
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

1 いのちを守る地震防災学 林 春男∥著 岩波書店 2003.6 369.31/ﾊﾔ ○

2 岩手防災ハンドブック
ＩＢＣ岩手放送∥企
画・制作

ＩＢＣ岩手放送 〔2005〕 K/369.3/ｱｲ ○

3 岩手山火山防災ガイドライン
岩手山火山災害対策
検討委員会∥監修

建設省東北地方建設
局岩手工事事務所

2000.3 K/369.31/ｲﾜ ○

4 親子のための地震安全マニュアル インパクト∥企画 編集 日本出版社 2005.11 369.31/ｵﾔ ○

5 考え直そう、地震防災 茂木 清夫∥〔著〕 岩波書店 1999.8 Y/369.31/ﾓｷﾞ ○

6 豪雨・洪水防災 高橋 博∥〔ほか〕編纂 白亜書房 1987.10 517.57/ｺ1/1 ○

7 こども地震サバイバルマニュアル 国崎 信江∥著 ポプラ社 2006.2 J/369/ｸﾆ ○

8 災害・状況別防災絵事典 山村 武彦∥監修 ＰＨＰ研究所 2005.9 J/369/ｻｲ ○

9 災害情報が命を救う 山崎 登∥著 近代消防社 2005.12 369.3/ﾔﾏ ○

10 地震から子どもを守る50の方法 国崎 信江∥著 ブロンズ新社 2005.9 369.31/ｸﾆ ○

11
地震なんかに負けない！幼稚園・保
育園・家庭防災ハンドブック

土木学会巨大地震災害への
対応検討特別委員会∥編 学研 2006.1 376.14/ｼﾞｼ ○

12 自然災害ハンドブック 山と渓谷社∥編 山と渓谷社 2004.6 369.3/ｼｾﾞ ○

13 知ってそなえよう！地震と津波 都司 嘉宣∥監修 素朴社 2007.8 J/369/ｼﾂ ○

14 地盤災害から身を守る 桑原 啓三∥著 古今書院 2008.11 369.3/ｸﾜ ○

15 １２歳からの被災者学 土岐 憲三∥監修 日本放送出版協会 2005.1 J/369/ｼﾞﾕ ○

16 震災マニュアル -
フォーバイフォーマ
ガジン社

2006.3 369.31/ｼﾝ/2006 ○

17 水害の世紀 森野 美徳∥監修 日経ＢＰ社 2005.7 369.33/ｽｲ ○

18 〈生活防災〉のすすめ 矢守 克也∥著 ナカニシヤ出版 2005.11 369.3/ﾔﾓ ○

19 大震災これなら生き残れる 山村 武彦∥著 朝日新聞社 2005.2 369.31/ﾔﾏ ○

20 台風と地震・その防災 山下 順正∥著 新風舎 2005.9 K/369.33/ﾔﾏ ○

21 高めよ！防災力 務台 俊介∥共著 ぎょうせい 2004.6 369.3/ﾀｶ ○

22 田老町誌　防災の町 田老町誌編纂委員会∥編 田老町教育委員会 1971.9 K/265.2/ﾀ1/1 ○

23 地域防災・減災自治体の役割 斎藤 徳美∥著 イマジン出版 2005.10 K/369.3/ｻｲ ○

24 地域防災とまちづくり 滝本 浩一∥著 イマジン出版 2008.5 369.3/ﾀｷ ○

25 津波防災を考える 伊藤 和明∥〔著〕 岩波書店 2005.7 Y/369.31/ｲﾄ ○

26
被災地からおくる防災・減
災・復旧ノウハウ

水害サミット実行委
員会事務局∥編集

ぎょうせい 2007.6 369.33/ﾋｻ ○

27 非常本 山村 武彦∥著 アニカ 2007.4 369.31/ﾔﾏ ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

28 必携地震対策完全マニュアル 河田 惠昭∥編 ＰＨＰ研究所 2006.5 369.31/ﾋﾂ ○

29
一人暮らしの地震対策ハンド
ブック

志田 雅洋∥著 新風舎 2004.10 369.31/ｼﾀﾞ ○

30 防災－訓練のガイド 高橋 洋∥著 日本防災出版社 2006.7 369.3/ﾀｶ ○

31
防災ゲームで学ぶリスク・コ
ミュニケーション

矢守 克也∥著 ナカニシヤ出版 2005.1 369.3/ﾎﾞｳ ○

32
防災授業僕たち自然災害を学
び隊！

山本 哲朗∥著 電気書院 2005.5 J/369/ﾔﾏ ○

33 防災対策と危機管理
市町村アカデミー∥
監修

ぎょうせい 2005.12 369.3/ﾎﾞｳ ○

34 防災と市民ネットワーク 三船 康道∥著 学芸出版社 1998.12 K/369.3/ﾐﾌ ○

35 防災力！ 大竹 政和∥監修 創童舎 2005.2 369.31/ﾎﾞｳ ○

36
ロールプレーイングマニュア
ルＢＯＯＫ

災害危機管理研究会
∥編

災害危機管理研究会 2001.5 369.3/ﾛﾙ ○

37
わが家を地震から守る「収納
と工夫」

- 小学館 1995.10 369.31/ﾜ1/1 ○

38 わが家の防災 玉木 貴∥著 駒草出版 2005.4 369.3/ﾀﾏ ○

39 わが家の防災　Part2 玉木 貴∥著 駒草出版 2005.9 369.4/ﾀﾏ/2 ○

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

40 カマキリは大雪を知っていた 酒井 与喜夫∥著 農山漁村文化協会 2003.10 451.66/ｻｶ ○

41 巨大地震と地震雲
「週刊現代」特別取
材班∥編

講談社 2005.8 453.38/ｷﾖ ○

42 古地図が教える地震危険地帯 守屋 喜久夫∥著 日刊工業新聞社 1978 453/ﾓ1/1 ○

43 これが地震雲だ 鍵田 忠三郎∥著 中日新聞本社 1980.8 451.61/ｶ1/1 ○

44 地震　“なまず”の活動史 寒川 旭∥著 大巧社 2001.9 453.21/ｻﾝ ○

45 地震の起こるとき 亀井 義次∥〔著〕 ダイヤモンド社 1976 453/ｶ2/1 ○

46 地震の前、なぜ動物は騒ぐのか 池谷 元伺∥著 日本放送出版協会 1998.2 453.38/ｲｹ ○

47 地震予知の科学
日本地震学会地震予
知検討委員会∥編

東京大学出版会 2007.5 453.38/ｼﾞﾝ ○

48 地震予知はできる 上田 誠也∥著 岩波書店 2001.6 453.38/ｳｴ ○

49 地震予報に挑む 串田 嘉男∥著 ＰＨＰ研究所 2000.9 453.38/ｸｼ ○

50 地震雲を追いかけて 上出 孝之∥著
北国新聞社出版局
（発売）

2003.7 453.38/ｶﾐ ○

51 スロー地震とは何か 川崎 一朗∥著 日本放送出版協会 2006.3 453.4/ｶﾜ ○

52 大地震の前兆こんな現象が危ない 池谷 元伺∥著 青春出版社 2005.9 453.38/ｲｹ ○

予知に関する資料
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

53 大地震の前兆に関する資料 今村 明恒∥著 古今書院 1978 453.2/ｲ1/1 ○

54 動物の地震予報 いけや もとじ∥文 星雲社（発売） 2005.11 J/453/ｲｹ ○

55 わかりやすい地震雲の本 上出 孝之∥著 北国新聞社 2005.8 453.38/ｶﾐ ○

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

56 応急手当 前広 進∥〔ほか〕著 一橋出版 2002.10 598.5/ｵｳ ○

57 子どもにできる応急手当 ｶﾚﾝ ﾌﾞｰﾗｰ ｹﾞｲﾙ∥著 晶文社 2007.9 J/492/ｹﾞｲ ○

58 災害看護 黒田 裕子∥監修 メディカ出版 2008.7 492.916/ｻｲ ○

59 災害看護のあり方と実践 日本看護協会 日本看護協会 1998.3 369.3/ｻｲ ○

60 災害支援ナースマニュアル - 日本看護協会 1998 369.31/ｻｲ ○

61 災害ストレス M.L.ﾏｸﾏﾅｽ∥著 法研 1995.4 498.39/ﾏ1/1 ○

62 災害と心の癒し
兵庫県臨床心理士会
∥編

ナカニシヤ出版 1997.5 146.04/ｻｲ ○

63 災害ドクター、世界を行く！ 金田 正樹∥著 東京新聞出版局 2002.6 498.89/ｶﾈ ○

64 災害の心理学とその周辺 若林 佳史∥著 多賀出版 2003.5 369.31/ﾜｶ ○

65 とっさの時に人を救えるか 橋爪 誠∥著 中央労働災害防止協会 2003.10 498.89/ﾊｼ ○

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

66
あなただからできる自然災害
ボランティアＡＢＣ

日本ネイチャーゲー
ム協会∥編

ネイチャーゲーム研
究所

2006.2 369.3/ｱﾅ ○

67
あなたにもできる災害ボラン
ティア

ｽﾍﾞﾝﾄﾞﾘﾆ ｶｸﾁ∥著 岩波書店 2005.12 J/369/ｶｸ ○

68
かっこいいぞハイパーレス
キュー

伊藤 久巳∥写真 文 イカロス出版 2005.6 J/317/ｲﾄ ○

69 災害救助 竹内 吉平∥著 近代消防社 2006.4 369.3/ﾀｹ ○

70
災害ボランティア実践ワーク
ショップガイド

-
阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター

2006.8 369.3/ｻｲ ○

71 災害ボランティア読本 伊永 勉∥著 小学館 1998.7 369.31/ｺﾚ ○

72
地震・災害ボランティア活動
入門

角田 四郎∥著 ふきのとう書房 2006.4 369.31/ﾂﾉ ○

73 消防レスキュー隊 - イカロス出版 2005.4 317.79/ｼﾞﾖ ○

74 震災ボランティアの社会学 山下 祐介∥著 ミネルヴァ書房 2002.11 369.31/ﾔﾏ ○

75
日本を守る安全のエキスパート
１

深光 富士男∥著 学研 2006.2 J/317/ﾌｶ/1 ○

76
日本を守る安全のエキスパート
２

深光 富士男∥著 学研 2006.2 J/317/ﾌｶ/2 ○

災害医学・災害看護に関する資料

災害ボランティア・レスキューに関する資料
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

77
日本を守る安全のエキスパート
３

深光 富士男∥著 学研 2006.2 J/317/ﾌｶ/3 ○

78
ビジュアル博物館
レスキュー

岡田 真人∥日本語版
監修

同朋舎 2001.11 J/033/ﾋﾞｼﾞ/85 ○

79 レスキュー隊のヒミツ80 木下 慎次∥著 イカロス出版 2008.11 317.79/ｷﾉ ○

80
我が国の新しい大規模災害応
急対策

大規模災害応急対策
研究会∥編集

ぎょうせい 1996.9 317.79/ﾀﾞ1/1 ○

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

81
いざというとき役立つ犬と猫
のための災害サバイバル

香取 章子∥著 学研 2002.8 645.6/ｶﾄ ○

82
犬とくらす犬と生きるまるご
と犬百科

坂井 貞雄∥監修 金の星社 2005.3 J/645/ｲﾇ/5 ○

83 命の重さはみな同じ 沢田 俊子∥文 学研 2006.6 J/645/ｻﾜ ○

84 救助犬 こどもくらぶ∥編 著 鈴木出版 2004.11 J/369/ｷｭ ○

85 救助犬トミー出動す 大山 直高∥著 東京新聞出版局 2001.11 369.3/ｵｵ ○

86 災害救助犬がんばる 舟越 健之輔∥著 ポプラ社 2005.3 Y/369.31/ﾌﾅ ○

87 出動！災害救助犬トマト 池田 まき子∥作 ハート出版 2006.5 J/369/ｲｹ ○

88 すべての犬に里親を！ 今西 乃子∥著 講談社 2008.5 J/645/ｲﾏ ○

89 空から降ってきた猫のソラ 今泉 耕介∥作 ハート出版 2002.7 J/645/ｲﾏ ○

90 はたらく犬 日本補助犬協会∥監修 学研 2004.1 J/645/ﾊﾀ/3 ○

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

91 哀史三陸大津波 山下 文男∥著 青磁社 1990.11 K/453/ﾔ4/1B ○

92 荒れ狂う海・津波の記憶
大船渡市立博物館∥
編集

大船渡市立博物館 〔2008〕 K/369.31/ｱﾚ ○

93 岩手・宮城内陸地震 -
河北新報出版セン
ター

2008.7 K/369.31/ｲﾜ ○

94
岩手・宮城内陸地震レポート
地域と共に歩む建設業

-
岩手県建設業協会一
関支部

2009.1 K/369.31/ｲﾜ ○

95 北上川上流水害写真集
〔建設省東北地方建設局
岩手工事事務所∥編〕

建設省東北地方建設
局岩手工事事務所

1998.11 K/452/ｹ1/6 ○

96
北上川上流水系S63.8
洪水水災害写真集

東北地方建設局岩手
工事事務所∥編

建設省東北地方建設
局岩手工事事務所

1988.12 K/452/ｹ1/4 ○

97 北上川上流62.8洪水写真集
建設省東北地方建設局
岩手工事事務所∥編

建設省東北地方建設
局岩手工事事務所

1987.10 K/452/ｹ1/3 ○

98 近代日本の災害
テクノバ 災害研究プ
ロジェクト∥編集

テクノバ 1993 451.98/ﾃ1/1 ○

99 洪水、天ニ漫（ミ）ツ 高崎 哲郎∥著 講談社 1997.4 517.4/ﾀｶ ○

100 国道45号沿線津波痕跡マップ
国土交通省東北地方整備
局三陸国道事務所∥編

国土交通省東北地方整
備局三陸国道事務所

2004.3 K/453.4/ｺｸ ○

災害史・災害記録

動物救護・働く犬
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

101 災害絵図集
日本損害保険協会∥
企画編集

日本損害保険協会 1988 451.9/ﾆ1/1 ○

102 最新日本の地震地図 岡田 義光∥著 東京書籍 2006.9 453.21/ｵｶ ○

103 三陸沿岸地震・津波年表 大船渡市立博物館∥編 大船渡市立博物館 1990.3 K/453/ｵ8/1 ○

104 三陸海岸大津波 吉村 昭∥著 中央公論社 1984.8 K/453/ﾖ1/2 ○

105 三陸津波誌
チリ地震津波気仙地
区調査委員会∥編

チリ地震津波気仙地
区調査委員会

1961.8 K/453/ﾁ2/1 ○

106 地震・噴火災害全史 災害情報センター∥編 日外アソシエーツ 2008.2 369.31/ｼﾞｼ ○

107 写真記録近代日本津浪誌 山下 文男∥編著 青磁社 1984.4 K/453/ﾔ4/3 ○

108
写真と絵で見る－明治三陸大
津波

山下 文男∥著 山下文男 1995.6 K/453/ﾔ4/5 ○

109 修羅の涙は土に降る 高崎 哲郎∥著 自湧社 1998.8 K/369.33/ﾀｶ ○

110 昭和八年三月三日大槌海嘯略誌 鈴木 兼三∥著 〔上飯坂哲〕 2004.5 K/453/ｽｽﾞ ○

111 台風・気象災害全史 宮沢 清治∥編 日外アソシエーツ 2008.7 451.981/ﾀｲ ○

112 台風経路図30年集 日本気象協会∥編著 日本気象協会 1973 451.5/ﾀ1/1 ○

113 台風と高潮災害 伊藤 安男∥著 古今書院 2009.5 369.33/ｲﾄ ○

114 田野畑の大津波 九里 拓洋∥著 文化印刷 1991.3 K/453/ｸ1/1 ○

115 チリ地震津波大船渡災害誌 岩手県大船渡市∥編 岩手県大船渡市 1962.6 K/453/ｵ3/1 ○

116 チリ地震津波誌 大槌町教育委員会∥編 大槌町教育委員会 1961.5 K/453/ｵ4/1 ○

117
伝えよう！カスリン・アイオン台風６０
年忘れまい！先人達の努力と勇気

カスリン・アイオン台
風６０年事業実行委員
会∥企画

カスリン・アイオン台
風６０年事業実行委員
会

2009.3 K/369.33/ﾂﾀ ○

118 津波 山下 文男∥著 あゆみ出版 1997.9 K/453.4/ﾔﾏ ○

119 津波てんでっこ考 上飯坂 哲∥編集 上飯坂哲 2005.11 K/453.4/ｶﾐ ○

120 津波てんでんこ 山下 文男∥著 新日本出版社 2008.1 K/453.4/ﾔﾏ ○

121 津波と防災 山下 文男∥著 古今書院 2008.9 K/369.31/ﾔﾏ ○

122 津波の恐怖 山下 文男∥著 東北大学出版会 2005.3 K/453.4/ﾔﾏ ○

123 つめあと - 北股を語る会 2008.12 K/369.31/ﾂﾒ ○

124 ドキュメント災害史
国立歴史民俗博物館
∥編集

国立歴史民俗博物館 2003.6 450.981/ﾄﾞｷ/1703 ○

125 日本災害史 北原 糸子∥編 吉川弘文館 2006.10 450.981/ﾆﾎ ○

126 日本災害史　１ 下鶴 大輔∥監修 日本図書センター 2001.9 450.981/ﾆﾎ/1 ○

127 日本災害史　２ 下鶴 大輔∥監修 日本図書センター 2001.9 450.981/ﾆﾎ/2 ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

128 日本災害史　３ 下鶴 大輔∥監修 日本図書センター 2001.9 450.981/ﾆﾎ/3 ○

129 日本の歴史災害 菊池 万雄∥著 古今書院 1980.12 210.17/ｷ1/1 ○

130 山田の津波
山田の津波編集委員
会∥編

山田町ユネスコ協会 1973.8 K/453/ﾔ2/1 ○

131 歴史地震 宇佐美 竜夫∥著 海洋出版 1976 453/ｳ1/2ｲ ○

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

132
江戸を騒がせた珍談、奇談、
大災害

桧山 良昭∥著 東京書籍 2000.8 210.5/ﾋﾔ ○

133 大岡昇平集　3 大岡 昇平∥著 岩波書店 1982.6 918.6/ｵ11/2-3 ○

134
危機管理時の栄養・食生活対
応ガイドライン

- 岩手県県南広域振興局 2009.3 K/369.31/ｷｷ ○

135
危機に備える！災害・事故の
ニュースがよくわかる本

池上 彰∥著 講談社 2001.7 369.3/ｲｹ ○

136 空白の天気図 柳田 邦男∥〔著〕 新潮社 1980 916/ﾔ14/1 ○

137 君子未然に防ぐ 山下 文男∥著 東北大学出版会 2002.8 K/289.1/ｲﾏ ○

138 災害・事故を読む 杉山 孝治∥著 文芸社 2003.5 339.5/ｽｷﾞ ○

139
災害ジャーナリズム
むかし編

北原 糸子∥著 歴史民俗博物館振興会 2001.12 Y/369.3/ｷﾀ ○

140 災害都市江戸と地下室 小沢 詠美子∥著 吉川弘文館 1998.2 210.5/ｵｻﾞ ○

141 災害時の水利用
空気調和 衛生工学会
∥編集

空気調和・衛生工学会 2002.11 518.1/ｻｲ ○

142 地震がわかる！Ｑ＆Ａ -
文部科学省研究開発
局地震・防災研究課

2008.12 453/ｼﾞｼ ○

143 地震火山津波 福島県立博物館∥編 福島県立博物館 1996.7 519.9/ﾌ1/1 ○

144 地震の揺れを科学する 山中 浩明∥編著 東京大学出版会 2006.7 453/ﾔﾏ ○

145 写真でみる異常気象 ｼﾞｬｯｸ ｼｬﾛﾅｰ∥著 あすなろ書房 2007.8 451/ﾁﾔ ○

146 新いわて気象風土記 工藤 敏雄∥著 岩手日報社 2000.3 K/451.9122/ｸﾄﾞ ○

147 震災から財産を守る本 国崎 信江∥著 九天社 2006.2 369.31/ｸﾆ ○

148 図解ロープワーク大全 前島 一義∥著 成山堂書店 2005.6 553.7/ﾏｴ ○

149 台風と闘った観測船 饒村 曜∥著 成山堂書店 2002.10 451.5/ﾆﾖ ○

150 手づくり井戸に挑戦！ 曽我部 正美∥著 文葉社 2005.9 518.12/ｿｶﾞ ○

151 トイレが大変！ 山下 亨∥編著 近代消防社 2005.12 518.51/ﾔﾏ ○

152
どこでも役立つひもとロープ
の結び方テクニック

ロープワーク研究会
∥編著

成美堂出版 2000.8 383/ﾄﾞｺ ○

その他の関連資料
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

153
都市型集中豪雨はなぜ起こ
る？

三上 岳彦∥著 技術評論社 2008.10 451.64/ﾐｶ ○

154 鯰絵 宮田 登∥監修 里文出版 1995.9 387/ﾅ1 ○

155
ビジュアル博物館
台風と竜巻

ｼﾞｬｯｸ ｼｬﾛﾅｰ∥著 同朋舎 2000.11 J/033/ﾋﾞｼﾞ/81 ○

156 水上勉全集　6 水上 勉∥〔著〕 中央公論社 1980 918.6/ﾐ6/1-6 ○

157 ものの壊れ方 小川 雄二郎∥著 山海堂 2007.11 501.32/ﾓﾉ ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

1 アイオン颱風に依る洪水報告 東北地方建設局∥編 東北地方建設局 1949.3 K/452/ｹ1/1

2 岩手県水害年表
岩手県水害復興会議
調査部∥編

岩手県水害復興会議
調査部

1949.5 K/452/ｲ4-1/1

3 岩手県津浪史 森 嘉兵衛∥著 森嘉兵衛
1933.6～
1933.9

K/453/ﾓ2/1ｲ

4 大津浪記念歌 － 岩手県知事官房 1934.10 K/453/ｵ6

5 海嘯義捐小説 博文館∥編 博文館 1896.7 K/993/ﾊ2/1

6
カスリン・アイオン台風を伝
えるフォーラム講演録

建設省東北地方建設局
岩手工事事務所∥編

建設省東北地方建設
局岩手工事事務所

1990.12 K/452/ｹ1/5

7 災害と教育 岩手県教員組合∥編 岩手県教員組合 1960.12 K/453/ｲ5/1

8 三陸沿岸大海嘯印象記 大垣 春吉∥編
釜石実科高等女学
校々友会

1933.12 K/453/ｵ1/1

9 三陸大津波写真集 九里 拓洋∥著 九里拓洋 1996.11 K/453.4/ｸﾘ

10 三陸震災画報 － 東京朝日新聞発行所 1933.3 K/453/ｻ4

11 三陸沖強震及津浪概報 中央気象台∥編 中央気象台 1933.3 K/453/ﾁ1/1

12
昭和35年5月24日チリ地震津
波調査報告

仙台管区気象台∥編 気象協会東北本部 1961.1 K/453/ｾ1/1

13
昭和八年三月三日気仙郡海嘯
誌

岩手県立盛農学校∥編 岩手県立盛農学校 1933.5 K/453/ｲ1/1

14
昭和八年三月三日三陸大海嘯
記録

釜石尋常高等小学校
郷土研究部∥編

釜石尋常高等小学校
郷土研究部

1933.4序 K/453/ｶ1/1

15
昭和八年三月三日三陸津浪調
査報告

岩手県盛岡測候所∥編 岩手県盛岡測候所 1933.6序 K/453/ﾓ3/1

16
昭和八年三月三日三陸沖強震
及津浪報告

中央気象台∥編 中央気象台 1933.8 K/453/ﾁ1/2

17
昭和八年三月三日地震海嘯に
関する概況

岩手県∥編 岩手県 1933 K/453/ｲ1/1

18 昭和八年三陸震嘯誌 杜都文化社∥編 岳麓書院 1933.8 K/453/ﾓ1/1

19 震浪災害土木誌 岩手県土木部土木課∥編 岩手県土木部土木課 1936.8 K/510.2/ｲ1/1

20 水害復興誌 一関市∥編 一関市 1952.4 K/452/ｲ3/1

21 大洪水　一関水害写真集
磐井川堤防補強促進
協議会∥編

磐井川堤防補強促進
協議会

1981.3 K/452/ｲ5/1 ○

22 田老村津浪誌 田老尋常高等小学校∥編 田老尋常高等小学校 1934.9 K/453/ﾀ1/1

23 チリ地震津波災害復興誌 岩手県∥編 岩手県 1969.3 K/453/ｲ1/2

24 チリ地震津波調査報告書 建設省国土地理院∥編 建設省国土地理院 1961 K/453/ｹ1/1

25
津波常習地三陸海岸地域の集
落移動

山口 弥一郎∥著
東北地方農村生活研
究所

1967.1 K/453/ﾔ1/2

26 津波のよけ方 森田 稔∥著 仙台管区気象台 1946.2 K/453/ﾓ4/1

27 津波はまたくる 河北新報社∥編 河北新報社 1961.4 K/453/ｶ2/1

ケース内展示資料
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

28
東北地方に影響を及ぼした台
風

仙台管区気象台∥編 気象協会東北本部 1963.11 K/451/ｾ1/3-1

29 風俗画報　復刻　118号 － 国書刊行会 1973 380.5/ﾌ3/12

30 風俗画報　復刻　119号 － 国書刊行会 1973 380.5/ﾌ3/12

31 風俗画報　復刻　120号 － 国書刊行会 1973 380.5/ﾌ3/12

32 明治大正昭和釜石 昆 勇郎∥著 国書刊行会 1979.6 K/261.1/ｺ1/1

33 山田町津波誌
山田町津波誌編纂委
員会∥編

山田町津波誌編纂委
員会

1982.4 K/453/ﾔ3/1

34 綾里村誌 綾里尋常高等小学校∥編 綾里尋常高等小学校 1933.4 K/251.4/ﾘ1/1

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

35
後藤新平
（週刊日本の100人　72）

－
デアゴスティーニ・
ジャパン

2007.6 K/289.1/ｺﾞﾄ ○

36 五葉の怪傑 荒木田 椿堂∥著 荒木田忠太郎 1952.12 K/289.1/ｼﾊﾞ

37
渋沢栄一伝記資料
第30巻

渋沢青淵記念財団竜
門社∥編纂

渋沢栄一伝記資料刊
行会

1960 289.1/ｼ1/9-30 ○

38
社会事業に生きた女性たち
続々

五味 百合子∥編著 ドメス出版 1985.6 281.09/ｺﾞ1/1-3 ○

39 正伝・後藤新平　8
鶴見 祐輔∥著
一海 知義∥校訂

藤原書店 2006.7 K/289.1/ｺﾞﾄ/8 ○

40
田老町史
津波編

田老町教育委員会∥
編集

田老町教育委員会 2005.5 K/265.2/ﾀ3/2-7 ○

41
東京人
第22巻第11号

－ 都市出版 2007.10 K/289.1/ｺﾞﾄ ○

42
風雪に舞う
釜石地方人物夜話

菊池 弘∥著 岩手東海新聞社 1994.11 K/280/ｷ1/2

43
ふるさと田老人物伝
歴史を築いた人々

田老町教育委員会∥編 田老町教育委員会 1992.3 K/280.3/ﾀ7/1 ○
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No 出版年 貸出

44 2008.7.1

45 2008.7.15

46 2008.8.15

47 2008.9.1

48 2008.12.15

49 2008.8.1

50 2008.9.1

51 2008.8.22

52 2008.11.25

53 2009.7.31
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