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　2011年3月11日の東日本大震災から約１年。復興が始まりましたが、今なお被災地

にはたくさんの課題が残されています。この１年間に震災に関する本が数多く出版さ

れ、当館でも積極的に収集してきました。その一部をご紹介します。2011年3月以降に発行された、震災の記録に関する図書67点をご紹介します。　・請求記号順に図書を紹介しています。　・ご利用の際は、書名と請求記号（本の背表紙のラベル番号）でご指定ください。資料の探し方などについて、ご不明な点がありましたら、カウンターでお尋ね下さい。
1　震災の記録1　震災の記録1　震災の記録1　震災の記録 請求記号書名 著者等 発行所 発行年月通番 36931/ A1/ 13 東日本大震災～報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１   朝日新聞社／著  朝日新聞出版  2011.4東日本大震災～報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１   朝日新聞社／著  朝日新聞出版  2011.4東日本大震災～報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１   朝日新聞社／著  朝日新聞出版  2011.4東日本大震災～報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１   朝日新聞社／著  朝日新聞出版  2011.41 36931/ A1/ 14 朝日新聞縮刷版東日本大震災　  朝日新聞社／著  朝日新聞社  2011.5朝日新聞縮刷版東日本大震災　  朝日新聞社／著  朝日新聞社  2011.5朝日新聞縮刷版東日本大震災　  朝日新聞社／著  朝日新聞社  2011.5朝日新聞縮刷版東日本大震災　  朝日新聞社／著  朝日新聞社  2011.52 36931/ A10/  ルポ原発難民　     粟野仁雄／著  潮出版社  2011.9ルポ原発難民　     粟野仁雄／著  潮出版社  2011.9ルポ原発難民　     粟野仁雄／著  潮出版社  2011.9ルポ原発難民　     粟野仁雄／著  潮出版社  2011.93 36931/ A9/  前へ！～東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録   麻生幾／著  新潮社  2011.8前へ！～東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録   麻生幾／著  新潮社  2011.8前へ！～東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録   麻生幾／著  新潮社  2011.8前へ！～東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録   麻生幾／著  新潮社  2011.84 36931/ E5/ 大震災後の社会学（講談社現代新書　2136）　  遠藤薫／編著  講談社  2011.12大震災後の社会学（講談社現代新書　2136）　  遠藤薫／編著  講談社  2011.12大震災後の社会学（講談社現代新書　2136）　  遠藤薫／編著  講談社  2011.12大震災後の社会学（講談社現代新書　2136）　  遠藤薫／編著  講談社  2011.125 36931/ F6/   宮城県気仙沼発！ファイト新聞　  ファイト新聞社／著  河出書房新社  2011.7宮城県気仙沼発！ファイト新聞　  ファイト新聞社／著  河出書房新社  2011.7宮城県気仙沼発！ファイト新聞　  ファイト新聞社／著  河出書房新社  2011.7宮城県気仙沼発！ファイト新聞　  ファイト新聞社／著  河出書房新社  2011.76 36931/ F9/  ふくしまの子どもたちが描くあのとき、きょう、みらい。    福島相馬の小学生たち／絵  徳間書店  ふくしまの子どもたちが描くあのとき、きょう、みらい。    福島相馬の小学生たち／絵  徳間書店  ふくしまの子どもたちが描くあのとき、きょう、みらい。    福島相馬の小学生たち／絵  徳間書店  ふくしまの子どもたちが描くあのとき、きょう、みらい。    福島相馬の小学生たち／絵  徳間書店  2011.102011.102011.102011.107 36931/ H30/ 2東日本大震災～１か月の記録     読売新聞東京本社  2011.5東日本大震災～１か月の記録     読売新聞東京本社  2011.5東日本大震災～１か月の記録     読売新聞東京本社  2011.5東日本大震災～１か月の記録     読売新聞東京本社  2011.58 36931/ H32/３．１１大震災・原発災害の記録～写真ルポルタージュ   橋本紘二／著  農山漁村文化協会  2011.7３．１１大震災・原発災害の記録～写真ルポルタージュ   橋本紘二／著  農山漁村文化協会  2011.7３．１１大震災・原発災害の記録～写真ルポルタージュ   橋本紘二／著  農山漁村文化協会  2011.7３．１１大震災・原発災害の記録～写真ルポルタージュ   橋本紘二／著  農山漁村文化協会  2011.79 36931/ I1/  東日本大震災茨城全記録～特別報道写真集     茨城新聞社  2011.7東日本大震災茨城全記録～特別報道写真集     茨城新聞社  2011.7東日本大震災茨城全記録～特別報道写真集     茨城新聞社  2011.7東日本大震災茨城全記録～特別報道写真集     茨城新聞社  2011.710 36931/ I10/  ふたたび、ここから　東日本大震災・石巻の人たちの５０日間   池上正樹／著  ポプラ社  2011.6ふたたび、ここから　東日本大震災・石巻の人たちの５０日間   池上正樹／著  ポプラ社  2011.6ふたたび、ここから　東日本大震災・石巻の人たちの５０日間   池上正樹／著  ポプラ社  2011.6ふたたび、ここから　東日本大震災・石巻の人たちの５０日間   池上正樹／著  ポプラ社  2011.611 36931/ I11/   心をつなぐニュース～東日本大震災   池上彰／編  文藝春秋  2011.6心をつなぐニュース～東日本大震災   池上彰／編  文藝春秋  2011.6心をつなぐニュース～東日本大震災   池上彰／編  文藝春秋  2011.6心をつなぐニュース～東日本大震災   池上彰／編  文藝春秋  2011.612 36931/ I16/６枚の壁新聞～石巻日日新聞・東日本大震災後７日間の記録（角川SSC新書）  石巻日日新聞社／著 ６枚の壁新聞～石巻日日新聞・東日本大震災後７日間の記録（角川SSC新書）  石巻日日新聞社／著 ６枚の壁新聞～石巻日日新聞・東日本大震災後７日間の記録（角川SSC新書）  石巻日日新聞社／著 ６枚の壁新聞～石巻日日新聞・東日本大震災後７日間の記録（角川SSC新書）  石巻日日新聞社／著  角川マガジンズ  2011.7 角川マガジンズ  2011.7 角川マガジンズ  2011.7 角川マガジンズ  2011.713 36931/ I17/   遺体～震災、津波の果てに   石井光太／著  新潮社  2011.10遺体～震災、津波の果てに   石井光太／著  新潮社  2011.10遺体～震災、津波の果てに   石井光太／著  新潮社  2011.10遺体～震災、津波の果てに   石井光太／著  新潮社  2011.1014 36931/ J4/ 2ドキュメント東日本大震災救助の最前線で    Ｊレスキュー編集部／編  イカロス出版  2011.9ドキュメント東日本大震災救助の最前線で    Ｊレスキュー編集部／編  イカロス出版  2011.9ドキュメント東日本大震災救助の最前線で    Ｊレスキュー編集部／編  イカロス出版  2011.9ドキュメント東日本大震災救助の最前線で    Ｊレスキュー編集部／編  イカロス出版  2011.915 1/4 ページ1/4 ページ1/4 ページ1/4 ページ



36931/ K46/３．１１絆のメッセージ～世界から届いたエールと被災地のいま  亀松太郎／執筆・撮影  東京書店  ３．１１絆のメッセージ～世界から届いたエールと被災地のいま  亀松太郎／執筆・撮影  東京書店  ３．１１絆のメッセージ～世界から届いたエールと被災地のいま  亀松太郎／執筆・撮影  東京書店  ３．１１絆のメッセージ～世界から届いたエールと被災地のいま  亀松太郎／執筆・撮影  東京書店  2011.62011.62011.62011.616 36931/ K51/  同伴避難～家族だから、ずっといっしょに…  児玉小枝／写真・文  日本出版社  2011.8同伴避難～家族だから、ずっといっしょに…  児玉小枝／写真・文  日本出版社  2011.8同伴避難～家族だから、ずっといっしょに…  児玉小枝／写真・文  日本出版社  2011.8同伴避難～家族だから、ずっといっしょに…  児玉小枝／写真・文  日本出版社  2011.817 36931/ K54/  希望～命のメッセージ   鎌田實／著  東京書籍  2011.9希望～命のメッセージ   鎌田實／著  東京書籍  2011.9希望～命のメッセージ   鎌田實／著  東京書籍  2011.9希望～命のメッセージ   鎌田實／著  東京書籍  2011.918 36931/ M26/大震災・原発事故とメディア　  メディア総合研究所／編  大月書店  2011.7大震災・原発事故とメディア　  メディア総合研究所／編  大月書店  2011.7大震災・原発事故とメディア　  メディア総合研究所／編  大月書店  2011.7大震災・原発事故とメディア　  メディア総合研究所／編  大月書店  2011.719 36931/ M27/   東日本大震災の教訓～津波から助かった人の話   村井俊東日本大震災の教訓～津波から助かった人の話   村井俊東日本大震災の教訓～津波から助かった人の話   村井俊東日本大震災の教訓～津波から助かった人の話   村井俊治治治治／著  ／著  ／著  ／著  古今古今古今古今書書書書院院院院  2011.8  2011.8  2011.8  2011.820 36931/ M28/負げね負げね負げね負げねっっっっすよすよすよすよ、、、、釜釜釜釜石～石～石～石～鉄鉄鉄鉄とととと魚魚魚魚とラとラとラとラグビグビグビグビーのーのーのーの街街街街のののの復興復興復興復興ドキュメント   松ドキュメント   松ドキュメント   松ドキュメント   松瀬瀬瀬瀬学／著  光文社  2011.10学／著  光文社  2011.10学／著  光文社  2011.10学／著  光文社  2011.1021 36931/ M31/   「「「「つなみつなみつなみつなみ」」」」の子どもたち　  の子どもたち　  の子どもたち　  の子どもたち　  森健森健森健森健／著  文藝春秋  2011.12／著  文藝春秋  2011.12／著  文藝春秋  2011.12／著  文藝春秋  2011.1222 36931/ M32/   ガールズ１０００人のガールズ１０００人のガールズ１０００人のガールズ１０００人のリリリリアル震災体アル震災体アル震災体アル震災体験験験験～～～～「「「「東日本東日本東日本東日本復興応援」復興応援」復興応援」復興応援」プロジプロジプロジプロジェクェクェクェクト届ト届ト届ト届けけけけたい！たい！たい！たい！伝え伝え伝え伝えたい！たい！たい！たい！私私私私たちかたちかたちかたちからのメッセージ   らのメッセージ   らのメッセージ   らのメッセージ   魔法魔法魔法魔法ののののｉｉｉｉららららんんんんど／編  アスキー・メディアど／編  アスキー・メディアど／編  アスキー・メディアど／編  アスキー・メディアワワワワーーーーククククス  2011.11ス  2011.11ス  2011.11ス  2011.1123 36931/ M33/  あの人にあのあの人にあのあの人にあのあの人にあの歌歌歌歌を～を～を～を～三陸三陸三陸三陸大津波大津波大津波大津波物語物語物語物語            森哲志森哲志森哲志森哲志／著  朝日新聞出版  2011.11／著  朝日新聞出版  2011.11／著  朝日新聞出版  2011.11／著  朝日新聞出版  2011.1124 36931/ M35/   被災、石巻被災、石巻被災、石巻被災、石巻五十五十五十五十日。～日。～日。～日。～霞ケ関官僚霞ケ関官僚霞ケ関官僚霞ケ関官僚にににによるよるよるよる現地レポート 　  現地レポート 　  現地レポート 　  現地レポート 　  皆皆皆皆川川川川治治治治／著  ／著  ／著  ／著  国国国国書書書書刊行刊行刊行刊行会  2011.12会  2011.12会  2011.12会  2011.1225 36931/ M4/ 3 写真記録東日本大震災～３・１１から１００日  写真記録東日本大震災～３・１１から１００日  写真記録東日本大震災～３・１１から１００日  写真記録東日本大震災～３・１１から１００日  毎毎毎毎日新聞社／著  日新聞社／著  日新聞社／著  日新聞社／著  毎毎毎毎日新聞社  2011.7日新聞社  2011.7日新聞社  2011.7日新聞社  2011.726 36931/ M4/ 4 巨巨巨巨大津波の記録～大津波の記録～大津波の記録～大津波の記録～明治明治明治明治・・・・昭和昭和昭和昭和・・・・平成平成平成平成                    毎毎毎毎日新聞社  2011.7日新聞社  2011.7日新聞社  2011.7日新聞社  2011.727 36931/ N18/ 3 明明明明日へ～東日本大震災命の記録  日へ～東日本大震災命の記録  日へ～東日本大震災命の記録  日へ～東日本大震災命の記録  ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ東日本大震災プロジ東日本大震災プロジ東日本大震災プロジ東日本大震災プロジェクェクェクェクト／著  ト／著  ト／著  ト／著  ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ出版  2011.8出版  2011.8出版  2011.8出版  2011.828 36931/ N31/ 奇跡奇跡奇跡奇跡の災害の災害の災害の災害ボボボボランランランランテテテティアィアィアィア「「「「石巻石巻石巻石巻モモモモデルデルデルデル」」」」（朝日新書）    （朝日新書）    （朝日新書）    （朝日新書）    中中中中原原原原一歩一歩一歩一歩／著  朝日新聞出版  2011.10／著  朝日新聞出版  2011.10／著  朝日新聞出版  2011.10／著  朝日新聞出版  2011.1029 36931/ N6/ 2東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災、そそそそのののの時企業は時企業は時企業は時企業は（日（日（日（日経経経経プレプレプレプレミミミミアアアアシリシリシリシリーズ）　  日本ーズ）　  日本ーズ）　  日本ーズ）　  日本経済経済経済経済新聞社／編  日本新聞社／編  日本新聞社／編  日本新聞社／編  日本経済経済経済経済新聞出版社 新聞出版社 新聞出版社 新聞出版社  2011.7 2011.7 2011.7 2011.730 36931/ O18/  希望～希望～希望～希望～僕僕僕僕が被災地でが被災地でが被災地でが被災地で考え考え考え考えたこと   たこと   たこと   たこと   乙武洋匡乙武洋匡乙武洋匡乙武洋匡／著  講談社  2011.7／著  講談社  2011.7／著  講談社  2011.7／著  講談社  2011.731 36931/ S3/ 2 津波と原発　  津波と原発　  津波と原発　  津波と原発　  佐佐佐佐野野野野眞一眞一眞一眞一／著  講談社  2011.6／著  講談社  2011.6／著  講談社  2011.6／著  講談社  2011.632 36931/ S33/  闘闘闘闘う日本～東日本大震災１カ月の全記録  う日本～東日本大震災１カ月の全記録  う日本～東日本大震災１カ月の全記録  う日本～東日本大震災１カ月の全記録  産経産経産経産経新聞社／著  新聞社／著  新聞社／著  新聞社／著  産経産経産経産経新聞出版  2011.4新聞出版  2011.4新聞出版  2011.4新聞出版  2011.433 36931/ S33/ 2 ががががれれれれきのきのきのきの中中中中で本で本で本で本当当当当にあったこと～にあったこと～にあったこと～にあったこと～わわわわが子とが子とが子とが子と語る語る語る語る東日本大震災　  東日本大震災　  東日本大震災　  東日本大震災　  産経産経産経産経新聞社／著  新聞社／著  新聞社／著  新聞社／著  産経産経産経産経新聞出版  新聞出版  新聞出版  新聞出版  2011.62011.62011.62011.634
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36931/ S37/  東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊救救救救援活動援活動援活動援活動日日日日誌誌誌誌～東～東～東～東北北北北地地地地方方方方太太太太平洋沖平洋沖平洋沖平洋沖地震の現地震の現地震の現地震の現場場場場から　  から　  から　  から　  須須須須藤彰／著  藤彰／著  藤彰／著  藤彰／著  扶桑扶桑扶桑扶桑社  社  社  社  2011.72011.72011.72011.735 36931/ S39/  ともしび～被災ともしび～被災ともしび～被災ともしび～被災者者者者からからからから見見見見た被災地の記録   た被災地の記録   た被災地の記録   た被災地の記録   シシシシュープレス／編・著  小学ュープレス／編・著  小学ュープレス／編・著  小学ュープレス／編・著  小学館館館館  2011.8  2011.8  2011.8  2011.836 36931/ S40/地地地地図図図図で読で読で読で読むむむむ東日本大震災～大地震　福島原発　災害東日本大震災～大地震　福島原発　災害東日本大震災～大地震　福島原発　災害東日本大震災～大地震　福島原発　災害予測予測予測予測 　   　   　   　  成美堂成美堂成美堂成美堂出版編集部／編  出版編集部／編  出版編集部／編  出版編集部／編  成美堂成美堂成美堂成美堂出版  出版  出版  出版  2011.72011.72011.72011.737 36931/ S45/大震災のとき！大震災のとき！大震災のとき！大震災のとき！企業企業企業企業のののの調達調達調達調達・・・・購買購買購買購買部部部部門は門は門は門はこうこうこうこう動動動動いた～ こいた～ こいた～ こいた～ これれれれからのからのからのからのほんほんほんほんとうのとうのとうのとうのリリリリススススクヘクヘクヘクヘッジ   ッジ   ッジ   ッジ   坂口孝則坂口孝則坂口孝則坂口孝則／／／／編  日編  日編  日編  日刊工業刊工業刊工業刊工業新聞社  2011.9新聞社  2011.9新聞社  2011.9新聞社  2011.938 36931/ T22/   東日本大震災２０１１・３・１１東日本大震災２０１１・３・１１東日本大震災２０１１・３・１１東日本大震災２０１１・３・１１「「「「あの日あの日あの日あの日」」」」のこと   のこと   のこと   のこと   高高高高橋橋橋橋邦典邦典邦典邦典／写真／文  ポプラ社  2011.6／写真／文  ポプラ社  2011.6／写真／文  ポプラ社  2011.6／写真／文  ポプラ社  2011.639 36931/ T23/ 2福島原発震災のまち　フ福島原発震災のまち　フ福島原発震災のまち　フ福島原発震災のまち　フォォォォト・ルポルタージュ（ト・ルポルタージュ（ト・ルポルタージュ（ト・ルポルタージュ（岩岩岩岩波波波波ブブブブッッッッククククレット）   レット）   レット）   レット）   豊豊豊豊田田田田直巳直巳直巳直巳／著  ／著  ／著  ／著  岩岩岩岩波書店  2011.8波書店  2011.8波書店  2011.8波書店  2011.840 36931/ T26/悲悲悲悲ししししんんんんでいい～大災害とでいい～大災害とでいい～大災害とでいい～大災害とグリグリグリグリーフーフーフーフケケケケア（ア（ア（ア（NHKNHKNHKNHK生生生生活活活活新書）   新書）   新書）   新書）   高木慶高木慶高木慶高木慶子／著  子／著  子／著  子／著  ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ出版  2011.7出版  2011.7出版  2011.7出版  2011.741 36931/ T27/  被災地の本被災地の本被災地の本被災地の本当当当当の話をしの話をしの話をしの話をしよよよよう～う～う～う～陸陸陸陸前前前前高高高高田田田田市長市長市長市長がががが綴る綴る綴る綴るあの日とこあの日とこあの日とこあの日とこれれれれから（から（から（から（ワワワワニニニニブブブブッッッッククククススススｐｌｕｓｐｌｕｓｐｌｕｓｐｌｕｓ新書）   新書）   新書）   新書）   戸羽戸羽戸羽戸羽太太太太／著  ／著  ／著  ／著  ワワワワニニニニブブブブッッッッククククス  2011.8ス  2011.8ス  2011.8ス  2011.842 36931/ T28/  ささささかな記かな記かな記かな記者者者者がががが見見見見た大震災石巻た大震災石巻た大震災石巻た大震災石巻讃讃讃讃　  　  　  　  高成高成高成高成田田田田享享享享／著  講談社  2012.1／著  講談社  2012.1／著  講談社  2012.1／著  講談社  2012.143 36931/ T29/   震災と震災と震災と震災と情情情情報～あのとき報～あのとき報～あのとき報～あのとき何何何何がががが伝わ伝わ伝わ伝わったか（ったか（ったか（ったか（岩岩岩岩波新書　1343）   徳田雄波新書　1343）   徳田雄波新書　1343）   徳田雄波新書　1343）   徳田雄洋洋洋洋／著  ／著  ／著  ／著  岩岩岩岩波書店  2011.12波書店  2011.12波書店  2011.12波書店  2011.1244 36931/ T31/  笑笑笑笑う、避難所～石巻・う、避難所～石巻・う、避難所～石巻・う、避難所～石巻・明友館明友館明友館明友館１３６人の記録（集１３６人の記録（集１３６人の記録（集１３６人の記録（集英英英英社新書社新書社新書社新書ノノノノンフィンフィンフィンフィクショクショクショクション）  ン）  ン）  ン）  頓頓頓頓所所所所直直直直人／人／人／人／取材取材取材取材・文  集・文  集・文  集・文  集英英英英社社社社  2012.1  2012.1  2012.1  2012.145 36931/ U1/ 2大震災のなかで～大震災のなかで～大震災のなかで～大震災のなかで～私私私私たちたちたちたちは何は何は何は何ををををすべすべすべすべきか（きか（きか（きか（岩岩岩岩波新書　1312）   波新書　1312）   波新書　1312）   波新書　1312）   内内内内橋橋橋橋克克克克人／編  人／編  人／編  人／編  岩岩岩岩波書店  2011.6波書店  2011.6波書店  2011.6波書店  2011.646 36931/ U3/   フフフフクシクシクシクシマ３・１１の真マ３・１１の真マ３・１１の真マ３・１１の真実実実実　  　  　  　  植植植植田正太郎／著  田正太郎／著  田正太郎／著  田正太郎／著  ゴゴゴゴママママブブブブッッッッククククス  2011.7ス  2011.7ス  2011.7ス  2011.747 36931/ W5/  ３．１１大震災大学に３．１１大震災大学に３．１１大震災大学に３．１１大震災大学には何は何は何は何ができができができができるるるるのか    のか    のか    のか    渡邊直渡邊直渡邊直渡邊直樹／樹／樹／樹／責任責任責任責任編集  編集  編集  編集  平凡平凡平凡平凡社  2011.12社  2011.12社  2011.12社  2011.1248 36931/ Y1/ 4記記記記者は何者は何者は何者は何をををを見見見見たのか～３・１１東日本大震災  読売新聞社／著  たのか～３・１１東日本大震災  読売新聞社／著  たのか～３・１１東日本大震災  読売新聞社／著  たのか～３・１１東日本大震災  読売新聞社／著  中央公論中央公論中央公論中央公論新社  2011.11新社  2011.11新社  2011.11新社  2011.1149 36931/ Y20/   ファインファインファインファインダダダダーーーー越越越越しの３・１１　  しの３・１１　  しの３・１１　  しの３・１１　  安安安安田田田田菜菜菜菜津津津津紀紀紀紀／著  原書房  2011.12／著  原書房  2011.12／著  原書房  2011.12／著  原書房  2011.1250
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2　その他2　その他2　その他2　その他 請求記号書名 著者等 発行所 発行年月通番 0702/ K29/   河河河河北北北北新報のいち新報のいち新報のいち新報のいちばん長ばん長ばん長ばん長い日～震災い日～震災い日～震災い日～震災下下下下の地の地の地の地元紙元紙元紙元紙   河   河   河   河北北北北新報社／著  文藝春秋  2011.10新報社／著  文藝春秋  2011.10新報社／著  文藝春秋  2011.10新報社／著  文藝春秋  2011.1051 2884/ S34/   天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下被災地の人被災地の人被災地の人被災地の人々々々々との心のとの心のとの心のとの心の対対対対話 ～東日本大震災１話 ～東日本大震災１話 ～東日本大震災１話 ～東日本大震災１８８８８５日希望の記録  ５日希望の記録  ５日希望の記録  ５日希望の記録  『皇室『皇室『皇室『皇室の２０世の２０世の２０世の２０世紀』紀』紀』紀』編集部／編  小学編集部／編  小学編集部／編  小学編集部／編  小学館館館館  2011.11  2011.11  2011.11  2011.1152 2912/ H2/  東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災復興支援復興支援復興支援復興支援地地地地図図図図～～～～青森青森青森青森・・・・岩手岩手岩手岩手・宮城・福島・茨城・・宮城・福島・茨城・・宮城・福島・茨城・・宮城・福島・茨城・千葉千葉千葉千葉太太太太平洋沿岸平洋沿岸平洋沿岸平洋沿岸地地地地域域域域                    昭昭昭昭文社  文社  文社  文社  [[[[2011.62011.62011.62011.6]]]]53 36145/ O8/ 2検証検証検証検証東日本大震災の東日本大震災の東日本大震災の東日本大震災の流言流言流言流言・デマ（光文社新書）　  ・デマ（光文社新書）　  ・デマ（光文社新書）　  ・デマ（光文社新書）　  荻荻荻荻上上上上チチチチキ／著  光文社  2011.5キ／著  光文社  2011.5キ／著  光文社  2011.5キ／著  光文社  2011.554 36860/ N14/   震災震災震災震災ビビビビジジジジネネネネスのスのスのスの闇闇闇闇（（（（宝宝宝宝島島島島ｓｕｇｏｉｓｕｇｏｉｓｕｇｏｉｓｕｇｏｉ文文文文庫庫庫庫）　  ）　  ）　  ）　  夏夏夏夏原原原原武武武武／著  ／著  ／著  ／著  宝宝宝宝島社  2011.12島社  2011.12島社  2011.12島社  2011.1255 37492/ K2/  子どもの命子どもの命子どもの命子どもの命は守は守は守は守らららられれれれたのか～東日本大震災と学たのか～東日本大震災と学たのか～東日本大震災と学たのか～東日本大震災と学校防校防校防校防災の教訓   災の教訓   災の教訓   災の教訓   数見隆数見隆数見隆数見隆生／編著  かもが生／編著  かもが生／編著  かもが生／編著  かもがわわわわ出版  出版  出版  出版  2011.122011.122011.122011.1256 4534/ H3/ 1-1 東日本大震災津波東日本大震災津波東日本大震災津波東日本大震災津波詳細詳細詳細詳細地地地地図図図図　  上巻（　  上巻（　  上巻（　  上巻（青森青森青森青森・・・・岩手岩手岩手岩手・宮城）  原・宮城）  原・宮城）  原・宮城）  原口強口強口強口強／著  ／著  ／著  ／著  古今古今古今古今書書書書院院院院  2011.10  2011.10  2011.10  2011.1057 4534/ H3/ 1-2東日本大震災津波東日本大震災津波東日本大震災津波東日本大震災津波詳細詳細詳細詳細地地地地図図図図　  　  　  　  下下下下巻（福島・茨城・巻（福島・茨城・巻（福島・茨城・巻（福島・茨城・千葉千葉千葉千葉）   原）   原）   原）   原口強口強口強口強／著  ／著  ／著  ／著  古今古今古今古今書書書書院院院院  2011.10  2011.10  2011.10  2011.1058 4939/S20/2ががががれれれれきのきのきのきの中中中中のののの天使天使天使天使たち～心にたち～心にたち～心にたち～心に傷傷傷傷をををを負負負負った子どもたちのった子どもたちのった子どもたちのった子どもたちの明明明明日   日   日   日   椎椎椎椎名名名名篤篤篤篤子／著  集子／著  集子／著  集子／著  集英英英英社  2012.1社  2012.1社  2012.1社  2012.159 4988/ I11/ 石巻石巻石巻石巻赤十字病院赤十字病院赤十字病院赤十字病院、気仙沼、気仙沼、気仙沼、気仙沼市立病院市立病院市立病院市立病院、東、東、東、東北北北北大学大学大学大学病院病院病院病院が救った命～東日本大震災が救った命～東日本大震災が救った命～東日本大震災が救った命～東日本大震災医師医師医師医師たちのたちのたちのたちの奇跡奇跡奇跡奇跡の７４４の７４４の７４４の７４４時時時時間  　  石間  　  石間  　  石間  　  石丸丸丸丸かずみ／かずみ／かずみ／かずみ／取材取材取材取材・文  アス・文  アス・文  アス・文  アスペクペクペクペクト  2011.9ト  2011.9ト  2011.9ト  2011.960 4988/ I12/   石巻石巻石巻石巻赤十字病院赤十字病院赤十字病院赤十字病院の１００日間～東日本大震災の１００日間～東日本大震災の１００日間～東日本大震災の１００日間～東日本大震災医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師・・・・病院職員病院職員病院職員病院職員たちのたちのたちのたちの苦闘苦闘苦闘苦闘の記録  石巻の記録  石巻の記録  石巻の記録  石巻赤十字赤十字赤十字赤十字病院病院病院病院／著  小学／著  小学／著  小学／著  小学館館館館  2011.10  2011.10  2011.10  2011.1061 4988/ O8/  南南南南相馬１０日間の救命相馬１０日間の救命相馬１０日間の救命相馬１０日間の救命医療医療医療医療～津波・原発災害と～津波・原発災害と～津波・原発災害と～津波・原発災害と闘闘闘闘ったったったった医師医師医師医師の記録   太田の記録   太田の記録   太田の記録   太田圭祐圭祐圭祐圭祐／著  ／著  ／著  ／著  時時時時事事事事通通通通信信信信出版出版出版出版局局局局        2011.122011.122011.122011.1262 7404/ I1/ 7 アフターマス～震災後の写真  アフターマス～震災後の写真  アフターマス～震災後の写真  アフターマス～震災後の写真  飯沢耕飯沢耕飯沢耕飯沢耕太郎／著  太郎／著  太郎／著  太郎／著  ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ出版  2011.10出版  2011.10出版  2011.10出版  2011.1063 7480/ O55/   それそれそれそれでもでもでもでも咲咲咲咲いていたいていたいていたいていた千千千千年桜年桜年桜年桜～大沼～大沼～大沼～大沼英英英英樹写真集   大沼樹写真集   大沼樹写真集   大沼樹写真集   大沼英英英英樹／著  樹／著  樹／著  樹／著  窓窓窓窓社  2011.7社  2011.7社  2011.7社  2011.764 9160/ I133/   気仙沼に気仙沼に気仙沼に気仙沼に消消消消ええええたたたた姉姉姉姉をををを追追追追って　  生島って　  生島って　  生島って　  生島淳淳淳淳／著  文藝春秋  2011.11／著  文藝春秋  2011.11／著  文藝春秋  2011.11／著  文藝春秋  2011.1165 9160/ N143/  罹罹罹罹災の光災の光災の光災の光景景景景　  野　  野　  野　  野里征彦里征彦里征彦里征彦／著  本の／著  本の／著  本の／著  本の泉泉泉泉社  2011.6社  2011.6社  2011.6社  2011.666 9160/ T165/   大震災大震災大震災大震災自自自自閉閉閉閉っこ家族のっこ家族のっこ家族のっこ家族のサバサバサバサバイイイイババババル　  ル　  ル　  ル　  高高高高橋みか橋みか橋みか橋みかわわわわ／編著  ／編著  ／編著  ／編著  ぶぶぶぶどう社  2011.7どう社  2011.7どう社  2011.7どう社  2011.767平成２４年３月発行 編集・作成　香川県立図書館　〒761-0393　高松市林町2217-19平成２４年３月発行 編集・作成　香川県立図書館　〒761-0393　高松市林町2217-19平成２４年３月発行 編集・作成　香川県立図書館　〒761-0393　高松市林町2217-19平成２４年３月発行 編集・作成　香川県立図書館　〒761-0393　高松市林町2217-19　　　　　　　　 　　　　　　Tel 087-868-0567  　　　http://www.library.pref.kagawa.lg.jp/　　　　　　　　 　　　　　　Tel 087-868-0567  　　　http://www.library.pref.kagawa.lg.jp/　　　　　　　　 　　　　　　Tel 087-868-0567  　　　http://www.library.pref.kagawa.lg.jp/　　　　　　　　 　　　　　　Tel 087-868-0567  　　　http://www.library.pref.kagawa.lg.jp/ 4/4 ページ4/4 ページ4/4 ページ4/4 ページ


