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1
鹿島の神と諏訪の神  東日本大震災の復興
に向けて

鹿島 太郎　著 鹿島神宮社務所 2012 C171/4 中央郷土

2
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　共著 白水社 2011 C304/5 郷土開架

3
東日本大震災と千葉県旭市  地震・津波被災
者支援活動の記録

平塚 四郎　編 エクリプス 2014 C369/36 郷土開架

4 東日本大震災の概要
千葉県防災危機管
理部

2014 C369/39 郷土開架

5
後世へ-3.11の爪跡と私たちの営み  栄町東
日本大震災記録誌

栄町消防防災課
企画・編集

千葉県栄町 2012 C3693/133 中央郷土

6
震災復興はスピードアップできる  ドキュメンタ
リー物語「じーじ、ああ家が傾いた!」液状化と
闘った住民達の記録

原田 邦雄　著
ブイツーソリュー
ション

2013 C3693/163 中央郷土

7
「がんばろう!千葉」応援隊団体隊員活動事例
集

千葉県総合企画部
報道広報課

2011 C3693/173 中央郷土

8
語り継ぐいいおか津波  被災者聞き取り調査
記録集

被災者聞き取り調査
記録編集委員会　編
集

光と風キャンペーン実
行委員会 (旭市まち
づくり事業認定団体)

2012 C3693/22 郷土開架

9
飯岡漁港・飯岡地区大震災記録  2011.3.11東
日本大震災

楠木邦征　写真・文 2011 C3693/23 郷土開架

10 被災地あさひ  被災から復旧、そして復興へ
旭市秘書広報課　企
画・編集 千葉県旭市 2012 C3693/24 郷土開架

11 東日本大震災の記録
千葉県防災危機管
理部 編

千葉県防災危機管
理部

2013 C3693/26 郷土開架

12 東日本大震災の記録
千葉県防災危機管
理部

2013
C3693/26
/ﾂ

郷土開架

13 語りつごう3・11  震災をのり越えて
地域再生協議会災害
検証記録化編集委員
会　編集

地域再生協議会 2013 C3693/27 郷土開架

14
東日本大震災の記録  333-C地区2011.3.11
14:46

ライオンズクラブ国
際協会333-C地区

2013 C3693/33 郷土開架

　東日本大震災が発生してから、今年で10年が経ちます。あの時何が起こったのか、また今はどこまで復興が進んだの
か。地震発生後の様子を報道記録や写真、体験記で振り返るとともに、被災地の現在の様子や震災を経験した人々の
思いを記録や資料で見つめてみましょう。
　あわせて、千葉県内の被災状況やそこからの復興の過程がわかる資料、東日本大震災をきっかけとして生まれた「旭
いいおか文芸賞」の作品集も展示します。

＜千葉県内の被害と復興＞

中央：県立中央図書館（千葉市）所蔵　西部：県立西部図書館（松戸市）所蔵
それ以外は県立東部図書館所蔵

千葉県立東部図書館 ガラス展示コーナー

東日本大震災10年
～「あの時」と「今」～
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15 浦安のまち  ドキュメント東日本大震災 ぎょうせい　編集 ぎょうせい 2012 C3693/38 西部

16
東日本大震災記録誌  県内被害状況と千葉
県隊派遣の全記録

千葉県消防長会事
務局(制作)

2012 C3693/38 郷土開架

17
語り継ぐために  東日本大震災体験アンケー
ト報告集

自治労銚子市役所職
員労働組合　編集

自治労銚子市役所
職員労働組合

2013 C3693/39 郷土開架

18
東日本大震災の記録  農地・農業用施設等の
復旧・復興の記録

千葉県農村振興技
術連盟 編

千葉県農村振興技
術連盟

2015 C3693/41 郷土開架

19
３月１１日に家族が体験した津波  場所　旭市
下永井地区

宮本 英一　［著］ ［NPO防災千葉］ ［2015］ C3693/46 郷土開架

20
〈東日本大震災〉船橋市の被害状況および一
連の対応に関する記録

船橋市市長公室広
報課 編

船橋市市長公室防
災課

2012
C3693/204
/3

中央郷土

21
千代田信一さんのお話を聞く  「原発難民」の怒り
にかけて原発・再稼働を許さない

反安保労研千葉県
センター編集

2014 C3693/205 中央郷土

22 被災地のこころと向きあって  復興への軌跡 愛葉 常二　編著 エリート情報社 2016 C3693/259 中央郷土

23 復興通信　布佐東部地区    第1号ー第32号
我孫子市役所布佐東
部地区復興対策室 2011 C3693/ｱﾌ 中央郷土

24
復興かわら版ーいいおか津波ー   2016年5
月ー2020年12月号

雑誌郷土

25
「東日本大震災」を振り返って  その時,学校はどの
ように対応し,そして,震災から何を学んだか

千葉県教育委員会 2011 C3749/12 郷土開架

26
「東日本大震災」を振り返って  その時,学校はどの
ように対応し,そして,震災から何を学んだか

千葉県教育委員会 2011 C3749/27 中央郷土

27
千葉県内の公民館は東日本大震災にどう対
応したか

千葉大学教育学部社
会教育演習Ⅳ運営委
員会　編集

千葉大学教育学部
社会教育研究室

2012 C3792/28 中央郷土

28
千葉県内の公民館は東日本大震災にどう対
応したか　Ⅱ

千葉大学教育学部社
会教育演習Ⅳ運営委
員会　編集

千葉大学教育学部
社会教育研究室

2012
C3792/28
/2

中央郷土

29
2011年東日本大震災で発生した千葉県北東
部の津波

加瀬 靖之　著 文芸社 2013 C452/4 郷土開架

30
みんなで決めた「安心」のかたち  ポスト3.11
の「地産地消」をさがした柏の一年

五十嵐 泰正　著 亜紀書房 2012 C6114/11 西部

31 僕らの出番がきっとくる！楽譜集  音楽構成 安藤 由布樹　作曲
東葛合唱団はるか
ぜ

［2015］ C767/30 中央郷土

32 明日、地震がやってくる! 世鳥 アスカ　著 KADOKAWA 2014 C96/ｾｱ1 中央郷土

33 噴砂 おぐろ よしこ　著 復刊ドットコム 2013 JE/ｵﾖ 中央郷土

34 第1～4回旭いいおか文芸賞　作品集　海へ
旭いいおか文芸賞
実行委員会 編

光と風 (内) 高橋順
子を囲む会

2017～
2020

C986/4
/1～4

郷土開架

旭いいおか文芸賞 作品集「海へ」 とは

2011年3月11日の東日本大震災で津波の被害を受けた旭市飯岡で、「読み書き歌い語り継

ぐ」プロジェクトとして生まれた文芸賞の受賞作を集めた作品集です。

この賞は「海」というテーマで自由詩・エッセイ・定型詩（短歌・川柳・俳句）を募集し、

本審査会では応募者が自らの直筆原稿を朗読発表したうえで審査が行われます。

審査委員会の委員長は、飯岡出身の詩人・高橋順子氏が務めています。

2011年10月号～2016年3月号は雑誌架にあります。

お探しの方はカウンターへお声がけください。

2 ページ



No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

35
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 36931/124 一般開架

36 東日本大震災  読売新聞報道写真集 読売新聞東京本社 2011 36931/125 一般開架

37
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 36931/126 一般開架

38
朝日新聞縮刷版東日本大震災  特別紙面集
成2011.3.11ー4.12

朝日新聞社　著 朝日新聞社 2011 36931/127 一般開架

39 THE DAYS AFTER  東日本大震災の記憶 石川 梵　著 飛鳥新社 2011 36931/138 一般開架

40
3・11メルトダウン  大津波と核汚染の現場か
ら

日本ビジュアル・ジャー
ナリスト協会　編 凱風社 2011 36931/140 一般開架

41 3.11  大震災・原発災害の記録  [1] 橋本 紘二　著 農山漁村文化協会 2011 36931/141 一般開架

42 3.11  大震災・原発災害の記録  2 橋本 紘二　著 農山漁村文化協会 2012
36931/141
/2

一般開架

43 3.11大震災  写真に残された記憶と祈り エクスナレッジ 2011 36931/144 一般開架

44 TSUNAMI 3・11    [PART1] 豊田 直巳　編 第三書館 2011 36931/145 一般開架

45 TSUNAMI 3・11    PART2 第三書館編集部　編 第三書館 2011
36931/145
/2

一般開架

46 TSUNAMI 3・11    PART3 第三書館 2012
36931/145
/3

一般開架

47 それでも咲いていた千年桜  大沼英樹写真集 大沼 英樹　著 窓社 2011 36931/146 一般開架

48 東日本大震災全記録  被災地からの報告 河北新報社 2011 36931/152 一般開架

49 平成の三陸大津波  特別報道写真集 岩手日報社 2011 36931/155 一般開架

50 ファインダー越しの3.11 安田 菜津紀　著 原書房 2011 36931/163 一般開架

51
震災1年全記録  大津波、原発事故、復興へ
の歩み

朝日新聞社　著 朝日新聞出版 2012 36931/178 一般開架

52 日本人の底力  東日本大震災1年の全記録 産経新聞社　著 産経新聞出版 2012 36931/190 一般開架

53 写真記録|東日本大震災3・11からの軌跡 毎日新聞社　著 毎日新聞社 2012 36931/197 一般開架

54 生きる  東日本大震災から一年 日本写真家協会　編 新潮社 2012 36931/202 一般開架

55
高校写真部による東日本大震災復興応援プ
ロジェクト写真集

高校写真部による東
日本大震災復興応援
プロジェクト　著

モモンガ出版会 2012 36931/223 一般開架

56 石巻  2011.3.27ー2014.5.29 橋本 照嵩　写真 春風社 2014 36931/250 一般開架

57 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 36936/23 一般開架

58
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 6456/106 一般書庫

59 アフターマス  震災後の写真 飯沢 耕太郎　著 NTT出版 2011 7404/41 一般開架

60 After the TSUNAMI東日本大震災 江成 常夫　著 冬青社 2019 748/826 一般開架

＜当時の報道資料集・写真集＞

雑誌、航空写真、中央図書館の郷土資料以外は

お貸出しができます。

ご希望の方はカウンターへお声がけください。
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60 東日本大震災あの時の図書館員たち

日本図書館協会「東日
本大震災あの時の図書
館員たち」編集委員会
編

日本図書館協会 2020 1021/38 中央

61
あと少しの支援があれば  東日本大震災障が
い者の被災と避難の記録

中村 雅彦　著 ジアース教育新社 2012 36927/265 一般開架

62
私は、あなたを忘れない  聞き書き:学生たち
が記録した東日本大震災

小田 豊二　監修 麗澤大学出版会 2012 C3693/140 中央郷土

63
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 36931/128 西部

64 午後2時46分すべてが変わった quakebook.org　編 語研 2011 36931/131 一般開架

65 大震災・原発事故とメディア
メディア総合研究所・
放送レポート編集委
員会　編

大月書店 2011 36931/143 一般開架

66 ルポ原発難民 粟野 仁雄　著 潮出版社 2011 36931/151 一般開架

67 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 36931/154 一般開架

68
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 36931/156 一般開架

69 遺体  震災、津波の果てに 石井 光太　著 新潮社 2011 36931/158 一般開架

70
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 36931/159 一般開架

71 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 36931/161 一般開架

72
「つなみ」の子どもたち  作文に書かれなかっ
た物語

森 健　著 文藝春秋 2011 36931/164 一般開架

73 津波の町に生きる  釜石の悲劇と挑戦 北原 耕也　著 本の泉社 2011 36931/167 一般開架

74
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 36931/169 一般開架

75 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 36931/175 一般開架

76
再び、立ち上がる!  河北新報社、東日本大震
災の記録

河北新報社編集局
著

筑摩書房 2012 36931/177 一般開架

77 ラジオがつないだ命  FM石巻と東日本大震災 鈴木 孝也　著
河北新報出版セン
ター

2012 36931/179 一般開架

78
ふるさとをあきらめない  フクシマ、25人の証
言

和合 亮一　著 新潮社 2012 36931/183 一般開架

79
読売新聞記者が見つめた東日本大震災300
日の記録

読売新聞東京本社 2012 36931/184 一般開架

80 震災復興  日本経済の記録
日本経済新聞社
編

日本経済新聞出版
社

2012 36931/189 一般開架

81 海岸線は語る  東日本大震災のあとで 松本 健一　著 ミシマ社 2012 36931/191 一般開架

82 闘う東北  朝日新聞記者が見た被災地の1年
朝日新聞東日本大
震災取材班　著

朝日新聞出版 2012 36931/198 一般開架

83
東日本大震災の記録・宮城  忘れない伝えよ
うつながろう

泉区福祉ガイドブック
作成委員会　編集

泉区福祉ガイドブック
作成委員会 2012 36931/205 一般開架

84 津波の墓標 石井 光太　著 徳間書店 2013 36931/219 一般開架

85 津波の夜に  3・11の記憶 大西 暢夫　著 小学館 2013 36931/224 一般開架

＜東日本大震災の体験記＞
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86
防災から減災へ  東日本大震災の取材ノート
から

山崎 登　著 近代消防社 2013 36931/229 一般開架

87 津波はいつかまた来る  その日のために
大船渡ユネスコ協会図
書発行編集委員会 編

大船渡ユネスコ協
会

2012 36931/230 一般開架

88 瓦礫にあらず  石巻「津波拾得物」の物語 葉上 太郎　著 岩波書店 2013 36931/231 一般開架

89
海に沈んだ故郷  北上川河口を襲った巨大津
波-避難者の心・科学者の目

堀込 光子　著 連合出版 2013 36931/233 一般開架

90
なぜ162人全員が助かったか  大震災時女川
町で津波に遭遇した中国人実習生

藤村 三郎　著 社会評論社 2014 36931/237 一般開架

91
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 2014 36931/240 一般開架

92
期限切れのおにぎり  大規模災害時の日本の
危機管理の真実

鈴木 哲夫　著 近代消防社 2016 36931/254 一般開架

93
トモダチ作戦  気仙沼大島と米軍海兵隊の奇
跡の“絆”

ロバート・D.エルド
リッヂ　著

集英社 2017 36931/261 一般開架

94 石巻片影 三浦 衛　文 春風社 2017 36931/265 一般開架

95
私の夢まで、会いに来てくれた  3・11亡き人と
のそれから

東北学院大学震災の
記録プロジェクト金菱
清(ゼミナール)　編

朝日新聞出版 2018 36931/266 一般開架

96
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 36936/20 一般開架

97
トモダチ作戦の最前線  福島原発事故に見る
日米同盟連携の教訓

磯部 晃一　著 彩流社 2019 36936/44 中央

98
東日本大震災石巻災害医療の全記録  「最大
被災地」を医療崩壊から救った医師の7カ月

石井 正　著 講談社 2012 49889/10 一般開架

99
寄り添い支える  公立志津川病院若き内科医
の3・11

菅野 武　著
河北新報出版セン
ター

2011 49889/9 一般開架

100 震災と鉄道全記録  鉄路よ熱く甦れ 朝日新聞出版 2011 6867/21 一般開架

101 茨城の方言談話集    3 杉本 妙子　編集
茨城大学人文社会科
学部杉本妙子研究室 2018 81831/4/3 中央

102 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 916/81 一般開架

103 3・11に生まれた君へ
「君の椅子」プロジェク
ト　編 北海道新聞社 2014 916/85 一般開架

104 原発難民日記  怒りの大地から 秋山 豊寛　著 岩波書店 2011 916/ｱﾄ3 一般開架

105
フクシマからの手紙  3・11後の日本に生きる
すべての人へ

市川 恵子　著 本の泉社 2011 916/ｲｹ6 一般開架

106
星降る震災の夜に  ある精神科医の震災日
誌と断想

岡崎 伸郎　著 批評社 2012 916/ｵﾉ3 一般開架

107 罹災の光景  三陸住民震災日誌 野里 征彦　著 本の泉社 2011 916/ﾉｲ1 一般開架

108 フクシマ・ノート  忘れない、災禍の物語
ミカエル・フェリエ
[著]

新評論 2013 956/ﾌﾐ1 一般開架

県立図書館が所蔵する、東日本大震災の千葉県関係資料や

防災関連資料の一覧は、こちらをご覧ください。

「東日本大震災・防災関連所蔵資料リスト」

（http://www.library.pref.chiba.lg.jp/shinsai20200318.pdf）
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109
復興に抗する  地域開発の経験と東日本大震
災後の日本

中田 英樹　編 有志舎 2018 3186/54 一般開架

110
復興の空間経済学  人口減少時代の地域再
生

藤田 昌久　著
日本経済新聞出版
社

2018 33210/441 一般開架

111 わかりあいたい  東日本大震災から6年
ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ　編集

ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ 2017 C3693/292 中央郷土

112 防災と支援  成熟した市民社会に向けて 田中 重好　編 有斐閣 2019 3693/170 中央

113
東日本大震災復興支援事業総括報告書
2011・ 2018

日本赤十字社事業
局救護・福祉部

2019 36931/82 西部

114
「三陸津波」と集落再編  ポスト近代復興に向
けて

岡村 健太郎　著 鹿島出版会 2017 36931/262 一般開架

115
「復興」が奪う地域の未来  東日本大震災・原
発事故の検証と提言

山下 祐介　著 岩波書店 2017 36931/264 一般開架

116 被災と避難の社会学 関 礼子　編著 東信堂 2018 36931/268 一般開架

117 復興と尊厳  震災後を生きる南三陸町の軌跡 内尾 太一　著 東京大学出版会 2018 36931/269 一般開架

118
復興・伝統文化・ネットワーク  東日本大震災
から七年目の今

國學院大學研究開発推
進センター共存学グルー
プ 編

國學院大學研究開
発推進センター

2018
36931/290
/2

中央

119
東日本大震災大規模調査から読み解く災害
対応  自治体の体制・職員の行動

稲継 裕昭　編著 第一法規 2018 36931/308 中央

120
震災復興の公共人類学  福島原発事故被災
者と津波被災者との協働

関谷 雄一　編 東京大学出版会 2019 36931/311 中央

121 東日本大震災100の教訓    地震・津波編
みやぎ震災復興研
究センター　編

クリエイツかもが
わ

2019 36931/320 中央

122 東日本大震災後の宗教とコミュニティ 星野 英紀　編 ハーベスト社 2019 36931/324 中央

123
震災復興と展望  持続可能な地域社会をめざ
して

吉野 英岐　編 有斐閣 2019 36931/325 中央

124
避難と支援  埼玉県における広域避難者支援
のローカルガバナンス

西城戸 誠　著 新泉社 2019 36931/327 中央

125
歴史を未来につなぐ  「3・11からの歴史学」の
射程

歴史学研究会
編

東京大学出版会 2019 36931/328 中央

126 東日本大震災で大学はどう動いたか    1
岩手大学復興活動記
録誌編集委員会　編 古今書院 2019

36931/331
/1

中央

127
東日本大震災津波からの復興  岩手からの
提言

岩手県 2020 36931/337 中央

128 東日本大震災と<自立・支援>の生活記録 吉原 直樹　編著 六花出版 2020 36931/338 中央

129
ふくしま原子力災害からの複線型復興  一人
ひとりの生活再建と「尊厳」の回復に向けて

丹波 史紀　編著 ミネルヴァ書房 2019 36936/46 中央

130 福島の除染と復興 川崎 興太　著 丸善出版 2018 36936/49 一般開架

131
震災と学校のエスノグラフィー  近代教育シス
テムの慣性と摩擦

清水 睦美　著 勁草書房 2020 37212/7 中央

132 東日本大震災と社会教育
日本社会教育学会
著

東洋館出版社 2019 37904/16 中央

133
震災後の地域文化と被災者の民俗誌  フィー
ルド災害人文学の構築

高倉 浩樹　編 新泉社 2018 38612/5 一般開架

134 復興と民話  ことばでつなぐ心 石井 正己　編 三弥井書店 2019 38812/18 中央

135
福島原発事故がもたらしたもの  被災地のメ
ンタルヘルスに何が起きているのか

前田 正治　編著 誠信書房 2018 49379/16 西部

136 あれから8年私たちは今  東日本大震災 向井建設 2019 51067/37 中央

＜復興の「今」＞
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137
みやぎボイス  東日本大震災復興シンポジウ
ム  2019

みやぎボイス連絡
協議会　編

みやぎボイス連絡
協議会

2019
5188/179
/19

中央

138
津波被災集落の復興検証  プランナーが振り
返る大槌町赤浜の復興

窪田 亜矢　著 萌文社 2018 5188/746 西部

139 みんなの家、その先へ 伊東 豊雄　編 LIXIL出版 2018 52637/17 西部

140
原発震災と避難  原子力政策の転換は可能
か

長谷川 公一　編 有斐閣 2017 5435/112 西部

141 福島第一廃炉の記録 西澤 丞　著 みすず書房 2018 5435/113 西部

142
原発事故と「食」  市場・コミュニケーション・差
別

五十嵐 泰正　著 中央公論新社 2018 5435/115 西部

143
原発災害・避難年表  図表と年表で知る福島
原発震災からの道

原発災害・避難年
表編集委員会　編

すいれん舎 2018 5435/116 西部

144 福島事故後の原発の論点
政治経済研究所環境・
廃棄物問題研究会　編
集

本の泉社 2018 5435/118 西部

145
図説・17都県放射能測定マップ+読み解き集
2011年のあの時・いま・未来を知る

みんなのデータサイト
マップ集編集チーム　企
画・編集

みんなのデータサ
イト出版

2020 5435/120 西部

146
ふくしま原発作業員日誌  イチエフの真実、9
年間の記録

片山 夏子　著 朝日新聞出版 2020 5435/123 西部

147 震災復興から俯瞰する農村計画学の未来
広田 純一　編著者
代表

農林統計出版 2019 61115/81 一般開架

148 東日本大震災と公共交通    1 鈴木 文彦　著 クラッセ 2018 6855/35/1 中央

149 東日本大震災と公共交通    2 鈴木 文彦　著 クラッセ 2018 6855/35/2 中央

150 臨時災害放送局というメディア 大内 斎之　著 青弓社 2018 69921/42 一般開架

151 原発震災のテレビアーカイブ 小林 直毅　編著 法政大学出版局 2018 6998/11 一般開架

152
ふくしまの未来へつなぐ、伝える  シンポジウ
ム記録集  2(2018)

ふくしま歴史資料保存
ネットワーク事務局　編
集

ふくしま歴史資料保
存ネットワーク事務局 2018

70912/11/
2

中央

No. 撮影地域 撮影日 撮影者

1 旭市　国民宿舎飯岡荘付近 2011年1月22日 京葉測量

2 旭市　国民宿舎飯岡荘付近 2011年3月12日 京葉測量

3 銚子市　銚子マリーナ付近 2011年1月22日 京葉測量

4 銚子市　銚子マリーナ付近 2011年3月17日 京葉測量

場所区分

郷土開架

郷土開架

郷土開架

郷土開架

＜航空写真＞

＜展示についての連絡先＞

千葉県立東部図書館

〒289-2521

旭市ハの349

☎0479（62）7070

展示資料のほか、東部図書館では以下の地域の航空写真を所蔵しています。

・飯岡漁港付近（2011年1月22日／2011年3月17日撮影）

・飯岡下永井海岸付近（2011年1月22日／2011年3月17日撮影）

※全て一般開架に配架、館内閲覧資料

お探しの方は、カウンターへお声がけください。
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