
【交通案内】 

・地下鉄/鶴舞線または桜通線「丸の内」下車 

8 番出口から 5 分 

・市バス/名古屋駅ターミナルから幹名駅 1・名駅 14

「愛知県図書館」下車 3 分 

【問合せ先】 

愛知県図書館 総務課企画グループ 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸１－９－３ 

Tel 052-212-2323  Fax 052-212-3674 

 

●関連企画１  講演会 「台風とは～そして伊勢湾台風から５０年～」 

講 師 名古屋地方気象台 松本守（まつもと まもる）氏 

日 時 平成 21 年 9 月 15 日（火） 

     午後 2 時～3 時 30 分  

定 員 先着 50 名  入場無料 

会 場 愛知県図書館 １階 AV ホール 

共 催 名古屋地方気象台 

伊勢湾台風 50 年

愛知県図書館 企画展示 

● 関連企画２  

上映会 「愛知県政ニュース映画」 （昭和 34 年制作）

－伊勢湾台風特報 第 1 報から第 5 報－ 

第１回   平成 21 年 9 月 26 日（土） 午後 2 時 

第２回   平成 21 年 10 月 1 日（木） 午後 2 時 

        ※２回とも上映作品は同じです 

上映時間 約 60 分 

会 場   愛知県図書館 １階 AV ホール 

定 員   先着 50 名  入場無料 

平成 21 年 9 月 11 日（金）～11 月 11 日（水） 

愛知県図書館 1・2 階ロビー 共催：伊勢湾台風５０年事業実行員会 

昭和 34 年 9 月 26 日午後 6 時過ぎに潮岬に上陸し、この地方に大きな

被害をもたらした伊勢湾台風。その犠牲者は 5 千人を超し、台風による

人的被害としては明治以降最大規模となりました。 

この伊勢湾台風から 50 年となることから、伊勢湾台風に関する図書

をはじめ、風水害や防災、気象に関する図書などを展示します。 

半世紀を迎え、伊勢湾台風を知らない世代が多くなった今、その災禍

や復興の記録にふれ、風水害の恐ろしさや災害への備えについて考える

機会としていただければ・・・と思います。



●展示資料リスト（抜粋） 

[伊勢湾台風に関する資料]                             ※地域資料につき、館内でご覧ください 

書名等 出版者 出版年 資料コード 

伊勢湾台風による災害の概要並びに要望書 第 1-7 報 愛知県 1959 1102994529 

伊勢湾台風－災害復興記録写真集 愛知県広報課 1962 1101536378 

伊勢湾台風災害復興誌 愛知県 1964 1101529014 

伊勢湾台風復旧工事誌 上巻 ・下巻 建設省中部地方建設局 1963 
1101530104 

1101530113 

伊勢湾台風災害実態調査結果報告書 行政管理庁行政監察局 1960 1101518422 

1959 伊勢湾台風報告書 
中央防災会議災害教訓の

継承に関する専門調査会 
2008 1109540798 

伊勢湾台風気象概報 気象協会名古屋出張所 1960 1102993503 

伊勢湾台風調査報告 気象庁 1961 1101518413 

伊勢湾台風災害記録 名古屋鉄道管理局 1960 1101524958 

伊勢湾台風災害記録 日本国有鉄道中部支社 1961 1101524967 

伊勢湾台風の全容 中部日本新聞社 1959 1102993361 

伊勢湾台風記録 上 ・下 中部日本新聞社 1959 
1101528886 

1101528895 

忘れない伊勢湾台風 50 年 中日新聞社 2009 1109733874 

伊勢湾台風惨害特報 （アサヒグラフ 臨時増刊） 朝日新聞社 1959 1101536529 

伊勢湾台風特報 （毎日グラフ 臨時増刊） 毎日新聞社 1959 1107902109 

町が海におそわれた 伊勢湾台風物語 

（神山 征二郎/文  高田 勲/絵） 
学研 1990 1104958648 

伊勢湾台風  水害前線の村 （岡 邦行/著） ゆいぽおと 2009 1109730139 

 
[災害、防災、気象に関する資料（主に風水害）] 

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード 

台風・気象災害全史 宮澤 清治ほか/編 
日外アソシエーツ 紀

伊國屋書店(発売) 
2008 

1109450681 
（館内利用のみ） 

わが家の防災 玉木 貴/著   駒草出版 2005 1108682313 

これからの都市水害対応ハンドブック 末次 忠司/著   山海堂 2007 1109160930 

復興コミュニティ論入門 浦野 正樹ほか/編 弘文堂 2007 1109368143 

台風学入門 村山 貢司/著 山と溪谷社 2006 1108947849 

気象予報士ハンドブック 日本気象予報士会/編 オーム社 2008 1109548670 

 

●伊勢湾台風写真パネル展示（提供： 伊勢湾台風 50 年事業実行委員会） 

平成 21 年 10 月 9 日（金）～11 月 11 日（水） 
 

●パンフレット・リーフレットの配布（展示会場にて） 

「風水害に備えて－伊勢湾台風から学ぶ 4 つの被害」（発行：伊勢湾台風 50 年事業実行委員会） 

「愛知県 防災・減災お役立ちガイド 風水害編」（発行：愛知県） など 

伊勢湾台風５０年事業実行委員会とは・・・ 

伊勢湾台風から50年を迎えるにあたり、伊勢湾台風により、多くの被害を被った岐阜県、愛知県、三重県及び名古屋

市が共同して、各種事業を展開し、台風の犠牲となられた方々へ哀悼の意を表するとともに、未来に向けて、地域、

防災関係機関、行政が連携して取り組むことを宣言し、災害に強い地域づくりを推進することを目的としています。 

詳しくは、伊勢湾台風５０年事業実行委員会ホームページをご覧ください。 

http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/isewan50/ 




