
No. 書名 請求記号 所蔵館 配架場所

1
笑う、避難所 : 石巻・明友館136人の記録 / 頓所直人著 ; 名越啓介写真.-- 集英社; 2012.1.-- (集英社新書 ; ノンフィク
ション ; 0626N)

///S 市ヶ谷 1F文庫新書

2 原発推進者の無念 : 避難所生活で考え直したこと / 北村俊郎著.-- 平凡社; 2011.10.-- (平凡社新書 ; 609). ///S 市ヶ谷 1F文庫新書
3 大震災のなかで : 私たちは何をすべきか / 内橋克人編.-- 岩波書店; 2011.6.-- (岩波新書 ; 新赤版 1312). ///S 市ヶ谷 1F文庫新書
4 震災と情報 : あのとき何が伝わったか / 徳田雄洋著.-- 岩波書店; 2011.12.-- (岩波新書 ; 新赤版 1343). ///S 市ヶ谷 1F文庫新書

5
災害とソーシャルメディア : 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.-- (マイコミ新書).

007.3/KO 市ヶ谷 1F

6
検証東日本大震災 : そのときソーシャルメディアは何を伝えたか? / 立入勝義 [著].-- ディスカヴァー・トゥエンティワン;
2011.6.-- (ディスカヴァー携書 ; 066).

007.3/TA 市ヶ谷 1F学生選書

7 福島 : 原発震災のまち : フォト・ルポルタージュ / 豊田直巳著.-- 岩波書店; 2011.8.-- (岩波ブックレット ; No. 816). 081/IW/816 市ヶ谷 1F

8
キャッシュ・フォー・ワーク : 震災復興の新しいしくみ / 永松伸吾著.-- 岩波書店; 2011.9.-- (岩波ブックレット ; No.
817).

081/IW/817 市ヶ谷 1F

9 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. 104/KA 市ヶ谷 1F
10 よみがえれ、東日本!列車紀行 / 田中正恭著.-- クラッセ; 2011.9. 291.2/TA 市ヶ谷 1F
11 スマイル・レボリューション : 3・11から持続可能な地域社会へ / 加藤登紀子, 林良樹共著.-- 白水社; 2011.11. 304/KA 市ヶ谷 1F
12 大震災からの出発 : ビジネスモデルの大転換は可能か / 野口悠紀雄著.-- 東洋経済新報社; 2011.7. 332.1/NO 市ヶ谷 1F
13 検証 : 東日本大震災の流言・デマ / 荻上チキ著.-- 光文社; 2011.5.-- (光文社新書 ; 518). 361.4/OG 市ヶ谷 1F

14
巨大地震危機回避マニュアル : 生死と苦楽を分ける25の知恵 : 図解でカンタン説明 : 完全保存必携版 / 安全生活対策協議
会編.-- 辰巳出版; 2011.6.-- (タツミムック).

369.3/AN 市ヶ谷 1F学生選書

15 東日本大震災 : 報道写真全記録2011.3.11-4.11 / 朝日新聞社, 朝日新聞出版著.-- 朝日新聞出版; 2011.4. 369.3/AS 市ヶ谷 1F大型
16 朝日新聞縮刷版東日本大震災 : 特別紙面集成2011.3.11-4.12 / 朝日新聞社著.-- 朝日新聞社. 369.3/AS 市ヶ谷 1F
17 前を向いて、歩こう。 : 「石巻のイギリス人」からのメッセージ / リチャード・ハルバーシュタット著.-- サンマーク出版; 2011.10.369.3/HA 市ヶ谷 1F
18 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; 2011.7. 369.3/HA 市ヶ谷 1F
19 震災のためにデザインは何が可能か / hakuhodo+design, studio‐L著.-- NTT出版; 2009.6. 369.3/HA 市ヶ谷 1F
20 きちんと逃げる。 : 災害心理学に学ぶ危機との闘い方 / 広瀬弘忠著.-- アスペクト; 2011.9. 369.3/HI 市ヶ谷 1F
21 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. 369.3/HI 市ヶ谷 1F大型
22 東日本大震災 : 1か月の記録 : 2011年3月11日～4月11日 : 読売新聞特別縮刷版.-- 読売新聞東京本社, 2011.5. 369.3/HI 市ヶ谷 1F
23 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. 369.3/IG 市ヶ谷 1F
24 春を恨んだりはしない : 震災をめぐって考えたこと / 池澤夏樹著 ; 鷲尾和彦写真.-- 中央公論新社; 2011.9. 369.3/IK 市ヶ谷 1F
25 THE DAYS AFTER : 東日本大震災の記憶 / 石川梵著.-- 飛鳥新社; 2011.6. 369.3/IS 市ヶ谷 1F
26 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.-- 文藝春秋; 2011.10. 369.3/KA 市ヶ谷 1F
27 希望 : 命のメッセージ / 鎌田實,佐藤真紀著.-- 東京書籍; 2011.9. 369.3/KA 市ヶ谷 1F
28 3・11後の心を立て直す / 香山リカ著.-- KKベストセラーズ; 2011.7.-- (ベスト新書 ; 333). 369.3/KA 市ヶ谷 1F
29 写真で見るトモダチ作戦 / 北村淳編著.-- 並木書房; 2011.6. 369.3/KI 市ヶ谷 1F
30 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. 369.3/KO 市ヶ谷 1F

31
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, 日本臨床
教育学会震災調査準備チーム編.-- かもがわ出版; 2011.9.

369.3/MI 市ヶ谷 1F

32 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. 369.3/MU 市ヶ谷 1F
33 奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 / 中原一歩著.-- 朝日新聞出版; 2011.10.-- (朝日新書 ; 322). 369.3/NA 市ヶ谷 1F

■3館合同企画展示　「3.11　あの日から１年」　市ヶ谷図書館展示資料リスト■



No. 書名 請求記号 所蔵館 配架場所

■3館合同企画展示　「3.11　あの日から１年」　市ヶ谷図書館展示資料リスト■

34 希望 : 僕が被災地で考えたこと / 乙武洋匡著.-- 講談社; 2011.7. 369.3/OT 市ヶ谷 1F
35 津波と原発 / 佐野眞一著.-- 講談社; 2011.6. 369.3/SA 市ヶ谷 1F

36
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「マイケル・サンデル 究極
の選択」制作チーム編.-- NHK出版; 2011.5.

369.3/SA 市ヶ谷 1F学生選書

37 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. 369.3/SA//L 市ヶ谷 1F大型

38
地図で読む東日本大震災 / 成美堂出版編集部編集.-- 成美堂出版; 2011.7.-- (Seibido mook ; . 今がわかる時代がわかる日
本地図||イマ ガ ワカル ジダイ ガ ワカル ニホン チズ ; 別冊).1

369.3/SE//L 市ヶ谷 1F大型

39 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. 369.3/SH 市ヶ谷 1F
40 Atokata / photographs by Kishin Shinoyama ; 日経コンストラクション編.-- 日経BP社. 369.3/SH//L 市ヶ谷 1F大型
41 「想定外」の罠 : 大震災と原発 : 核と災害 1945・8・6-2011・3・11 / 柳田邦男著.-- 文芸春秋; 2011.9. 369.3/YA 市ヶ谷 1F
42 国防論 / 小林よしのり著.-- 小学館; 2011.9.-- (ゴーマニズム宣言SPECIAL / 小林よしのり著). 390/KO 市ヶ谷 1F
43 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. 390/SU 市ヶ谷 1F
44 巨大地震・巨大津波 : 東日本大震災の検証 / 平田直 [ほか] 著.-- 朝倉書店; 2011.11. 453/HI 市ヶ谷 1F
45 「次」にひかえるM9超巨大地震.-- ニュートンプレス; 2011.7.-- (ニュートン別冊). 453/TS 市ヶ谷 1F
46 震災トラウマ / 和田秀樹著.-- KKベストセラーズ; 2011.7.-- (ベスト新書 ; 332). 493/WA 市ヶ谷 1F
47 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. 498/KY 市ヶ谷 1F

48
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編著.-- 日経BP
社; 2011.6.

498/NI 市ヶ谷 1F

49 福島原発メルトダウン : FUKUSHIMA / 広瀬隆著.-- 朝日新聞出版; 2011.5.-- (朝日新書 ; 298). 539/HI 市ヶ谷 1F
50 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. 539/KA 市ヶ谷 1F

51
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 ; 伊東達也 [ほか]
著.-- あけび書房; 2011.5.

539/MA 市ヶ谷 1F

52 福島第一原発事故と放射線 : 緊急解説! / 水野倫之, 山崎淑行, 藤原淳登著.-- NHK出版; 2011.6.-- (NHK出版新書 ; 353). 539/MI 市ヶ谷 1F
53 日本復興計画 / 大前研一著.-- 文芸春秋; 2011.4. 539/OM 市ヶ谷 1F
54 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. 539/SA 市ヶ谷 1F
55 放射能と生きる / 武田邦彦著.-- 幻冬舎; 2011.6.-- (幻冬舎新書 ; た-5-3). 539/TA 市ヶ谷 1F
56 大津波と原発 / 内田樹, 中沢新一, 平川克美著.-- 朝日新聞社; 2011.5. 539/UC 市ヶ谷 1F
57 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. 539/YA 市ヶ谷 1F
58 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. 539/YA 市ヶ谷 1F

59
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.-- (早稲田大
学ブックレット : 「震災後」に考える ; 003).

673/KA 市ヶ谷 1F

60 フラガール3.11 : つながる絆 / 清水一利著.-- 講談社; 2011.11. 689/SH 市ヶ谷 1F
61 写真記録東日本大震災 : 3・11から100日 / 毎日新聞社著.-- 毎日新聞社; 2011.7. 740/MA 市ヶ谷 1F


