
展示目録（開催概要） 

阪神･淡路大震災／災害の記憶を伝える 
 

 日本列島は災害の多い土地です。2016年も熊本地震、鳥取

地震、台風 10 号、糸魚川火災などがあい次ぎました。いつ

起こるか分からない災害に、普段からどう備えるか。私たち

一人ひとりが問われています。災害予測は困難ですが、それ

でも 1995 年の阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）をはじ

め、過去にあった災害について理解を深め、「その時」何が

起こりうるか、何が出来るかを考えるのは可能です。 

22 年目にあたる今年は、まず 2 つの展示を同時にご覧い

ただきます。ひとつは、1995 年の阪神・淡路大震災に関する

展示です。リバイバル展示“つたえる・つながる～阪神・淡路大震災 20年～”では、2014年度の震災 20年展の

内容を再度ご紹介します。震災当時を、震災文庫の豊富な資料から振り返ります。もうひとつは、“安政南海地震

の記憶と文化財”です。幕末に関西圏を襲った南海地震についての記録と、津波の記憶を人びとがどう伝えてき

たかをご紹介します。 

 さらに別会場で、“災害と文化財 ～阪神・淡路大震災によせて～”を展示します。さまざまな災害で人間と

同時に被害を受ける私たちの生活に関わるモノ、すなわち文化財が災害で受ける影響や、復旧・復興に与える影

響について考えます。附属図書館の図書とあわせてご紹介します。 

続いて“景観文化財の継承と活用”展を行います。今回は神戸港と旧居留地の景観と、歴史的な文化財を取り

上げます。阪神・淡路大震災から立ち直って来た神戸の町から、20年以上前の地震直後の姿を想像するのは容易

ではありません。地域での景観や文化財を活用する取り組みなどから、現在も残る震災の痕跡や、災害の記憶を

伝えることの意味へと思いを致していただけたらと願っております。 

 

１）リバイバル展 阪神・淡路大震災関連資料「つたえる・つながる～阪神・淡路大震災 20 年～」 

2017.1.12 Th.－2.1 We. 会場：神戸大学社会科学系図書館 

２）小 企 画 展  「災害の記憶を伝える 0.1 ： 安政南海地震の記憶と文化財」 

2017.1.12 Th.－2.1 We. 会場：神戸大学社会科学系図書館 

３）小 企 画 展  「災害の記憶を伝える 0.2 ： 災害と文化財 ～阪神・淡路大震災によせて～」 

  2017.1.12Th.－2.10Fr. 会場：神戸大学人文科学図書館ラーニングコモンズ 

４）企 画 展  「災害の記憶を伝える１ ： 景観文化財の継承と活用～神戸港、旧居留地の事例～」 

2017.1.31 Tu.－3.29 We.  会場：神戸大学百年記念館 

５）巡 回 展  「災害の記憶を伝える 1  ： 景観文化財の継承と活用」 

  2017.4.14 Fr.－5.24 We. 会場：神戸大学海事博物館 

  2017.6.－9.（予定） 会場：神戸大学社会科学系図書館 
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主催：神戸大学附属図書館（１）；神戸大学人文学研究科・文学部地理学教室（2～5） 共催：神戸大学人文科学図書館（3 図書展示） 

協力：神戸大学震災文庫、大学文書史料室、誓子・波津女俳句俳諧文庫、山口誓子記念館、海事博物館、人文学研究科、野邑恵理

子、西﨑美佳、米田恵子、舩阪富美子、森本聡美（順不同，敬称略）  



リバイバル展 阪神・淡路大震災関連資料「つたえる・つながる～阪神・淡路大震災 20 年～」 

 リバイバル展の展示内容につきましては、附属図書館ホームページの記録（過去の展示会一覧）でご確認いた

だけます。https://lib.kobe-u.ac.jp/events/exhibition/pastexhibitions/ 

 震災文庫（社会科学系図書館 3階）も是非、ご利用下さい。http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/ 

小 企 画 展 「災害の記憶を伝える 0.1 ： 安政南海地震の記憶と文化財」 

  「災害の記憶を伝える 0.2 ： 災害と文化財 ～阪神・淡路大震災によせて～」 

展示資料および図書（下半分には、各附属図書館にある関連図書を紹介しています） 

「大坂大津波図」（複製、『古地図が語る大災害』による。） 

社会科学系図書館会場にて展示。他図書は人文科学図書館展示。 

本渡 章 2014 創元社 

歴史遺産と環境     文化財の保存と修復 4  文化財保存修復学会  2002 クバプロ 

災害から文化財をまもる 文化財の保存と修復 14 文化財保存修復学会  2012 クバプロ 

文化財は守れるのか? : 「阪神・淡路大震災の検証」 文化財保存修復学会  1999 クバプロ 

災害文化の継承と創造             橋本裕之、林 勲男  2016 臨川書店 

安定化処理 2015 改訂版            日本博物館協会 2015 日本博物館協会 

水損史料を救う : 風水害からの歴史資料保全  松下正和, 河野未央 2009 岩田書院 

災害と資料保存 日本図書館協会資料保存委員会 1997 日本図書館協会 

文化財の防災計画 普及版 有形文化財・博物館等資料の災害防止対策 半沢重信 2012 朝倉書店 

東日本大震災美術館・博物館総合調査報告 全国美術館会議 2014 全国美術館会議 

阪神大震災美術館・博物館総合調査報告 全国美術館会議 1995 全国美術館会議 

よみがえる！六角堂：震災復興のシンボルとしての六角堂再建記録 茨城大学 2012 茨城大学 

所蔵資料図録 : 暮らしのなかの震災資料 (震災資料集 2) 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター資料室  2016 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター資料室  

動産文化財救出マニュアル：思い出の品から美術工芸品まで 動産文化財救出マニュアル編集委員会 2012 クバプロ 

史料の被災と救済・保存 : 福井史料ネットワーク活動記録 敦賀短期大学地域交流センター 2006 敦賀短期大学地域交流センター 

災害に学ぶ : 文化資源の保全と再生 人文開架 709-1-KIB 2015 勉誠出版 

テキスト文化遺産防災学 人文開架 709-0-TEK 2013 学芸出版社 

ふくしま再生と歴史・文化遺産 人文開架 709-126-HUK  2013 山川出版社 

東日本大震災に伴う被災した民俗文化財調査 2011 年度報告集 人文書庫 382-123-HIG  2012 東北大学東北アジア研究センター  

日本の心と文化財 : 災害から守り、未来へつなぐ 人文書庫 709-1-NIH 2005 アドスリー 

災害と歴史遺産 : 被災文化財等レスキュー活動の 20 年 人文書庫 709-1-HYO 2015 兵庫県立歴史博物館  

無形民俗文化財が被災するということ: 東日本大震災と宮城県沿岸部地域社会の民俗誌 人文書庫 709-123-MUK  2014 新泉社 

Kobe/Tokyo international symposium : risk preparedness for cultural properties 人文書庫 709-1-KOK 1999 中央公論美術出版 

よみがえる被災火焔型土器 : 新潟県中越地震で被災した津南町所蔵の縄文土器の修復記録  ＊国際文化図書館 2005 クバプロ 

文化遺産防災学 : 「ことはじめ」篇 ＊国際文化図書館 2008 アドスリー 

ブルーシールド : 危険に瀕する文化遺産の保護のために ＊社会科学系図書館 2007 日本図書館協会 

災害から文化財を守る : 阪神・淡路大震災文化財復旧・復興事業の記録 ＊自然科学系図書館 1999 阪神・淡路大震災文化財被災状況報告書刊行会  

建築遺産保存と再生の思考 : 災害・空間・歴史 ＊自然科学系図書館 2012 東北大学出版会 

主要参考資料（展示資料以外を記載，順不同） 

神戸大学大学院人文学研究科・文学部地理学教室 2015『展示会「歴史地震(貞観地震)に学ぶ津波の実態」資料集』 

神戸大学大学院人文学研究科・文学部地理学教室 2016『災害と文化財保存の歴史地理』企画展リーフレット 

田辺玲子 2013『外国人居留地と神戸』神戸新聞総合出版センター 

長谷川孝治 2006「神戸」『地図で読む百年 近畿Ⅱ』古今書院 

山本俊貞 2006「神戸旧居留地の景観形成」『都市問題研究』58-3 

長尾 武 2008「1854 年安政南海地震津波、大阪への伝播時間と津波遡上高」『歴史地震』第 23 号 

増田富士雄・谷口圭輔、2011「旧神戸外国人居留地遺跡で観察された江戸時代の振動流 (津波?)堆積物」『旧神戸外国人居留地遺跡発掘調査報告書』神戸市教育委員会 

神戸市『阪神・淡路大震災「1.17 の記録」』http://kobe117shinsai.jp/  

補注：リバイバル展、阪神・淡路大震災関連資料「つたえる・つながる～阪神・淡路大震災 20 年～」は、2014 年度企画展の内容をそのまま再展示している。

小企画展は 2015 年度企画展「災害と文化財保存の歴史地理」をもとに再構成した（一部は中島芽理、近藤れい、松浦 翼による）。企画展は 2016 年度神

戸大学「景観文化財学」授業の一環として、学生が自ら調査・作成したグループ学習の成果発表を兼ねている。学修過程を見守り、暖かい励ましを頂きたい。

担当（樋口千恵子、古林貞彦、鈴木崇由、北村康朗、岡原剣義、林 怡冰、三好貴子、石川詩真、藤本圭佑、長江裕昭、磯野伶介、石崎資之、佐藤和真）。

リバイバル展にあわせ連携企画とした。附属図書館長、企画係の深淵なるご配慮に御礼申し上げる。本目録責任編集 菊地（人文学研究科）。 


