
No. 書       名 著         者 出版者・制作 出版年 請求記号 場  所

1 銚子市津波利根川洪水ハザードマップ    銚子市 200‐ C3693/13 郷土開架

2 震災時における避難所運営の手引き    
千葉県総務部地震
対策課 1998.2 C3693/3 郷土開架

3 地震と津波  平成15年度企画展  
千葉県立安房博物
館／編集

千葉県立安房博物
館 2003.7 C453/6 郷土開架

4 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 2005.8 C289/ﾊｺ2 郷土開架

5 ちば被害想定新聞    
千葉県総務部消防
地震防災課 2008 C3693/16 郷土開架

6 旭市津波ハザードマップ    
旭市総務課防災班
／編

旭市総務課防災班 2008.1 C3693/11 郷土開架

7 匝瑳市防災マップ    
匝瑳市総務課消防
防災班 2008.3 C3693/12 郷土開架

8 災害時要援護者避難支援の手引き    千葉県 2009.1 C3693/14 郷土開架

9 災害時における避難所運営の手引き    千葉県 2009.1 C3693/15 郷土開架

10
<防災誌>関東大震災
 千葉県の被害地震から学ぶ震災への備え

千葉県環境財団／
編集

千葉県総務部消防
地震防災課 2009.3 C3693/19 郷土開架

11 巨大地震  地域別・震源,規模,被害予測  ニュートンプレス 2010.6 453/12 一般開架

12
津波がくるぞ!
元禄十六年・千葉県沿岸の津波被害

畑中 雅子／著 国書刊行会 2015.3 C3693/42 郷土開架

13
「いのち」を守る!!そして助け合う心を!!
 いつ起こるかわからない地震に備えて

市民防災研究所 2008 VD369/4
別置ＡＶ
(２９分）

14
大地震がちばを襲う
あなたはイメージできますか?備えは?

千葉県／企画
千葉県総務部消防
地震対策課 2009 VD369/5

別置ＡＶ
(３８分）

15
二〇一一年三月十一日の地震
千葉県香取市佐原

日本史史料研究会／
編

日本史史料研究会
企画部 2011.5 C3693/31 郷土開架

16
飯岡漁港・飯岡地区大震災記録
2011.3.11東日本大震災

楠木邦征／写真・文 2011.11 C3693/23 郷土開架

17
「東日本大震災」を振り返って
その時,学校はどのように対応し,そして,震災から何を学んだか

千葉県教育委員会 2011.11 C3749/12 郷土開架

18
3.11東日本大震災に学ぶ
その時の対応と危機管理

千葉県高等学校長協
会管理運営委員会 2012 C3749/13 郷土開架

19
東日本大震災記録誌
県内被害状況と千葉県隊派遣の全記録

千葉県消防長会事
務局(制作) 2012.2 C3693/38 郷土開架

20 語り継ぐいいおか津波  被災者聞き取り調査記録集  
被災者聞き取り調査記
録編集委員会／編集

光と風キャンペーン実行委員
会 (旭市まちづくり事業認定団
体)

2012.5 C3693/22 郷土開架

21 東日本大震災津波詳細地図    原口 強／著 古今書院 2013.1 45321/27 一般開架

22 東日本大震災の記録    
千葉県防災危機管理
部／編

千葉県防災危機管
理部 2013.3 C3693/26 郷土開架

23 東日本大震災の記録  333-C地区2011.3.11 14:46  
ライオンズクラブ国際
協会333-C地区 2013.4 C3693/33 郷土開架

24 2011年東日本大震災で発生した千葉県北東部の津波 加瀬 靖之／著 文芸社 2013.4 C452/4 郷土開架

25 東日本大震災の記録    
千葉県防災危機管
理部 2013.8 C3693/26 郷土開架

26
語り継ぐために
東日本大震災体験アンケート報告集

自治労銚子市役所
職員労働組合／編

自治労銚子市役所
職員労働組合 2013.9 C3693/39 郷土開架

27
東日本大震災と千葉県旭市
地震・津波被災者支援活動の記録 平塚 四郎／編 エクリプス 2014.3 C369/36 郷土開架

展示コーナー資料紹介　千葉県立東部図書館

　3･11の記録 (県内、旭市内、近隣地域を中心に）

　3.11以前からの防災資料

展示期間 : 平成２８年３月１５日～平成２８年４月１４日



　


         

   

   各地に甚大な被害を及ぼしたあの東日本大震災から５年。記録はつらい記憶にもつながるかもしれませんが、風化させてしまっては多くの尊

い命やふるさとが失われたことさえ無駄になってしまいます。悲しみを繰り返さないよう、日頃から防災や減災を意識し、鎮魂の祈りとともに

語り継いでいくことが大切ではないでしょうか。ガラスケース展示には主に郷土関係の資料を集めました。館内の資料展示コーナー「防災･震

災」の資料も、ぜひ併せてご覧ください。 
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No. 書       名 著         者 出版者・制作 出版年 請求記号 場  所

28
３月１１日に家族が体験した津波
場所　旭市下永井地区 宮本 英一／著 NPO防災千葉 2015 C3693/46 郷土開架

29
いま原発で何が起きているのか
特別報道写真・解説集 千葉日報社 2011.6 C543/1 郷土開架

30 未来へ伝え、つなぐ-東日本大震災千葉県の記録-    千葉県／企画 千葉県 2013 VD369/11
別置ＡＶ
(４４分）

31 東日本大震災復旧・復興対策特別委員会調査報告書    
千葉県議会東日本大震災復
旧・復興対策特別委員会／編

千葉県議会東日本大震災復
旧・復興対策特別委員会 2011.11 C3693/32/2 郷土開架

32 千葉県水産ハンドブック    [2011]
千葉県農林水産部
水産局 2011.9 C66/17 一般書庫

33
千葉県の災害復興を支える建設業
 3・11東日本大震災

千葉県魅力ある建設事業推進
協議会(CCIちば)建設業者によ
る東日本大震災復旧・復興地
域貢献PR事業実行委員会

2012 C5109/12 郷土開架

34 東日本大震災に関わる県内企業影響実態調査報告書
千葉県商工労働部
経済政策課 2012.3 C335/13 郷土開架

35
平成23 (2011) 年東北地方太平洋沖地震時の房総半島におけ
る液状化-流動化現象    第1報-第5報

千葉県環境研究セ
ンター 2012.8 C455/4 郷土開架

36 県有建築物の耐震化状況    平成26年4月1日現在
千葉県県土整備部
施設改修課 2014.7 C524/1 郷土開架

37
県有建築物の耐震化整備プログラム
平成26年4月1日現在

千葉県県土整備部
施設改修課 2014.7 C524/2 郷土開架

38
東日本大震災の記録
農地・農業用施設等の復旧・復興の記録

千葉県農村振興技術
連盟／編

千葉県農村振興技
術連盟 2015.3 C3693/41 郷土開架

39
飯岡地区下永井の民俗  東京学芸大学民俗調査ゼミナール
２０１０年２０１１年度調査報告書

東京学芸大学
橋村研究室／編

東京学芸大学人文社会科学系
橋村修研究室 2015.4 C3693/43 郷土開架

40 匝瑳市津波避難計画    匝瑳市 2012.1 C3693/29 郷土開架

41 我が家の防災ガイドブック    東金市 2013 C3693/36 郷土開架

42 匝瑳市ハザードマップ    
匝瑳市役所総務課
消防防災班 2014.2 C3693/35 郷土開架

43 横芝光町防災マップ  津波編　洪水・土砂災害編  横芝光町 2014.3 C3693/37 郷土開架

44 津波から生き延びるために  知る・行動する  電通 2010.12 VD369/6
別置ＡＶ
(１５分）

45
スマイル・レボリューション
3・11から持続可能な地域社会へ

加藤 登紀子／共著 白水社 2011.11 C304/5 郷土開架

46 被災地あさひ  被災から復旧、そして復興へ  
旭市秘書広報課／企
画・編集 千葉県旭市 2012.3 C3693/24 郷土開架

47 被災地あさひ  被災から復旧、そして復興へ  
旭市秘書広報課／企
画・編集 千葉県旭市 2012.3 C3693/24

別置付録
(２１分）

48 おはなし千葉の歴史    
千葉県歴史教育者協
議会／編 岩崎書店 2012.8 C20/23 郷土開架

49 復興の息吹き  人間の復興・農林漁業の再生  田代 洋一／編著 農山漁村文化協会 2012.9 36931/211 一般開架

50 語りつごう3・11  震災をのり越えて  地域再生協議会災害検証
記録化編集委員会／編集 地域再生協議会 2013.1 C3693/27 郷土開架

51 語りつごう3・11  震災をのり越えて  地域再生協議会災害検証
記録化編集委員会／編集 地域再生協議会 2013.1 C3693/27

別置付録

52 佐原の町並み  東日本大震災からの復旧  
金出 ミチル／
和文英訳

小野川と佐原の町
並みを考える会 2014.3 C521/22 郷土開架

53 佐原の町並み  東日本大震災からの復旧  
金出 ミチル／
和文英訳

小野川と佐原の町
並みを考える会 2014.3 C521/22

別置付録

　旭市飯岡地区周辺  航空写真

Ａ 　飯岡下永井海岸付近 Ｈ23.1.22　撮影

Ｂ 　　　　　　〃 Ｈ23.3.17　撮影

Ｃ 　国民宿舎　飯岡荘付近 Ｈ23.3.12　撮影

Ｄ 　飯岡漁港付近 Ｈ23.3.17　撮影

　3･11関連の調査・報告書

　復興へ－

　防災・避難

京葉測量株式会社

 ＤＶＤ（別置付録、別置ＡＶ）資料

及び航空写真は、館内でご覧いただけ

ます。貸出はいたしません。ご了承く

ださい。 
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