越地震の概要と課
題について　(特集　新潟県中越地震)

植田達志 消防科学と情報 2005.春 p７-１０

中越地震に伴う緊急消防援助隊の活動状況と課
題について　(特集　新潟県中越地震)

消防庁震災等応急室 消防科学と情報 2005.春 p11-14

平成１６年(２００４年)新潟県中越地震について
(特集　新潟県中越地震)

溝上恵 消防科学と情報 2005.春 p15-24

新潟県中越地震における緊急非常通信について
－非常時の通信確保－　(特集　新潟県中越地
震)

渡邊伸司 消防科学と情報 2005.春 p25-30



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

平成１６年(２００４年)新潟県中越地震における火
災の状況について　(特集　新潟県中越地震)

消防研究所火災原因調
査室

消防科学と情報 2005.春 p31-36

新潟県中越地震における自衛隊の活動と民生支
援の観点からの教訓について　(特集　新潟県中
越地震)

相園和宏 消防科学と情報 2005.春 p37-43

新潟県中越地震におけるボランティア活動の実
態と課題－ICT活用の観点から－　(特集　新潟
県中越地震)

千川剛史 消防科学と情報 2005.春 p44-48

新潟県中越地震における災害対応支援活動　(特
集　新潟県中越地震)

田中聡 消防科学と情報 2005.春 p49-55

新潟県中越地震における外国人被災者への情報
提供について　(特集　新潟県中越地震)

田村太郎 消防科学と情報 2005.春 p56-62

新潟県中越地震復旧・復興GISプロジェクトにつ
いて　(特集　新潟県中越地震)

澤田雅浩 消防科学と情報 2005.春 p63-68

274
巻頭随想　新潟県中越地震をふりかえって 佐野忠史 消防科学と情報 2005.夏 p4-6

はじめに　（特集　災害ボランティア) 消防科学と情報 2005.夏 p7

消防庁における災害ボランティアへの対応　（特
集　災害ボランティア)

総務省消防庁防災課 消防科学と情報 2005.夏 p8-12

最近の自然災害における日本赤十字社のボラン
ティア活動について　（特集　災害ボランティア)

服部亮市 消防科学と情報 2005.夏 p13-15

新潟県中越大震災におけるボランティアセンター
の活動及び課題 ～長岡市災害ボランティアセン
ター総括チーフとしての活動を通じて～　（特集
災害ボランティア)

本間和也 消防科学と情報 2005.夏 p16-20

新潟県中越大震災におけるボランティア活動につ
いて　（特集　災害ボランティア)

小山和夫 消防科学と情報 2005.夏 p21-26

私たちは動いた！新潟豪雨から福井豪雨、そし
て今 ～協設協営(福井方式)での取組み～　（特
集　災害ボランティア)

松森和人 消防科学と情報 2005.夏 p27-32

地震災害救助ロボットの現状と展望 田所諭 消防科学と情報 2005.夏 p62-66

275
新潟県中越地震にみる災害と小児医療－災害時
の対応－

田中篤 小児科 2006.2 p249-２55

276

施行技術分野－耐震化技術　既設マンホール耐
震化工法(通称：ガリガリ君)　マンホール液状化
浮上抑制工法(フロートレス工法)

松田一也 月刊下水道 2006.3 ｐ46-47

現地調査レポート　新潟県中越地震支援から１年
を経て －被災1年後の川口町・旧堀之内町を訪
ねて－

野村宜彦 月刊下水道 2006.3 p72-76

277
私の視点　地震被害について想うこと 鈴谷次郎 日本雪工学会誌 2006.1 p1-2

魚沼雪シンポジウム 宮内信之助 日本雪工学会誌 2006.1 p42-44

冬期地震防災シンポジウム －新潟県中越地震
の教訓を活かした－

青山清道[ほか] 日本雪工学会誌 2006.1 p52-54

書評　寒冷域の健康管理から新潟県中越地震を
見据えて －盲点を整理した書籍の刊行に思う－

北浦勝 日本雪工学会誌 2006.1 p74

278

◆研修会「公開講座」◆　地震における情報提供
－新潟県中越地震における病院図書室活動報告
－

安達栄子 日赤図書館雑誌 2005.Vol.12 p38-42

279
災害復興基本法の制定を　この国のありようを問
う「復興」の視点

山中茂樹 世界 2005.12 p199-204

280

静岡県地震対策三十年の歩み －自主防災組織
づくりに始まり、組織のコラボレーションへ－
(〈特集〉地震防災対策活性化への課題)

吉田美次 近代消防 2006.2 p17-22

新潟県防災局を訪ねて －新潟県中越地震を総
括し、大規模災害に備える－(〈特集〉地震防災対
策活性化への課題)

編集局 近代消防 2006.2 p29-32



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

281

実例から学ぶ工場・設備の地震対策 －現場では
予想しないことが起こる！－　([特集]大地震から
工場を守れ！ ～いま現場でなすべきこと～）

鈴木浩平 プラントエンジニア 2005.12 p2-7

復旧までの道のり －新潟県中越地震から得た教
訓－　([特集]大地震から工場を守れ！ ～いま現
場でなすべきこと～）

樋桁秀男[ほか] プラントエンジニア 2005.12 p12-17

282

●第27回●道路や宅地のL形擁壁　新潟県中越
地震で倒壊したのはなぜ？　(クイズ　土はなぜ崩
れるのか)

日経コンストラクション 2006.3.24 p85-88

283
がんばろう新潟！ 月刊錦鯉 2004.12 p37

がんばれ越後 飯塚昌一 月刊錦鯉 2004.12 p38

被災者のみなさまへ 加藤柾男 月刊錦鯉 2004.12 p39

頭の中が割れる様な衝撃 高橋重勝 月刊錦鯉 2004.12 p40-41

謹んで震災のお見舞いを申し上げます 吉田信行[ほか] 月刊錦鯉 2004.12 p42

新潟の業者、生産者、そして住民の方々へ アンドリュー・チャッテン 月刊錦鯉 2004.12 p43

がんばれ新潟！新潟県中越地震災害義援金の
お願い

飯塚昌一 月刊錦鯉 2004.12 p44

御礼 間野太 月刊錦鯉 2004.12 p45

新潟県中越地震で被災された地区錦鯉関係者に
心よりお見舞い申し上げます

内藤俊彦 月刊錦鯉 2004.12 p117-118

284
第35回記念全日本鱗友会全国錦鯉品評会　大成
功だったチャリティーオークション

月刊錦鯉 2005.1 p82-83

第35回記念全日本鱗友会全国錦鯉品評会　全体
総合優勝受賞　大塚敏夫氏(神奈川)に聞く受賞
の喜び

月刊錦鯉 2005.1 p85-89

ドキュメント－孤立した養殖池から　錦鯉を救え！
－空前の作戦現場を見る

月刊錦鯉 2005.1 p130-135

読者の声 ～新潟県中越地震関連 月刊錦鯉 2005.1 p138-139

鱗友サロン 全日本鱗友会 月刊錦鯉 2005.1 p148-149

振興会だより 全日本錦鯉振興会 月刊錦鯉 2005.1 p156-158

285

がんばろう新潟！！　第36回全日本総合錦鯉品
評会新潟県中越地震復興支援大会　表彰式

月刊錦鯉 2005.3 p98-99

がんばろう新潟！！　第36回全日本総合錦鯉品
評会新潟県中越地震復興支援大会　ア・ラ・カ・
ル・ト

月刊錦鯉 2005.3 p100

トピックス　KHV、中越地震…　錦鯉の最新情報を
報告

月刊錦鯉 2005.3 p101

36回大会総合優勝座談会『丸山昭和』１０年の軌
跡

月刊錦鯉 2005.3 p107-121

創業２５周年記念　ごあいさつ 魚沼錦鯉 月刊錦鯉 2005.3 p１29

鱗友サロン 全国鱗友会 月刊錦鯉 2005.3 p164

振興会だより 全日本錦鯉振興会 月刊錦鯉 2005.3 p169-171

読者からのお見舞い 月刊錦鯉 2005.3 p185

286
エフ、エー・ミヤイシ災害復興見本市 月刊錦鯉 2005.6 p108

ガンバレ山古志！春日居「桃の花まつり」に山古
志村の子供たちを招待

月刊錦鯉 2005.6 p120-123

新潟県中越地震を耐え抜いた錦鯉 －「京都迎賓
館」(仮称)に放流

月刊錦鯉 2005.6 p152

287
あいさつ 星野勝之(星金養鯉場) 月刊錦鯉 2005.10 p32



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

平成１７年度新潟県中越地震復興　震災復興祈
念川口町錦鯉品評会

月刊錦鯉 2005.10 p73

中越地震復興アンケート　立ち上がった鯉師たち
新潟生産者の声

月刊錦鯉 2005.10 p97-112

288
「一歩一歩、前へ」　第45回新潟県錦鯉品評会開
催される

月刊錦鯉 2005.12 p22-23

復興記念第45回新潟農業祭　大臣賞は伊藤仙太
郎氏(糸魚川市)　受賞鯉は甚兵衛三色

月刊錦鯉 2005.12 p24-27

震災復興の灯りが見えた　産地新潟・秋の品評
会

月刊錦鯉 2005.12 p75-76

289
消防防災政策①　最近の災害対策の動向(平成１
６年の災害を振り返って)

下河内司 消防防災 2005.冬季号 p10-15

消防防災政策②　平成１７年度消防庁予算案等
の概要

山口祥義 消防防災 2005.冬季号 p16-25

災害時要援護者の命を守る ～その１　地震編～ 鍵谷一 消防防災 2005.冬季号 p57-62

「災害情報の詳細化」についての再考 中森広道 消防防災 2005.冬季号 p63-77

特集　平成１６年消防庁及び緊急消防援助隊の
災害対応 －｢災｣の平成１６年から転じて｢福｣の
平成１７年に－

武居丈二[ほか] 消防防災 2005.冬季号 p78-96

住宅確保支援策と被災(罹災)証明 ～新潟中越地
震・政府現地支援対策室の経験から～

岡本誠司 消防防災 2005.冬季号 p97-101

新潟県中越地震への対応と今後の課題 ～現地
での１６日間の活動を振り返って～

重徳和彦 消防防災 2005.冬季号 p102-113

290
新潟県中越地震における建設資材の動向につい
て(コピー)

辻脇崇 月刊建設 2006.3 p48-50

291
調査報告　新潟県中越地震による石造物の現状
について －長岡市内調査の事例－

荒井昭 日本の石仏 2005.秋 p49-54

292
トピックス　新潟の三社が共同採卵を計画中 ◆
被災地に銘血を残す新たな試み

鱗光 2005.2 p60-61

｢夢を作るのが僕の仕事です」 ●斎藤勝氏再起
への誓い

鱗光 2005.2 p68

思い出の鯉　“ダイアナ紅白” 手塚孝司 鱗光 2005.2 p102-103

ニシキゴイの日常生活２　日本人の鯉作りは「精
密農業」

藤田修司 鱗光 2005.2 p120-121

愛鯉紹介　表紙のことば　新潟県中越地震の被
災者のみなさまには、こころよりお見舞い申し上
げます

牧野哲也 鱗光 2005.2 p143

293
マイプール方式で実施された第36回全日本総合
錦鯉品評会

鱗光 2005.3 p17-25

ニシキゴイの日常生活３　錦鯉を唯一最大のリハ
ビリとする人

藤田修司 鱗光 2005.3 p26-27

愛鯉紹介　表紙のことば 鱗光 2005.3 p143

294

第36回全日本総合錦鯉品評会(新潟県中越地震
復興支援大会)　大会総合優勝の小松茂雄氏に
聞く

小松茂雄 鱗光 2005.4 p24-28

トピックス　震災後も生き続けた五色 ◆晴れの舞
台で桜賞を獲得

鱗光 2005.4 p31

生産者近況　大日養鯉場㈱の三河支店が発足
◆新天地で産卵の準備に取り掛かる

鱗光 2005.4 p56

ガンバレ新潟（その１）　動き始めた養殖団地構想 伊佐先 鱗光 2005.4 p113-115

鯉の尾筒を太くする方法 鱗光 2005.4 p137

295

生産者近況　㈲成田養魚園で五月一日ビッグイ
ベント ◆鯉の日大売出しに丸山養鯉場の銘鯉出
品

鱗光 2005.5 p51

㈲成田養魚園の生産者オークション　国内外の
愛鯉家・業者・生産者で熱気ムンムン

鱗光 2005.5 p54-57



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

ガンバレ新潟（その２）　『がんばれ山古志！ in
石和温泉』　前編

鱗光 2005.5 p65-７0

トピックス　第１５回九州地区総合錦鯉品評会 ◆
二年ぶりの開催で拝形淳一氏が初の栄冠

鱗光 2005.5 p90-91

ある錦鯉ファンの講演会報告 鱗光 2005.5 p100-101

296
第２３回錦鯉全国若鯉品評会　最初の投 鱗光 2005.6 p18-22

ガンバレ新潟（その３）　『がんばれ山古志！ in
石和温泉』　後編

鱗光 2005.6 p90-93

錦鯉物語　竜の光　外伝その一 ・新潟中越地震 徳田博之 鱗光 2005.6 p116-121

愛鯉紹介　表紙のことば　鍔本規之氏ご夫妻（岐
阜県）

鱗光 2005.6 p143

297
杉浦直樹シリーズ『錦鯉と私』　第３７回『高輪プリ
ンスホテルの池戻し』[前編]

鱗光 2005.7 p81-85

ガンバレ新潟（その４）　錦鯉養殖団地の造成工
事開始　期待が膨らむ生産地の復活

鱗光 2005.7 p112-114

298
種別日本一賞の秋翠を子取り　新潟の生産者が
共同飼育(その１)

鱗光 2005.8 p40-43

錦鯉全国若鯉品評会で国魚賞獲得　当歳から育
てる錦鯉育の楽しみ　愛鯉池訪問(後編)

鱗光 2005.8 p68-72

◆㈲山松養鯉場・酒井俊彰氏の話◆ 鱗光 2005.8 p72

トピックス　JA越後おぢや錦鯉管理センターの地
鎮祭 ◆八月完成を目指して新潟復興の第一歩

鱗光 2005.8 p98-99

ガンバレ新潟(その５)　親鯉共同利用実証化試験
がスタート　稚魚を配布して産地復活を目指す

鱗光 2005.8 p100-103

299
三社共同で稚魚飼育に挑戦　親鯉の人工採卵に
成功(後編)

鱗光 2005.9 p40-43

種別日本一賞の秋翠を子取り　新潟の生産者が
共同飼育(その２)

鱗光 2005.9 p44-47

米オレゴン発｢新潟への手紙＆錦鯉プロジェクト」
－鯉は和のシンボル

鱗光 2005.9 p52-59

杉浦直樹シリーズ『錦鯉と私』　第３９回　池揚げ
は新潟県中越地震の前日だった

鱗光 2005.9 p81-85

ガンバレ新潟（その６）　親鯉共同利用実証化試
験がスタート　北魚沼郡川口町荒谷で行われた
人工採卵

鱗光 2005.9 p88-91

トピックス　完成間近のJA越後おぢや錦鯉管理セ
ンター ◆九月スタートを目指して工事は急ピッチ

鱗光 2005.9 p156-157

300
順調に進む重蔵秋翠の一次選別　新潟県中越地
震の被災から立ち直る大きなステップ

鱗光 2005.10 p44-48

種別日本一賞の秋翠を子取り　新潟の生産者が
共同飼育（その３）

鱗光 2005.10 p49-52

㈲成田養魚園のラストサマーセール ◆県内外の
愛鯉家で熱気に湧く店内

鱗光 2005.10 p60-61

杉浦直樹シリーズ『錦鯉と私』　第40回　池揚げは
新潟県中越地震の前日(岩沢編）

鱗光 2005.10 p81-84

ガンバレ新潟（その７）　錦鯉養殖団地の完成を
祝う　新たなスタートに大きな期待

鱗光 2005.10 p85-90

三社共同の人工採卵（続編）　手応え十分の稚魚
選別（その一）

鱗光 2005.10 p91-95

トピックス　オープン間近のJA越後おぢや錦鯉市
場 ◆錦鯉品評会は十月二十二日開催決定

鱗光 2005.10 p108-109

301
種別日本一賞の秋翠を子取り　新潟の生産者が
共同飼育（その４）

鱗光 2005.11 p54-63



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

杉浦直樹シリーズ『錦鯉と私』　第41回　新潟県中
越地震の前日に池揚げ（続・岩沢編）

鱗光 2005.11 p81-85

三社共同の人工採卵（続編）　手応え十分の稚魚
選別（その二）

鱗光 2005.11 p86-89

ガンバレ新潟（その８）　錦鯉養殖団地は本格的
に稼動中　当歳の選別に追われる生産者

鱗光 2005.11 p90-93

越後おぢや農協　錦鯉市場は復旧完了　錦鯉管
理センター完成を同時に祝う

鱗光 2005.11 p105-109

業者近況　長島商店が旧山古志村で営業再開
◆｢まず行動することです｣

鱗光 2005.11 p110-111

302

新潟県中越地震復興の槌音が響く　第４５回新潟
県錦鯉品評会開催　農林水産大臣賞は伊藤仙太
郎氏の手に

鱗光 2005.12 p13-16

トピックス　中越地震復興　第五十二回長岡市錦
鯉品評会 ◆全体総合優勝は弥源治養鯉場の紅
白

鱗光 2005.12 p56-57

業者近況　㈲成田養魚園の恒例『星金紅白を極
める会』 ◆ゴールドスタークラブ池揚げ品評会を
開催

鱗光 2005.12 p60-61

第３９回越後おぢや農協錦鯉品評会 ■全体総合
優勝は大塚俊男氏の紅白

鱗光 2005.12 p62-64

種別日本一賞の秋翠を子取り　新潟の生産者が
共同飼育（その５）

鱗光 2005.12 p65-69

ガンバレ新潟（その９）　シーズンを迎えた錦鯉養
殖団地　初の池揚げを実施した生産者

鱗光 2005.12 p85-88

三社共同の人工採卵(完結編)　いよいよ池揚げ
後の最終選別

鱗光 2005.12 p98-103

業者近況　JA越後おぢや錦鯉市場の初市 ◆震
災復興の競り声が場内に響いた

鱗光 2005.12 p108-109

鯉師親子の再出発～小千谷 地震から一年の記
録　10月14日、NHKで放送された『にんげんドキュ
メント』より

鱗光 2005.12 p126

303
種別日本一賞の秋翠を子取り　新潟の生産者が
共同飼育（その６）

鱗光 2006.1 p65-69

杉浦直樹シリーズ『錦鯉と私』　第43回　私のひと
り審査

鱗光 2006.1 p115-117

杉浦直樹シリーズ　第13回養鯉交友会錦鯉品評
会

鱗光 2006.1 p118-120

トピックス　第四十五回新潟県錦鯉品評会で農林
水産大臣賞獲得 ◆伊藤仙太郎氏の祝賀会が和
泉屋で盛大に開催

鱗光 2006.1 p124-125

304 二つのタイトルを獲得した私の愛鯉 鍔本規之 鱗光 2006.2 p1

愛鯉紹介　表紙のことば　｢楽しい錦鯉」 高江洲義滋 鱗光 2006.2 p143

305
第37回全日本総合錦鯉品評会　トニー・ピッタム
氏に聞く

鱗光 2006.3 p32-33

DVD紹介　｢創造的復興」をテーマに飛躍する新
潟

鱗光 2006.3 p103

306
首長に聞く第7回　関広一市長(新潟県小千谷市)
日本版パブリックヘルスを求めて

荘田智彦 月刊地域保健 2006.7 p48-57

首長に聞く第7回　小千谷市保健事情メモ 荘田智彦 月刊地域保健 2006.7 p58-63

307

災害情報と避難行動～問題点と課題　人々は災
害情報をどのように受け止めているのか　地域を
越えて問題点や教訓の共有を　（危機管理とコ
ミュニケーション）

中森広道 広報 2005.11 p5-9

災害時に有効な「やさしい日本語」の普及には情
報発信側の意識改革が必要 ― 「みんなで減災２
００５ in ひろさき～災害情報を「やさしい日本語」
で　（危機管理とコミュニケーション）

広報 2005.11 p10-11



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

災害現場の正確な状況把握に市民のカメラ付携
帯電話を活用 ― 「カメラ付携帯電話による災害
状況報告システム」(蒲郡市）　（危機管理とコミュ
ニケーション）

広報 2005.11 p20

伝わりやすさを考えた情報掲載の準備を行う ―
防災・災害情報のウェブアクセシビリティ

米田佳代 広報 2005.11 p21

広報担当者のための危機管理塾　第１１回「ブロ
グのリスク」

平能哲也 広報 2005.11 p50-51

308
中越大震災からの復興をめざし「越後杉で家づく
り対策」

新潟県農林水産部林政
課

林野時報 2006.1 p12-15

309
TOPICS２　平成１８年度豪雪と北陸地方整備局
の対応について

中前茂之[ほか] ゆき 2006.7 p59-63

310

新潟県中越地震　被災集落とボランティア・NPO
の協働 ―新潟県小千谷市浦柄集落　(災害列島
を生きる⑯自治体に託された教訓)

田中泰 ガバナンス 2006.8 p82-85

311

事例報告　新潟県中越大震災被災地「長岡市」か
らの報告 －基幹病院における傷病者受け入れと
救護活動－

内藤万砂文[ほか] 日本集団災害医学会誌 2006.3 p275-279

事例報告　新潟県中越地震における(社)日本透
析医会災害情報ネットワークの検証

武田稔男 日本集団災害医学会誌 2006.3 p280-284

312

特集２　多文化共生時代の災害　２－１多文化共
生と国際交流センターの役割　(特集　防災・災害
と外国人支援)

森民夫 自治体国際化フォーラム 2006.9 p4-5

特集２　多文化共生時代の災害　２－２災害時に
おける外国人支援 －長岡の事例　(特集　防災・
災害と外国人支援)

羽賀友信 自治体国際化フォーラム 2006.9 p5-6

313
復興祈願を込めた闘牛サミット山古志で開催決
定！

新潟バイタリティー 2006.9 p18-19

復興への道 国道２９１号 ９月３日全線開通！ 長岡国道事務所 新潟バイタリティー 2006.9 p2１

がんばろう新潟―アルビレックスとともに　熱くな
るのはこれからだ！

佐藤公威（新潟アルビ
レックスＢＢ）

新潟バイタリティー 2006.9 p53-56

314
消防人の使命と誇りを胸に。ハイパーレスキュー
の仕事

Ｇｒａｐｈ　ＴＥＰＣＯ 2006.9 p6

315

大規模災害時における福祉施設の果たす役割と
課題－新潟県中越大震災における救援活動の事
例から－　(特集　災害と生活支援)

小山剛 介護福祉 2006.夏季号 p7-22

新潟県中越大震災における災害救援(復興)ボラ
ンティア活動の推進と被災者への生活支援活動
の現状と課題等について　(特集　災害と生活支
援)

内田達男 介護福祉 2006.夏季号 p35-48

一口メモ　災害時(新潟地震)における要介護者の
医療支援について　(特集　災害と生活支援)

堀内敏行 介護福祉 2006.夏季号 p49

災害時における在宅の要介護者の介護支援につ
いて　(特集　災害と生活支援)

岡田史 介護福祉 2006.夏季号 p50-65

一口メモ　災害ボランティアに参加する学生への
側面からの支援　(特集　災害と生活支援)

小池妙子 介護福祉 2006.夏季号 p66

新潟県中越地震ボランティアを体験して　(特集
災害と生活支援)

上治直子 介護福祉 2006.夏季号 p67

災害時における「生活不活発病」への｢水際作戦」
－要介護者だけではなくハイリスク者にも注意－
(特集　災害と生活支援)

大川弥生[ほか] 介護福祉 2006.夏季号 p68-82

316
インタビュー　日常の公民館活動が、防災につな
がる

細川顕司 月刊公民館 2006.9 p3-11

317

負けない！ケーススタディVol.１　現場の状況把
握と素早い対応がスピード復興へのカギを握る
（アクシデントに負けない新潟 強い組織の前線対
応術）

金内智子(和泉屋） 新潟バイタリティー 2006.10 p１4-１7

負けない！ケーススタディVol.２　「何があっても
麺を必ず届ける」使命に支えられた危機管理術
（アクシデントに負けない新潟 強い組織の前線対
応術）

羽田一司（めんつう） 新潟バイタリティー 2006.10 p18-19



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

原子力発電所の安全の３つの柱は「多重防護」
「入念な点検・検査」「人材の資質向上」　（アクシ
デントに負けない新潟 強い組織の前線対応術）

東京電力 新潟バイタリティー 2006.10 p20-23

道ガイドちょーこく　山古志の大動脈国道２９１号
が全線開通！　「みち」が山古志に、笑顔を取り
戻す

新潟バイタリティー 2006.10 p27

アクシデントに負けない/県外編　中越地震・小国
の支援から生まれた一粒の種は、芽を出し、葉を
広げて「災害メニューのレシピ本」の花が毎年！

新潟バイタリティー 2006.10 ｐ34-35

中越震災からの復活へ　若栃の人々が立ち上
がった

新潟バイタリティー 2006.10 p47

魚沼市で震災メモリアルライブ’０６　「結の灯り」
開催！

新潟バイタリティー 2006.10 p47

318

中越地震も予想　自信は無いけど、地震はありそ
う　(インタビュー雪とわたし　自然の声から積雪を
予測する～今冬を占う～)

酒井與喜男 ゆき 2006.10 p9

～中越地震後の雪対策施設等の応急復旧とその
教訓

北陸地方整備局道路部
地域道路課

ゆき 2006.10 p90-94

319
「大規模災害防災計画」について 萬代 2006.1 p22

320
防災と女性 新木雅之 刑政 2006.9 p84-91

〈実践レポート〉災害対策　～新潟県中越地震の
体験を踏まえて

小川均 刑政 2006.9 p92-98

321
民俗資料の救済　－新潟県中越地震における対
応から－

石垣悟 日本民俗学 2006.5 p121-134

談話会　「民族資料の救済」　－新潟県中越地震
での対応から－

石垣悟 日本民俗学 2006.5 p140-142

322
レポート　小千谷市健康センターの活動より　復
興支援はこれからも

月刊地域保健 2005.2 p38-45

323
概論　災害時に保健師力を発揮するために　(特
集　災害時の健康ニーズを考える)

井伊久美子 月刊地域保健 2005.7 p8-13

事例　災害時保健活動マニュアルの作成と今後
の展開　(特集　災害時の健康ニーズを考える)

増田志津恵 月刊地域保健 2005.7 p14-27

座談会　これまでの活動経験を振り返って　(特集
災害時の健康ニーズを考える)

井伊久美子[ほか] 月刊地域保健 2005.7 p28-45

324

大規模災害の被害者の権利利益の保全等を図
るための特別措置について　～平成１６年新潟県
中越地震発生時の政府の意思決定課程～

永山貴大 警察學論集 2006.8 p71-95

325
被災地に必要なのは「貼るカイロ」など　あまりに
ひどいマスコミ取材

週刊金曜日 2004.11.5 p4

「中越元気村」よりお願い　キャンプ用テントを被
災地に！

週刊金曜日 2004.11.5 p4

松崎菊也の虫メガネ　175　「上越新幹線ならで
は」

松崎菊也 週刊金曜日 2004.11.5 p49

326
ルポ新潟県中越地震　住民のストレスはいつまで
続くのか

平井康嗣 週刊金曜日 2004.11.12 p14-15

327
「中越地震」の被災地が「高レベル処分」の候補
地に

週刊金曜日 2005.4.8 p4

328
あかるい農村第４話　新潟県山古志　「復興という
名の隧道

金子勝/平井康嗣 週刊金曜日 2006.8.11・18 p27-29

329
新潟県中越大震災における食品衛生対策と今後
の課題について

永原裕[ほか] 食品衛生研究 2006.6 p59-63

330
新潟県中越大震災における精神保健医療活動
(特集　被災体験から学び、災害に備える)

福島昇 Review 2005.№52 ｐ6-11

各施設の初期活動と精神障害者社会復帰施設
協議会の取り組み　(特集　被災体験から学び、
災害に備える)

酒井昭平 Review 2005.№52 p12-16

そのとき私は…　新潟県中越地震の体験　(特集
被災体験から学び、災害に備える)

川口町ひまわり家族会
のみなさん

Review 2005.№52 p17-21



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

日頃のつながりで災害を乗りきる－川口町保健
師からの報告－　(特集　被災体験から学び、災
害に備える)

須田裕子 Review 2005.№52 p22-25

虹を見るために ―グループホーム虹の結成と課
題―　(特集　被災体験から学び、災害に備える)

服部潤吉 Review 2005.№52 p26-27

中越地震での被災状況と家族会での対応　(特集
被災体験から学び、災害に備える)

佐藤一男 Review 2005.№52 p28-29

331
新潟県中越大震災の復興に向けた指導員活動 食と健康 2005.4 p38-41

332
健康危機発生時の行政対応－医療側からの要
望②　震災、鉄道事故、科学集団災害

吉岡敏治 公衆衛生 2006.3 p199（39）-202
（42）

特別寄稿　災害時の保健活動　新潟県中越大震
災における対応から

相馬幸恵/小山歌子 公衆衛生 2006.3 p203（43）-206
（46）

333
新潟県中越大震災における要支援・介護　高齢
者に対する危機管理の実態と課題　（特集　震
災・災害と高齢者）

岡田直人[ほか] 老年社会科学 2.006.Volume28 p58-65

334

新潟県中越大震災復興計画と震災からの復興状
況　（特集：新潟県中越大震災から1年）

新潟県総合政策部震災
復興支援課

月刊消防 2005.12 p11-18

中越大震災から１年 ～長岡は復興へ向け着実に
向け着実に歩んでいます～　（特集：新潟県中越
大震災から1年）

木曽厚（長岡市復興推
進室長）

月刊消防 2005.12 p19-24

中越大震災から１年を迎えて　（特集：新潟県中
越大震災から1年）

長島忠美 月刊消防 2005.12 p25-29

長岡市災害ボランティアセンターの１年の活動を
振り返って　（特集：新潟県中越大震災から1年）

船岡忍 月刊消防 2005.12 p30-34

特殊災害支援アドバイザー制度の創設について 東京消防庁警防部特殊
災害課

月刊消防 2005.12 p90-93

335
特集　電気設備における地震対策　新潟県中越
地震を体験して

小林正 生産と電気 2006.6 p17-21

336

被災地域の弁護士会の活動　全国からの支援に
支えられて　（特集　阪神・淡路大震災十年を振り
返って －新潟県中越地震で活かされた阪神・淡
路大震災の教訓　一.そのとき、弁護士・弁護士会
は）

森川憲二 自由と正義 2005.1 ｐ29-32

日弁連・弁護士会連合会の支援活動　日弁連と
近弁連はあのとき　（特集　阪神・淡路大震災十
年を振り返って －新潟県中越地震で活かされた
阪神・淡路大震災の教訓　一.そのとき、弁護士・
弁護士会は）

坂本秀文 自由と正義 2005.1 p33-37

震災地域の弁護士会の法律相談　（特集　阪神・
淡路大震災十年を振り返って －新潟県中越地震
で活かされた阪神・淡路大震災の教訓　ニ.被災
地における様々な活動）

竹本昌弘 自由と正義 2005.1 p38-42

「阪神・淡路まちづくり支援機構」設立・活動の意
義　（特集　阪神・淡路大震災十年を振り返って
－新潟県中越地震で活かされた阪神・淡路大震
災の教訓　ニ.被災地における様々な活動）

斎藤浩 自由と正義 2005.1 p47-50

弁護士会の全国的支援体制とその新潟県での運
用　（特集　阪神・淡路大震災十年を振り返って
－新潟県中越地震で活かされた阪神・淡路大震
災の教訓　三.支援活動の教訓・成果とその運用）

永井幸寿 自由と正義 2005.1 p58-74

新潟県中越地震　初めての日弁連規程の適用
（特集　阪神・淡路大震災十年を振り返って －新
潟県中越地震で活かされた阪神・淡路大震災の
教訓　三.支援活動の教訓・成果とその運用）

永井幸寿 自由と正義 2005.1 p75-80

337

[新潟]春から急ピッチで復興を再開　水害の後の
大震災、記録的な豪雪も影響　（特集　災害から
の復興、新潟・東海）

イー・コンテクチャー 2005.7 p10-11

災害処理は公費負担、解体は川口町を除き民間
が実費負担　（特集　災害からの復興、新潟・東
海）

イー・コンテクチャー 2005.7 p12
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地域別災害廃棄物の状況：魚沼市　4月から田戸
集積所で本格受け入れ　良質の木くずはリサイク
ルへ　（特集　災害からの復興、新潟・東海）

イー・コンテクチャー 2005.7 p13

地域別災害廃棄物の状況：川口町　大規模半壊
以上の解体費も町が負担　廃棄物量、約10万ｔと
推察　（特集　災害からの復興、新潟・東海）

イー・コンテクチャー 2005.7 p14-15

地域別災害廃棄物の状況：小千谷市　大規模半
壊以上が900棟超える　可燃物は集積場で破砕
の後に清掃工場　（特集　災害からの復興、新
潟・東海）

イー・コンテクチャー 2005.7 p16

地域別災害廃棄物の状況：長岡市　選別・破砕担
う新集積場を整備　災害廃棄物の予想総量29万ｔ
（特集　災害からの復興、新潟・東海）

イー・コンテクチャー 2005.7 p17

338

論文　高密度航空レーザー測量による震災時の
道路土構造物点検の適用可能性　（第27回技術
発表会論文特集）

小林浩/渋谷研一 先端測量技術 2006.1 p16-25

技術報告　デジタル航空カメラによる災害対策用
データの高速作成技術　（第27回技術発表会論
文特集）

鈴木寛/落合渉 先端測量技術 2006.1 p59-66

技術報告　地震災害発生直後に期待する災害情
報の特性とIKONOS衛星画像の利用　（第27回技
術発表会論文特集）

向山栄 先端測量技術 2006.1 p108-113

339
Interviewこの人に聞く［第１回］　GISによる災害
対応支援は、これからが本番

林春男 先端測量技術 2006.4 p2-5

基調講演　地震災害に備える空間計測技術　（国
土管理・空間観測シンポジウム特集）

菱山剛秀 先端測量技術 2006.4 p8-17

発表報告　昨年度の災害時対応（新潟県水害、
新潟県中越地震）　（国土管理・空間観測シンポ
ジウム特集）

長崎清/小菅忠行 先端測量技術 2006.4 p18-27

発表報告　新潟県中越地震に見る情報収集と情
報共有について－新潟県中越地震復旧･復興GIS
プロジェクトについて－　（国土管理・空間観測シ
ンポジウム特集）

八木英夫［ほか］ 先端測量技術 2006.4 p28-40

発表報告　熱赤外映像による地震災害情報把握
の可能性について　（国土管理・空間観測シンポ
ジウム特集）

宮坂聡 先端測量技術 2006.4 p50-53

発表報告　高精度デジタル航空カメラ（DMC）によ
る地震被害検出技術　（国土管理・空間観測シン
ポジウム特集）

小野田敏［ほか］ 先端測量技術 2006.4 p58-62

国土管理・空間計測シンポジウム特集パネルディ
スカッション　「地震災害に備えた空間計測技術
の役割」

菱山剛秀［ほか］ 先端測量技術 2006.4 p77-89

340
越後立て鯉鑑賞会◆新潟県中越地震後に初の
再開

鱗光 2006.6 p104-107

341

愛鯉家紹介　篠田山養鯉場「錦鯉の楽しみ方」
（その4）　新潟県中越地震で生き残った山吹黄金

鱗光 2006.8 p100-101

生産者近況　大日養鯉場㈱　震災復興の野池で
生産開始　◆「稚魚は順調に育っています」

鱗光 2006.8 p150-151

342
特集　10年後に輝く自分であるために－震災に
学ぶこれからの生き方

新潟バイタリティー（別冊） 2005.6 p8-9

安心生涯設計シリーズ－１　地域に根ざし、復興
の役割を果たす　被災者と同じ経験をしているか
らこそできる仕事がある

篠田信 新潟バイタリティー（別冊） 2005.6 p10

343
株式会社夢ハウス　歴史が証明する本物の技術
は災害を乗り越える強さになる

赤塚幹夫 新潟バイタリティー（別冊） 2005.9 p3-5

“やがて”は“明日”かも知れないオール電化　地
震に強い家とは(前編）

新潟バイタリティー（別冊） 2005.9 p12-13

344

報告　新潟県中越地震で被災した子どもの健康
と看護ニーズ－被災地に派遣された看護師の声
から－

加固正子 日本災害看護学会誌 2006.5 p44-54
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報告　緊急連絡における情報伝達手段と伝達内
容の有効性の検討－新潟県中越地震における学
校危機管理の課題－

平野美樹子 日本災害看護学会誌 2006.5 p55-64

345
事例報告　「新潟県中越大震災」に伴う被災動物
救援活動

関直人 JVM　獣医畜産新報 2006.7 p567-572

346
今月のめ　震災時、何が必要だろうか？ 暮しと健康 2006.9 p3

フォーカス２００６　中越地震被災者が教える震災
本当に必要なもの

吉田京子 暮しと健康 2006.9 p26

Part１　健康を考えて本当に必要なもの　必要な
のは゛スリッパとくすりの説明書"　避難生活を乗り
切るには、家族構成や健康状態を考えた物品を
備えておく　（フォーカス２００６　中越地震被災者
が教える震災本当に必要なもの）

暮しと健康 2006.9 p27

Part２　家族の生活を考えて本当に必要なもの
必要なのは゛ストーブやコンロと心遣い"　被災～
避難所～仮設住宅そして……新たなスタートに向
かって　（フォーカス２００６　中越地震被災者が教
える震災本当に必要なもの）

暮しと健康 2006.9 p28

Ｐａｒｔ３　緊急アンケートを実施　仮設住宅で暮ら
す被災された方々に聞いた本当に必要なもの
（フォーカス２００６　中越地震被災者が教える震
災本当に必要なもの）

暮しと健康 2006.9 p29

Ｐａｒｔ４　地域生活を考えて本当に必要なもの　必
要なのは゛健康体とコミュニケーション"　真の復
興をめざして、今、中越は必死で乗り越えている
最中　（フォーカス２００６　中越地震被災者が教
える震災本当に必要なもの）

暮しと健康 2006.9 p30

Part５　特別インタビュー長島忠美　自治体として
本当に必要なもの　必要なのは゛心とスピード"
（フォーカス２００６　中越地震被災者が教える震
災本当に必要なもの）

暮しと健康 2006.9 p31

暮しのキーワード　震災後の住まいの保障　支援
金制度の内容を事前に確認

暮しと健康 2006.9 p65

347
［座談会］脆弱な国土からくらしを守る　災害に強
い国づくりに向けて

大石久和［ほか］ 建設業界 2006.11 p14-30

348
天災は必ずやってくる－災害廃棄物への対応－
INDUST特集

INDUST 2006.5 p1

新潟県中越大震災の災害廃棄物処理について
(天災は必ずやってくる－災害廃棄物への対応
－)

荒川健二 INDUST 2006.5 p8-11

349
特別報告　検証・災害時のケアマネジメント－中
越地震下での高齢者支援を通じて－

月刊ケアマネジメント 2005.7 p27

高齢者をはじめとする災害弱者への危機管理の
あり方　(特別報告　検証・災害時のケアマネジメ
ント－中越地震下での高齢者支援を通じて－)

岡田直人 月刊ケアマネジメント 2005.7 p28-30

ルポ　災害時のケアマネジャーの役割　(特別報
告　検証・災害時のケアマネジメント－中越地震
下での高齢者支援を通じて－)

小林喜一郎[ほか] 月刊ケアマネジメント 2005.7 p31-34

350

「残余リスク」への留意求める　確率論的安全評
価に期待　(特集　原子力発電所の新しい耐震指
針)

大竹政和 エネルギーレビュー 2006.12 p13-15

誤解招く地震報道　俗受けの感情論が害毒流す
(特集　原子力発電所の新しい耐震指針)

中村政雄 エネルギーレビュー 2006.12 p22-23

351
バイタリティー単独スペシャルインタビュー「新潟
の家は強いんだ」　大桃美代子さん

大桃美代子 新潟バイタリティー 2006.12 ｐ10-13

震災復興とかみあって急成長『越後杉ブランド』
(越後の基準を明確に　新潟発のブランド力)

新潟バイタリティー 2006.12 ｐ32-34

352

新潟県中越地震　地元業者の連携が守った地域
経済－「市場経済」と「贈与経済」のはざまで　(災
害列島を生きる⑱自治体に託された教訓)

永松伸吾 ガバナンス 2006.10 ｐ82-85



№  記   事   名 著   者 雑誌名 巻 号 頁

353
インタビュー「生きる」　新井満 千葉望 にちぎん 2006.WINTER p5-8

354
新潟県中越地震に見る全日本鱗友会の対応
(鱗友サロン)

月刊錦鯉 2005.2 p134

新潟県中越地震　義援金の御協力を頂いた方々 月刊錦鯉 2005.2 p140

がんばれ新潟！新潟県中越地震災害義援金の
お願い

月刊錦鯉 2005.2 p141

355
新潟・復興への槌音－錦鯉養殖団地、急ピッチで
造成中……6月16・17日現在

月刊錦鯉 2005.8 p41-48

トピックス　全日本鱗友会ふる里新潟応援バスツ
アー

月刊錦鯉 2005.8 p110

小千谷・山古志“激励”バスツアー　(鱗友サロン) 植田雅章 月刊錦鯉 2005.8 p116

全日本鱗友会　新潟懇親バスツアーに参加して
(鱗友サロン)

出来清明 月刊錦鯉 2005.8 p116-117

356
新潟からオレゴンへ－10匹の鯉が架けた橋 月刊錦鯉 2005.9 p40-43

357
ドキュメント　2005年度大日養鯉場池揚げ！ 月刊錦鯉 2005.11 p15-17

Koi Show 2005　阪神・淡路大震災10周年・新潟
県中越地震１周年がんばれ被災地!!錦鯉全国品
評会

月刊錦鯉 2005.11 p148-149

358
トップインタビュー　APAホテル社長 元谷芙美子
命があるからこそどんなことも切り拓いていける

田中正 新潟バイタリティー 2005.6 p1-10

安全・安心の道づくりに向けて－被災道路復旧工
事へのご理解・ご協力をお願いします。

新潟バイタリティー 2005.6 p21

健康チェック　「中越地震」⑦ 勝見善也 新潟バイタリティー 2005.6 p32

新潟バイタリティー主催　大震災に強い大住宅
フェア　ハイブ長岡で開催

新潟バイタリティー 2005.6 p34-35

わが家の安全度チェック！　震災に強い住まいと
地盤の見分け方　地震対策の3つの柱 地盤・基
礎・建物の耐震性

新潟バイタリティー 2005.6 p36-39

Can you feel it?　中越大震災から7ヶ月あまり－
本格復興に向け、頑張る姿で恩返し

高橋綾子 新潟バイタリティー 2005.6 p50

359
さわやか熱き人シリーズ16　“与えられた人生”を
楽しみ、慈しむという生き方

新潟バイタリティー 2005.12 p32-33

NPOで夢を叶える人たち！①　NPO法人おぢや
元気プロジェクト　元気な街づくりに向けて－自分
たちでできることから始めたい！

新潟バイタリティー 2005.12 p34-35

360

地域の群像⑦新潟県長岡市山古志地域　「復興」
への険しい道のり－芽生え始めた住民活動

ガバナンス 2005.11 p1-5

361
災害時の職員連絡は機能するのか!?　携帯電話
のメール機能を活用した安否確認・緊急指示シス
テムを開発

ガバナンス 2005.12 p112－113

362
中越地震復興支援　ジーコドリームVSアルビレッ
クス新潟

財界にいがた 2005.新年特大号 p24-25

カシマから、さいたまから中越被災地に向けチャ
リティーフリマ

財界にいがた 2005.新年特大号 p26

全国馬主連合会から被災地に温もりの支援 財界にいがた 2005.新年特大号 p27

7．13水害　新潟県中越地震　謹んでお見舞いを
申し上げます。

財界にいがた 2005.新年特大号 p122-1238

財界グラフィティ　写真で振り返る2004年震災に
負けず突き進むぞ！新潟

財界にいがた 2005.新年特大号 p130-131

新潟空港“24時間運用”が投じた波紋 財界にいがた 2005.新年特大号 p153

本誌が選ぶ優良私大　被災地の受験生それでも
大学進学は諦めない

財界にいがた 2005.新年特大号 p180-183

363
復興へのワン・ステップ　自衛隊災害派遣部隊撤
収

財界にいがた 2005.2 p28

白川勝彦インタビュー「自民党も民主党も卒業し
た」

財界にいがた 2005.2 p51-53
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財界パトロール　岩手で被災地支援レースを実現
した金馬連会長

財界にいがた 2005.2 p110

被災地での心温まるチョットいい話 財界にいがた 2005.2 p111

364
長岡市の合併記念式典“合併元年・復興元年” 財界にいがた 2005.5 p16

新生長岡市の復興管理監は“この人”でいいの
か？

財界にいがた 2005.5 p54-57

サテライト中越が復活オープンで勝負の女神が微
笑む!?

財界にいがた 2005.5 p114

365
瀬戸際の災害復興　“最高の公務員”が逮捕され
て住民が立ち上がった！

財界にいがた 2005.9 p76-81

366
泉田県政1周年　震災が決定づけた県庁幹部と
の不協和音

財界にいがた 2005.11 p116-120

367
連載週刊司馬遼太郎38　河井継之介の見果てぬ
夢　｢峠｣の世界

村井重俊[ほか] 週刊朝日 2006.11.17 p107-113

368
連載週刊司馬遼太郎39　河井継之介の見果てぬ
夢　｢峠｣の世界

村井重俊[ほか] 週刊朝日 2006.11.24 p105-111

369
連載週刊司馬遼太郎42　河井継之助の見果てぬ
夢　｢峠｣の世界

村井重俊[ほか] 週刊朝日 2006.12.15 p101-107

370

三年前の中越地震の経験を生かした柏崎市　災
害対策本部会議の全面公開やウェブの災害対応
(「防災｣と「情報」災害の影響を少しでも軽減する
ためにはどうすればよいのか)

中川和之 広報 2007.8 p34-35

371

特別企画　関越道・北陸道新潟県中越地震復旧
レポート　「地域を守る！」強い使命感が迅速な道
路復旧へ

Artery　アーテリィー 2005.春 p21-24

372

寄稿①　新潟県中越大震災からの教訓　(特集
わがまちの安心・安全～地震防災対策の新常識)

谷井靖夫 市政 2007.8 p16-20

373
親子二代の大臣賞　銘血甚兵衛三色の今と昔 渡辺一己 月刊錦鯉 2006.1 p21-33

374
2006銘血と伝統の祭典　復興をアピールする新
潟地区「錦鯉オークション」を開催

月刊錦鯉 2006.5 p100-101

375
名鯉生産に挑む人々第64回　長島養鯉場・音蔵
昭和(新潟県)

長島弘 月刊錦鯉 2006.6 p20-31

376
新潟中越地震で得た教訓　課題の底水取水に新
方式

月刊錦鯉 2006.11 p22-34

新潟県中越地震　あれから2年…　復興を目指す
山古志の現在

p35-37

全日本錦鯉振興会新潟地区より寄贈　新潟県庁
に錦鯉水槽を展示

p42

377
中越地震復興(芋川災害関連緊急砂防事業)の進
捗状況について

北陸地方整備局湯沢砂
防事務所流域対策課

北陸の建設技術 2007.4 p1-2

378
2007年の自然災害を振り返る PORTAL 2007.12 p4-11

被害に遭わないための「防災の知恵」「減災の知
恵」～災害に強いまちづくりを目指して～

河田惠昭 p12

379

取材リポート農山村集落の現場を歩く④　被災集
落復興への厳しい道程　(特集　農山村集落は生
き残れるか)

塚田朋弘 ガバナンス 2007.3 p43-45

380
インタビュー　震災を乗り越えて老舗旅館を復興。
ふるさと再生に力を尽くす　和泉屋金内智子さん

オアシス21 2007.11 p12-13

381
挑戦者たち　Vol.27　「異文化を認め合う　共存型
社会を長岡から発信したい」

羽賀　友信 monthly Jica 2008.2 p26-29

382
初春に大いに語る　「力を合わせて錦鯉文化を広
く海外に」

間野泉一 月刊錦鯉 2007.1 p24-30

383
振興会だより 泉田裕彦 月刊錦鯉 2007.3 p177

384
対談　平沢利弘×大菊拓朗　「本当の国魚になれ
るように・・・」

平沢利弘/大菊拓朗 月刊錦鯉 2007.4 p23-31

新潟県中越地震復興記念　第25回錦鯉全国若鯉
品評会2007

月間錦鯉 2007.4 p32-33

385

BREEDER　INTERVIEW　種別日本一菊水と立て
鯉への思い　新潟弥源冶養鯉場　石原大輔さん、
石原敏典さん

石原大輔/石原敏典 月間錦鯉 2007.5 p30-41
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｢虫亀鱗友クラブ」原産地・山古志の錦鯉を守りつ
づける

月間錦鯉 2007.5 p164-165

虫亀鱗友クラブ主催　錦鯉の原産地・山古志　震
災復興記念・感謝祭「秀作鯉」展示即売会開催

月間錦鯉 2007.5 p166-167

386
特集新潟県中越地震復興記念　第25回錦鯉全国
若鯉品評会2007

月間錦鯉 2007.6 p49-83

振興会だより 月間錦鯉 2007.6 p154-155

387

BREEDER　INTERVIEW　継承、発展を目指す与
左エ門ブランド　新潟広井養鯉場　広井一恵さ
ん、広井延行さん

広井一恵/広井延行 月間錦鯉 2007.7 p10-22

復活した、ＪＡ越後おぢや農協「錦鯉市場」 月間錦鯉 2007.7 ｐ23

388
BREEDER　INTERVIEW　記憶に残るような綺麗な
鯉を作りたい　新潟野上養鯉場　野上久人さん

野上久人 月間錦鯉 2007.8 p12-23

389

『新潟県中越沖地震』被災地へ　支援隊(水槽車)
出動！　全日本錦鯉振興会新潟地区リポート
(2007年7月24日)

月間錦鯉 2007.9 p32-35

振興会だより 月間錦鯉 2007.9 p131

390
トピックス　第40回ＪＡ越後おぢや錦鯉品評会 鱗光 2007.2 p71

生産者状況　㈱錦鯉新潟ダイレクトの新ハウス池
が完成◆新潟産の錦鯉がここから世界中に旅
立っていく

鱗光 2007.2 p88-89

391
錦鯉行間秘話　プラチナは山吹より出でて山吹よ
りプラチナ

藤田修司 鱗光 2007.4 p49-55

新潟県中越地震復興記念　第25回錦鯉全国若鯉
品評会

鱗光 2007.4 p56-57

392
速報　第25回錦鯉全国若鯉品評会(前編) 鱗光 2007.6 p26-29

業者近況　㈱錦鯉新潟ダイレクトは、いま……(そ
の一)◆野池に立て鯉を放養開始

鱗光 2007.6 p76

業者近況　復旧から復興へ長島商店の試み◆村
の駅を目指す『民宿やまこし』

鱗光 2007.6 p117

393
第25回錦鯉全国若鯉品評会(後編)　全国大会を
振り返って－実行委員長の平沢久司氏に聞く

鱗光 2007.7 p34-37

業者近況　虫亀鱗友クラブが全国にアピール◆
鯉の日(五月一日)に震災復興記念展示即売会

鱗光 2007.7 p104

394
トピックス　七月十六日の『平成十九年新潟県中
越沖地震』◆被災者に救いの手を差し伸べた鯉
師

鱗光 2007.9 p108-109

395
失われた小千谷・山古志の自然を偲ぶ「須田昇
一フォトギャラリー」カタログ

鱗光 2007.10 p121-128

396
▼長島養鯉場▲山古志で育った『音蔵昭和』
「いい感じですねぇ」と長島氏は恵比須顔

鱗光 2007.11 p43-45

397
魚沼市で「地震被災者支援金」の詐取疑惑 財界にいがた 2005.12 p36-37

398
わが「志政」方針　「安心・安全」をベースに、希望
が持てるふるさとぐくり

泉田裕彦 ガバナンス 2006.4 p12-17

阪神・淡路大震災　災害と心のケア－手探り続く
「具体的な手法」

磯辺康子 p82-85

399
震災からの復興－被災からのあゆみに不可欠な
コミュニティの役割－（特集雪国のコミュニティづく
り～雪国生活を守る人の輪～）

福留　邦宏 ゆき 2008.4 p15-18

400
被災者が、今、伝えたいこと ぼうさい 2008.5 p4-13


