
☆ジャーナリズム☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

河北新報のいちばん長い日 震災下の地元紙 河北新報社／著 文芸春秋 2011.10 1001110130399 1F ○

６枚の壁新聞（角川ＳＳＣ新書）
石巻日日新聞・東日本大震災後７
日間の記録

石巻日日新聞社／
編

角川マガジンズ 2011.7 1001110033308 1F ○

災害とソーシャルメディア（マイコミ新書）
混乱、そして再生へと導く人々の「つ
ながり」

小林啓倫／著
毎日コミュニ
ケーションズ

2011.7 1001110038310 ○

ジャーナリズムの陥し穴（ちくま新書） 明治から東日本大震災まで 田原総一朗／著 筑摩書房 2011.7 1001110031465 ○

☆思想・生き方・宗教☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

思想地図ｂｅｔａ　ｖｏｌ．２（２０１１ａｕｔｕｍｎ） 特集｜震災以後 東浩紀／編集長 コンテクチュア 2011.9 1001110069321 2F
生きがいの創造　４ 私たちは、どこへ向かうべきか？ 飯田史彦／著 ＰＨＰ研究所 2011.11 1001110130674 ○
本当かデマか３・１１〈人工地震説の根拠〉衝撃検証 泉パウロ／著 ヒカルランド 2011.8 1001110049154 ○

大震災と歴史資料保存
阪神・淡路大震災から東日本大震
災へ

奥村弘／著 吉川弘文館 2012.2 1001110169154 2F

東日本大震災とアセンション 地球の高次意識からのメッセージ 坂本政道／著 ハート出版 2011.5 1001110015080 ○

本物の生き方
地震・津波・放射能のトリプルピンチ
も、これで乗り越えよう

船井幸雄／著 海竜社 2011.5 1001110017087 ○

サンガジャパン Ｖｏｌ．６（２０１１Ｓｕｍｍｅｒ） 特集震災と祈り サンガ 2011.7 1001110027986 ○

３・１１後の世界の心の守り方 「非現実」から「現実」へ 小池竜之介／［著］
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2011.8 1001110056086 ○

いまだから読みたい本?３．１１後の日本 坂本竜一／選 小学館 2011.8 1001110040445 ○

☆地理☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

東北思い出写真館 写真集・震災前の私たちの街
東北思い出写真館
運営グループ／著

宝島社 2011.10 1001110111094 1F

東北力 絶対に復活するこれだけの強さ
東北をこよなく愛する
会／著

ＰＨＰ研究所 2011.8 1001110038222 ○

東日本大震災復興支援地図
青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉
太平洋沿岸地域

昭文社 2011 1001110023333 ○

までいの力
福島県飯舘村にみる一人一人が幸
せになる力

「までい」特別編成
チーム／企画編集

ＳＡＧＡ　ＤＥＳＩ
ＧＮ　ＳＥＥＤＳ

2011.4 1001110056729 1F

名古屋市図書館　東日本大震災　関連図書　ブックリスト

リストの「1F」は鶴舞中央図書館１階フロア、「2F」は鶴舞中央図書館２階フロア、「○」は分館に所蔵があります。
一部貸出のできない資料もありますのでご了承ください。資料のくわしい情報については図書館までお問い合わせください。

（2012年3月9日現在）



☆社会評論・政治☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

池上彰の学べるニュース　５ 東日本大震災と福島原発問題 池上彰／［著］ 海竜社 2011.5 1001110012966 1F ○
必ず復興する日本のシナリオ 長谷川慶太郎／著 ポプラ社 2011.6 1001110027344 ○
岐路 ３．１１と日本の再生 島田晴雄／著 ＮＴＴ出版 2011.6 1001110024403 2F

３・１１後ニッポンの論点
朝日新聞オピニオン
編集部／編

朝日新聞出版 2011.9 1001110102712 ○

震災大不況で日本に何が起こるのか 宮崎正弘／著 徳間書店 2011.4 1001110011206 ○
日本国家再建論 国民を欺き続ける国家の大罪 田母神俊雄／著 日本文芸社 2011.7 1001110033913 ○
東日本大震災大局を読む！ 緊急出版 長谷川慶太郎／著 李白社 2011.5 1001110014707 1F ○
東日本大震災復興への提言 持続可能な経済社会の構築 伊藤滋／編 東京大学出版 2011.6 1001110032050 2F
フクシマ以後 エネルギー・通貨・主権 関曠野／著 青土社 2011.10 1001110091752 ○

船井幸雄のズバリ本音
３・１１が教えてくれた日本と日本人
の進むべき道

船井幸雄／著 ビジネス社 2011.9 1001110062193 1F ○

ぼくらの祖国 青山繁晴／著 扶桑社 2012.2 1001110159779 1F ○
ほんとうは強い日本（ＰＨＰ新書） 田母神俊雄／著 ＰＨＰ研究所 2011.7 1001110035842 ○
反原発の思想史（筑摩選書） 冷戦からフクシマへ ?秀実／著 筑摩書房 2012.2 1001110174526 2F
国家の危機 的場昭弘／著 ベストセラーズ 2011.6 1001110017765 ○
亡国の宰相 官邸機能停止の１８０日 読売新聞政治部／ 新潮社 2011.9 1001110084034 1F ○
ほんとに彼らが日本を滅ぼす 佐々淳行／著 幻冬舎 2011.7 1001110038451 1F ○

地方自治体は重い負担に耐えられるか 「民」の力を結集する方法 小林麻理／編著
早稲田大学出
版部

2011.12 1001110158971 2F

「名東の日～東日本大震災被災者支援」実施報
告書　平成２３年度（第１６回）

名東の日・区民
まつり実行委員
会

2011.9 1001110132456 ○

ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ（ちくまプリマー新書） 原子力を受け入れた日本 田口ランディ／著 筑摩書房 2011.9 1001110068637 1F ○

震災における不動産の法律問題
馬場・沢田法律事務
所／編

中央経済社 2011.8 1001110040615 1F

☆経済☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

最新行動経済学入門（朝日新書） 「心」で読み解く景気とビジネス 真壁昭夫／著 朝日新聞出版 2011.7 1001110033846 ○
経済復興 大震災から立ち上がる 岩田規久男／著 筑摩書房 2011.5 1001110013745 ○
３・１１に勝つ日本経済 増田悦佐／著 ＰＨＰ研究所 2011.5 1001110015181 ○

「震災大不況」にダマされるな！
危機を煽る「経済のウソ」が日本を
潰す

三橋貴明／著 徳間書店 2011.6 1001110028629 ○

震災で日本経済はどうなるか 緊急出版 藤田勉／著
日本経済新聞
出版社

2011.4 1001110012825 ○

震災後の日本経済がわかる本 復興景気か？それとも震災恐慌 長谷川慶太郎／監 宝島社 2011.7 1001110034172 ○
大災害から復活する日本 副島隆彦／著 徳間書店 2011.6 1001110029352 1F ○
大地震が日本経済に与える本当のインパクト 浅井隆／著 第二海援隊 2011.7 1001110036211 ○
大震災で日本は金持ちになるか、貧乏になるか 高橋洋一／著 幻冬舎 2011.8 1001110063034 ○



大震災後の日本経済 １００年に１度のターニングポイント 野口悠紀雄／著 ダイヤモンド社 2011.5 1001110013811 1F ○
人間の復興か、資本の論理か３・１１後の日本 石川康宏／著 自治体研究社 2011.8 1001110038675 ○
「復興増税」亡国論（宝島社新書） ２０１３年“震災恐慌”を防げ！ 田中秀臣／著 宝島社 2012.1 1001110161177 ○

企業のための震災・復興法律相談 東日本大震災をふまえて
ＴＭＩ総合法律事務所
／編

ぎょうせい 2011.7 1001110049277 2F

市民社会政策論
３・１１後の政府・ＮＰＯ・ボランティア
を考えるために

田中弥生／著 明石書店 2011.8 1001110055713 2F

「危機管理・記者会見」のノウハウ（文春文庫）
東日本大震災・政変・スキャンダル
をいかに乗り越えるか

佐々淳行／著 文芸春秋 2011.7 1001110031232 ○

災害時の税務対応と危機管理
東日本大震災と税理士事務所の対
策

月刊「税理」編集局
／編

ぎょうせい 2011.8 1001110038239 2F

早わかり東日本大震災に対応する税務
既存法と特例法における特例措置
の全体像

上西左大信／編著 税務経理協会 2011.7 1001110026537 2F

大震災の後で人生について語るということ 橘玲／著 講談社 2011.7 1001110040919 1F ○
すぐに役立つ損害保険のしくみと病気・災害・事
故のトラブル解決手続きマニュアル

森本幸人／監修 三修社 2011.9 1001110055144 1F ○

早わかり東日本大震災の税務 藤曲武美／著 中央経済社 2011.6 1001110024420 2F
東日本大震災をめぐる税制特例 平成２３年４月制定 奥村真吾／著 清文社 2011.7 1001110033578 2F

☆社会学☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

大震災後の社会学（講談社現代新書） 遠藤薫／編著 講談社 2011.12 1001110155477 2F ○
検証東日本大震災の流言・デマ（光文社新書） 荻上チキ／著 光文社 2011.5 1001110014999 1F ○
３．１１後の放射能「安全」報道を読み解く 社会情報リテラシー実践講座 影浦峡／著 現代企画室 2011.7 1001110029745 2F
有事対応コミュニケーション力 岩田健太郎／著 技術評論社 2011.12 1001110135024 ○
私は日本のここが好き！　特別版 親愛なる日本の友へ 加藤恭子／編 出窓社 2011.8 1001110055313 ○

コミュニティ　Ｎｏ．１４７
特集東日本大震災～農漁村の復
興・再生・再構築～

地域社会研究
所

2011.11 1001110154427 2F

３・１１後の建築と社会デザイン（平凡社新書） 三浦展／編著 平凡社 2011.11 1001110141282 1F

大地震に備える！！マンションの防災マニュアル
東日本大震災の実地調査から、居
住者・管理組合の対応を徹底検証

千代崎一夫／著 住宅新報社 2011.9 1001110062822 ○

震災婚（ディスカヴァー携書）
震災で生き方を変えた女たちライフ
スタイル・消費・働き方

白河桃子／［著］
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2011.10 1001110121299 ○

ホームレスと社会　ｖｏｌ．５（２０１２Ｊａｎ．）
特集震災復興とホームレス支援団
体

『ホームレスと社会』
編集委員会／編集

明石書店 2012.1 1001110171889 2F

震災ビジネスの闇（宝島ＳＵＧＯＩ文庫） 夏原武／著 宝島社 2011.12 1001110147453 ○

☆震災☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

朝日新聞縮刷版東日本大震災 特別紙面集成２０１１．３．１１?４．１ 朝日新聞社／著 朝日新聞社 2011.5 1001110015441 ○

明日へ 東日本大震災命の記録
ＮＨＫ東日本大震災
プロジェクト／著

ＮＨＫ出版 2011.8 1001110056138 ○



＠Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ 私たちの望むものは 高田昌幸／編 産学社 2011.12 1001110155992 ○
ＡＴＯＫＡＴＡ 篠山紀信／著 日経ＢＰ社 2011.11 1001110141757 2F

生きている生きてゆく ビッグパレットふくしま避難所記
「ビッグパレットふくし
ま避難所記」刊行委
員会／編集

「ビッグパレット
ふくしま避難所
記」刊行委員会

2011.9 1001110103657 1F ○

遺体 震災、津波の果てに 石井光太／著 新潮社 2011.10 1001110130773 1F ○
いま、日本が立ち上がるチャンス！ 日下公人の発想法 日下公人／著 ワック 2011.8 1001110054770 ○
ＷＥ　ＡＲＥ　ＡＬＬ　ＯＮＥ 須藤元気のボランティア記録 須藤元気／著 講談社 2011.7 1001110035714 ○

ＯＬＩＶＥいのちを守るハンドブック ＮＯＳＩＧＮＥＲ／編
メディアファクト
リー

2011.8 1001110056061 ○

ガイアの夜明け復興への道（日経ビジネス人文庫）
テレビ東京報道局／
編

日本経済新聞
出版社

2011.11 1001110135324 ○

外国人が見た東日本大震災 エハン・デラヴィ／著
武田ランダムハ
ウスジャパン

2011.6 1001110027075 ○

河北新報特別縮刷版３・１１東日本大震災１カ月の記録 ２０１１・３・１１?４・１１紙面集成 河北新報社／編 竹書房 2011.6 1001110026140 2F ○
がれきの中で本当にあったこと わが子と語る東日本大震災 産経新聞社／著 産経新聞出版 2011.6 1001110019598 ○
記者は何を見たのか ３・１１東日本大震災 読売新聞社／著 中央公論新社 2011.11 1001110139021 ○
犠牲のシステム福島・沖縄（集英社新書） 高橋哲哉／著 集英社 2012.1 1001110163503 1F
奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」（朝日新書） 中原一歩／著 朝日新聞出版 2011.10 1001110110813 1F ○
帰宅難民なう。 難民Ａ／著 北辰堂出版 2011.5 1001110008602 ○
希望 僕が被災地で考えたこと 乙武洋匡／著 講談社 2011.7 1001110034365 ○
希望 命のメッセージ 鎌田実／著 東京書籍 2011.9 1001110062591 ○
キャッシュ・フォー・ワーク（岩波ブックレット） 震災復興の新しいしくみ 永松伸吾／著 岩波書店 2011.9 1001110077387 1F ○
巨震激流 ３．１１東日本大震災 三陸新報社 2011.7 1001110069557 ○

巨大地震権威１６人の警告（文春新書）
『日本の論点』編集
部／編

文芸春秋 2011.8 1001110055090 ○

巨大津波が襲った３・１１大震災 発生から１０日間の記録 河北新報社 2011.4 1001110007405 ○
巨大津波の記録 明治・昭和・平成 毎日新聞社 2011.7 1001110026289 ○
クロニクルＦＵＫＵＳＨＩＭＡ 大友良英／著 青土社 2011.10 1001110091757 2F

検証東日本大震災
関西大学社会安全
学部／編

ミネルヴァ書房 2012.2 1001110169902 2F

原発事故の訴訟実務 風評損害訴訟の法理 升田純／著 学陽書房 2011.12 1001110152465 2F
原発事故の被害と補償 フクシマと「人間の復興」 大島堅一／著 大月書店 2012.2 1001110172819 2F
原発・大地震生き残りマニュアル 浅井隆／著 第二海援隊 2011.5 1001110010341 ○

この言葉を忘れない
３．１１語りつぎたい勇気と感動のつ
ぶやき

『この言葉を忘れな
い』編集グループ／

徳間書店 2011.4 1001110011204 ○

ゴン太ごめんね、もう大丈夫だよ！
福島第一原発半径２０キロ圏内犬
猫救出記

山路徹と救出チーム
／編

光文社 2011.7 1001110036438 ○

ＴＨＥ　ＤＡＹＳ　ＡＦＴＥＲ 東日本大震災の記憶 石川梵／著 飛鳥新社 2011.6 1001110028491 2F
災害がほんとうに襲った時 阪神淡路大震災５０日間の記録 中井久夫／［著］ みすず書房 2011.4 1001110008222 ○



災害対策全書　１ 災害概論

ひょうご震災記念２１
世紀研究機構災害
対策全書編集企画
委員会／編集

ひょうご震災記
念２１世紀研究
機構災害対策
全書編集企画
委員会

2011.5 1001110033714 2F

災害対策全書　２ 応急対応

ひょうご震災記念２１
世紀研究機構災害
対策全書編集企画
委員会／編集

ひょうご震災記
念２１世紀研究
機構災害対策
全書編集企画
委員会

2011.5 1001110033715 2F

災害対策全書　３ 復旧・復興

ひょうご震災記念２１
世紀研究機構災害
対策全書編集企画
委員会／編集

ひょうご震災記
念２１世紀研究
機構災害対策
全書編集企画
委員会

2011.5 1001110033717 2F

災害対策全書　４ 防災・減災

ひょうご震災記念２１
世紀研究機構災害
対策全書編集企画
委員会／編集

ひょうご震災記
念２１世紀研究
機構災害対策
全書編集企画
委員会

2011.5 1001110033718 2F

災害で活躍する乗物たち（サイエンス・アイ新書）
漂流者や孤立者を救助したのはど
んなヘリ？福島第一原発に放水し
たのはどんな消防車？

柿谷哲也／著
ソフトバンククリ
エイティブ

2011.10 1001110120764 1F ○

災害ボランティア・ブック 週末は東北へ 平凡社／編 平凡社 2011.9 1001110063086 ○
再起 宮嶋茂樹／著 ベストセラーズ 2011.8 1001110038965 2F ○

3.11 大震災・原発災害の記録 橋本紘二／著
農山漁村文化
協会

2011.7 1001110033601 1F

３・１１あの日のこと、あの日からのこと
震災体験から宮城の子ども・学校を
語る

みやぎ教育文化研
究センター／編

かもがわ出版 2011.9 1001110062582 ○

３．１１を生きのびる 憲法が息づく日本へ 小森陽一／編 かもがわ出版 2011.9 1001110069353 1F ○

３・１１を超えて 夕刊コラムのみた東日本大震災
河北新報社論説委
員会／編

無明舎出版 2011.11 1001110141726 ○

３．１１クライシス！ 佐藤優／著 マガジンハウス 2011.4 1001110011077 ○
３・１１後の心を立て直す（ベスト新書） 香山リカ／著 ベストセラーズ 2011.7 1001110033452 ○

３．１１大震災・福島原発を海外メディアはどう報じたか
エリック・ジョンストン
／著

ジャパンタイム
ズ

2011.9 1001110154387 ○

３．１１津波で何が起きたか 被害調査と減災戦略 柴山知也／著
早稲田大学出
版部

2011.12 1001110158968 2F

３．１１の衝撃震災・原発?特報部は伝えた
中日新聞東京本社
／編

中日新聞社 2011.6 1001110024959 2F ○

３．１１東日本大震災 君と見た風景 平井寿信／著 ぶんか社 2011.7 1001110024568 ○
三陸物語 被災地で生きる人びとの記録 萩尾信也／著 毎日新聞社 2011.9 1001110092669 ○



思想としての３・１１
河出書房新社編集
部／編

河出書房新社 2011.6 1001110026182 2F

写真記録東日本大震災 ３・１１から１００日 毎日新聞社 2011.7 1001110037986 2F ○
写真で見るトモダチ作戦 ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ　ＴＯＭＯＤＡＣＨＩ 北村淳／編著 並木書房 2011.6 1001110026414 ○
自由報道協会が追った３．１１ 自由報道協会／編 扶桑社 2011.10 1001110103001 ○
震災と原発国家の過ち（朝日新書） 文学で読み解く「３・１１」 外岡秀俊／著 朝日新聞出版 2012.2 1001110172723 ○
震災と情報（岩波新書） あのとき何が伝わったか 徳田雄洋／著 岩波書店 2011.12 1001110159636 1F ○
震災の法律相談 小倉秀夫／編著 学陽書房 2011.6 1001110026027 2F

震災の法律相談Ｑ＆Ａ
淀屋橋・山上合同／
編

民事法研究会 2011.4 1001110010742 2F ○

震災・復興の社会学 ２つの「中越」から「東日本」へ 松井克浩／著 リベルタ出版 2011.11 1001110138433 2F
震災死 生き証人たちの真実の告白 吉田典史／著 ダイヤモンド社 2012.2 1001110170062 ○
図解よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ 鍵屋一／著 学陽書房 2011.8 1001110049544 2F
〈生活防災〉のすすめ　増補版 東日本大震災と日本社会 矢守克也／著 ナカニシヤ出版 2011.7 1001110028786 ○
政治は動いていないのか 東日本大震災と政治 岩淵美智子／著 パブラボ 2011.8 1001110056392 ○

世界が感嘆する日本人（宝島社新書）
海外メディアが報じた大震災後の
ニッポン

別冊宝島編集部／
編

宝島社 2011.6 1001110022403 ○

０泊３日の支援からの出発
早稲田大学ボランティアセンター・学
生による復興支援活動

加藤基樹／編著
早稲田大学出
版部

2011.12 1001110158976 2F

「想定外」を想定せよ！ 「失敗学」からの提言 畑村洋太郎／著 ＮＨＫ出版 2011.8 1001110055753 ○
「想定外」の罠 大震災と原発 柳田邦男／著 文芸春秋 2011.9 1001110077247 ○

そこからすべては始まるのだから 大震災を経て、いま 香山リカ／著
メディアファクト
リー

2011.10 1001110103122 ○

第五福竜丸から「３．１１」後へ（岩波ブックレット） 被爆者大石又七の旅路 小沢節子／著 岩波書店 2011.10 1001110135455 1F ○

大地震！とっさの行動マニュアル
地震・津波から身を守る方法、災害
の備え、避難生活まで

山谷茉樹／著
広済堂あかつ
き出版事業部

2011.5 1001110010453 ○

大地震にそなえる自分と大切な人を守る方法
東日本大震災の被災地でわかった
こと

渡辺実／著 中経出版 2011.5 1001110017423 ○

大震災 欲と仁義
荻野アンナとゲリラ
隊／著

共同通信社 2011.6 1001110022519 ○

大震災自閉っこ家族のサバイバル 高橋みかわ／編著 ぶどう社 2011.7 1001110038677 ○

大震災と日本の社会保障（労働総研ブックレット）
被災地から労働・生活・地域の再建
を考える

日野秀逸／著 本の泉社 2011.10 1001110110381 ○

大震災のなかで（岩波新書） 私たちは何をすべきか 内橋克人／編 岩波書店 2011.6 1001110028601 1F ○

大震災のメッセージ
心の傷を癒し、日本人の役割に目
覚めるヒント

アラン・コーエン／著
ソフトバンククリ
エイティブ

2011.8 1001110039033 ○

大震災復興へのみちすじ
防災政策の新段階と地方自治体の
政策活動

池上洋通／著 自治体研究社 2011.7 1001110038682 ○

大震災復興ビジョン 「先駆的地域社会」の実現 二神壮吉／著 オーム社 2011.10 1001110121372 ○
大震災・放射能汚染３．１１以後の備える・守る家族のための防災ＢＯＯＫ ２７４人のアンケートから考えた 武田邦彦／共著 じゃこめてい出 2011.9 1001110056218 ○
高田松原ものがたり 消えた高田松原 高田活版 2011.6 1001110151452 ○
闘う日本 東日本大震災１カ月の全記録 産経新聞社／著 産経新聞出版 2011.4 1001110010239 1F



地図で読む東日本大震災 大地震　福島原発　災害予測
成美堂出版編集部
／編集

成美堂出版 2011.8 1001110026338 ○

つなみ 被災地のこども８０人の作文集
森健／企画・取材・
構成

文芸春秋 2011.8 1001110039460 ○

ＴＳＵＮＡＭＩ　３・１１ 東日本大震災記録写真集 豊田直巳／編 第三書館 2011.6 1001110028661 ○
津波と原発 佐野真一／著 講談社 2011.6 1001110026336 1F ○
「つなみ」の子どもたち 作文に書かれなかった物語 森健／著 文芸春秋 2011.12 1001110149564 1F ○
できることをしよう。 ぼくらが震災後に考えたこと 糸井重里／著 新潮社 2011.12 1001110153386 1F ○

天皇皇后両陛下被災地の人々との心の対話 東日本大震災１８５日希望の記録
『皇室の２０世紀』編
集部／編

小学館 2011.11 1001110141384 ○

「東北」再生 赤坂憲雄／著 イースト・プレス 2011.7 1001110033620 ○

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 1001110077553 2F ○

ともに生きる 東日本大震災を乗り越えて ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2011.6 1001110022266 ○
ともしび 被災者から見た被災地の記録 シュープレス／編・著 小学館 2011.8 1001110041105 ○

日本の自然災害 東日本大震災襲来 篠木毅／監修
日本専門図書
出版

2011.6 1001110023951 2F

日本の津波災害（岩波ジュニア新書） 伊藤和明／著 岩波書店 2011.12 1001110159646 1F ○

日本の問題
イタリア人記者・ピオが地震、ツナ
ミ、放射能汚染の「現場」で見たもの

ピオ・デミリア／著 幻冬舎 2011.10 1001110134908 1F ○

ニュースがわからん！放射能と原発・大地震 朝日新聞のよくわかるコラム
朝日新聞東京本社
報道局／編

新講社 2011.9 1001110077951 ○

のこされた動物たち 福島第一原発２０キロ圏内の記録 太田康介／著 飛鳥新社 2011.7 1001110038618 1F ○
裸のフクシマ 原発３０ｋｍ圏内で暮らす たくきよしみつ／著 講談社 2011.10 1001110120429 1F ○
春を恨んだりはしない 震災をめぐって考えたこと 池沢夏樹／著 中央公論新社 2011.9 1001110077158 1F ○
東日本大震災 特別報道写真集 共同通信社 2011.4 1001110009031 ○
東日本大震災 報道写真全記録２０１１．３．１１?４． 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2011.4 1001110011033 1F ○

東日本大震災 読売新聞報道写真集
読売新聞東京
本社

2011.5 1001110010474 2F ○

東日本大震災１か月の記録 読売新聞特別縮刷版
読売新聞東京
本社

2011.5 1001110010796 2F ○

東日本大震災救援対策本部ニュース　第１集
東日本大震災・福島原発事故　被
災地と被災地救援の闘いの記録

生きぬくために闘
う！東日本大震災救
援対策本部／編集

アール企画 2011.10 1001110120905 ○

東日本大震災救援対策本部ニュース　第２集
東日本大震災・福島原発事故　被
災地と被災地救援の闘いの記録

生きぬくために闘
う！東日本大震災救
援対策本部／編集

アール企画 2012.1 1001110163537 ○

東日本大震災心をつなぐニュース 池上彰／編 文芸春秋 2011.6 1001110028541 ○

東日本大震災－写真家１７人の視点
篠山紀信／［ほか撮
影］

朝日新聞出版 2011.9 1001110102810 ○

東日本大震災全記録 被災地からの報告 河北新報社 2011.8 1001110055403 ○
東日本大震災・ダイジェスト 近代消防社 2012.1 1001110160164 2F



東日本大震災と地域産業復興　１ ２０１１．３．１１～１０．１ 関満博／著 新評論 2011.12 1001110150168 2F
東日本大震災の教訓 津波から助かった人の話 村井俊治／著 古今書院 2011.8 1001110049337 1F

東日本大震災の記録 原子力事故と計画停電 電気新聞／編
日本電気協会
新聞部

2011.6 1001110031903 2F

東日本大震災の復興 自治体・企業・労組の支援実例集
くらしのリサーチセン
ター／編集

くらしのリサー
チセンター

2011.12 1001110161880 2F

東日本大震災の復興に向けて
火山災害から復興した島原からの
メッセージ

高橋和雄／編 古今書院 2012.1 1001110161403 2F

東日本大震災被災地との絵手紙 小池邦夫／著 中央公論新社 2011.7 1001110037956 ○

東日本大震災復旧支援活動報告書
平成２３年３月１８日?平成２３年５月
２２日

愛知県建設業協会
／編集

愛知県建設業
協会

2011.12 1001110173647 2F ○

被災、石巻五十日。 霞ケ関官僚による現地レポート 皆川治／著 国書刊行会 2011.12 1001110150604 1F
被災地を歩きながら考えたこと 五十嵐太郎／［著］ みすず書房 2011.11 1001110144159 2F
被災地の本当の話をしよう（ワニブックス〈ＰＬＵＳ〉新書） 陸前高田市長が綴るあの日とこれ 戸羽太／著 ワニブックス 2011.8 1001110049142 ○
被ばくと補償（平凡社新書） 広島、長崎、そして福島 直野章子／著 平凡社 2011.12 1001110155347 2F ○
福島原発震災のまち（岩波ブックレット） フォト・ルポルタージュ 豊田直巳／著 岩波書店 2011.8 1001110055116 1F ○

フクシマ・ゴーストタウン
全町・全村避難で誰もいなくなった
放射能汚染地帯

根津進司／著 社会批評社 2011.9 1001110092709 ○

フクシマ３・１１の真実 植田正太郎／著 ゴマブックス 2011.7 1001110024513 ○
福島第一原発風下の村 森住卓写真集 森住卓／写真・文 扶桑社 2011.12 1001110153074 ○
フクシマ２０１１、沈黙の春 八木沢高明／著 新日本出版社 2011.10 1001110102974 ○
ふくしまの子どもたちが描くあのとき、きょう、みらい。 蟹江杏／編 徳間書店 2011.10 1001110135291 1F ○

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 1001110021770 ○

復興政策をめぐる《正》と《善》 鈴村興太郎／著
早稲田大学出
版部

2012.1 1001110163742 2F

復興の祈り
東北地方太平洋沖地震被災者応援
メッセージ集

国民みらい出
版

2011.9 1001110077991 1F

復興の精神（新潮新書） 養老孟司／著 新潮社 2011.6 1001110022586 1F ○

ＰＲＡＹ　ＦＯＲ　ＪＡＰＡＮ ３．１１世界中が祈りはじめた日
ｐｒａｙｆｏｒｊａｐａｎ．ｊｐ／
編

講談社 2011.4 1001110011470 1F ○

文明の災禍（新潮新書） 内山節／著 新潮社 2011.9 1001110078090 ○

平成の三陸大津波
２０１１．３．１１東日本大震災岩手
の記録

岩手日報社 2011.6 1001110024803 ○

僕はしゃべるためにここへ来た 笠井信輔／著 産経新聞出版 2011.11 1001110130690 1F ○
ほんとうの復興 池田清彦／著 新潮社 2011.6 1001110027138 ○

マイケル・サンデル大震災特別講義私たちはどう生きるのか
マイケル・サンデル
／著

ＮＨＫ出版 2011.5 1001110017478 ○

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 1001110050071 ○

見捨てられた命を救え！ ３・１１アニマルレスキューの記録 星広志／著 社会批評社 2012.2 1001110172396 1F ○
未曾有と想定外（講談社現代新書） 東日本大震災に学ぶ 畑村洋太郎／著 講談社 2011.7 1001110036351 1F ○



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 1001110031558 ○

みんなで生き抜く防災術 地震　停電　放射能
小学館防災チーム／
編

小学館 2011.4 1001110011748 1F ○

ルポ原発難民 粟野仁雄／著 潮出版社 2011.9 1001110063081 ○
列島強靱化論（文春新書） 日本復活５カ年計画 藤井聡／著 文芸春秋 2011.5 1001110015577 2F ○
「脇役」たちがつないだ震災医療 ドキュメント1F東日本大震災 辰濃哲郎／著 医薬経済社 2011.6 1001110031694 1F
わたしの３・１１ あの日から始まる今日 茂木健一郎／編 毎日新聞社 2011.5 1001110015606 1F ○
わたしたちの震災物語 ?再生ワーカーズ 井上きみどり／著 集英社 2011.11 1001110158454 ○
笑う、避難所（集英社新書） 石巻・明友館１３６人の記録 頓所直人／取材・文 集英社 2012.1 1001110163504 ○
大震災でわかった学校の大問題（小学館１０１新書） 被災地の教室からの提言 大森直樹／著 小学館 2011.8 1001110040824 ○

これからを生きる君たちへ
校長先生たちからの心揺さぶるメッ
セージ

新潮社 2011.4 1001110011612 ○

子どもの命は守られたのか 東日本大震災と学校防災の教訓 数見隆生／編著 かもがわ出版 2011.12 1001110152905 2F
命を預かる保育者の子どもを守る防災ＢＯＯＫ 猪熊弘子／編 学研教育出版 2012.2 1001110174709 1F ○

☆国防・軍事☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ国防論 小林よしのり／著 小学館 2011.9 1001110068628 1F ○
自衛隊かく闘えり 東日本大震災秘録 井上和彦／著 双葉社 2012.2 1001110174784 2F ○
自衛隊のジレンマ ３・１１震災後の分水嶺 前田哲男／著 現代書館 2011.7 1001110038048 ○

自衛隊ｖｓ．東日本大震災
史上最大の救難作戦、自衛官が流
した汗と涙

宝島社 2011.7 1001110029024 ○

図解こんなに凄かった自衛隊 東日本大震災でわかった実力 芦川淳／著 日本文芸社 2011.5 1001110018146 ○

頼もしいぞニッポン自衛隊！
史上最大の作戦を闘う１０万人に密
着した！！

徳間書店 2011.6 1001110028158 ○

突撃！自衛官妻　３ 日辻彩／著 ぶんか社 2011.8 1001110042098 ○
日本に自衛隊がいてよかった 自衛隊の東日本大震災 桜林美佐／著 産経新聞出版 2011.9 1001110069518 ○
東日本大震災自衛隊救援活動日誌 東北地方太平洋沖地震の現場から 須藤彰／著 扶桑社 2011.7 1001110031633 1F

☆地震☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

これから起きる巨大地震と大津波
３．１１大地震で、日本全体が巨大
な地震列島に変貌した！？

洋泉社 2011.9 1001110049694 ○

「次」にひかえるＭ９超巨大地震 ニュートンプレ 2011.7 1001110029683 1F ○

日本人が知りたい巨大地震の疑問５０
東北地方太平洋沖地震の原因から
首都圏大地震の予測まで

島村英紀／著
ソフトバンククリ
エイティブ

2011.6 1001110019967 2F ○

巨大地震・巨大津波 東日本大震災の検証 平田直／著 朝倉書店 2011.11 1001110144603 2F ○
検証大震災の予言・陰謀論 “震災文化人たち”の情報は正しい ＡＳＩＯＳ／著 文芸社 2011.11 1001110141570 ○
地震の日本史（中公新書）　増補版 大地は何を語るのか 寒川旭／著 中央公論新社 2011.5 1001110017469 2F ○

地震列島と原発
首都直下，東海，東南海，南海地震
に備える

ニュートンプレ
ス

2012.2 1001110169676 ○

超巨大地震に迫る（ＮＨＫ出版新書） 日本列島で何が起きているのか 大木聖子／著 ＮＨＫ出版 2011.6 1001110021973 ○



日本の地震地図東日本大震災後版 岡田義光／著 東京書籍 2012.1 1001110156670 2F ○
東日本大震災津波詳細地図　上巻 青森・岩手・宮城 原口強／著 古今書院 2011.10 1001110130679 2F
東日本大震災津波詳細地図　下巻 福島・茨城・千葉 原口強／著 古今書院 2011.10 1001110130680 2F
地震の予知はできますか？（シリーズ人と仕事） 木村政昭／著 論創社 2012.1 1001110161593 ○
２０１１～２０１５大地震が再び日本を襲う！ 緊急提言 進村耕喜／著 李白社 2011.8 1001110048947 ○

活火山・活断層赤色立体地図でみる日本の凸凹
逃げられない日本列島の宿命がリ
アルに浮かびあがる！

千葉達朗／著 技術評論社 2011.9 1001110055279 ○

☆医学☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

放射能汚染ほんとうの影響を考える
フクシマとチェルノブイリから何を学
ぶか

浦島充佳／著 化学同人 2011.7 1001110040561 2F ○

耳のないウサギ フクシマで起きた本当の物語 浅井隆／著 第二海援隊 2011.9 1001110083840 ○
心のケア（講談社現代新書） 阪神・淡路大震災から東北へ 加藤寛／著 講談社 2011.9 1001110083668 ○
災害ストレス（角川ｏｎｅテーマ２１） 直接被災と報道被害 保坂隆／編著 角川書店 2011.6 1001110023721 1F ○
震災トラウマと復興ストレス（岩波ブックレット） 宮地尚子／著 岩波書店 2011.8 1001110055114 1F ○
がれきの中の天使たち 心に傷を負った子どもたちの明日 椎名篤子／著 集英社 2012.1 1001110166616 1F
大災害と子どもの心（岩波ブックレット） どう向き合い支えるか 富永良喜／著 岩波書店 2012.2 1001110174755 1F ○

ポスト３・１１の子育てマニュアル
震災と放射能汚染、子どもたちは何
を思うのか？

富永良喜／著 講談社 2011.11 1001110138737 ○

石巻赤十字病院の１００日間
東日本大震災医師・看護師・病院職
員たちの苦闘の記録

石巻赤十字病院／
著

小学館 2011.10 1001110102736 ○

救命 東日本大震災、医師たちの奮闘 海堂尊／監修 新潮社 2011.8 1001110062655 1F ○

そのとき薬剤師は医療チームの要になった ドキュメント東日本大震災
日経ドラッグインフォ
メーション東日本大
震災取材班／編著

日経ＢＰ社 2011.6 1001110026899 ○

被災者に寄りそう医療 震災最前線の絆 稲光宏子／著 新日本出版社 2011.11 1001110141942 1F ○
南相馬１０日間の救命医療 津波・原発災害と闘った医師の記録 太田圭祐／著 時事通信出版 2011.12 1001110143661 ○

寄り添い支える
公立志津川病院若き内科医の３・１
１

菅野武／著
河北新報出版
センター

2011.12 1001110166247 ○

☆工学・建築☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

エネルギー復興計画 東北版グリーンニューディール政策 山家公雄／著
エネルギー
フォーラム

2011.6 1001110027097 1F ○

大震災からの復旧 知られざる地域建設業の闘い 米田雅子／編著 ぎょうせい 2012.1 1001110163648 2F

地震と下水道
月刊下水道編集部
／編

環境新聞社 2011.7 1001110038331 2F

東日本大震災からの復興まちづくり 佐藤滋／編 大月書店 2011.12 1001110155403 2F

環境防災学
災害大国日本を考える文理シナ
ジーの実学

竹林征三／著 技報堂出版 2011.8 1001110049947 2F

高校生、災害と向き合う（岩波ジュニア新書） 舞子高等学校環境防災科の１０年 諏訪清二／著 岩波書店 2011.11 1001110146350 1F ○



大震災・大災害に強い家づくり、家選び 井上恵子／著 朝日新聞出版 2011.10 1001110121224 1F ○
東日本大震災の教訓　住宅編 震災に強い家 日経ＢＰ社 2011.6 1001110022345 ○
東日本大震災の教訓　都市・建築編 覆る建築の常識 日経ＢＰ社 2011.6 1001110024598 2F ○
東日本大震災の教訓　土木編 インフラ被害の全貌 日経ＢＰ社 2011.6 1001110026909 2F ○

木造仮設住宅群
３．１１からはじまったある建築の記
録

はりゅうウッドスタジ
オ／制作

ポット出版 2011.12 1001110159276 2F

☆原子力発電・放射能☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

「原子力ムラ」を超えて（ＮＨＫブックス） ポスト福島のエネルギー政策 飯田哲也／著 ＮＨＫ出版 2011.7 1001110038031 2F
福島原発の真実（平凡社新書） 佐藤栄佐久／著 平凡社 2011.6 1001110026826 1F ○
「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか 開沼博／著 青土社 2011.6 1001110024414 2F ○
人間と環境への低レベル放射能の脅威 福島原発放射能汚染を考えるため ラルフ・グロイブ／著 あけび書房 2011.6 1001110031603 2F ○

放射線被曝の歴史　増補
アメリカ原爆開発から福島原発事故
まで

中川保雄／著 明石書店 2011.10 1001110121332 2F

ドキュメント東京電力（文春文庫） 福島原発誕生の内幕 田原総一朗／著 文芸春秋 2011.7 1001110031614 ○

よくわかる最新発電・送電の基本と仕組み
系統か分散型か?３．１１以降の論
点を網羅

木舟辰平／著 秀和システム 2011.12 1001110153212 2F ○

いま原発で何が起きているのか 特別報道写真・解説集 神戸新聞社 2011.6 1001110029373 ○
大津波と原発 内田樹／著 朝日新聞出版 2011.5 1001110015451 ○
検証福島原発事故・記者会見 東電・政府は何を隠したのか 日隅一雄／著 岩波書店 2012.1 1001110167026 ○

原発アウトロー青春白書
福島第一原発で体を張る若者たち
の真実

久田将義／著 ミリオン出版 2012.2 1001110175201 ○

原発推進者の無念（平凡社新書） 避難所生活で考え直したこと 北村俊郎／著 平凡社 2011.10 1001110120424 ○
原発大崩壊！（ベスト新書） 第２のフクシマは日本中にある 武田邦彦／著 ベストセラーズ 2011.5 1001110015349 ○

原発になお地域の未来を託せるか
福島原発事故?利益誘導システム
の破綻と地域再生への道

清水修二／著 自治体研究社 2011.6 1001110022249 ○

原発のどこが危険か（朝日選書）　新版 世界の事故と福島原発 桜井淳／著 朝日新聞出版 2011.4 1001110003731 1F ○

「原発」敗戦国・日本（主婦の友新書）
１０人の重要証言から暴くフクシマ
の真実

松山正佳／著 主婦の友社 2011.8 1001110038841 ○

原発廃炉に向けて
福島原発同時多発事故の原因と影
響を総合的に考える

エントロピー学会／
編

日本評論社 2011.8 1001110049708 ○

原発崩壊　増補版 想定されていた福島原発事故 明石昇二郎／著 金曜日 2011.5 1001110009056 ○
原発暴走列島 鎌田慧／著 アストラ 2011.5 1001110010494 ○
原発はなぜ日本にふさわしくないのか 竹田恒泰／著 小学館 2011.6 1001110026310 ○
こういうこと。 終わらない福島原発事故 広瀬隆／著 金曜日 2011.7 1001110028992 ○

これでいいのか福島原発事故報道
マスコミ報道で欠落している重大問
題を明示する

丸山重威／編・著 あけび書房 2011.5 1001110020752 ○

世界が見た福島原発災害　２ 死の灰の下で 大沼安史／著 緑風出版 2011.11 1001110135268 2F ○
世界が見た福島原発災害 海外メディアが報じる真実 大沼安史／著 緑風出版 2011.6 1001110018096 2F ○
第二のフクシマ、日本滅亡（朝日新書） 広瀬隆／著 朝日新聞出版 2012.2 1001110172733 1F ○



ただちに健康に影響はありません とんでも発言集
ふゅーじょんぷ
ろだくと

2011.6 1001110020463 ○

チェルノブイリと福島 河田昌東／著 緑風出版 2011.12 1001110146686 ○

どうする原発どうなる放射線 核廃絶の願いとともに 吉井英勝／著
日本機関紙出
版センター

2011.5 1001110017746 ○

なさけないけどあきらめない チェルノブイリ・フクシマ 鎌田実／著 朝日新聞出版 2011.7 1001110031504 ○
日本復興計画 大前研一／著 文芸春秋 2011.4 1001110011573 1F ○
福島・柏崎刈羽の原発震災 活かされなかった警告 末田一秀／著 七つ森書館 2011.6 1001110026032 1F
福島原発事故 どうする日本の原発政策 安斎育郎／著 かもがわ出版 2011.5 1001110013086 ○
福島原発事故はなぜ起きたか 井野博満／編 藤原書店 2011.6 1001110027289 2F ○
福島原発人災記 安全神話を騙った人々 川村湊／著 現代書館 2011.4 1001110008416 ○
福島原発でいま起きている本当のこと 元・現場技術者がすべてを語った！ 浅川凌／著 宝島社 2011.9 1001110062687 ○
福島原発と人びと（岩波新書） 広河隆一／著 岩波書店 2011.8 1001110056370 1F ○
福島原発の闇 原発下請け労働者の現実 堀江邦夫／文 朝日新聞出版 2011.8 1001110055185 ○
福島原発メルトダウン（朝日新書） ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ 広瀬隆／著 朝日新聞出版 2011.5 1001110013900 1F ○
福島第一原発事故を検証する 人災はどのようにしておきたか 桜井淳／著 日本評論社 2011.7 1001110033406 1F ○
福島第一原発事故・検証と提言 ヒューマン・エラーの視点から 村田厚生／著 新曜社 2011.11 1001110135733 1F
福島第一原発事故と放射線（ＮＨＫ出版新書） 緊急解説！ 水野倫之／著 ＮＨＫ出版 2011.6 1001110021975 ○

福島第一原発－真相と展望（集英社新書）
アーニー・ガンダーセ
ン／著

集英社 2012.2 1001110177242 ○

福島第一原発潜入記 高濃度汚染現場と作業員の真実 山岡俊介／著 双葉社 2011.10 1001110092879 ○
福島の原発事故をめぐって いくつか学び考えたこと 山本義隆／［著］ みすず書房 2011.8 1001110055224 2F ○

暴走する原発
チェルノブイリから福島へ　これから
起こる本当のこと

広河隆一／著 小学館 2011.5 1001110019494 ○

ボクが東電前に立ったわけ ３・１１原発事故に怒る若者たち 園良太／著 三一書房 2011.9 1001110069324 ○

僕のお父さんは東電の社員です
小中学生たちの白熱議論！３・１１と
働くことの意味

毎日小学生新聞／
編

現代書館 2011.11 1001110144566 ○

ヤクザと原発 福島第一潜入記 鈴木智彦／著 文芸春秋 2011.12 1001110152710 1F ○
私が愛した東京電力 福島第一原発の保守管理者として 蓮池透／著 かもがわ出版 2011.9 1001110084470 1F ○

☆産業☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

笑う門には福島来たる 大橋雄二いのち共生放射能 渥美京子／著 燦葉出版社 2011.7 1001110040684 ○
来世は野の花に 鍬と宇宙船　２ 秋山豊寛／著 六耀社 2011.12 1001110144807 ○
日本の農業が必ず復活する４５の理由 浅川芳裕／著 文芸春秋 2011.6 1001110028544 ○

農業・漁業をどう立て直すか
大震災・原発事故からの復旧の実
態、復興の課題

梶井功／編集代表 農林統計協会 2012.1 1001110159382 2F

瓦礫を活かす「森の防波堤」が命を守る（学研新書） 植樹による復興・防災の緊急提言 宮脇昭／著
学研パブリッシ
ング

2011.10 1001110083856 2F

東日本大震災とこれからの水産業 白須敏朗／著 成山堂書店 2012.1 1001110163359 2F ○

東日本大震災とコンビニ 便利さ（コンビニエンス）を問い直す 川邉信雄／著
早稲田大学出
版部

2011.11 1001110144598 2F



忘れえぬ東北・ふるさとの鉄道風景
日本鉄道写真作家
協会／著

世界文化社 2011.9 1001110068699 ○

震災と鉄道（朝日新書） 原武史／著 朝日新聞出版 2011.10 1001110110810 1F ○
震災と鉄道全記録 鉄路よ熱く甦れ 朝日新聞出版 2011.9 1001110056287 ○
フラガール３．１１ つながる絆 清水一利／著 講談社 2011.11 1001110138477 1F

☆芸術・文学☆
書   名 副書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 鶴舞 分館

絶望の隣は希望です！ やなせたかし／著 小学館 2011.10 1001110092510 ○

読売報道写真集　2012
読売新聞東京
本社

2012.2 1001110169678 ○

ＬＩＶＥ福島 風とロックＳＵＰＥＲ野馬追 講談社／編 講談社 2011.11 1001110141210 ○
３・１１の未来 日本・ＳＦ・創造力 笠井潔／監修 作品社 2011.9 1001110062166 2F ○
伊集院静の流儀 伊集院静／［著］ 文芸春秋 2011.8 1001110036012 1F ○
震災歌集 長谷川櫂／著 中央公論新社 2011.4 1001110010247 ○
震災句集 長谷川櫂／著 中央公論新社 2012.1 1001110166503 ○
生きていく救われていく 石上智康／著 徳間書店 2011.8 1001110049803 ○
海をうらまない 震災ポエム 佐藤啓子／著 合同出版 2011.8 1001110040766 ○
詩の邂逅 和合亮一／著 朝日新聞出版 2011.6 1001110024774 ○
果てなき荒野を越えて 高橋佳子／著 三宝出版 2011.7 1001110034268 ○

１２の贈り物
東日本大震災支援岩手県在住作家
自選短編集

道又力／編 荒蝦夷 2011.8 1001110063140 ○

震災後
こんな時だけど、そろそろ未来の話
をしようか

福井晴敏／著 小学館 2011.11 1001110135374 1F ○

東海・東南海・南海　三連動大地震 柘植久慶／著
広済堂あかつ
き出版事業部

2011.7 1001110028477 ○

ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ　ＤＡＹ 桜井亜美／著 祥伝社 2012.2 1001110174977 ○
アナレクタ　３ 砕かれた大地に、ひとつの場処を 佐々木中／著 河出書房新社 2011.10 1001110130617 2F
生ききる。（角川ｏｎｅテーマ２１） 瀬戸内寂聴／［著］ 角川学芸出版 2011.7 1001110034033 1F ○
いのちの理由 さだまさし／著 ダイヤモンド社 2011.12 1001110150608 ○
瓦礫の中から言葉を（ＮＨＫ出版新書） わたしの〈死者〉へ 辺見庸／著 ＮＨＫ出版 2012.1 1001110161184 1F ○

原発と祈り 価値観再生道場 内田樹／著
メディアファクト
リー

2011.12 1001110152840 ○

３．１１死に神に突き飛ばされる 加藤典洋／著 岩波書店 2011.11 1001110144682 2F ○
ピアニシモな豚飼い 杉田徹／著 西田書店 2011.8 1001110054908 ○

あの日のわたし 東日本大震災９９人の声
あの日のわたし編集
委員会／編

創栄出版 2011.10 1001110110619 ○

海が呑む
３．１１東日本大震災までの日本の
津波の記憶

花輪莞爾／著 晶文社 2011.12 1001110147276 1F ○

ガールズ１０００人のリアル震災体験
「東日本復興応援」プロジェクト　届けたい！
伝えたい！私たちからのメッセージ 魔法のｉらんど／編

アスキー・メディ
アワークス

2011.11 1001110138700 ○

気仙沼に消えた姉を追って 生島淳／著 文芸春秋 2011.11 1001110143940 ○



震災７日間 槻月沙江／著 プレビジョン 2011.9 1001110056271 ○
福島に生きる（双葉新書） 玄侑宗久／著 双葉社 2011.12 1001110146871 1F ○
負けんな、ヤルキキャンプ 光安純／著 角川書店 2011.12 1001110156106 1F ○
揺れる大地に立って 東日本大震災の個人的記録 曽野綾子／著 扶桑社 2011.9 1001110063176 1F ○


