
平成 24 年 3 月 6 日改訂

伊勢湾
い せ わ ん

台風
た い ふ う

戦後有数の大被害をもたらした昭和 34 年の伊勢湾台風。その被害の

ありさまと、復興の努力を知るための本、資料を紹介します。

※【 】内は、ある場所：ラベルの番号です。

１．伊勢湾台風全般について

・『伊勢湾台風から 50 年 未来へ伝える災害記録誌』（養老町，2010 年）【郷土２階：G369.3／イ】

当時の報道や体験談のほか、被災地の現在の様子を写真で比較しています。

・『忘れない伊勢湾台風 50 年』（中日新聞社，2009 年）【一般１階：369.3／ワ】

愛知県内の被害を伝える写真と、被災した方々の回想をまとめた一冊。

・『台風と高潮災害 伊勢湾台風』（古今書院，2009 年）【郷土２階：G369.3／イ】

伊勢湾台風の規模や被災地の土地条件、高潮などについて考察し、復興の歩みをたどります。

・『伊勢湾台風の全容』（中日新聞社，1959 年）【6 書庫：369.32／チ】

台風被害とその後の復興の様子を伝える写真集です。

・『海吠える 伊勢湾台風が襲った日』（文藝春秋，1982 年）【9書庫：451.5／ミ】

名古屋市南区で救援活動に加わった医師によるドキュメンタリーです。
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・『町が海におそわれた 伊勢湾台風物語
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・『伊勢湾台風物語』（学研，1989 年）【児童書庫：J916／イ】

上で紹介
しょうかい

した『町が海におそわれた』のアニメーション映画を本にしました。台風について

の解説
かいせつ

もついています。

３．岐阜県の被害について

・『岐阜県を襲った伊勢湾台風』（岐阜県，1960 年）【郷土２階：G369.3／ギケ】

岐阜県の被害・復興について、写真と統計記録などをまとめたものです。

・『昭和 34・35・36 年連年災害復興誌』（岐阜県，1965 年）【郷土２階：G369.3／レ】

昭和 34年の台風 7 号と伊勢湾台風、35 年の台風 11、12、16 号、36 年の第 2 室戸台風と、岐

阜県を立て続けにおそった台風災害の記録です。

４．当時の新聞・雑誌

・『伊勢湾台風記録 中部日本新聞縮刷版』上・下（中日新聞社，1959 年）

【郷土書庫：G369.3／イ】

昭和 34 年 9 月 26 日から 11 月 26 日まで、伊勢湾台風関連の新聞紙面を集めた縮刷版。

※このほか、岐阜新聞はマイクロフィルムで、中日、朝日、毎日新聞は原紙で閲覧できます。

・『朝日ジャーナル』（1959 年 10 月 11 日号，18 日号）【７書庫：Z00／ア】

・『週刊朝日』（1959 年 10 月 11 日号，18 日号，25 日号）【７書庫：Z00／シ】

５．インターネットで調べる

・岐阜県総合防災ポータル（http://www.bousai.pref.gifu.lg.jp/）

（「風水害・雪害・火山」＞「伊勢湾台風災害（昭和 34（1959）年）」）

岐阜県図書館
しらべかた案内
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○伊勢湾台風関連資料リスト 貸出しできない資料もありますのでご注意ください。

◇詳しいことは、カウンターでおたずねください。

岐阜県・新聞・地図関係→第３ｶｳﾝﾀｰ（２階）

児童書→第１(児童)ｶｳﾝﾀｰ その他→第２ｶｳﾝﾀｰ（１階）

〒500-8368 岐阜市宇佐4-2-1
電話: 058-275-5111 Fax: 058-275-5115
URL：http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

No. 書名 著編者 場所 分類

1 体験伊勢湾台風 語り継ぐ災害・復旧 建設省中部地方建設局木曽
川下流工事事務所/編

７書庫 369.3／イ

2
輪中と高潮 伊勢湾台風の記録 三
重県郷土資料叢書

伊藤重信/編著 ７書庫 369.3／イ

3 伊勢湾台風 その後二十年 いずみの会/編 ７書庫 369.3／イ
4 伊勢湾台風資料室資料目録 第1集 名古屋市南図書館/編 ７書庫 369.3／イ
5 「伊勢湾台風50年事業」記録誌 NHKプラネット中部／編 郷土2階 369.3／イ
6 台風と高潮災害 伊勢湾台風 伊藤安男／著 郷土2階 369.3／イ

7 次代にひきつぐあの教訓伊勢湾台風
伊勢湾台風30年事業実行委
員会/〔編〕 郷土書庫 369.3／イ

8 伊勢湾台風30年事業公募論文集
伊勢湾台風30年事業実行委
員会/編

郷土書庫 369.3／イ

9 伊勢湾台風30年事業応募作品集
伊勢湾台風30年事業実行委
員会/編

郷土書庫 369.3／イ

10 岐阜県を襲った伊勢湾台風 岐阜県/編 郷土書庫 369.3／イ
11 伊勢湾台風流木集材の記録 名古屋木材組合 郷土書庫 369.3／イ

12
伊勢湾台風記録 中部日本新聞縮刷
版 （上・下）

中部日本新聞社/[編] 郷土書庫 369.3／イ

13 伊勢湾台風の災害十周年を迎えて
建設省木曽川下流工事事務
所/編 郷土書庫 369.3／イ

14 町が海におそわれた 伊勢湾台風物 高田勲／絵 児童 369.3／イ
15 伊勢湾台風 水害前線の村 岡邦行／著 一般1階 369.3／オ

16
復興コミュニティ論入門 シリーズ災
害と社会 吉川忠寛／編 ９書庫 369.3／サ

17 災害永遠に忘れじ 笠郷小学校 郷土書庫 369.3／サ
18 写真集木曽三川の水害 建設省中部地方建設局 郷土書庫 369.3／シ
19 体験伊勢湾台風 語り継ぐ災害・復旧 建設省中部地方建設局/編 郷土書庫 369.3／タ
20 1959 伊勢湾台風報告書 日本システム開発研究所/編 ９書庫 369.3／チ
21 昭和３４・３５・３６年連年災害復興誌 岐阜県 郷土書庫 369.3／レ

22 伊勢湾台風調査報告
朝日新聞社国土総合開発調
査会/編

６書庫 369.32／ア

23
伊勢湾台風災害実態調査結果報告
書 昭和35年7月

行政管理庁行政監察局/編 ６書庫 369.32／ギ

24 伊勢湾台風災害誌 名古屋市総務局調査課/編 ６書庫 369.32／ケ
25 伊勢湾台風の全容 中部日本新聞社/編 ６書庫 369.32／チ

26 伊勢湾台風 こどもと教師の記録 名古屋市立学校災害対策本
部編

６書庫 369.32／ナ

27 伊勢湾台風災害記録 名古屋鉄道管理局/編 ６書庫 369.32／ナ
28 伊勢湾台風災害誌 建設省 ６書庫 369.32／ナ

29 伊勢湾台風災害調査報告 1961
日本建築学会伊勢湾台風災
害調査特別委員会編 ６書庫 369.32／ニ

30 昭和三十四年土木災害記録集 山梨県土木部 ６書庫 369.32／ヤ

31
気象庁技術報告 第7号 伊勢湾台風
調査報告

気象庁/編 ６書庫 451.5／キ

32 伊勢湾台風気象概報 名古屋地方気象台/編 ６書庫 451.5／ナ
33 海吠える 伊勢湾台風が襲った日 三輪和雄／著 ９書庫 451.5／ミ
34 異常気象報告 昭和34年度第4-5号 岐阜地方気象台 郷土書庫 451／イ
35 岐阜県気象月報 昭和34年9月 岐阜地方気象台 郷土書庫 451／ギケ
36 伊勢湾台風復旧工事誌（上・下） 建設省中部地方建設局/編 ６書庫 517.2ケ

37 伊勢湾台風物語 感動読物 伊勢湾
台風30周年記念出版

本郷左智夫/編 児童書庫 916／イ

38
九月の祈り 伊勢湾台風と闘った人
びと 人間のドラマ

藤崎康夫／著 ７書庫 916／フ

39 気象 1959年10月号 気象庁 雑誌

40
朝日ジャーナル 1959年10月11日号
18日号 朝日新聞社 雑誌

41
週刊朝日 1959年10月11日号 18日
号 25日号 朝日新聞社 雑誌


