資料展示目録

群馬の自然災害
期 間：平成25年1月18日(金) ～ 3月24日(日)
会 場：群馬県立図書館 ３階展示コーナー
群馬県立図書館では、７０万点を超える蔵書の中から、年４回テーマを決め
て、特色ある資料を幅広く紹介する資料展示を行っています。
今回の資料展示では、有史以来、本県をおそった自然災害と防災に関する資料
を紹介します。
【展示資料について】
本展示は、関連の図書等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅的に紹
介するものではありません。展示された100点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料は、通常、1階中央図書室、2階調査相談室、書庫にあり、展示期間を
過ぎれば、いつでも貸出・閲覧できます。
なお、「＊」記号のついたものは、郷土正本のみの所蔵や特別文庫である等の
理由により、貸し出しできない資料ですが、館内での閲覧は可能です。
資料コード
1 群馬の自然災害 畑山源二／著

＊
＊

2 群馬の災異 日別年表

みやま文庫

畑山源二／編

1997

3 火山灰考古学 新井房夫／編

古今書院

4 群馬の火山灰 竹本弘幸／著

久保誠二／著

5

第20回企画展

1999

1993
みやま文庫

1995

弥生文化と日高遺跡 米づくりが社会を変えた

群馬県立歴史博物館／編 1985

6 史跡

日高遺跡 保全整備事業に伴う内容確認調査報告書 高崎市教委／ 2010

7 国史大系 黒板 勝美／編輯

国史大系編修会／編輯

新訂増補

8 史料大成 増補 増補史料大成刊行会／編 第11巻 臨川書店
9 第12回特別展 １１０８－浅間山噴火－中世への胎動
かみつけの里博物館 2004

＊
＊
＊

＊
＊

10 浅間山大噴火 渡辺尚志／著

吉川弘文館

吉川弘文館

1952

1982

2003

11 天明三年浅間山噴火史

萩原進／著

12 天明三年浅間山噴火史

吾妻郡嬬恋村教育委員会／編

鎌原観音堂奉仕会

1982
1982

13 天明三年浅間大噴火

日本のポンペイ鎌原村発掘

14 緑よみがえった鎌原

発掘すすむ浅間押し あさを社／編 1979

15 浅間山の噴火と八ケ岳の崩壊

菊地清人／著

16 鬼押出し熔岩流のナゾに迫る

酒井 康弘／著

大石慎三郎／著

佐久

櫟

角川書店

1984

ブイツーソリューション

2006

1986

17 嬬恋・日本のポンペイ 浅間山麓埋没村落総合調査会／共編
東京新聞編集局特別報道部／共編 1980

＊

18 埋没村落鎌原村発掘調査概報 よみがえる延命寺 嬬恋村教育委員会／編 1994
19 天明浅間押二百忌記念誌 滝沢一男／編
天明浅間押二百年記念事業実行委員会 1982
20 浅間山、歴史を飲みこむ 天明の大噴火 小西 聖一／著 小泉 澄夫／画
理論社 2006
21 浅間山大噴火の爪痕・天明三年浅間災害遺跡 関 俊明／著 新泉社 2010
22 第16回特別展 最新の遺跡発掘調査からみた江戸時代、浅間山大噴火。
－224年前におきた火山災害、西上州に生きた人々、その暮らしぶり。－
かみつけの里博物館／編 2007
23 第52回企画展

天明の浅間焼け 群馬県立歴史博物館／編 1995

24 天明三年浅間焼け

＊

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所／編

25 天明三年浅間山大噴火と社会的影響

萩原進／著

上毛郷土史研究会

2004

1939

26 惨絶の月見 天明浅間大焼大変記より 須藤雅美／著 対岳工房 1978
27 噴火の土砂洪水災害 天明の浅間焼けと鎌原土石なだれ 井上 公夫／著
古今書院 2009

＊

28 昭和48年2月1日の浅間山噴火に関する火山速報 前橋地方気象台 1973
29 浅間火山2004年噴火噴出物の化学組成 短報 三田照芳／著 野村正弘／著
群馬県立自然史博物館 2006

＊

30 黒井峯遺跡 軽石下の古墳時代集落の調査 １ 子持村教育委員会 1985
31 第14回特別展 はるな30年物語。－古墳時代に榛名山が大噴火した。災害と向き
合うヒト、そして復興へ かみつけの里博物館 2006

＊

32 黒井峯遺跡発掘調査報告書 群馬県北群馬郡子持村教育委員会／編
33 第36回企画展 火の山はるな火山噴火と黒井峯むらのくらし
群馬県立歴史博物館／編 1990
34 封印された古墳時代の村 黒井峯・西組遺跡 藤尾慎一郎／著
国立歴史民俗博物館 1997

＊
＊
＊
＊

＊

35 黒井峯のむら

＊

時を超えいま… 子持村教育委員会

36 群馬県指定史跡中筋遺跡保存整備事業報告書 渋川市教育委員会／編 1999
37 中世における赤城山於呂獄（荒山）の噴火と富士浅間信仰
峰岸純夫／編 群馬県立図書館（自館複製） 2003
38 白根火山 湯釜の観測,白根火山噴火,硫黄鉱山,湖沼の測定,遭難の記録,上信越自然歩道
下谷昌幸／著 上毛新聞社 1985
39 草津白根山火口湖「湯釜」の水温変化と火山活動の関連について
白根火山研究班／編 1984
40 群馬の噴火

＊

1991

災害

草軽

県令 平田一夫／編 2003

41 国史大系 黒板 勝美／編著 新訂増補 第6巻 吉川弘文館 1933
42 赤城山麓の歴史地震 資料集－弘仁九年に発生した地震とその災害－
新里村教育委員会／編 1991
43 古地震 歴史資料と活断層からさぐる 萩原 尊礼／編著 東京大学出版会
44 赤城山南麓の歴史地震 弘仁九年の地震に伴う地形変化の調査と分析
能登健ほか／著 群馬県立図書館（自館複製） 1990
45 群馬県史研究 群馬県史編さん委員会事務局／編
46 「日本の歴史地震史料」拾遺

宇佐美 龍夫／編

群馬県
5ノ上

1991
2012

1982

＊

47 関東大震災における群馬県の救護
群馬県立図書館（自館複製） 1989

＊
＊
＊
＊
＊
＊

48 群馬県邑楽郡水害誌

＊
＊
＊

54 昭和13年9月1日関東地方を襲った颱風調査報告

49 風水害報告

邑楽郡役所／編

1911

昭和十年九月二十五，二十六日 群馬県前橋測候所／編 1935

50 昭和十年群馬県風水害誌
51 群馬県水害土木事業誌

群馬県

1937

昭和10年

1937

52 群馬県風水害被害並救護状況 群馬県 1935
53 群馬県風水害被害状況 昭和十年九月二十五日二十六日
群馬県総務部統計課 1935
55 利根川の洪水

群馬県前橋測候所／編

1938

語り継ぐ流域の歴史 利根川研究会／編 山海堂 1995

56 利根川の洪水 昭和11年－20年 利根川荒川洪水予報連絡会／編 1965
57 報道写真集 カスリーン台風 昭和22年関東水没から50年 猛威ふるった水魔の記録
茨城新聞社／ほか編
カスリーン台風写真集刊行委員会 1997
58 キャスリン台風大水害のきず跡

＊

内務省社会局／編

原東水害記録編集委員会／編

1978

59 板倉町とカスリーン台風 人と水との共生を求めて 板倉町教育委員会／編 1998
60 カスリーン台風による利根川大氾濫 国土交通省関東地区整備局
利根川上流工事事務所／編 1999
61 カスリーン災害記録集 洪水写真集洪水の爪痕から、いま、そして、未来へ。
建設省渡良瀬川工事事務所／企画編集１ 1998
62 カスリーン災害記録集 聞き取り調査・体験談集 カスリーンが語るもの
建設省渡良瀬川工事事務所／企画編集２ 1998

＊

63 キャサリン台風の記録 群馬県佐波郡芝根村五料地区 大沢素治／編 1987
64 忘れられぬあの日 カスリ－ン台風から50年 上毛新聞社出版局／企画編集
群馬県河川課 1998

＊

65 昭和二十二年九月洪水報告 内務省関東土木出張所／編 1947
66 群馬県気象累年報 明治30年～昭和31年（1897～1956）
前橋地方気象台／編 煥乎堂 1958
67 群馬県気象災害史

＊

68 異常気象速報
69 群馬の天気

群馬県／編

前橋気象台／編

1982

昭和38年 前橋地方気象台／編 1963
災害をもたらす気象現象 畑山源二／著 煥乎堂 1985

70 群馬の気候 山内秀夫／編著
71 群馬県の気象百年

上毛新聞社

前橋地方気象台／編

72 嬬恋村誌 嬬恋村誌編集委員会／編

下巻

1979
日本気象協会北関東センター
1977

＊
＊

73 熊の平駅の大惨事

＊
＊
＊

76 利根川治水私考 渡辺一男／著

上

筑波書林

1992

77 利根川治水私考 渡辺一男／著

中

筑波書林

1992

78 利根川治水私考 渡辺一男／著

下

筑波書林

1992

楠本正康／著

群馬県立図書館（自館複製）

1996

74 吾妻郡凍害雹害惨状絵葉書 吾妻八起会／編 1927
75 いざという時のために災害について学ぶ ぐんまの防災ガイドブック
上毛新聞社 2011

1996

79 草津白根山の噴火とその対策 火山と安全に共存するために
日本公営／編集 群馬県土木部中之条土木事務所／企画 1996
80 浅間山噴火に対する営農技術指導指針

＊

81 群馬の砂防 群馬県土木部砂防課／編
82 群馬県地域防災計画

＊

群馬県農政部技術支援課／編

群馬県治水砂防協会／編

群馬県防災会議／編

2009

昭和43年4月

1968

2012

83 群馬県水防計画 群馬県／編 2012
84 浅間山の噴火と防災 浅間山を知り、浅間山と向き合って暮らすために
日本公営／編集 群馬県土木部砂防課／企画 1997
85 利根川の直轄砂防50年のあゆみ
建設省関東地方建設局利根川水系砂防工事事務所/監修 1991
86 洪水災害に備える高崎市洪水ハザードマップ 倉渕・箕郷・群馬・榛名地域版
高崎市総務部庶務課／編 2009
87 伊勢崎市洪水避難地図洪水ハザードマップ
88 洪水ハザードマップ安中市

伊勢崎市／編

2009

安中市役所市民部安全安心課／編

2010

89 明和町洪水避難地図洪水ハザードマップ 明和町／編 2001
90 洪水災害に備える高崎市洪水ハザードマップ 高崎・新町地域版
高崎市総務部庶務課／編 2009
91 館林市洪水避難地図洪水ハザードマップ

館林市／編

2002

92 板倉町洪水避難地図洪水ハザードマップ

板倉町／編

2001

93 洪水ハザードマップ藤岡市

＊
＊

藤岡市・鬼石総合支所／編

2010

94 浅間山天明噴火史料集成

萩原進／編・校訂

１ 群馬県文化事業振興会 1985

95 浅間山天明噴火史料集成

萩原進／編・校訂

２

96 浅間山天明噴火史料集成

萩原進／編・校訂

３ 群馬県文化事業振興会 1989

97 浅間山天明噴火史料集成

萩原進／編・校訂

４ 群馬県文化事業振興会 1993

群馬県文化事業振興会

98 浅間山天明噴火史料集成 萩原進／編・校訂 ５ 群馬県文化事業振興会
99 天明三年浅間山噴火史料集 浅間山麓埋没村落総合調査会／編 上
東京大学出版会 1989
100 天明三年浅間山噴火史料集 浅間山麓埋没村落総合調査会／編 下
東京大学出版会 1989

1986

1995

【新聞記事について】
展示している新聞記事を含め、明治初年から最近までのものを閲覧・複写するこ
とができます。
詳しくは２階調査相談室にお尋ねください。

編集・発行

群馬県立図書館（前橋市日吉町１－９－１）
電話

０２７－２３１－３００８

