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1 哀史三陸大津波 山下　文男∥著 青磁社 1990 K/453/ﾔ4/1Bｲ

2 津波 山下　文男∥著 あゆみ出版 1997 Ｋ/453.4/ﾔﾏ

3 津波と防災　三陸津波始末 山下　文男∥著 古今書院 2008 Ｋ/369.31/ﾔﾏ

4 津波の恐怖　三陸津波伝承録 山下　文男∥著 東北大学出版会 2005 Ｋ/453.4/ﾔﾏ

5 津波てんでんこ　近代日本の津波史 山下　文男∥著 新日本出版社 2008 Ｋ/453.4/ﾔﾏ

6 三陸海岸大津波 吉村　昭∥著 文芸春秋 2004 Ｋ/452.512/ﾖｼ

7 忘れるな三陸沿岸大津波 上西  勇∥著 〔上西勇〕 2008 Ｋ/453.4/ｳｴ

8 写真記録近代日本津浪誌 山下　文男∥編著 青磁社 1984 Ｋ/453/ﾔ4/3ｲ

9
津波をみた男
－１００年後へのメッセージ－

大船渡市立博物館∥
編集

大船渡市立博物館 1997 Ｋ/453/ﾂﾅ

10 津波　語りつぐツナミ 酒井　久男∥著
種市歴史民俗資料
館

1988 Ｋ/453/ﾀ5/1ｲ

11
チリ地震津波誌
昭和三十五年五月二十四日

大槌町教育委員会∥
編

〔大槌町（岩手県）〕 1961 Ｋ/453/ｵ4/1ｲ

12 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 Ｋ/453/ｵ8/1ｲ

13 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 K/453.4/ｺｸ

14
復興から五十年
チリ地震津波災害50周年誌

大船渡市∥編集 大船渡市 2010 Ｋ/369.31/ﾌﾂ

15 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

16 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

17
岩手県地震津波シミュレーション及
び被害想定調査に関する報告書

〔岩手県∥編集〕 〔岩手県〕 2004 K/453/ｲﾜ

18 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 K/265.2/ﾀ3/2-7ｲ

19 三陸町史　第４巻　津波編
三陸町史編集委員会
∥編

三陸町史編集委員
会

1989 K/251.4/ｻ2/1-4ｲ

20 津波の思い出　被災体験者
三陸町老人クラブ連合
会∥編

共和印刷企画セン
ター（出版代行）

1992 K/388/ｻ5/3ｲ

21 田野畑の大津波　伝承と証言 九里　拓洋∥著 文化印刷 1991 K/453/ｸ1/1ｲ
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22
山田の津波
明治二九年の体験を中心として

山田の津波編集委員
会∥編

山田町ユネスコ協会 1973 K/453/ﾔ2/1ｲ

23 津波てんでっこ考 上飯坂  哲∥編集 上飯坂哲 2005 K/453.4/ｶﾐ

24 三陸津波誌　１９６０
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 K/453/ﾁ2/1ｲ

25 昭和八年三月三日大槌海嘯略誌 鈴木  兼三∥著 〔上飯坂哲〕 2004 K/453/ｽｽﾞ

26 津波災害　減災社会を築く 河田 惠昭∥著 岩波書店 2010 369.31/ｶﾜ

27
津波から生き残る　その時までに
知ってほしいこと

土木学会津波研究小
委員会∥編集

土木学会 2009 Y/369.31/ﾂﾅ

28
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 J/369/ﾔﾏ

29
世界の災害の今を知る
水と風の災害・1　津波

横田 崇∥著 文溪堂 2006 J/369/ｾｶ

30 ライフクライシス　百年の忘却 山下 亨∥著 近代消防社 2003 369.31/ﾔﾏ

31 津波とたたかった人　浜口梧陵伝 戸石 四郎∥著 新日本出版社 2005 289.1/ﾊﾏ

32
津波から人びとを救った稲むらの
火

「歴画浜口梧陵伝」編
集委員会∥監修

文溪堂 2005 J/289/ﾊﾏ

33 津波からみんなをすくえ!
環境防災総合政策研
究機構∥監修

文溪堂 2006 J/369/ｸﾆ

34 世界と日本の災害復興ガイド
兵庫県震災復興研究
センターほか∥編

クリエイツかもがわ 2009 369.3/ｾｶ

35
いま考えたい災害からの暮らし再
生

山中 茂樹∥著 岩波書店 2010 Y/369.3/ﾔﾏ

36
12歳からの被災者学
阪神・淡路大震災に学ぶ78の知恵

メモリアル　コンファレ
ンス　イン神戸∥編著

日本放送出版協会 2005 J/369/ｼﾞｭ

37 災害と居住福祉 早川 和男∥著 三五館 2001 318.764/ﾊﾔ

38
町内会のすべてが解る!「疑問」
「難問」100問100答

中田 実ほか∥著 じゃこめてい出版 2008 318.8/ﾁﾖ

39
家族と財産を守る完全防犯マニュ
アル

中西 崇∥著 平凡社 2002 368.6/ﾅｶ

40 防犯まちづくり 山本 俊哉∥著 ぎょうせい 2005 368.6/ﾔﾏ
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