
千葉県立西部図書館展示
　平成２６年２月２６日～４月１７日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０１１年３月１１日、東北地方太平洋沖で地震が発生し、地震と津波により、多くの人命が失われました。
　さらに、福島第一原子力発電所では事故が起きました。あれから３年。未だに自宅に戻れぬ人々も多いなか、

　地震の教訓を踏まえ、様々な分野で自然の猛威に立ち向かう取り組みがなされています。

　　今回は地震後に出版された西部図書館所蔵の本を集めてみました。

地震災害ー救助

No. 書　　　名 著者等 出版社 出版年 請求記号 所蔵場所 備考

1 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 36931/46 開架

2 東日本大震災岩手　2011.3.11.2.46PM
テクニカルスタッ
フ

[2011] 36931/48 開架

3 東日本大震災宮城　2011.3.11.2.46PM
テクニカルスタッ
フ

[2011] 36931/49 開架

4 Reviveー復興  東日本大震災「亘理町復
興支援写真集」

東北プリント 2011 36931/50 開架

5 震災・復興の社会　2つの「中越」から
「東日本」へ

松井 克浩／著 リベルタ出版 2011 36931/51 開架

6 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 36931/52 開架

7

「災害・復興と男女共同参画」6.11シ
ンポジウム GCOE「グローバル時代の
男女共同参画と多文化共生」社会科学研
究所連携拠点研究シリーズ ISSリサーチ
シリーズ

大沢 真理／編
東京大学社
会科学研究
所

2011 36931/53 開架

8 学者にできることは何か 日本学術会
議のとりくみを通して  叢書震災と社会

広渡 清吾／著 岩波書店 2012 36931/55 開架

9 記憶と記録 311まるごとアーカイブス  叢
書震災と社会

長坂 俊成／著 岩波書店 2012 36931/56 開架

10 311情報学 メディアは何をどう伝えたか
叢書震災と社会

高野 明彦／著 岩波書店 2012 36931/57 開架

11 東日本大震災緊急対応88の知恵
国交省初動の記録

大畠 章宏／編 勉誠出版 2012 36931/58 開架

12
大規模災害時における災害弱者等
への安心・安全な住まい確保方策に
関する調査研究報告書　平成24年度

全国宅地建物取引
業協会連合会

全国宅地建
物取引業協
会連合会

2013 36931/59 開架

13 震災とヒューマニズム　3・11後の破局
をめぐって

日仏会館・フランス国
立日本研究センター
／編

明石書店 2013 36931/60 開架

14

東日本大震災通信復興前線ルポ
「この事実だけは残したい」1000年に一度の
大災害に立ち向かったエンジニアたちの取材
全記録

北島 圭／著 電経新聞社 2013 54728/3 開架

15
東日本大震災そのとき海上保安
官は

海上保安協会／編著 成山堂書店 2012 5578/63 開架

東日本大震災の地震とは

16 東日本大震災津波詳細地図 原口 強／著 古今書院 2013 45321/15 開架



No. 書　　　名 著者等 出版社 出版年 請求記号 所蔵場所 備考

17 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 45321/16 開架

18 3.11学 地震と原発そして温暖化 横山 裕道／著 古今書院 2012 45321/20 開架

19 東日本大震災を分析する　１
地震・津波のメカニズムと被害の実態

平川 新／編著 明石書店 2013 45321/22/1 開架

20 東日本大震災を分析する　２
震災と人間・まち・記録

平川 新／編著 明石書店 2013 45321/22/2 開架

住まいの復旧・復興・支援

21 東日本大震災の税務・復興支援 川田 剛／監修 財経詳報社 2011 3451/162 開架

22 住宅白書　2011-2013　東日本大震災住
まいと生活の復興

日本住宅会議／編 ドメス出版 2013 3653/26/13 開架

23 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 5109/109 開架

24 東日本大震災　3.11あの日を忘れない
でほしい

土木学会土木学会誌
編集委員会東日本大
震災3.11あの日を忘
れないでほしい編集小
委員会／編集

土木学会 2013 51094/1 開架

25 われわれは明日どこに住むか
3・11後の建築・まち

日本建築学会／編 彰国社 2011 5204/143 開架

28 東日本大震災の教訓 住宅編 震災に
強い家

日経ホームビル
ダー／編

日経BP社 2011 52491/70/1 開架

29 東日本大震災の教訓 土木編 インフ
ラ被害の全貌

日経ホームビル
ダー／編

日経BP社 2011 52491/70/2 開架

30 東日本大震災の教訓 都市・建築編
覆る建築の常識

日経ホームビル
ダー／編

日経BP社 2011 52491/70/3 開架

31
2011年東北地方太平洋沖地震災
害調査速報

日本建築学会／編
集

日本建築学会 2011 52491/72 開架

32 実証・仮設住宅　東日本大震災の現場
から

大水 敏弘／著 学芸出版社 2013 527/110 開架

農地は

33
東日本大震災からの農林水産業
と地域社会の復興 シリーズ21世紀の農
学

日本農学会／編 養賢堂 2013 61212/1 開架

34 最新農業技術土壌施肥 vol.4 特集東
日本大震災の農地汚染に挑む

農山漁村文化協会
／編

農山漁村文化
協会

2012 6134/14/4 開架

図書館では

35 東日本大震災に学ぶ 図書館建築研
修会

日本図書館協会／
編集

日本図書館協
会

2012 0122/2 開架

36 東日本大震災と図書館 図書館調査
研究リポート

国立国会図書館関
西館図書館協力課
／編集

国立国会図書
館関西館図書
館協力課

2012 01621/23 開架

医療の現場では

37 看護白書 平成24年版 テーマ災害時にお
ける看護の力・組織の力

日本看護協会／編
日本看護協会
出版会

2012 4929/36/12 書庫 参考書

38 ナース発東日本大震災レポート
ルポ・そのとき看護は

日本看護協会出版
会編集部／編

日本看護協会
出版会

2011 49291/116 開架

39
3.11東日本大震災看護管理者の
判断と行動　患者・スタッフをどう守ったか
変化する災害対策への実践的指針

山崎 達枝／監修 日総研出版 2011 49298/32 開架



No. 書　　　名 著者等 出版社 出版年 請求記号 所蔵場所 備考

40 放射線災害と向き合って　福島に生
きる医療者からのメッセージ

福島県立医科大学附
属病院被ばく医療班
(現放射線災害医療セ
ンター)／編

ライフサイエン
ス出版

2013 493195/19 開架

41 東日本大震災防疫活動報告書
日本ペストコント
ロール協会 編

日本ペストコント
ロール協会

2012 49869/7 開架

42 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
局

2011 49889/13 開架

43 いのちを守る  東日本大震災・南三陸町
における医療の記録

西澤 匡史／編著 へるす出版 2012 49889/14 開架

44
大槌町保健師による全戸家庭訪
問と被災地復興 東日本大震災後の健
康調査から見えてきたこと

村嶋 幸代／編著 明石書店 2012 49889/16 開架

45
東日本大震災における保健医療
救護活動の記録と教訓 　上

上原 鳴夫／編著 じほう 2012 49889/21 開架

46 医師たちの証言  福島第一原子力発電
所事故の医療対応記録

谷川 攻一／編著 へるす出版 2013 49889/22 開架

千葉県では

47
東日本大震災に関わる県内企業
影響実態調査報告書

千葉県商工労働
部経済政策課

2012 C335/30 開架

48
東日本大震災復旧・復興対策特
別委員会調査報告書

[千葉県議会東日本
大震災復旧・復興
対策特別委員会／
編]

千葉県議会東日
本大震災復旧・
復興対策特別委
員会

2011 C3693/35 開架

49 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 開架

50 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 C3693/39 開架

51
「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 C3749/18 開架

52
震災影響調査事業<三番瀬の深
浅測量>業務委託報告書　平成23年
度

千葉県 2012 C452/8 開架

53 いま原発で何が起きているのか
特別報道写真・解説集

千葉日報社 2011 C543/1 開架

54 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
「安全・安心の柏産
柏消」円卓会議／
著

亜紀書房 2012 C6114/11 開架

福島第一原子力発電所事故

55 フクシマ2011、沈黙の春 八木澤 高明／著 新日本出版社 2011 36936/4 開架

56 放射能拡散予測システムSPEEDI
なぜ活かされなかったか

佐藤 康雄／著 東洋書店 2013 36936/5 開架

57 震災と原発　別冊日経サイエンス
SCIENTIFIC AMERICAN 日本版

日経サイエンス編
集部／編

日経サイエンス 2012 45321/19 開架

58 震災・原発事故と環境法 高橋 滋／編 民事法研究会 2013 51912/66 開架

59 原発事故の環境法への影響 その
現状と課題　環境法政策学会誌

商事法務 2013 51912/67 開架

60
環境土壌学者がみる福島原発事
故  データで読み解く土壌・食品の放射性核
種汚染

浅見 輝男／著
アグネ技術セン
ター

2013 5195/47 開架



No. 書　　　名 著者等 出版社 出版年 請求記号 所蔵場所 備考

61 原発危機の経済学  社会科学者として
考えたこと

齊藤 誠／著 日本評論社 2011 53909/22 開架

62 明日なき原発  原発のある風景 増補新
版

柴野 徹夫／著 未來社 2010 5435/1 開架

63 福島原発事故はなぜ起きたか 井野 博満／編 藤原書店 2011 5435/61 開架

64
福島 ?と真実  東日本放射線衛生調査
からの報告　高田純の放射線防護学入門シ
リーズ

高田 純／著 医療科学社 2011 5435/65 開架

65 「想定外」の世界 福島原発事故で語ら
れなかったこと

平田 周／著 技報堂出版 2011 5435/67 開架

66
福島原発事故独立検証委員会調
査・検証報告書

福島原発事故独立
検証委員会／[編]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2012 5435/69 開架

67
今、原子力研究者・技術者ができ
ること

有冨 正憲／編著 培風館 2012 5435/71 開架

68 原発事故と食品安全  農林水産業再
建と食品安全確保への試練

遠藤 保雄／著 農林統計出版 2012 5435/72 開架

69
福島第一原発事故の放射能汚染
地図　7訂版

早川 由紀夫／著
ジャーナル印
刷株式会社／
印刷

2012 5435/74 開架

70 国会事故調報告書
東京電力福島原子力
発電所事故調査委員
会／著

徳間書店 2012 5435/75 開架

71 政府事故調中間報告書 概要・本文
編・資料編

東京電力福島原子力
発電所における事故
調査・検証委員会／
著

メディアランド 2012 5435/76 開架

72 政府事故調最終報告書 概要・本文
編・資料編

東京電力福島原子力
発電所における事故
調査・検証委員会／
著

メディアランド 2012 5435/77 開架

73 メルトダウン　放射能放出はこうして起
こった　叢書震災と社会

田辺 文也／著 岩波書店 2012 5435/78 開架

74 原発災害とアカデミズム  福島大・東
大からの問いかけと行動

福島大学原発災害支
援フォーラム／著　東
京大学原発災害支援
フォーラム／著

合同出版 2013 5435/81 開架

75 福島と原発  誘致から大震災への50年
福島民報社編集局／
著

早稲田大学出版
部

2013 5435/83 開架

76
福島原発事故東電テレビ会議49
時間の記録

福島原発事故記録
チーム／編

岩波書店 2013 5435/85 開架

77
福島原発事故タイムライン
2011-2012

福島原発事故記録
チーム／編

岩波書店 2013 5435/86 開架
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