
2012 年 1 月 27 日 
京都府立図書館 

東日本大震災関連の本 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、あまりにも多くのものを奪っていきました。    
その事実をしっかり見据えて今後に繋げていくために、東日本大震災の関連図書を紹介いたします。 

報道記録 

『東日本大震災 特別報道写真集』 京都新聞出版センター （2011.4） 369.31/H55(1108690619) 

『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） 369.31/A82(1108684570) 

『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) 369.31/Sa65(1108684554) 

『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） 369.31/Y81(1108684547) 

『朝日新聞縮刷版東日本大震災』 朝日新聞社 （2011.5） 369.31/A82(1108690502) 

『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） 369.31/Y81(1108684562) 

『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） 369.31/N71(1108710599) 

『写真記録東日本大震災』 毎日新聞社 （2011.7） 369.31/Ma31(1108713296) 

『東日本大震災全記録-被災地からの報告』 河北新報社  (2011.8) 369.31/H55(1108748821) 

『AERA』(通巻 1282・1284 号) 『サンデー毎日』(通巻 5041・5045 号) 『週刊朝日』(通巻

5060・5068・5071・5077 号) 『サンデー毎日』(通巻 5055 号) 『エコノミスト』 (通巻 4180 号)
雑誌[増刊号]（貸出不可） 

★ 国の報告については『防災白書 平成 23 年度』『国土交通白書 平成 22 年度』『文部科学白書 平成 22 年度』等に掲載されています。 

3.11 被災地のすがた 

『東日本大震災復興支援地図』 昭文社 （2011.-） E/291.2/H55(1108735109) 

『がれきの中で本当にあったこと』 産経新聞社／著 産経新聞出版  (2011.6) 369.31/Sa65(1108716067) 

『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） 369.31/H38（1108710524） 

『東日本大震災、その時企業は』 日本経済新聞社  (2011.7) S/369.31/N71(1108709237) 

『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) 369.31/F12(1108710532) 

『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) 369.31/Sh99(1108748755) 

『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） 369.31/H13（1108734151） 

『遺体』 石井 光太／著 新潮社 （2011.10） 369.31/I75(1108743665) 

『自由報道協会が追った 3.11』 自由報道協会／編 扶桑社 (2011.10) 369.31/J55(1108734409) 

『河北新報のいちばん長い日』 河北新報社／著 文藝春秋 （2011.10） 369.31/Ka19(1108745728) 

『記者は何を見たのか』 読売新聞社／著 中央公論新社 (2011.11) 369.31/Y81(1108745918) 

『東日本大震災津波詳細地図 上・下』 原口 強ほか／著 古今書院 （2011.10） 453.21/H32(1108740968 ほか) 

『世界が見た福島原発災害 １・2』 大沼 安史／著 緑風出版 （2011.11） 543.5/O68(1108743004 ほか) 

『震災と鉄道全記録』 朝日新聞出版 （2011.9） 686.7/Sh69(1108744267) 

 救助にあたった人びと 

『東日本大震災自衛隊救援活動日誌』 須藤 彰／著 扶桑社 (2011.7) 392.1/Su14(1108709856) 

『東日本大震災海上保安庁の闘い』 海上保安協会  (2011.7) S/369.31/Ka21(1107940437) 

『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） 369.31/A93（1108735125） 

『東日本大震災ぎふ支援の記』 岐阜新聞社 （2011.9） 369.31/G43（1108728930） 

『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) 369.31/I31(1108756584) 

『ナース発東日本大震災レポート』 日本看護協会出版会 (2011.9) 492.91/N71(1108748979) 

『3.11 東日本大震災 看護管理者の判断と行動』 日総研出版 (2011.10) 492.98/Sa63(1108757681) 

『そのとき薬剤師は医療チームの要になった』 日経 BP 社  (2011.6)  498.89/N73(1108727213) 

『救命』 海堂 尊／監修 新潮社  (20118)  498.89/Ky8(1108735828) 

『石巻赤十字病院、気仙沼市立病院、東北大学病院が救った命』 アスペクト (2011.9) 498.89/I77(1108725472) 



 
 

被災地に残されたもの 

『震災トラウマと復興ストレス』 宮地 尚子／著 岩波書店 （2011.8） 308/I95/815(1108944933) 

『漂流被災者』 山中 茂樹／著 河出書房新社 (2011.7) 369.3/Y34(1108739812) 

『被災地の本当の話をしよう』 戸羽 太／著 ワニブックス  (2011.8) S/369.31/To13(1108718089) 

『被爆者医療から見た原発事故』 郷地 秀夫／著 かもがわ出版 (2011.8)  369.36/G54(1108746726) 

『被災、石巻五十日』 皆川 治／著 国書刊行会 (2011.12) 369.31/Mi36(1108759364) 

『3・11 あの日のこと、あの日からのこと』みやぎ教育文化研究センター／編 かもがわ出版 (2011.9） 369.31/Mi73(1108746700) 

『ルポ原発難民』 粟野 仁雄／著 潮出版社  （2011.9） 369.31/A97(1108756816) 

『大震災でわかった学校の大問題』 大森 直樹／著 小学館 (2011.8) S/374.92/O63(1108754480) 
 

 

 

教訓と防災 

『きちんと逃げる。』 広瀬 弘忠／著 アスペクト （2011.9） 369.3/H72(1108723931) 

『「想定外」を想定せよ!』 畑村 洋太郎／著 NTT 出版 （2011.8） 369.3/H41(1108723998) 

『<生活防災>のすすめ』 矢守 克也／著 ナカニシヤ出版  (2011.7) 369.3/Y49(1108729177) 

『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 （2011.7） 369.31/Me14(1108738525) 

『東日本大震災の教訓』 村井 俊治／著 古今書院 （2011.8） 369.31/Mu41(1108739945) 

『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)  453.21/Ky2(1108755644)     

『東日本大震災の教訓 土木編 都市・建築編』 日経 BP 社  (2011.6) 524.91/H55(1108702083 ほか) 

『原発のない世界へ』 小出 裕章／著 筑摩書房 （2011.9） 543.5/Ko29(1108728229) 

復興にむけて 

『震災に負けない古書ふみくら』 佐藤 周一／著 論創社 (2011.9) 024.1/Sa85(1108754761) 

『こころを支える「東北」の言葉』 宝泉 薫／著 言視舎 （2011.8） 159.8/H91(1108748664) 

『東北力』 東北をこよなく愛する会／著 PHP 研究所  (2011.8) 291.2/To25(1108744119) 

『キャッシュ・フォー・ワーク』 永松 伸吾／著 岩波書店  (2011.9) 308/I95/817(1108946110) 

『震災からの経済復興』 東洋経済新報社 （2011.8） 332.1/To86(1108747187) 

『「東北」再生』 赤坂 憲雄／著 イースト・プレス  (2011.7) 369.31/A32(1108710359) 

『<東日本大震災・原発事故>復興まちづくりに向けて』 学芸出版社編集部／編 学芸出版社 （2011.7） 369.31/G16(1108735604) 

『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) 369.31/Ko31(1108744192) 

『負げねっすよ、釜石』 松瀬 学／著 光文社  (2011.10) 369.31/Ma87(1108737790) 

『復興・財源は支え合いでこそ』 毛利 正道／著 かもがわ出版  （2011.7） 369.31/Mo45(1108944214) 

『明日へ』 NHK 東日本大震災プロジェクト／著 NHK 出版 （2011.8） 369.31/N71（1108724384） 

『「病院」が東北を救う日』 北原 茂実／著 講談社  （2011.11） S/498.04/Ki64(1108755446) 

『日本農業再生』 山田 としお／著 家の光協会 (2011.11) 611.1/Y19(1108755750) 

『甦れ!気仙沼港』 吉川 順一／写真 アートダイジェスト  (2011.11) 661.9/Ki22(1108745272) 

『絵手紙励ましのことば集』 大森 節子／編 日貿出版社  (2011.7) 724/E76(1108754662) 

『渚のこゑ -東日本大震災復興!がんばれ日本!』 日本詩歌句協会／編 第三書館 (2011.9) 911.08/N71(1108749167) 

 
★ 京都府の取り組みについては、『京都府民だより』でご覧になれます。 
★ 国・各地方自治体の東日本大震災への対応や支援等については、首相官邸ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧になれます。 

http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html 
★ 他にも大震災関連の資料がありますので、館内端末またはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで、一般件名「東日本大震災」「福島第一原 

子力発電所事故」「災害復興」等でお調べください。 
★ 当館では、『福島民報』を所蔵しています（2011 年 11 月 1 日号 ～）。 

http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html

