伊勢湾台風を調べる

出典：
『佐伯勝義氏撮影 写真パネル 10060』（南図書館所蔵）

昭和 34（1959）年 9 月 26 日に襲来した伊勢湾台風は、東海地方をはじめ全国に甚大な被害をも
たらし、死者・行方不明者は 5,000 人を超えました。ここでは、主に名古屋に関連する伊勢湾台風を
知るための基本的な資料をご紹介します。
また、南図書館内に設置されている「伊勢湾台風資料室」についてもご紹介します。
1. 伊勢湾台風を知る
2. 写真、映像で伊勢湾台風を知る
3. もっと伊勢湾台風を知りたい方へ～伊勢湾台風資料室のご案内～
4. 伊勢湾台風を題材とした文学を読む
：図書・雑誌 ：映像資料（ビデオ、ＤＶＤ）

１.
！

伊勢湾台風を知る
被害者数などについては、調査の行われた時点や調査範囲が異なるため、資料によって異なります。

『名古屋市教育委員会報 34 年 12 月』 名古屋市教育委員会総務部調査企画課 1959 年 [Ａ37]
p.22「児童生徒・教職員死亡者数」から、被害の大きさが分かります。
『伊勢湾台風資料目録』

名古屋市鶴舞図書館／編

名古屋市鶴舞図書館 1960 年 [Ａ36]

伊勢湾台風に関する図書・パンフレット・雑誌掲載記事を収めています。
『伊勢湾台風調査報告』（気象庁技術報告 第７号） 気象庁／編集 気象庁 １９６１年 [Ｓ0Ａ4]
詳細な気象資料をもとに作られた報告書。台風発生から被害状況までを、豊富な図版で解説していま
す。
『伊勢湾台風災害誌』 名古屋市総務局企画部調査課／編集 名古屋市 1961 年
土木建築、交通、港湾、ライフライン、産業、教育などの被害状況のほか応急活動も掲載されています。
当時の名古屋市は１２区、緑区、天白区、名東区、守山区は含まれていませんのでご注意ください。
『伊勢湾台風災害復興誌』 愛知県／編 愛知県

1964 年 [A51]

被災後５年にわたる、愛知県や運輸省、農林省などの復興の動きがまとめられています。
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『愛知県災害誌』 愛知県総務部消防防災課／編集 愛知県 1970 年 [A45]
愛知県内における自然災害の編年史。p.377～388 で伊勢湾台風の説明が掲載されています。
『伊勢湾台風を知っていますか』 名古屋市南区役所 2002 年

[A45]

体験した児童による作文、様子を伝える写真のほか、南区内にある記念碑の紹介が載っています。
『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 ［3693］
被害状況やその要因を気象や地形を中心にまとめた報告書です。
『伊勢湾台風５０年誌 語り継ぎ、伝える』中部建設協会／編集 中部建設協会 2009 年

[A369]

豊富な写真や図、グラフで災害の伝承や措置法の立法、災害対策について説明されています。
『台風と高潮災害 伊勢湾台風』 伊藤安男／著 古今書院 2009 年 [3693]
当時、高校の地理教諭であった著者によって、土地条件から見た被災状況がまとめられています。
被災地における企業と従業員家族の動向を明らかにする資料です。
『レンガのこども』 河本ふじ江／著 原田嘉美子/[著] ひとなる書房 2009 年 [Ａ369]
伊勢湾台風後に作られた名古屋市南区弥次衛町の仮設住宅内にあるヤジエ・セツルメント保育所の実践
記録です。
『台風記 子どもたちがみた伊勢湾台風』 名古屋市博物館／編集 名古屋市博物館 2019 年 [Ａ369]
名古屋市博物館で保管されていた子どもたちが書いた伊勢湾台風の作文のうち、公開の同意が得られた
ものを写真と翻刻で紹介した資料です。
★上記の資料のほか、名古屋市図書館では鶴舞中央図書館にて、当時の新聞記事をご覧になれます。
詳しくは、鶴舞中央図書館２階にてお尋ねください。

２.

写真、映像で伊勢湾台風を知る

『伊勢湾台風の全容』 中部日本新聞社／編 中部日本新聞社 1959 年

[A45]

襲来から復興まで、中部日本新聞（現在の中日新聞）撮影の写真を掲載した写真集です。
『伊勢湾台風５０年特別号』
（防災科学技術研究所研究報告 第７５号）
防災科学技術研究所／編集

防災科学技術研究所 1992 年 [A45]

茨城県つくば市にある「防災科学技術研究所」が発行する伊勢湾台風を特集した報告書（特別号）です。
付属の DVD には、当時放映されたニュース動画や被災地の空中写真が収録されています。
『風にたずねて水にうつして 伊勢湾台風記録画集』伊勢湾台風の記録を絵に残す運動推進委員会／編集
公明党愛知県民運動推進本部 １９９２年 [A36]
伊勢湾台風を実際に経験した方々が、当時の記憶を頼りに描いた絵画を収録しています。
『忘れない伊勢湾台風５０年』 中日新聞社出版部／編 中日新聞社 ２００９年 [A369]
被害の生々しい写真と、被災者の貴重な回想を柱に、伊勢湾台風の「記録」と「記憶」を伝えていま
す。
『伊勢湾台風惨害特報』（「アサヒグラフ」臨時増刊） 朝日新聞社本社特設取材班／写真 朝日新聞社
１９５９年 [NA36]
『伊勢湾台風特報』
（
「毎日グラフ」臨時増刊） 毎日新聞社 １９５９年 [NA36]
『伊勢湾台風から半世紀』 愛知県（製作） 2009 年 [ＤＶＤ]
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小学４年生～中学生を対象として、風水害について学習するために制作された DVD です。後半に当時
放映された「愛知県政ニュース」５編（５５分）が収録されており、伊勢湾台風の被害を当時の映像
と音声で知ることができます。
『スーパー伊勢湾台風被害ＣＧ映像』 国土交通省庄内川河川事務所 2009 年 [ＤＶＤ]
伊勢湾台風を超える規模の台風が現代の伊勢湾に襲来した場合、想定される被害をＣＧ（コンピュー
タグラフィックス）によって作成した映像が収録されています。
『伊勢湾台風の記録資料』 名古屋市南区役所／著作 名古屋市南区役所（製作） 2010 年 [ＤＶＤ]
名古屋市の中で特に被害の大きかった南区についての記録資料です。実際に被害に遭った人の体験談
も収録されています。
『それぞれの伊勢湾台風』 本多俊夫／監督 日映映像 ［２０１４］年 [ＤＶＤ]
被災者、災害を食い止めようとした人々など、多角的な視点から伊勢湾台風をとらえようとしていま
す。当時の記録フィルム映像も収録されています。
『ドキュメント伊勢湾台風』 建設省中部地方建設局／企画 ＮＨＫブレーンズ（制作） 2000 年
[ビデオ]

３.

もっと伊勢湾台風について知りたい方へ～伊勢湾台風資料室のご案内～
伊勢湾台風資料室は、平成元（1989）年の伊勢湾台風襲来 30 年を機に、自然災害についての意識を新た
にすること、また防災の啓蒙活動を促進することを目的として、平成 4（1992）年 3 月に開設されました。
伊勢湾台風資料室では、伊勢湾台風に関する図書のほか、関連した新聞記事のクリッピング、視聴覚資
料（ビデオ、DVD）も所蔵しています。さらに、市民より寄贈された写真を基に作成したパネルもあり、
その被害がいかに甚大なものであったかを知ることができます。
場所：名古屋市南区千竈通 2-10-2 名古屋市南図書館２階
開室時間：火曜～土曜 午前 9 時 30 分～午後 7 時
日曜・祝日 午前 9 時 30 分～午後 5 時（南図書館の開館時間に準ずる）
休室日：毎週月曜日（祝日の場合は開館し、直後の平日が休室）
毎月第 3 金曜日・年末年始（12 月 29 日～1 月 4 日）
・南図書館の特別整理期間
お問い合わせ：052-821-1732（南図書館）
※伊勢湾台風資料室の資料は貸出できません。資料によっては他の図書館で貸出できる資料を所蔵して
いる場合があります。詳しくは、お近くの名古屋市図書館の窓口でお尋ねください。

『伊勢湾台風資料室資料目録 第１集』名古屋市南図書館／編集 名古屋市南図書館 1992 年

[A45]

資料室開設当時の所蔵資料の目録。体験記や新聞記事、映像資料も含まれています。
『伊勢湾台風学区別図書ガイド』 名古屋市南図書館／編集 名古屋市南図書館 ２０１８ [Ａ45]
南図書館で開催された、伊勢湾台風常設パネル展示「地域の地形、歴史から防災を学ぶ」で展示した図
書紹介です。展示図書の内容や要約、資料リストなどがついています。

4.

伊勢湾台風を題材とした文学を読む

『町が海におそわれた 伊勢湾台風物語』 神山征二郎／文 学習研究社 1989 年 [913]
伊勢湾台風当日の様子を、とある家族を中心に描いたフィクション
『川のある街 伊勢湾台風物語』 清水義範／著 中日新聞社 2009 年
3

[Ｆ3]

名古屋市中心部を流れる堀川を主な舞台に、著者の体験を基に描く。
『中日新聞』連載を単行本化。
『日本の詩集 第１３』角川書店 1972 年

[911]

丸山薫詩集 p.210 に「名古屋市港区南陽町―伊勢湾台風直後にー」という詩が収録されています。
『あさドラ！volume1 連続漫画小説』浦沢直樹／著 小学館 2019 年 [C]
名古屋に暮らす１２歳の少女「あさ」の一代記。産気づいた母親のため医者を呼びに行き伊勢湾台風に
巻き込まれる。
『傾ける海』 井上靖／著 文芸春秋 １９６６ [Ｆ]
伊勢湾台風に遭遇し、伊勢志摩で出会った人生が大きく変わっていく。
『微霜集 松澤正三歌集』 松澤正三／著 柏葉書院 １９71 [Ｎ91116]
伊勢湾台風の際に名古屋市衛生局に勤務していた著者が、伊勢湾台風後の厳しい状況について詠んだ歌
が収録されています。

作成：名古屋市図書館（2020 年 6 月改訂）
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