
 

 

 

～ミニ展示コーナー資料リスト～           富田図書館 
大震災から１年が過ぎました。被災地はいまだに多くの問題を抱え、復興はその緒に就いたばかりです。 
様々な要因が絡む今次の震災について、１年間に多くの資料が出版されました。富田図書館で所蔵す
る資料を集めましたので、どうかご覧下さい。このほかにも、新聞・雑誌記事をはじめ多くの資料が提供
されています。他にお捜しの資料がありましたらお尋ね下さい。 

 

災害関連資料  

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 
「想定外」の罠－大震災と原発  柳田邦男/著  文芸春秋  2011.9 
ゴーストタウン－チェルノブイリを走る （集英社新書） エレナ・ウラジーミロヴナ・フィラトワ/著  集英社 2011.9 
親子のための地震イツモノート－キモチの防災マニュアル  地震イツモプロジェクト/編  ポプラ社 2011.8 
フクシマ３・１１の真実   植田正太郎/著  ゴマブックス 2011.7 
未曾有と想定外－東日本大震災に学ぶ   （講談社現代新書 ）  畑村洋太郎/著  講談社 2011.7 
都市住民のための防災読本  （新潮新書） 渡辺実/著  新潮社 2011.7 
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 
復興の精神 （新潮新書）  養老孟司/著  新潮社 2011.6 
災害ボランティアの心構え （ソフトバンク新書） 村井雅清/著  ソフトバンククリエイティブ 2011.6 
津波と原発  佐野真一/著  講談社 2011.6 
ドラえもんの地震はなぜ起こるどう身を守る－親子で読もう！  国崎信江/監修  小学館 2011.6 
自然災害ハンドブック－災害時のパニックを避け、大切な命を守るために！  山と渓谷社/編  山と渓谷社 2011.5  
災害時ケータイ＆ネット活用ＢＯＯＫ－東日本大震災緊急出版 西田宗千佳/著  朝日新聞出版 2011.5 
お金の防災マニュアル   鈴木雅光/著  すばる舎 2011.5 
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 
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 
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 
災害時絶対に知っておくべき「お金」と「保険」の知識 －被災しても、被災していなくても、知っておきたい基礎知識 

  生活設計塾クルー/編著  ダイヤモンド社 2011.4 
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 
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 
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 
生き延びるための非常食〈最強〉ガイド  エクスナレッジ編集部/編  エクスナレッジ 2011.4 
東日本大震災－特別報道写真集  共同通信社 2011.4 
今すぐできる！ママが子どもを地震から守るための本 （マミーズブック） 

 ママが地震災害から子どもを守るプロジェクト/著  メイツ出版 2007.09 
地震・災害ボランティア活動入門－一人でも出きる 角田四郎/著  ふきのとう書房  2006.04 
震災時帰宅支援・避難マップ名古屋・東海版－歩いて帰る  昭文社  2006. 
親子のための地震安全マニュアル－家庭で備える地震対策最新情報！ インパクト/企画・編集 日本出版社 2005.11 
津波防災を考える－「稲むらの火」が語るもの （岩波ブックレット） 伊藤和明/［著］ 岩波書店  2005.07 
テレンス・リーのまず３日生き延びろ！ －大震災サバイバル読本 テレンス・リー/監修 双葉社  2005.07 

 

地震関連資料 

三連動地震迫る－東海・東南海・南海  木股文昭/著 中日新聞社  2011.10 
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！ 

 最新版  千葉達朗/著 技術評論社  2011.9 
津波ものがたり【改訂新版 】  山下文男/著 童心社  2011.6 
巨大地震はなぜ起きる－これだけは知っておこう  島村英紀/著 花伝社  2011.4 
地震の大研究－恐ろしい自然現象  大木聖子/著 PHP研究所  2009.5 
なぜ起こる？巨大地震のメカニズム－切迫する直下型地震の危機 

 （知りたい！サイエンス）  木村政昭/監修 技術評論社  2008.10 
地震と防災－“揺れ”の解明から耐震設計まで （中公新書）  武村雅之/著  中央公論新社 2008.8 
日本人が知りたい地震の疑問６６－地震が多い日本だからこそ知識の備えも忘れずに！  

（サイエンス・アイ新書） 島村英紀/著  ソフトバンククリエイティブ 2008.8 
津波てんでんこ－近代日本の津波史   山下文男/著  新日本出版社 2008.1 
地震の日本史－大地は何を語るのか （中公新書）  寒川旭/著  中央公論新社 2007.1 



原子力関連資料 

原子力に未来はあるか （ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｫｰﾗﾑ新書） 入江一友/著  エネルギーフォーラム 2011.11 
原発への非服従－私たちが決意したこと （岩波ブックレット）  鶴見俊輔/著  岩波書店 2011.11 
原発をどうするか、みんなで決める－国民投票へ向けて（岩波ブックレット） 飯田哲也/著  岩波書店 2011.11 
ドイツは脱原発を選んだ （岩波ブックレット） ミランダ・Ａ．シュラーズ/著  岩波書店 2011.9 
知っておきたい原子力発電 （図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－） 竹田敏一/著  ナツメ社 2011.8 
基本を知る放射能と放射線    藤高和信／著 誠文堂新光社 ２０１１．７ 
知っておきたい放射能の基礎知識－原子炉の種類や構造、α ・β ・γ 線の違い、ヨウ素・セシウム・ストロンチウムまで 

 （サイエンス・アイ新書）  斎藤勝裕/著  ソフトバンククリエイティブ 2011.6 
放射能のはなし  野口邦和/著  新日本出版社 2011.5 
私たちはこうして「原発大国」を選んだ （中公新書ラクレ） 武田徹/著  中央公論新社 2011.5 
世界一わかりやすい放射能の本当の話－正しく理解して、放射能から身を守る 別冊宝島編集部/編 宝島社 2011.5 
〈原子力事故〉自衛マニュアル－“その時”すべきこと、絶対してはいけないこと 

 （青春新書 PLAY BOOKS）  桜井淳／監修 青春出版社 ２０１１．４ 
 

原発関連資料 

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 

全国原発危険地帯マップ－全５４基、周辺地域の危険度を風向きとともに解析！ 武田邦彦/著 日本文芸社 2011.10 
子どもたちに伝えたい－原発が許されない理由  小出裕章/著 東邦出版 2011.9 
原発破局を阻止せよ！  広瀬隆/著  朝日新聞出版 2011.8 
「原発」国民投票  （集英社新）  今井一/著  集英社 2011.8 
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 
原発・放射能図解データ   野口邦和/監修  大月書店 2011.8 
原発を終わらせる （岩波新書）  石橋克彦/編  岩波書店 2011.7 
脱原発社会を創る３０人の提言  池沢夏樹/ほか著  コモンズ 2011.7 
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 
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 

エネルギーと原発のウソをすべて話そう  武田邦彦/著  産経新聞出版 2011.6 
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 
福島原発事故はなぜ起きたか  井野博満/編  藤原書店 2011.6 
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 
大津波と原発  内田樹/著  朝日新聞出版 2011.5 
原発大崩壊！－第２のフクシマは日本中にある （ベスト新書）  武田邦彦/著  ベストセラーズ 2011.5 
福島原発メルトダウン－ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ （朝日新書）  広瀬隆/著  朝日新聞出版 2011.5 
日本復興計画  大前研一/著  文芸春秋 2011.4 
原発事故緊急対策マニュアル－放射能汚染から身を守るために 

 日本科学者会議福岡支部核問題研究委員会/編  合同出版 2011.4 
原発事故残留汚染の危険性－われわれの健康は守られるのか  武田邦彦/著  朝日新聞出版 2011.4 
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 

 

放射能関連資料 

原発・放射能子どもが危ない（文春新書）  小出裕章/著 文芸春秋 2011.9 
内部被曝の真実 （幻冬舎新書） 児玉竜彦/著  幻冬舎 2011.9 
武田邦彦が教える子どもの放射能汚染はこうして減らせる！ 

－子どもを守る３０の知恵  武田邦彦/著 竹書房 2011.8 
放射線から子どもの命を守る （幻冬舎ルネッサンス新書）  高田純/著  幻冬舎ルネッサンス 2011.7 
これでわかるからだのなかの放射能－正しく知ろう！放射能汚染と健康被害 安斎育郎/著 合同出版 2011.7 
放射能汚染の基礎知識。－どこまでなら安全か？どこから危険なのか？ 

 （MAGAZINE HOUSE 45） 朝長万左男/著  マガジンハウス 2011.5 
おそい・はやい・ひくい・たかい 

No.62  放射能汚染のなかで大人にできる、これからのこと   ジャパンマシニスト社 2011.7  
No.63  災害、事件、事故…学校で非常時！！子どもを守れるか！？ ジャパンマシニスト社 2011.9  
No.64  給食、校庭、通学路も汚染……放射能のリスクをおさえたい ジャパンマシニスト社 2011.11 


