３．１１を忘れない
２０１１年の東日本大震災から今年で５年になります。
５年が経った今でも約１８万人以上の人が避難生活を余儀な
くされています。
節目を迎える今年、改めて災害について考えてみませんか。

展示期間

２月１９日（金）~３月１６日（水）

花見川図書館 平成２８年２月企画展示
『３．１１を忘れない』 展示資料リスト
展示期間 ２月１９日（金）～３月１６日（水）
【東日本大震災】
書 誌 情 報

タイトルコード

心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師 思い出が動きだす日 （ノンフィクション知られざ
る世界） 今西 乃子／著 （22cm） （157p） 金の星社 2011.12
闘う日本 東日本大震災1カ月の全記録 産経新聞社／著 （30cm） （112p） 産経新聞
出版 2011.4
3・11複合被災 （岩波新書 新赤版 1355） 外岡 秀俊／著 （18cm） （13,285,10p） 岩波
書店 2012.3
東日本大震災 心をつなぐニュース 池上 彰／編

（19cm）

（221p） 文藝春秋 2011.6

生きる 東日本大震災から一年 日本写真家協会／編 （27cm） （191p） 新潮社
2012.2
大震災のなかで 私たちは何をすべきか （岩波新書 新赤版 1312） 内橋 克人／編
（18cm） （15,261p） 岩波書店 2011.6
未曾有と想定外 東日本大震災に学ぶ （講談社現代新書 2117） 畑村 洋太郎／著
（18cm） （194p） 講談社 2011.7
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 （20cm） （269p） 文
藝春秋 2011.10
笑う、避難所 石巻・明友館136人の記録 （集英社新書 0626 集英社新書ノンフィクション）
頓所 直人／取材・文 （18cm） （157p 図版16枚） 集英社 2012.1
あの日の子どもたち 2011・3・11 東日本大震災記録集 宮城県連合小学校教育研究会国
語研究部会／編 （24cm） （479p） きた出版 2012.10
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 （20cm）
（245p） ポプラ社 2011.6
被災地巡礼 平成二十三年三陸大津波 名村 栄治／著 （21cm） （252p） 創栄出版
2012.2

請求記号

資料番号

花見川所蔵

1000800714948

36//

7200909774

1000800634912

369.3//

7102230589

○

1000800747414

369.3//

7102269485

○

1000800656086

369.3//

7180221338

○

1000800744105

369.3//

7180231236

○

1000800656146

369.3//

7180240825

○

1000800664500

369.3//

7180241519

○

1000800699345

369.3//

7180288005

○

1000800727313

369.3//

7280144509

1000801114679

369.31//

9182691346

1000800648193 369.31/ｲｹ/ 9104496010
1000800736203 369.31/ﾅﾑ/ 9104599204

思い出をレスキューせよ! “記憶をつなぐ”被災地の紙本・書籍保存修復士 堀米 薫／文
（22cm） （111p） くもん出版 2014.2
災害救助犬がんばる （私の生き方文庫 18-1） 舟越 健之輔／著 （18cm） （210p） ポ
プラ社 2005.3
首都直下型震度7大震災予測 （Newton臨時増刊 2012年10月号） （28cm） （111p）
ニュートンプレス 2012.10
日本に自衛隊がいてよかった 自衛隊の東日本大震災 桜林 美佐／著 （19cm）
（212p） 産経新聞出版 2011.9
3.11東日本大震災ドキュメント自衛隊もう1つの最前線 （毎日ムック） （30cm） （96p）
新聞制作センター 2011.7
大震災以後 「科学」編集部／編

（19cm）

（356,14p） 岩波書店 1998.3

日本の地震地図 東日本大震災後版 岡田 義光／著 （21cm） （223p） 東京書籍
2012.1
大津波のあとの生きものたち 永幡 嘉之／写真・文 （19×27cm） （47p） 少年写真新
聞社 2015.2
紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場 佐々 涼子／著 （20cm）
（267p） 早川書房 2014.6
東日本大震災 被災した犬・猫たちのために 2011.3.11-6.30活動の記録 （30cm）
（60p） dogwood 2011.7
ストーリー３１１ 漫画で描き残す東日本大震災 ひうら さとる／著 （123p） 講談社
2013.3
揺れる大地に立って 東日本大震災の個人的記録 曽野 綾子／著 （18cm） （279p）
扶桑社 2011.9
3.11東日本大震災 君と見た風景 平井 寿信／著
それでも三月は、また 谷川 俊太郎／著

（20cm）

（21cm）

（128p） ぶんか社 2011.7

（278p） 講談社 2012.2

希望の牧場 （いのちのえほん 23） 森 絵都／作 （29cm） （1冊(ページ付なし)） 岩崎
書店 2014.9
あなたにもできる災害ボランティア 津波被害の現場から （岩波ジュニア新書 525） スベン
ドリニ・カクチ／著 （18cm） （17,182p） 岩波書店 2005.12
日本の津波災害 （岩波ジュニア新書 701） 伊藤 和明／著 （18cm） （13,200p） 岩波
書店 2011.12

1000801049933

369//

7102288319

○

1000510020898

369//

7180212188

○

1000800835260

369//

7180263900

○

1000800681948

392//

7180321772

○

1000800658121

392//

7280142611

1000010556528

453.2//

9100765307

1000800720438

453//

7102251524

○

1000801187277

46//

7102300290

○

1000801099743

585//

7102290700

○

1000800666472

645//

7180216641

○

1000800931120

726.1//

7180279884

○

1000800679191

916/ｿﾉ/

7102243587

○

1000800651244

916/ﾋﾗ/

9182634340

1000800743854

918.6//

7102253304

1000801137040

E/ﾖｼ/

7200929786

1000610001803

S36//

7102113985

○

1000800723418

S369//

7102252853

○

○

希望の地図 3.11から始まる物語 重松 清／著
天の火 高倉 やえ／著

（20cm）

コラプティオ 真山 仁／著

（20cm）

（20cm）

（292p） 幻冬舎 2012.3

（195p） 梨の木舎 2011.10
（533p） 文藝春秋 2011.7

そして、星の輝く夜がくる 真山 仁／著
光線 村田 喜代子／著

（19cm）

（20cm）

（266p） 講談社 2014.3

（217p） 文藝春秋 2012.7

1000800747093

ｼｹﾞ//

7102255265

○

1000800691203

ﾀｶ//

7500462781

1000800666736

ﾏﾔ//

7102238291

○

1000801055029

ﾏﾔ//

7102285380

○

1000800805463

ﾑﾗ//

7102257519

○

【原発】
書 誌 情 報

タイトルコード

池上彰の学べるニュース 5 東日本大震災と福島原発問題 池上 彰／[著] （21cm）
（122p） 海竜社 2011.5
福島原発震災のまち フォト・ルポルタージュ （岩波ブックレット No.816） 豊田 直巳／著
（21cm） （77p） 岩波書店 2011.8
ルポ原発難民 粟野 仁雄／著
津波と原発 佐野 眞一／著

（19cm）
（20cm）

（254p） 潮出版社 2011.9
（254p） 講談社 2011.6

放射能の中で生きる、母(マドンナ)たちへ チェルノブイリからフクシマへ、子どもの命を守る
知恵 野呂 美加／著 （19cm） （178p） 美術出版社 2011.10
土壌汚染 フクシマの放射性物質のゆくえ （NHKブックス 1208） 中西 友子／著 （19cm）
（220p） NHK出版 2013.9
14歳からの原発問題 （14歳の世渡り術） 雨宮 処凛／著 （19cm） （237p） 河出書房
新社 2011.9
最高幹部の独白 福島原発の真実 今西 憲之／著 （19cm） （222p） 朝日新聞出版
2012.3
死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日 門田 隆将／著 （20cm）
（380p） PHP研究所 2012.12
カウントダウン・メルトダウン 上 船橋 洋一／著

（20cm）

（477p） 文藝春秋 2012.12

請求記号

資料番号

花見川所蔵

1000800638113

304//

7102230570

○

1000800675358

369.3//

7102250661

○

1000800679088 369.31/ｱﾜ/ 9104503867
1000800653523 369.31/ｻﾉ/

9104439087

1000800688409

493.1//

7102246248

○

1000800988530

519.5//

7102285470

○

1000800686177

54//

7102251032

○

1000800755564

543//

7102254820

○

1000800867239

543//

7102264470

○

1000800891133

543//

7102270904

○

カウントダウン・メルトダウン 下 船橋 洋一／著

（20cm）

（475p） 文藝春秋 2012.12

1000800891135

543//

7102270913

○

1000800744009

543//

7102254704

○

1000800803047

543//

7102259030

○

1000800891341

543//

7102268227

○

1000800917005

543//

7102273924

○

1000800976504

543//

7102282692

○

1000801049395

543//

7102285783

○

1000800639047

543//

7180213167

○

1000800663799

543//

7180217587

○

1000800769544

645//

7102255050

○

（259p） 論創社 2011.8

1000800676325

916/ｻｻ/

7102249876

○

（235p） 文藝春秋 2013.5

1000800937270

ﾀｸﾞ//

7102272640

○

プロメテウスの罠 [1] 明かされなかった福島原発事故の真実 朝日新聞特別報道部／著
（20cm） （269p） 学研パブリッシング 2012.3
プロメテウスの罠 2 検証!福島原発事故の真実 朝日新聞特別報道部／著 （20cm）
（277p） 学研パブリッシング 2012.7
プロメテウスの罠 3 福島原発事故、新たなる真実 朝日新聞特別報道部／著 （20cm）
（294p） 学研パブリッシング 2013.2
プロメテウスの罠 4 徹底究明!福島原発事故の裏側 朝日新聞特別報道部／著
（20cm） （261p） 学研パブリッシング 2013.4
プロメテウスの罠 5 福島原発事故、渾身の調査報道 朝日新聞特別報道部／著
（20cm） （265p） 学研パブリッシング 2013.9
プロメテウスの罠 6 ふるさとを追われた人々の、魂の叫び! 朝日新聞特別報道部／著
（20cm） （261p） 学研パブリッシング 2014.3
福島原発メルトダウン FUKUSHIMA （朝日新書 298） 広瀬 隆／著 （18cm） （238p）
朝日新聞出版 2011.5
原発はいらない （幻冬舎ルネッサンス新書 こ-3-1） 小出 裕章／著 （18cm） （238p）
幻冬舎ルネッサンス 2011.7
おいで、一緒に行こう 福島原発20キロ圏内のペットレスキュー 森 絵都／著 （19cm）
（206p） 文藝春秋 2012.4
原発禍を生きる 佐々木 孝／著
ゾーンにて 田口 ランディ／著

（19cm）
（20cm）

原発ホワイトアウト 若杉 冽／著

（20cm）

（319p） 講談社 2013.9

1000800983882

ﾜｶ//

7102279230

○

東京ブラックアウト 若杉 冽／著

（20cm）

（334p） 講談社 2014.12

1000801172412

ﾜｶ//

7180345184

○

【防災】
書 誌 情 報
子どものための防災訓練ガイド 1 防災マップ・カルテ作り 松尾 知純／著
（47p） 汐文社 2013.2

タイトルコード
（27cm）

1000800904100

請求記号
36//

資料番号
7200917140

花見川所蔵

子どものための防災訓練ガイド 2 避難と行動 松尾 知純／著
社 2013.3
原発・大地震生き残りマニュアル 浅井 隆／著

（19cm）

（27cm）

（47p） 汐文

（212p） 第二海援隊 2011.5

死なない!死なせない!大震災から家族を守る! 三井 康壽／著 （21cm） （127p） 世界文
化社 2013.2
「もしも」に備える食 災害時でも、いつもの食事を 石川 伸一／著 （21cm） （127p） 清
流出版 2015.2
防災かあさん わたしの家族はわたしが守る! みんなの防災部／著 （19cm） （215p）
羽鳥書店 2015.3
防災・減災につなげるハザードマップの活かし方 鈴木 康弘／編 （19cm） （9,234p） 岩
波書店 2015.3
震災マニュアル （危機管理シリーズ） （28cm） （144p） フォーバイフォーマガジン社
2005.2
生き残りマニュアル 大震災その時どうする? 渡辺 実／編 （18cm） （79p） 日本経済
新聞社 2005.10
私はこうして凌いだ 食の知恵袋 仙台ひと・まち交流財団／編集 （21cm） （44p） 仙台
ひと・まち交流財団 2011.12
地震から子どもを守る50の方法 国崎 信江／著 （20cm） （150p） ブロンズ新社
2005.9
<図解>東京直下大震災 大惨事を生き抜く知恵と対策 中林 一樹／著 （19cm）
（158p） 徳間書店 2005.8
知ろう!防ごう!自然災害 1 地震・津波・火山噴火 佐藤 隆雄／監修 （29cm） （47p）
岩崎書店 2011.2
子どもと一緒に防災の本 +防災おやつ&献立レシピ 坂本 廣子／著 （26cm） （111p）
フォーラム・A 2013.12
「地震予知」の幻想 地震学者たちが語る反省と限界 黒沢 大陸／著 （20cm） （255p）
新潮社 2014.7
くらしの地震対策 いざというときどうするか 千葉市市民生活局地域振興部 （21）
（94P） 千葉市防災対策室 1989.05
これからの防災・減災がわかる本 （岩波ジュニア新書 603） 河田 惠昭／著 （18cm）
（8,230p） 岩波書店 2008.8

1000800920085

36//

7200923020

1000800635014

369.3//

2102469226

1000800896970

369.3//

7102272462

○

1000801195126

369.3//

7102296769

○

1000801204657

369.3//

7102299288

○

1000801217409

369.3//

7102299484

○

1000510002262

369.31//

9102347647

1000510098260

369.31//

9103520451

1000800893700

369.31//

9183176338

1000510086857 369.31/ｸﾆ/

9103455522

1000510081659 369.31/ﾅｶ/ 9103457008
1000800599976

369//

7102237202

○

1000801010876

376.1//

7102283591

○

1000801112623

453//

7200926640

1000010194411

C317.9//

7100376548

○

1000800269003

S36//

7102212375

○

展示期間 ２月１９日（金）～３月１６日（水）
千葉市花見川図書館

