
No.9 気象 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者

1-2 日本噴火誌 1959年３月 気象庁

気候資料利用案内 1983 気象庁

気候資料利用案内−気象台・測候所編− 1985 気象庁

地震月報 昭和45年２月 気象庁

図書月報 松代群発地震文献目録 昭和56年 第27巻 気象庁

気象年鑑 1980年版 気象庁
災害時気象速報 昭和57年９月10日から９月13日にかけての台風第18号と前線による
大雨と暴風 昭和57年 気象庁予報部

災害時気象調査報告 昭和58年６月から７月までの間の低温 昭和59年 気象庁観測部

災害時地震速報 平成５年釧路沖地震 平成５年２月 気象庁

災害時地震・津波速報 平成６年三陸はるか沖地震 平成７年１月 気象庁

気象庁技術報告 昭和35年５月24日チリ地震津波調査報告 昭和36年３月 第8号 気象庁

気象庁技術報告 昭和35年５月24日チリ地震津波調査報告 昭和38年３月 第26号 気象庁

気象庁技術報告 北太平洋海洋気候表 昭和41年３月 第51号 気象庁

気象庁技術報告 松代群発地震調査報告 昭和43年９月 第62号 気象庁

気象庁技術報告 1968年十勝沖地震調査報告 昭和44年３月 第68号 気象庁

気象庁技術報告 青森県60年間の異常気象（1901〜1960） 昭和45年 第73号 気象庁

気象庁技術報告 冬季季節風および台湾低気圧と東シナ海の最大波浪 昭和46年 第77号 気象庁

気象庁技術報告 全国異常気象・気象災害一覧 昭和49年 第85号 気象庁

気象庁技術報告 東シナ海における気団変質の研究ーAMTEX報告ー 昭和53年 第93号 気象庁

気象庁技術報告 1978年宮城県沖地震調査報告 昭和53年12月 第95号 気象庁

気象庁技術報告 東北地方とその近海における地震活動 昭和58年10月 第104号 気象庁

気象庁技術報告 平成５年冷夏・長雨調査報告 平成６年３月 第115号 気象庁

気象要覧 平成３年４月 No.1100 気象庁

気象要覧 平成３年５月 No.1101 気象庁

気象要覧 平成３年６月 No.1102 気象庁

気象要覧 平成３年７月 No.1103 気象庁

気象要覧 平成３年８月 No.1104 気象庁

気象要覧 平成３年10月 No.1106 気象庁

気象要覧 平成３年11月 No.1107 気象庁

気象要覧 平成３年12月 No.1108 気象庁

気象要覧 平成４年１月 No.1109 気象庁
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1-2 気象要覧 平成４年２月 No.1110 気象庁

気象要覧 平成４年３月 No.1111 気象庁

気象要覧 平成４年４月 No.1112 気象庁

気象要覧 平成４年５月 No.1113 気象庁

気象要覧 平成４年６月 No.1114 気象庁

気象要覧 平成４年７月 No.1115 気象庁

気象要覧 平成４年８月 No.1116 気象庁

気象要覧 平成４年９月 No.1117 気象庁

気象要覧 平成４年10月 No.1118 気象庁

気象要覧 平成４年11月 No.1119 気象庁

気象要覧 平成４年12月 No.1120 気象庁

気象要覧 平成５年２月 No.1122 気象庁

気象要覧 平成５年４月 No.1124 気象庁

気象要覧 平成５年５月 No.1125 気象庁

気象要覧 平成５年６月 No.1126 気象庁

気象要覧 平成５年７月 No.1127 気象庁

気象要覧 平成５年８月 No.1128 気象庁

気象要覧 平成５年９月 No.1129 気象庁

気象要覧 平成５年10月 No.1130 気象庁

気象要覧 平成５年11月 No.1131 気象庁

気象要覧 平成５年12月 No.1132 気象庁

気象要覧 平成６年１月 No.1133 気象庁

気象要覧 平成６年３月 No.1135 気象庁

気象要覧 平成６年４月 No.1136 気象庁

気象要覧 平成６年５月 No.1137 気象庁

気象要覧 平成６年６月 No.1138 気象庁

気象要覧 平成６年７月 No.1139 気象庁

気象要覧 平成６年８月 No.1140 気象庁

気象要覧 平成６年９月 No.1141 気象庁

気象要覧 平成６年10月 No.1142 気象庁

気象要覧 平成６年11月 No.1143 気象庁

気象要覧 平成６年12月 No.1144 気象庁
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1-2 気象要覧 平成７年１月 No.1145 気象庁

気象要覧 平成７年２月 No.1146 気象庁

気象要覧 平成７年４月 No.1148 気象庁

気象要覧 平成７年５月 No.1149 気象庁

気象要覧 平成７年７月 No.1151 気象庁

気象要覧 平成７年８月 No.1152 気象庁

気象要覧 平成７年10月 No.1154 気象庁

気象要覧 平成７年11月 No.1155 気象庁

気象要覧 平成７年12月 No.1156 気象庁

気象要覧 平成８年１月 No.1157 気象庁

気象要覧 平成８年２月 No.1158 気象庁

気象要覧 平成８年３月 No.1159 気象庁

気象要覧 平成８年４月 No.1160 気象庁

気象要覧 平成８年５月 No.1161 気象庁

気象要覧 平成８年６月 No.1162 気象庁

気象要覧 平成８年７月 No.1163 気象庁

気象要覧 平成８年８月 No.1164 気象庁

気象要覧 平成８年９月 No.1165 気象庁

気象要覧 平成８年10月 No.1166 気象庁

気象要覧 平成８年11月 No.1167 気象庁

気象要覧 平成８年12月 No.1168 気象庁

気象要覧 平成９年１月 No.1169 気象庁

気象要覧 平成９年２月 No.1170 気象庁

気象要覧 平成９年３月 No.1171 気象庁

気象要覧 平成９年４月 No.1172 気象庁

気象要覧 平成９年５月 No.1173 気象庁

気象要覧 平成９年６月 No.1174 気象庁

気象要覧 平成９年７月 No.1175 気象庁

気象要覧 平成９年８月 No.1176 気象庁

気象要覧 平成９年９月 No.1177 気象庁

気象要覧 平成９年10月 No.1178 気象庁

気象要覧 平成９年11月 No.1179 気象庁
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1-2 気象要覧 平成９年12月 No.1180 気象庁

気象要覧 平成10年１月 No.1181 気象庁

気象要覧 平成10年２月 No.1182 気象庁

気象要覧 平成10年３月 No.1183 気象庁

気象要覧 平成10年４月 No.1184 気象庁

気象要覧 平成10年５月 No.1185 気象庁

気象要覧 平成10年６月 No.1186 気象庁

気象要覧 平成10年７月 No.1187 気象庁

気象要覧 平成10年８月 No.1188 気象庁

気象要覧 平成10年９月 No.1189 気象庁

気象要覧 平成10年10月 No.1190 気象庁

気象要覧 平成10年11月 No.1191 気象庁

気象要覧 平成10年12月 No.1192 気象庁

気象要覧 平成11年１月 No.1193 気象庁

気象要覧 平成11年２月 No.1194 気象庁

気象要覧 平成11年３月 No.1195 気象庁

気象要覧 平成11年４月 No.1196 気象庁

気象要覧 平成11年５月 No.1197 気象庁

気象要覧 平成11年６月 No.1198 気象庁

気象要覧 平成11年７月 No.1199 気象庁

気象要覧 平成11年８月 No.1200 気象庁

気象要覧 平成11年９月 No.1201 気象庁

気象要覧 平成11年９月 No.1201 気象庁

気象要覧 平成11年10月 No.1202 気象庁

気象要覧 平成11年11月 No.1203 気象庁

気象要覧 平成11年12月 No.1204 気象庁

気象要覧 平成12年１月 No.1205 気象庁

気象要覧 平成12年２月 No.1206 気象庁

気象要覧 平成12年３月 No.1207 気象庁

気象要覧 平成12年４月 No.1208 気象庁

気象要覧 平成12年５月 No.1209 気象庁

気象要覧 平成12年６月 No.1210 気象庁
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1-2 気象要覧 平成12年７月 No.1211 気象庁

気象要覧 平成12年８月 No.1212 気象庁

気象要覧 平成12年９月 No.1213 気象庁

気象要覧 平成12年10月 No.1214 気象庁

気象要覧 平成12年11月 No.1215 気象庁

気象要覧 平成12年12月 No.1216 気象庁

気象要覧 平成13年１月 No.1217 気象庁

気象要覧 平成13年２月 No.1218 気象庁

気象要覧 平成13年４月 No.1220 気象庁

気象要覧 平成13年５月 No.1221 気象庁

気象要覧 平成13年６月 No.1222 気象庁

気象要覧 平成13年７月 No.1223 気象庁

平成10年12月 地震・火山月報（防災編） 平成10年１月 気象庁

1532 平成13年１月 地震・火山月報（防災編） 平成13年２月 気象庁

1752 平成16年３月 地震・火山月報（防災編） 平成16年４月 気象庁

1753 平成16年５月 地震・火山月報（防災編） 平成16年６月 気象庁

1777 平成16年６月 地震・火山月報（防災編） 平成16年７月 気象庁

1770 平成16年７月 地震・火山月報（防災編） 平成16年８月 気象庁

1771 平成16年８月 地震・火山月報（防災編） 平成16年９月 気象庁

1778 平成16年９月 地震・火山月報（防災編） 平成16年11月 気象庁

1781 平成16年10月 地震・火山月報（防災編） 平成16年12月 気象庁

1782 平成16年11月 地震・火山月報（防災編） 平成17年１月 気象庁

1788 平成16年12月 地震・火山月報（防災編） 平成17年２月 気象庁

1789 平成17年１月 地震・火山月報（防災編） 平成17年２月 気象庁

1799 平成17年３月 地震・火山月報（防災編） 平成17年４月 気象庁

1802 平成17年４月 地震・火山月報（防災編） 平成17年５月 気象庁

1803 平成17年５月 地震・火山月報（防災編） 平成17年６月 気象庁

1806 平成17年６月 地震・火山月報（防災編） 平成17年７月 気象庁

1809 平成17年７月 地震・火山月報（防災編） 平成17年８月 気象庁

1811 平成17年８月 地震・火山月報（防災編） 平成17年９月 気象庁

1817 平成17年９月 地震・火山月報（防災編） 平成17年10月 気象庁
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1-2 1824 平成17年11月 地震・火山月報（防災編） 平成17年12月 気象庁

1826 平成17年12月 地震・火山月報（防災編） 平成18年１月 気象庁

1-3 1838 平成18年１月 地震・火山月報（防災編） 平成18年２月 気象庁

1843 平成18年２月 地震・火山月報（防災編） 平成18年２月 気象庁

1903 平成18年４月 地震・火山月報（防災編） 平成18年５月 気象庁

1860 平成18年５月 地震・火山月報（防災編） 平成18年５月 気象庁

1887 平成18年６月 地震・火山月報（防災編） 平成18年６月 気象庁

1901 平成18年９月 地震・火山月報（防災編） 平成18年10月 気象庁

1905 平成18年10月 地震・火山月報（防災編） 平成18年11月 気象庁

1906 平成18年11月 地震・火山月報（防災編） 平成18年12月 気象庁

1908 平成18年12月 地震・火山月報（防災編） 平成19年１月 気象庁

1909 平成19年１月 地震・火山月報（防災編） 平成19年２月 気象庁

1922 平成19年２月 地震・火山月報（防災編） 平成19年３月 気象庁

1931 平成19年３月 地震・火山月報（防災編） 平成19年４月 気象庁

1933 平成19年４月 地震・火山月報（防災編） 平成19年５月 気象庁

1941 平成19年７月 地震・火山月報（防災編） 平成19年８月 気象庁

1956 平成19年８月 地震・火山月報（防災編） 平成19年９月 気象庁

1960 平成19年９月 地震・火山月報（防災編） 平成19年10月 気象庁

1961 平成19年10月 地震・火山月報（防災編） 平成19年11月 気象庁

1965 平成19年11月 地震・火山月報（防災編） 平成19年12月 気象庁

1970 平成19年12月 地震・火山月報（防災編） 平成20年１月 気象庁

1976 平成20年１月 地震・火山月報（防災編） 平成20年２月 気象庁

1977 平成20年２月 地震・火山月報（防災編） 平成20年３月 気象庁

1990 平成20年３月 地震・火山月報（防災編） 平成20年４月 気象庁

1991 平成20年４月 地震・火山月報（防災編） 平成20年５月 気象庁

2007 平成20年５月 地震・火山月報（防災編） 平成20年６月 気象庁

2014 平成20年６月 地震・火山月報（防災編） 平成20年７月 気象庁

2018 平成20年７月 地震・火山月報（防災編） 平成20年８月 気象庁

2017 平成20年８月 地震・火山月報（防災編） 平成20年９月 気象庁

2019 平成20年９月 地震・火山月報（防災編） 平成20年10月 気象庁

2029 平成20年10月 地震・火山月報（防災編） 平成20年11月 気象庁

2024 平成20年11月 地震・火山月報（防災編） 平成20年12月 気象庁
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1-3 2030 平成20年12月 地震・火山月報（防災編） 平成21年１月 気象庁

2031 平成21年１月 地震・火山月報（防災編） 平成21年２月 気象庁

2037 平成21年２月 地震・火山月報（防災編） 平成21年３月 気象庁

2053 平成21年３月 地震・火山月報（防災編） 平成21年４月 気象庁

2052 平成21年４月 地震・火山月報（防災編） 平成21年５月 気象庁

2071 平成21年５月 地震・火山月報（防災編） 平成21年６月 気象庁

2072 平成21年６月 地震・火山月報（防災編） 平成21年７月 気象庁

2073 平成21年７月 地震・火山月報（防災編） 平成21年８月 気象庁

2074 平成21年10月 地震・火山月報（防災編） 平成21年11月 気象庁

2082 平成22年１月 地震・火山月報（防災編） 平成22年２月 気象庁

2090 平成22年２月 地震・火山月報（防災編） 平成22年３月 気象庁

2094 平成22年３月 地震・火山月報（防災編） 平成22年４月 気象庁

2114 平成22年４月 地震・火山月報（防災編） 平成22年５月 気象庁

2121 平成22年５月 地震・火山月報（防災編） 平成22年６月 気象庁

1797 平成16年12月14日留萌支庁南部の地震調査報告 平成17年３月 札幌管区気象台

2-1 地震観測法追録 昭和31年３月 第１号 中央気象台

只見川水系水文気象調査報告 1955年３月 中央気象台

只見川水系水文気象調査報告 昭和30年９月 仙台管区気象台

只見川水系水文気象調査報告 1958年３月 仙台管区気象台

只見川水系水文気象調査報告 昭和33年８月 仙台管区気象台

只見川水系水文気象調査報告 1959年２月 仙台管区気象台

只見川水系水文気象調査報告 昭和34年９月 仙台管区気象台

只見川水系水文気象調査報告 1959年９月 仙台管区気象台

夏季只見川上流域水文気象調査総合報告 昭和35年９月 仙台管区気象台

冬季只見川上流域水文気象調査総合報告 昭和35年９月 仙台管区気象台

むつ湾特別観察報告 昭和48年３月 青森地方気象台

2-2 東北地方大雨 日量分布図帖 昭和17年〜25年 昭和26年10月 仙台管区気象台

東北地方大雨 日量分布図帖 大正８年〜昭和８年 昭和27年３月 仙台管区気象台

東北地方大雨 日量分布図帖 明治38年〜大正７年 昭和28年１月 仙台管区気象台

東北地方大雨 日量分布図帖 昭和23年〜昭和29年 昭和26年10月 北上川洪水予測連絡会

宮城県農業気象速報 平成11年１月〜８月 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和39年８月 第２号 仙台管区気象台
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2-2 仙台管区異常気象報告 昭和40年２月 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和41年９月 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和42年９月 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和39年５月 第１号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和40年２月 第3,4合併号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和40年５月 第５号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和40年８月 第６号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和40年11月 第７号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和41年２月 第８号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和41年６月 第９号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和41年９月 第10号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和41年11月 第11号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和42年２月 第12号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和42年５月 第13号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和42年８月 第14号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和42年11月 第15号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和43年２月 第16号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和43年５月 第17号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和43年８月 第18号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和43年11月 第19号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和44年２月 第20号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和44年５月 第21号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和44年８月 第22号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和44年12月 第23号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和45年２月 第24号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和45年５月 第25号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和45年８月 第26号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和45年11月 第27号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和46年５月 第29号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和46年８月 第30号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和46年11月 第31号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和47年２月 第32号 仙台管区気象台
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No.9 気象 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者

2-2 仙台管区異常気象報告 昭和47年５月 第33号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和47年８月 第34号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和47年11月 第35号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和48年11月 第39号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和49年５月 第41号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和49年８月 第42号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和49年11月 第43号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和50年２月 第44号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和50年５月 第45号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和50年８月 第46号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和50年11月 第47号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和51年２月 第48号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和51年５月 第49号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和51年８月 第50号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和51年11月 第51号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和52年２月 第52号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和52年５月 第53号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和52年８月 第54号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和52年11月 第55号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和53年２月 第56号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和53年５月 第57号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和53年８月 第58号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和53年11月 第59号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和54年２月 第60号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和54年５月 第61号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和54年８月 第62号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和54年11月 第63号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和55年２月 第64号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和55年５月 第65号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和55年８月 第66号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和55年11月 第67号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和56年２月 第68号 仙台管区気象台
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No.9 気象 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者

2-2 仙台管区異常気象報告 昭和56年５月 第69号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和56年８月 第70号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和56年12月 第71号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和57年３月 第72号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和57年５月 第73号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和57年８月 第74号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和57年11月 第75号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和57年３月 第76号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和58年５月 第77号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和58年10月 第78号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和58年12月 第79号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和59年２月 第80号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和59年５月 第81号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和59年８月 第82号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和59年10月 第83号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和59年12月 第84号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和60年５月 第85号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和60年８月 第86号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和60年11月 第87号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和61年２月 第88号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和61年８月 第90号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和62年２月 第92号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和62年５月 第93号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和62年11月 第95号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和63年２月 第96号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和63年６月 第97号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和63年８月 第98号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和63年11月 第99号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成元年６月 第101号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成元年８月 第102号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成元年11月 第103号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成２年２月 第104号 仙台管区気象台
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No.9 気象 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者

2-2 仙台管区異常気象報告 平成３年３月 第105号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成４年３月 第106号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成５年３月 第107号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成６年３月 第108号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成７年３月 第109号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成８年３月 第110号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成９年３月 第111号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成10年３月 第112号 仙台管区気象台

1278 仙台管区異常気象報告 平成12年３月 第114号 仙台管区気象台

1533 仙台管区異常気象報告 平成13年３月 第115号 仙台管区気象台

1713 仙台管区異常気象報告 平成15年３月 第117号 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 平成16年３月 第118号 仙台管区気象台

1796 仙台管区異常気象報告 平成17年３月 第119号 仙台管区気象台

1921 仙台管区気象災害報告 平成19年３月 第121号 仙台管区気象台

1986 仙台管区気象災害報告 平成20年３月 第122号 仙台管区気象台

昭和31年東北地方豪雨調査報告 昭和34年３月 仙台管区気象台

昭和33年台風第21号および第22号調査報告 昭和35年12月 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和38年８月20日 昭和38年７月24〜25日の青森秋田県境地域における
大雨について 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和39年９月13日 昭和39年８月６日〜７日および８日〜９日の
青森・秋田県境地域の大雨・・・ 仙台管区気象台

異常気象調査報告 昭和39年12月28日 昭和39年青森県の主として北東部の冷害について 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和40年２月10日 昭和40年１月８日〜９日三陸沖で発達した
低気圧による・・・ 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和40年８月１日 昭和40年７月１日の東北地方南部における
雷雨について 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和40年８月15日 昭和40年７月14日〜16日秋田・岩手両県における
梅雨前線による大雨について 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和40年10月７日 昭和40年９月10日〜11日の台風23号による
青森県強風について 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和41年２月３日 昭和41年１月４日〜５日にかけての太平洋岸を
北上した低気圧・・・ 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和41年７月30日 昭和41年６月27日〜29日の台風４号による
主として・・・ 仙台管区気象台
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No.9 気象 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者

2-2
異常気象調査報告 昭和41年10月28日 昭和41年９月25日の台風26号による東北地方
太平洋側・・・ 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和42年９月27日 昭和42年８月28日〜29日の山形県および福島県
北西部における・・・ 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和42年10月20日 昭和42年９月21〜22日の岩手、青森県
東部における・・・ 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和43年９月20日 昭和43年８月20〜22日の前線による
青森・岩手・秋田・・・ 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和46年６月30日 昭和46年４月下旬〜５月上旬の東北地方における
異常低温・・・ 仙台管区気象台

異常気象調査報告 昭和47年２月29日 昭和46年暖候期の東北地方における異常低温について 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和47年８月１日 昭和47年７月７日から９日の東北北部を中心とした
大雨について 仙台管区気象台
異常気象調査報告 昭和48年12月28日 昭和48年６月下旬から９月下旬までの
期間内における・・・ 仙台管区気象台

異常気象調査報告 昭和49年８月 仙台管区気象台

異常気象調査報告 昭和54年６月 仙台管区気象台

宮城県農業気象災害速報 昭和56年 仙台管区気象台

宮城県農業気象災害速報 平成３年 第１号 仙台管区気象台

宮城県農業気象災害速報 平成３年 第２号 仙台管区気象台

宮城県農業気象災害速報 平成５年 第１号 仙台管区気象台

宮城県農業気象災害速報 平成６年 第２号 仙台管区気象台

1465 1978年宮城県沖地震に関する地震津波速報 昭和53年６月 仙台管区気象台

災害時気象速報 昭和57年５月 仙台管区気象台

災害時気象速報 平成６年９月 仙台管区気象台

気候変動と地域産業との関係及び古気候資料の所在に関する調査報告 昭和60年 仙台管区気象台
昭和61年８月４日、５日の台風第10号およびこれから変わった低気圧による東北地方の
大雨報告 1986年12月 仙台管区気象台
東北技術だより 昭和61年８月４日、５日の台風第10号およびこれから変わった低気圧による
東北地方の大雨報告 昭和61年12月 第3巻 第6号 仙台管区気象台

1529 平成12年度 仙台管区調査研究会資料 平成12年10月 仙台管区気象台

1987 平成19年度 仙台管区調査研究会資料 平成20年３月 仙台管区気象台

宮城県気象月報 昭和55年12月 日本気象協会東北支部

宮城県気象月報 昭和56年１月 日本気象協会東北支部

宮城県気象月報 昭和56年２月 日本気象協会東北支部
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No.9 気象 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者

2-3 農業気象災害速報 昭和51年 盛岡地方気象台

農業気象災害速報 昭和54年 盛岡地方気象台

岩手県農業気象災害速報 昭和55年 盛岡地方気象台

岩手県農業気象災害速報 昭和56年 盛岡地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和49年２月 盛岡地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和50年３月 盛岡地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和50年６月 盛岡地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和52年５月 盛岡地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和54年８月 盛岡地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和54年10月 盛岡地方気象台

岩手県気象月報 昭和55年12月 日本気象協会盛岡支部

岩手県気象月報 昭和56年１月 日本気象協会盛岡支部

岩手県気象月報 昭和56年２月 日本気象協会盛岡支部

防災業務実施状況報告 昭和49年８月 山形地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和50年６月 山形地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和50年８月 山形地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和51年８月 山形地方気象台

防災業務実施状況報告 昭和51年11月 山形地方気象台

山形県の異常気象 （気象庁技術報告 第82号 1972年） 気象庁

山形県気象月報 昭和55年12月 日本気象協会山形支部

山形県気象月報 昭和56年１月 日本気象協会山形支部

山形県気象月報 昭和56年２月 日本気象協会山形支部

青森県災異誌 昭和31年 青森県気象対策連絡会

青森県の異常気象 （気象庁技術報告 第73号 1970年） 青森地方気象台

青森県気象災害誌 昭和53年 青森地方気象台

青森県気象月報 昭和55年12月 日本気象協会青森支部

青森県気象月報 昭和56年１月 日本気象協会青森支部

青森県気象月報 昭和56年２月 日本気象協会青森支部

福島県60年間の異常気象（1901〜1960） 1968年11月 福島地方気象台

福島県気象月報 昭和55年12月 日本気象協会福島支部

福島県気象月報 昭和56年１月 日本気象協会福島支部

福島県気象月報 昭和56年２月 日本気象協会福島支部
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2-3 昭和29年10月 台風15号による稲作被害状況 秋田県

異常気象報告 29年台風15号による暴風雨 昭和29年 第7号 秋田県知事室

台風第22号による暴風速報 昭和30年9月30日〜10月1日 秋田測候所

秋田県台風速報 昭和36年 第2号 秋田地方気象台

秋田県の異常気象 （気象庁技術報告 第70号 1970年） 秋田地方気象台

昭和47年9月17日秋田県沖を北上した台風20号による暴風雨害について 秋田地方気象台

昭和50年8月20日の低気圧による東北地方北部の大雨に関する異常気象速報 秋田地方気象台

昭和51年10月29〜30日にかけての強い季節風の際の秋田の気象資料 秋田地方気象台

新聞記事 昭和54年４月

災害時気象速報 昭和55年10月26日から27日にかけて秋田県に被害をもたらした強風 秋田地方気象台

秋田県気象月報 昭和55年12月 日本気象協会秋田支部

秋田県気象月報 昭和56年１月 日本気象協会秋田支部

秋田県気象月報 昭和56年２月 日本気象協会秋田支部

2-4 山の気象研究会ニュース No.１〜No.50 山の気象研究会

山の気象研究会ニュース No.51〜No.72 山の気象研究会

山の気象研究会論文集ー創立30周年記念特別号ー 昭和62年９月 山の気象研究会

1257 山の気象研究会ニュース 1998年６月 No.87 山の気象研究会

1258 山の気象研究会ニュース 1999年６月 No.88 山の気象研究会

1371 山の気象研究会ニュース 2000年６月 No.89 山の気象研究会

1577 山の気象研究会ニュース 2001年６月 No.90 山の気象研究会

山の気象研究会ニュース 2004年６月 No.93 山の気象研究会

2-5 天気図 平成３年７月 日本気象協会

天気図 平成３年８月 日本気象協会

天気図 平成３年９月 日本気象協会

天気図 平成３年10月 日本気象協会

天気図 平成３年11月 日本気象協会

天気図 平成３年12月 日本気象協会

天気図 平成４年１月 日本気象協会

天気図 平成４年２月 日本気象協会

天気図 平成４年３月 日本気象協会

天気図 平成４年４月 日本気象協会

天気図 平成４年５月 日本気象協会
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2-5 天気図 平成４年６月 日本気象協会

天気図 平成４年７月 日本気象協会

天気図 平成４年８月 日本気象協会

天気図 平成４年９月 日本気象協会

天気図 平成４年10月 日本気象協会

天気図 平成４年11月 日本気象協会

天気図 平成４年12月 日本気象協会

天気図 平成５年１月 日本気象協会

天気図 平成５年２月 日本気象協会

天気図 平成５年３月 日本気象協会

天気図 平成５年４月 日本気象協会

天気図 平成５年５月 日本気象協会

天気図 平成５年６月 日本気象協会

天気図 平成５年７月 日本気象協会

天気図 平成５年８月 日本気象協会

天気図 平成５年９月 日本気象協会

天気図 平成５年10月 日本気象協会

天気図 平成５年11月 日本気象協会

天気図 平成５年12月 日本気象協会

天気図 平成６年１月 日本気象協会

天気図 平成６年２月 日本気象協会

天気図 平成６年３月 日本気象協会

天気図 平成６年４月 日本気象協会

天気図 平成６年５月 日本気象協会

天気図 平成６年６月 日本気象協会

天気図 平成６年７月 日本気象協会

天気図 平成６年８月 日本気象協会

2-6 天気図 平成６年９月 日本気象協会

天気図 平成６年10月 日本気象協会

天気図 平成６年11月 日本気象協会

天気図 平成６年12月 日本気象協会

天気図 平成７年１月 日本気象協会

15



No.9 気象 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者

2-6 天気図 平成７年２月 日本気象協会

天気図 平成７年３月 日本気象協会

天気図 平成７年４月 日本気象協会

天気図 平成７年５月 日本気象協会

天気図 平成７年６月 日本気象協会

天気図 平成７年７月 日本気象協会

天気図 平成７年８月 日本気象協会

天気図 平成７年９月 日本気象協会

天気図 平成７年10月 日本気象協会

天気図 平成７年11月 日本気象協会

天気図 平成７年12月 日本気象協会

天気図 平成８年１月 日本気象協会

天気図 平成８年２月 日本気象協会

3-2
海象年表 平成６年 第16回

建設省河川局防災・
海岸課海岸室

海象年表 平成８年 第18回
建設省河川局防災・
海岸課海岸室

海象年表 平成９年 第19回
建設省河川局防災・
海岸課海岸室

1272 海象年表 平成10年 第20回
建設省河川局防災・
海岸課海岸室

1652 海象年表 平成12年 第22回
建設省河川局防災・
海岸課海岸室

1720 海象年表 平成13年 第23回
建設省河川局防災・
海岸課海岸室

1793 海象年表 平成15年 第25回
国土交通省河川局砂防部
保全課海岸室

1911 海象年表 平成17年 第27回
国土交通省河川局砂防部
保全課海岸室

1982 海象年表 平成18年 第28回
国土交通省河川局砂防部
保全課海岸室

2034 海象年表 平成19年 第29回
国土交通省河川研究部
海岸研究室
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