
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

関東大震災と中国人　王希天事件を追跡する
岩波現代文庫　社会

田原 洋／著 （岩波書店） 2014 080/ｲﾜ/272

年報都市史研究　20 都市史研究会／編 （山川出版社） 2013 210/258/

ひとり調べができる時代別日本の歴史　11 高野 尚好／監修 （学研） 1997 210/ﾋﾄ/11

震災を越えて 「阪神・淡路大震災と埋蔵文化財」シンポジウム
の記録

『阪神・淡路大震災と埋蔵文化財』シン
ポジウム実行委員会／編著 （エピック）

2001 210.2/ﾊﾝ/

地震と中世の流通
高志書院選書　６

矢田 俊文／著 （高志書院） 2010 210.4/ﾔﾀ/

東京消失　関東大震災の秘録
小川 益生／監修
小櫻 景如／編集 （文藝春秋企画出版
部）

2006 210.69/ｵｶ/

大正大震災　忘却された断層 尾原 宏之／著 （白水社） 2012 210.69/ｵﾊ/

関東大震災　ドキュメント 現代史の会／編 （草風館） 1996 210.69/ｶﾝ/

手記　関東大震災
関東大震災を記録する会／編 （新評
論）

1975 210.69/ｶﾝ/

世界史としての関東大震災　アジア・国家・民衆
関東大震災80周年記念行事実行委員
会／編 （日本経済評論社）

2004 210.69/ｶﾝ/

震災・戒厳令・虐殺　関東大震災85周年朝鮮人犠牲者追悼シ
ンポジウム

関東大震災85周年シンポジウム実行委
員会／編 （三一書房）

2008 210.69/ｶﾝ/

関東大震災　写真集 北原 糸子／編 （吉川弘文館） 2010 210.69/ｷﾀ/2010

震災復興　後藤新平の120日　都市は市民がつくるもの
後藤新平の全仕事

後藤新平研究会／編著 （藤原書店） 2011 210.69/ｺﾄ/

世紀の復興計画　後藤新平かく語りき 後藤 新平／著 （毎日ワンズ） 2011 210.69/ｺﾄ/

図説関東大震災
ふくろうの本

太平洋戦争研究会／編 （河出書房新
社）

2003 210.69/ﾀｲ/

関東大震災を歩く　現代に生きる災害の記憶 武村 雅之／著 （吉川弘文館） 2012 210.69/ﾀｹ/

帝都復興の時代 関東大震災以後
中公選書　003

筒井 清忠／著 （中央公論新社） 2011 210.69/ﾂﾂ/

関東大震災と情報　東京都公文書館所蔵関東大震災関係資
料目録

東京都／編集 （東京都） 1996 210.69/ﾄｳ/

関東大震災と日米外交
波多野 勝／著
飯森 明子／著 （草思社）

1999 210.69/ﾊﾀ/

正午二分前　外国人記者の見た関東大震災
Hayakawa nonfiction masterpieces

ノエル・F.ブッシュ／著
向後 英一／訳 （早川書房）

2005 210.69/ﾌﾂ/

地震災害二千年史



関東大震災と皇室・宮内省 堀口 修／著 （創泉堂出版） 2014 210.69/ﾎﾘ/

関東大震災と戒厳令
歴史文化ライブラリー　162

松尾 章一／著 （吉川弘文館） 2003 210.69/ﾏﾂ/

問題の人甘粕正彦　伝記・甘粕正彦
伝記叢書　253

山根 倬三／著 （大空社） 1997 210.69/ﾔﾏ/

関東大震災と朝鮮人虐殺　80年後の徹底検証 山岸 秀／著 （早稲田出版） 2002 210.69/ﾔﾏ/

関東大震災時の朝鮮人虐殺 その国家責任と民衆責任 山田 昭次／著 （創史社） 2003 210.69/ﾔﾏ/

地名は知っていた　上
河北選書

太宰 幸子／著 （河北新報出版セン
ター）

2012 291.23/ﾀｻ/

地名は知っていた　下
河北選書

太宰 幸子／著 （河北新報出版セン
ター）

2012 291.23/ﾀｻ/

阪神大震災　兵庫県南部地震  （静岡新聞社） 1995 369.31/ﾊﾝ/

写真・絵画集成　日本災害史　２　地震・津波
下鶴 大輔／監修
津村 建四朗／監修 （日本図書セン
ター）

2001 451.98/ｼﾓ/

善光寺地震に学ぶ
赤羽 貞幸／編著
北原 糸子／編著 （信濃毎日新聞社）

2003 453.21/ｱｶ/

地震と火山の災害史　土地に刻まれた災害の記録 伊藤 和明／著 （同文書院） 1977 453.21/ｲﾄ/

関東大震災と土砂災害 井上 公夫／編著 （古今書院） 2013 453.21/ｲﾉ/

歴史としての東日本大震災　口碑伝承をおろそかにするなか
れ

岩本 由輝／編
岩本 由輝／[ほか]執筆 （刀水書房）

2013 453.21/ｲﾜ/

わが国の歴史地震の震度分布・等震度線図 宇佐美 龍夫／編著 （日本電気協会） 2010 453.21/ｳｻ/2010

わが国の歴史地震被害一覧表 宇佐美 龍夫／編著 （日本電気協会） 2010 453.21/ｳｻ/2010

安政江戸地震の精密震度分布図 宇佐美 竜夫／[著] （宇佐美竜夫） 1995 453.21/ｳｻ/

大地震　古記録に学ぶ
読みなおす日本史

宇佐美 龍夫／著 （吉川弘文館） 2014 453.21/ｳｻ/

日本列島の巨大地震
岩波科学ライブラリー　185

尾池 和夫／著 （岩波書店） 2011 453.21/ｵｲ/

都市直下地震　熊本地震から兵庫県南部地震まで
表 俊一郎／著
久保寺 章／著 （古今書院）

1998 453.21/ｵﾓ/

関東大震災　大東京圏の揺れを知る 武村 雅之／著 （鹿島出版会） 2003 453.21/ﾀｹ/

今もいきる、濃尾地震 マグニチュード8.0、日本史上最大の直
下地震

中部建設協会／編集 （中部建設協会） 2011 453.21/ﾁﾕ/2011

長野県の地震入門 塚原 弘昭／編著 （しなのき書房） 2011 453.21/ﾂｶ/



千年震災　繰り返す地震と津波の歴史に学ぶ 都司 嘉宣／著 （ダイヤモンド社） 2011 453.21/ﾂｼ/

新潟の地震
新潟県高等学校教育研究会理科部新
潟の地震編集委員会／編 （考古堂書
店）

2010 453.21/ﾆｲ/

日本列島地震の2000年史　津波、噴火…
保立 道久／監修
成田 龍一／監修 （朝日新聞出版）

2013 453.21/ﾎﾀ/

濃尾地震と根尾谷断層帯　内陸最大地震と断層の諸性質
村松 郁栄／著
松田 時彦／著 （古今書院）

2002 453.21/ﾑﾗ/

地図にみる関東大震災　関東大震災の真実
歴史地震研究会／編集 （日本地図セ
ンター）

2013 453.21/ﾚｷ/

日本被害津波総覧 渡辺 偉夫／著 （東京大学出版会） 1998 453.4/ﾜﾀ/

火山大災害 金子 史朗／著 （古今書院） 2000 453.82/ｶﾈ/

兵庫県南部地震と地形災害 日本地形学連合／編 （古今書院） 1996 455.16/ﾋﾖ/

１９７８年伊豆大島近海の地震災害誌  （静岡県） 1978 S363/11/

写真でみる東南海地震　静岡県中遠地域を中心にして
「写真でみる東南海地震」編集委員会
／編集 （静岡県中遠県行政センター）

1994 S363/18/

こわかった地震津波　関東大震災を体験した宇佐美小学校全
児童の作文集

伊東市立伊東図書館／〔編〕 （伊東市
立伊東図書館）

2012 S363/19/

駿豆震災誌 静岡県警察部／〔編〕 （静岡県警察部） 1931 S363/8/

昭和５年の北伊豆地震に学ぶ
田方郡教育長会／〔ほか〕編 （田方郡
町村会）

1981 S450/102/

昭和１９年東南海地震に学ぶ
東南海地震記録集編集委員会／編集
（静岡県中遠振興センター）

1981 S450/103-2/

四大地震（明応・宝永・安政東海・東南海）の調査と比較
東海地方の地震被害調査研究グルー
プ／編 （東海地方の地震被害調査研
究グループ）

1980 S450/104/

昭和１９年東南海地震の記録　静岡県中遠地域を中心として
東南海地震記録集編集委員会／編
（静岡県中遠振興センター）

1982 S450/110/

安政大地震　静岡市附近関係記録
静岡市環境整備部交通防災課／〔編〕
（静岡市環境整備部交通防災課）

1977 S450/68/

昭和五年十一月廿六日の北伊豆地震と地質構造との関係
学術研究報告　第11

田山　利三郎／著 （斎藤報恩会学術研
究総務部）

1931 S450/88/

１９７８年伊豆大島近海地震調査報告
地質調査所特別報告　第７号

 （工業技術院地質調査所） 1979 S450/91/


