
岩手の自然と人々の生活
No 書名 編著者名 年代等 館外貸出

1 産物御丌審物図　3巻 ー 江戸中期

2 名山図譜
谷文晁∥画
河村元善(川村寿庵)∥編

1805(文化2)刊

3 紫茜染秘法 ー ー

4 南部沢内風土記 高橋 子績∥著 ー

5 岩鉄鉱山一条始末書 貫洞瀬左衛門 1860(万延元)

6 盛岡藩領内図 ー ー

7 北上川艜之航路図 ー 江戸時代後期

8 黒沢尻御艜所御定目
大川 又右衛門∥編
長沢 覚右衛門∥増補

1778(安永7)増補

9 石巻御用御定目 神 安就 1862(文久2)

10 古咄伝記 藤根 吉品 1698(元禄11)

11 御国中諸産物名所古跡書抜 長嶺 将続 1820(文政3)

12 みやこしま 小野 素郷 1783(天明3)

13 内史略（安政3年の大地震）
[画像パネル]

横川 良助(直胤)∥編 〔江戸後期〕

14 岩鷲山焼崩附御届書 ー ー

15 自然未聞記  運気指南 ー 1757(宝暦7)

16 飢饉考  9巻 横川 良助（直胤) ー

17 民間備荒録 建部 由正(清庵)∥著 1796(寛政8)

18 備荒草木図 2巻 建部 由正(清庵)∥誌 1833(天保4)

19 二物考[画像パネル]
瑞皐髙野先生(高野長
英)∥著ほか

1836(天保7)

20 救荒二物考 凶作と馬鈴薯 高野 長英∥著 1953(昭和28)序 ○

明治三陸地震津波
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

21 南閉伊郡海嘯記事 南閉伊郡役所∥編 南閉伊郡役所 1897 新45/K1

22
風俗画報
第118～124号 合冊

ー 東陽堂 1896 S380/ﾌ1

23 五葉の怪傑 荒木田 椿堂∥著 荒木田忠太郎 1952.12 K289.1/ｼﾊﾞ

24 江刺市史 第5巻　資料篇近代2
江刺市史編纂委員会∥
編

江刺市 1979.7 K235.1/ｴ2/5-6 ○

25
海嘯義捐小説　文芸倶楽部
第2巻第9編臨時増刊

博文館∥編 博文館 1896.7 K993/ﾊ2/1

26 明治二十九年の大津波 坪内 祐三∥編 毎日新聞社 2011.10 K369.31/ﾒｲ ○

27
水害雑抄　明治29年の洪水と津浪
〔写本〕 岩手県誌資料76

〔岩手県教育会∥編〕 ー ー 08/1/76

28 風俗画報 第12号 復刻 ー 国書刊行会 1973 380.5/ﾌ3/12

29 写真集 明治大正昭和 宮古 花坂 蔵之助∥編 国書刊行会 1979.2 K265.1/ﾊ2/2 ○

請求記号/所蔵機関

21.5/35

09/81

新22.3/7

60.9/4

08/2/35

22/13

新56/7

60.9/2

新68/3

新32/56

新32/55

国立国会図書館デジタル
コレクション

K090/ﾀ9/3

新61/13

49.9/1

49.9/3

新38/1

新91.3/16

61/21

21.5/1

1 岩手の自然と人々の歴史 

2 岩手の災害史  
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No 新聞名 館外貸出

30 岩手公報
（マイクロフィルム複製）

明治43年洪水
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

31 盛岡写真帳
盛岡市立図書館∥監修
トリョーコム∥編集

トリョーコム 1984 K211/ﾄ1/1 ○

32 明治43年水害記事
鉄道院業務調査会議∥
編

鉄道院業務調査会
議∥編

1912.3 K686/ﾃ1/1

33 盛岡市大洪水写真帖
田口 忠太郎∥著
田口商店美術部∥編

田口商店美術部 ー K452/ﾀ1/1

34 盛岡大水害絵葉書アルバム ー 根子久絵葉書部 1933.3 K453/ｼ2/3

No 新聞名 館外貸出

35 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

36 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

関東大震災
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

37 大正震災記 長井 修吉∥編
大正震災記録編纂
会

1923 453.2/ﾅ2/1

38 大正大震火災誌 改造社∥[編] 改造社 1924 453.2/ﾔ1/1

39 大正大震災誌 報知新聞社∥編輯局編  [報知新聞社] 1923 369.3/ﾀ

40 大正大震災大火災
大日本雄辯會講談社∥
編纂

大日本雄辯會・講
談社

1923 453.2/ﾀﾞ1/1

41 大正大震大火之記念 内田 茂文∥著 毎日通信社出版部 1924 453.2/ｳ1/1 　

42 大正震災志写真帖 ー 内務省社会局 1926 453.2/ﾅ1/2

43 大正震災志 上 ー 内務省社会局 1926 453.2/ﾅ1/1-1

44 大正震災志 下 ー 内務省社会局 1926 453.2/ﾅ1/1-2

45 帝都復興事業概観 復興局∥編 東京市政調査会 1928 213.6/ﾌ1/1

46 帝都復興事業大観 上巻 日本統計普及会∥編纂 日本統計普及会 1930 213.6/ﾆ1/1-1

47 帝都復興事業大観 下巻 日本統計普及会∥編纂 日本統計普及会 1930 213.6/ﾆ1/1-2

48
関東大震災/昭和三陸大津波
完全復刻アサヒグラフ

朝日新聞出版AERA編集
部∥編

朝日新聞出版 2011 K369.31/ｶﾝ ○

49
都市問題 第8巻第6号
後藤伯爵追悼号

東京市政調査会∥編 東京市政調査会 1929 K289/ｺﾞ1/18

昭和三陸地震津波
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

50 三陸沖強震及津浪概報 中央気象台∥編 中央気象台 1933.3 K453/ﾁ1/1

51
昭和八年三月三日三陸沖
強震及津波報告

中央気象台∥編 中央気象台 1933.8 K453/ﾁ1/2

52 昭和八年震災資料 岩手県教育会∥編 岩手県教育会 1934.10 K453/ｲ2/1

53
三陸震災画報
アサヒグラフ臨時増刊号

ー
東京朝日新聞発行
所

1933.3 K453/ｻ4

54
国際写真情報
第12巻第1～2号･4号

ー 国際情報社 1933 S051/ｺ4

55
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 K453/ｲ1/1

56 三陸大震災史
三陸大震災史刊行会∥
編

友文堂書房 1933.4 K453/ｻ2/1

57 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 K453/ｵ1/1

58
昭和八年三月三日大槌海嘯略
誌

鈴木 兼三∥著
大槌尋常高等小学校
臨時海嘯調査部

1933.12 K453/ｽ1/1

59 新岩手人　第3巻第3号 ー 新岩手人社 1933 KS05/ｼ1

内容
明治29年(1896)6月17日附録
「遠野電報(釜石町の状況 4件)」

明治43年(1910)9月4日1面
「盛岡未曽有の出水」

明治43年(1910)9月5日1面
「盛岡未曽有の出水」

内容
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

60 津浪と村 山口 弥一郎∥著 恒春閣書房 1943.9 K453/ﾔ1/1

61 津浪と村
山口 弥一郎∥著
石井 正己∥編
川島 秀一∥編

三弥井書店 2011.6 K369.31/ﾔﾏ ○

62
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 K453/ｶ1/1

63 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 K453/ﾀ1/1

No 新聞名 館外貸出

64 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

65 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

カスリン台風・アイオン台風
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

66
昭和二十三年アイオン颱風調
査報告 第2編

仙台管区気象台∥編 仙台管区気象台 1949.4 K452/ｾ1/1

67 農民知事 小田 耕一∥著 熊谷印刷出版部 1959 K289/ｺ2/1 ○

68 水害復興誌 一関市∥編 一関市 1952 K452/ｲ3/1

69
カスリン・アイオン颱風50年
記録写真集

カスリン・アイオン台風
50年事業実行委員会∥企
画
川口印刷工業株式会社∥
編集

川口印刷工業  [1998] K369.33/ｶｽ ○

70
伝えよう先人達の努力と勇気
水害カルタ

ー
[北上川学習交流館
あいぽーと]

[200-] K369.33/ﾂﾀ

No 新聞名 館外貸出

71 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

72 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

73 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

チリ地震津波
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

74 チリ地震津波誌 大槌町教育委員会∥編 大槌町 1961 K453/ｵ4/1 ○

75 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 K453/ｵ3/1 ○

76 あの海をどなりたい
チリ地震津波気仙地区
調査委員会∥編集

熊谷印刷出版部 1961 K369.31/ｱﾉ ○

77 近代日本津波誌 山下 文男∥編著 青磁社 1984 K453/ﾔ4/3 ○

78 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 K453/ﾔ3/1

79 チリ地震津波災害復興誌 岩手県∥編 岩手県 1969 K453/ｲ1/2

80 復興から五十年 大船渡市∥編集 大船渡市 2010 K369.31/ﾌﾂ ○

No 新聞名 館外貸出

81 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

平成の災害
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

82 広報ひがしやま　平成14年7月号 ー 岩手県東山町 2002 ー

83
平成10年8月末豪雨・台風5号に
よる災害記録

東北建設協会∥編集
建設省東北地方建設局河
川部河川計画課∥監修

東北建設協会 1998 K451.981/ﾍｲ

84 震災誌
奥州市市民環境部消防
防災課∥編集

奥州市市民環境部
消防防災課

2009 K369.31/ｼﾝ

85
岩手・宮城内陸地震被害調査
研究報告書

ー
北東北国立３大学岩
手・宮城内陸地震被害
調査研究グループ

2009 K369.31/ｲﾜ

昭和22年(1947)9月19日2面
「惨たる水魔暴威の跡」

昭和23年(1948)9月17日2面
「水魔強襲・県南に空前の惨害」

内容
昭和35年(1960)5月24日1面
「大津波、太平洋岸を襲う」

内容
昭和8年(1933)3月3日号外
「三陸大津波第二報」

昭和8年(1933)3月4日夕刊1面
「東海岸大津波後報　各地の被害刻々至り惨又惨」

内容
昭和22年(1947)9月17日1面
「キャサリン台風大暴れ」
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

86 広報しずくいし　2013年9月号 ー 雫石町 2013 KS31/ｺ51/2013

87
北上川上流水害写真集
平成10年8月末洪水

〔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 K452/ｹ1/6 ○

88
北上川上流水害写真集
平成14年7月台風6号洪水

ー
国土交通省東北地方整
備局岩手工事事務所

2003 K517.4/ｷﾀ ○

89
北上川上流水害写真集
平成19年9月17日洪水

ー
国土交通省東北地方
整備局岩手河川国道
事務所

2008 K517.4/ｷﾀ ○

90

北上川上流水害写真集
平成25年8月9日洪水 平成25年7
月26日洪水・平成25年9月16日洪
水

ー

国土交通省東北地方
整備局岩手河川国道
事務所 北上川ダム統
合管理事務所

2014 K517.4/ｷﾀ ○

91 ふるさと岩泉の再生へ ー 岩手県岩泉町 2018 K369.33/ﾌﾙ ○

東日本大震災
地震発生と被害状況

No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

92 東日本大震災 ー 読売新聞東京本社 2011.5 H748/ﾋｶﾞ ○

93 写真記録東日本大震災 ー 毎日新聞社 2011.7 H748/ｼﾔ ○

岩手の被害
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

94 鎮魂3.11　1 ー 東海新報社 2013.3 H748/ﾁﾝ/1 ○

95
東日本大震災津波における避
難者支援活動記録集

岩手県保健福祉部保健
福祉企画室∥編集

岩手県 2014.1 H318.222/ｲﾜ ○

96 平成の三陸大津波 ー 岩手日報社 2011.6 H748/ﾍｲ ○

97 鎮魂3.11　2 ー 東海新報社 2013.3 H748/ﾁﾝ/2 ○

復興のあゆみとデジタルアーカイブ
復興のあゆみ

No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

98
三陸鉄道リアス線163キロ新開
通のご挨拶

ー 三陸鉄道 [出版年丌明] HC686/1-2

99 いわて復興の歩み 岩手県∥企画 岩手県 2017.7 H369.31/ｲﾜ ○

100 いわて復興だより 第118号 ー 岩手県復興局 2016.12.1 HS36/ｲ25

101
岩手県の津波防災が変わりま
す!

ー 岩手県 2017.10 K517.56/ｲﾜ ○

復興とデジタルアーカイブ
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

102 てんでんこ未来へ ー 岩手日報社 2016.10 H369.31/ﾃﾝ ○

103
いきる かかわる そなえる 小
学校・低学年用

ー 岩手県教育委員会 2014.5 H375.35/ｲｷ/1 ○

104
いきる かかわる そなえる 小
学校・高学年用

ー 岩手県教育委員会 2014.5 H375.35/ｲｷ/2 ○

105
いきる かかわる そなえる 中
学校用

ー 岩手県教育委員会 2014.5 H375.35/ｲｷ/3 ○

No 新聞名 館外貸出

106 岩手日報
平成28年(2016)3月5日16、17面
「震災5年　忘れない　犠牲者の行動記録」

内容

3 東日本大震災と復興 
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岩手の災害に関する図書

凶作・飢饉
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1
民間備荒録
江戸時代の飢饉と救荒書

一関市博物館∥編集 一関市博物館 2002.9 K241/ﾐﾝ ○

2 解版民間備荒録 建部 清庵∥著 岩手植物の会 ー K470/ﾀ5/1ｲ ○

3
飢饉を生きる 平成30年度八幡
平市博物館企画展

八幡平市博物館∥編 八幡平市博物館 2018.9 K611.39/ｷｷ ○

4 盛岡藩宝暦の飢饉とその史料 細井 計∥著 東洋書院 2011.2 K611.39/ﾎｿ ○

5 昭和東北大凶作 山下 文男∥著 無明舎出版 2001.1 K611.39/ﾔﾏ ○

6 新聞資料東北大凶作 無明舎出版∥編 無明舎出版 1991.6 K612.3/ﾑ2 ○

噴火
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

7 火山灰から社会をよむ 岩手県立博物館∥編集
岩手県文化振興事
業団

2015.9 K212/ｶｻﾞ ○

8 十和田と白頭山 岩手県立博物館∥編集
岩手県文化振興事
業団

2015.10 K212/ﾄﾜ ○

9
岩手山の地質 火山灰が語る噴
火史

ー
岩手県滝沢村教育
委員会

2000.3 K453.8/ｲﾜ ○

水害
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

10
カスリン・アイオン颱風50年
記録写真集

カスリン・アイオン台
風50年事業実行委員会
∥企画
川口印刷工業株式会社
∥編集

川口印刷工業  [1998] K369.33/ｶｽ ○

11 盛岡みず物語 ー
盛岡市文化振興事業
団盛岡市先人記念館

2010 K452.9/ﾓﾘ ○

地震・津波
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

12 写真集 明治大正昭和 宮古 花坂 蔵之助∥編 国書刊行会 1979.2 K265.1/ﾊ2/2 ○

13 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] K369.31/ｱﾚ ○

14 明治二十九年の大津波 坪内 祐三∥編 毎日新聞社 2011.10 K369.31/ﾒｲ ○

15 津浪と村
山口 弥一郎∥著
石井 正己/川島 秀一
∥編

三弥井書店 2011.6 K369.31/ﾔﾏ ○

16 津波をみた男
大船渡市立博物館∥編
集

大船渡市立博物館 1997.3 K453/ﾂﾅ ○

東日本大震災
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

17
岩手県東日本大震災津波の記
録

ー 岩手県 2013.3 H318.222/ｲﾜ ○

18 いわて復興レポート ー 岩手県復興局 2014.7
H318.222/ｲﾜ
/2014

○

19 いわて復興レポート ー
岩手県復興局復興
推進課

2015.7
H318.222/ｲﾜ
/2015

○

20 いわて復興レポート ー
岩手県復興局復興
推進課

2016.8
H318.222/ｲﾜ
/2016

○

21 東日本大震災被災と復興と 木下 繁喜∥著 はる書房 2015.3 H369.31/ｷﾉ ○

22 証言記録東日本大震災 [1]～3
NHK東日本大震災プロ
ジェクト∥著

NHK出版
2013.2～
2015.2

H369.31/ｼﾖ
/[1]～3

○

23
その時、ラジオだけが聴こえ
ていた

荒蝦夷/西脇千瀬∥企画
編集
IBC岩手放送∥監修 協
力

竹書房 2012.8 H369.31/ｿﾉ ○

24 負けないで 朝日新聞盛岡総局∥編 ツーワンライフ 2012.6 H369.31/ﾏｹ ○

25 未来へ伝える私の3.11  1・2 IBC岩手放送∥編 竹書房 2013.8
H369.31/ﾐﾗ/1･
2

○

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

26 三陸たびガイド 遠藤 宏之∥著 マイナビ 2014.6 H291.22/ｴﾝ ○

27 三陸鉄道情熱復活物語 品川 雅彦∥著 三省堂 2014.7 H686.2122/ｼﾅ ○

28
軌跡 大津波からの5年 報道写
真集

ー 岩手日報社 2016.1 H748/ｷｾ ○

29
写真記録|東日本大震災3・11
からの軌跡

毎日新聞社∥著 毎日新聞社 2012.3 H748/ｼﾔ ○

30 鎮魂3.11　1・2 ー 東海新報社 2013.3 H748/ﾁﾝ/1･2 ○

31 津波被災前・後の記録 東北建設協会∥編
河北新報出版セン
ター

2012.8 H748/ﾂﾅ ○

32 東日本大震災 朝日新聞社∥著 朝日新聞出版 2011.4 H748/ﾋｶﾞ ○

33 東日本大震災 ー 読売新聞東京本社 2011.5 H748/ﾋｶﾞ ○

34 平成の三陸大津波 ー 岩手日報社 2011.6 H748/ﾍｲ ○

山下文男の著書
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

35 近代日本津波誌 山下 文男∥編著
日本図書センター
P&S

2008.11 453.4/ﾔﾏ ○

36
写真と絵で見る－明治三陸大
津波

山下 文男∥編著 山下文男 1995.6 K453/ﾔ4/5ｲ ○

37 哀史三陸大津波 山下 文男∥著 河出書房新社 2011.6 K369.31/ﾔﾏ ○

38 津波と防災 山下 文男∥著 古今書院 2008.9 K369.31/ﾔﾏ ○

39 津波の恐怖 山下 文男∥著 東北大学出版会 2005.3 K453.4/ﾔﾏ ○

40 津波ものがたり
山下 文男∥著
箕田 源二郎/宮下 森
∥画

童心社 2011.6 K453.4/ﾔﾏ ○

41 君子未然に防ぐ 山下 文男∥著 東北大学出版会 2002.8 K289.1/ｲﾏ ○

防災に関する図書
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

42 天災から日本史を読みなおす 磯田 道史∥著 中央公論新社 2014.11 210.17/ｲｿ ○

43 地名は災害を警告する 遠藤 宏之∥著 技術評論社 2013.2 H291.0189/ｴﾝ ○

44
親子のための地震イツモノー
ト

地震イツモプロジェク
ト∥編
寄藤 文平∥絵

ポプラ社 2011.8 J369/ｵﾔ ○

45 災害・防災図鑑
CeMI環境　防災研究所
∥監修

文溪堂 2013.3 J369/ｻｲ ○

46
自然災害からいのちを守る科
学

川手 新一∥著 岩波書店 2013.5 Y369.3/ｶﾜ ○

47 自然災害ハンドブック 山と溪谷社∥編 山と溪谷社 2011.5 369.3/ｼｾﾞ ○

48 災害伝承 高橋 和雄∥編著 古今書院 2014.5 369.3/ﾀｶ ○

49
何が起きても命を守る防災減
災BOOK

ゆうゆう編集部∥編 主婦の友社 2016.1 369.3/ﾅﾆ ○

50 日本列島ハザードマップ 朝日新聞社∥著 朝日新聞出版 2013.3 369.3/ﾆﾎ ○

51 地震イツモマニュアル

地震イツモプロジェク
ト∥編
寄藤 文平∥絵
プラス　アーツ∥監修

ポプラ社 2016.8 369.31/ｼﾞｼ ○

52
全国77都市の地盤と災害ハン
ドブック

地盤工学会∥編 丸善出版 2012.1 455.1/ｾﾞﾝ ○
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