
№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 東日本大震災あの時の図書館員たち 　日本図書館協会∥編 　日本図書館協会 010.2   /ﾋ              

2 走れ!移動図書館 　鎌倉 幸子∥著 　筑摩書房 015.5   /ｶ              

3 震災編集者 　土方 正志∥著 　河出書房新社 023.0   /ﾋ           

4 記者たちは海に向かった 　門田 隆将∥著 　KADOKAWA 090     /ｶ           

5 震災絵日記 　朝倉  悠三／描 　福島民報社 093.6   /ｱ            

6 会津の日々  2011～2014 　んだんだ会／[編] 　んだんだ会 093.6   /ｱ            

7 生きている生きてゆく
　「ビッグパレットふくしま避難所記」刊行
委員会∥編集

　「ビッグパレットふくしま避難所
記」刊行委員会

093.6   /ｲ         

8 野馬追の少年、震災をこえて 　井上 こみち∥著 　PHP研究所 093.6   /ｲ           

9 One last hug 　岩波 友紀∥著 　青幻舎 093.6   /ｲ               

10 ふくしまノート 1 　井上 きみどり∥著 　竹書房 093.6   /ｲ  /1       

11 ふくしまノート 2 　井上 きみどり∥著 　竹書房 093.6   /ｲ  /2       

12 ふくしまノート 3 　井上 きみどり∥著 　竹書房 093.6   /ｲ  /3       

13 大熊町震災記録誌 　大熊町企画調整課／編 　大熊町 093.6   /ｵ             

14 大和田ノート 　大和田 新∥著 　福島民報社事業局出版部 093.6   /ｵ           

15 大熊町震災記録誌【概要版】 　大熊町企画調整課／編 　大熊町 093.6   /ｵ            

16 大和田ノート 続 　大和田 新∥著 　福島民報社事業局出版部 093.6   /ｵ /2       

17 地方創生「ふたば」フェニックスシティ構想 　片寄 洋一∥著 　同友館 093.6   /ｶ             

18 ラジオ福島の300日 　片瀬京子とラジオ福島∥著 　毎日新聞社 093.6   /ｶ          

19 地方創生福祉の街「ふたば」構想 　片寄 洋一∥著 　同友館 093.6   /ｶ          

20 3.11ある被災地の記録 　今野  秀則／著 　福島県社会福祉協議会 093.6   /ｺ            

21 ココロのたすき
　福島サロン思いつながるママプロジェク
ト／編

　福島サロン思いつながるママプロ
ジェクト

093.6   /ｺ            

22 福島のお母さん、いま、希望は見えますか? 　棚澤 明子∥著 　彩流社 093.6   /ﾀ            

23 福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を 　棚澤 明子∥著 　彩流社 093.6   /ﾀ            

24 福島県民23人の声 　武田 悦江∥取材  著 　歴史春秋出版 093.6   /ﾀ         

25 伝えたい福島の３・１１
　福島県退職女性教職員あけぼの会／
編

福島県退職女性教職員あけぼの
会

093.6   /ﾂ         

26 伝えたいふくしまの心　2012年度 　福島民報社∥編集 　福島民報社 093.6 /ﾂ /12      

27 伝えたいふくしまの心　2013年度 　福島民報社∥編集 　福島民報社 093.6 /ﾂ /2013    

28 2011.3.11 福島の記憶 　福島県不動産鑑定士協会／編 　福島県不動産鑑定士協会 093.6   /ﾆ          
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№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

29 飯舘村 　長谷川 健一∥著 　七つ森書館 093.6   /ﾊ             

30 ひまわりが咲くたびに“ふくしま”が輝いた! 　チームふくしま∥著 　ごま書房新社 093.6   /ﾋ               

31 東日本大震災特別編  激動の５０日を追って 　福島民報社／編 　福島民報社 093.6   /ﾋ             

32 福島の記憶 　飛田 晋秀∥写真  文 　旬報社 093.6   /ﾋ            

33 フクシマ発
　フクシマ未来戦略研究所∥企画編
集

　現代書館 093.6   /ﾌ             

34 福島はあなた自身 　一ノ瀬  正樹／編 　福島民報社 093.6   /ﾌ              

35 福島県のひみつ 　山口 育孝∥漫画 　福島県 093.6   /ﾌ          

36 ふくしまは負けない 　福島民報社／[編] 　福島民報社 093.6   /ﾌ      

37 HOPE 　いわき市海岸保全を考える会／[編] 　いわき市海岸保全を考える会 093.6   /ﾎ           

38 HOPE　２ 　いわき市海岸保全を考える会／[編] 　いわき市海岸保全を考える会 093.6   /ﾎ /2       

39 HOPE　３ 　いわき市海岸保全を考える会／[編] 　いわき市海岸保全を考える会 093.6   /ﾎ /3       

40 Ｍ９．０東日本大震災  ふくしまの３０日 　福島民報社／編 　福島民報社 093.6   /ﾏ      

41 みんなの夢を応援 　福島民報社／[編] 　福島民報社 093.6   /ﾐ           

42 福島きぼう日記 　門馬 千乃∥著 　講談社 093.6   /ﾓ             

43 聞き歩き福島ノート 　物江 潤∥著 　近未来社 093.6   /ﾓ            

44 かえるふくしま 　矢内 靖史∥写真  文 　ポプラ社 093.6   /ﾔ         

45 聞き書き南相馬 　渡辺 一枝∥著 　新日本出版社 093.6   /ﾜ      

46 郡山物語 　菊池 信太郎∥編 　福村出版 094     /ｺ             

47 復興建築ドキュメント 　柴崎  恭秀／編著 　会津大学短期大学部 095     /ｼ              

48 仮設住宅アーカイブス 　柴崎  恭秀／編著 　会津大学短期大学部 095     /ｼ             

49 ふくしま讃歌 　黛 まどか∥著 　新日本出版社 099.5   /ﾏ       

50 風の電話 　佐々木 格∥著 　風間書房 146.8   /ｻ         

51 魂への旅路 　横湯 園子∥著 　岩波書店 146.8   /ﾖ             

52 魂でもいいから、そばにいて 　奥野 修司∥著 　新潮社 147     /ｵ             

53 ご先祖さまも被災した 　小滝 ちひろ∥著 　岩波書店 185.9   /ｺ        

54 after 3.11世代 　 　枻出版社 281.0   /ｱ            

55 震災地を歩く 　Showay☆∥著 　文芸社 291.2   /ｼ        

56 地震と独身 　酒井 順子∥著 　新潮社 367.4   /ｻ            

57 透明な力を 　河北新報社∥編 　東京書籍 367.6   /ﾄ          

58 バリアフリーのその先へ! 　朝霧 裕∥著 　岩波書店 369.2   /ｱ        

59 地図から消される街 　青木 美希∥著 　講談社 369.3   /ｱ          

60 前へ! 　麻生 幾∥著 　新潮社 369.3   /ｱ       



№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

61 花咲う 　青柳 健二∥写真 　廣済堂出版 369.3   /ｱ              

62 それでも、さくらは咲く 　安斎 育郎∥著 　かもがわ出版 369.3   /ｱ            

63 ３．１１行方不明 　石村  博子／著 　角川書店 369.3   /ｲ         

64 震災後の不思議な話 　宇田川 敬介∥著 　飛鳥新社 369.3   /ｳ        

65 そこに音楽があった 　梶山 寿子∥著 　文藝春秋企画出版部 369.3   /ｶ           

66 家族写真 　笠井 千晶∥著 　小学館 369.3   /ｶ             

67 アノヒカラ・ジェネレーション 　笠原 伊織∥著
　京都造形芸術大学東北芸術工
科大学出版局藝術学舎

369.3   /ｶ      

68 この大地(フクシマ)奪われし人々 　菊池 和子∥写真　文 　遊行社 369.3   /ｷ            

69 3・11を心に刻むブックガイド 　草谷 桂子∥著 　子どもの未来社 369.3   /ｸ       

70 3.11を心に刻んで　2018 　岩波書店編集部∥編 　岩波書店 369.3   /ｻ/18      

71 絆って言うな! 　渋井 哲也∥著 　皓星社 369.3   /ｼ           

72 3・11後を生きるきみたちへ 　たくき よしみつ∥著 　岩波書店 369.3   /ﾀ          

73 福島のお母さん、いま、希望は見えますか? 　棚澤 明子∥著 　彩流社 369.3   /ﾀ               

74 東日本大震災 震災市長の手記 　立谷 秀清∥著 　近代消防社 369.3   /ﾀ              

75 大震災 日本列島が揺れた 　仕事への架け橋∥編 　小峰書店 369.3   /ﾀﾞ         

76 大切な人は今もそこにいる 　千葉 望∥著 　理論社 369.3   /ﾁ             

77 つなみ 　森 健∥企画  取材  構成 　文藝春秋 369.3   /ﾂ            

78 特別授業3.11君たちはどう生きるか 　あさの あつこ∥[ほか]著 　河出書房新社 369.3   /ﾄ        

79 止まった刻(とき) 検証・大川小事故 　河北新報社報道部∥著 　岩波書店 369.3   /ﾄ               

80 春が来るたび思うこと 　パンプキン編集部∥篇 　潮出版社 369.3   /ﾊ           

81 復興から自立への「ものづくり」 　飛田 恵美子∥著 　小学館 369.3   /ﾋ           

82 東日本大震災 命みつめて 　公明新聞東日本大震災取材班∥編 　鳳書院 369.3   /ﾋ              

83 捜す人 　廣瀬 正樹∥著 　文藝春秋 369.3   /ﾋ         

84 ひまわりが咲くたびに“ふくしま”が輝いた! 　チームふくしま∥著 　ごま書房新社 369.3   /ﾋ      

85 ファインダー越しの3.11 　安田 菜津紀∥著 　原書房 369.3   /ﾌ            

86 フクシマ2011、沈黙の春 　八木澤 高明∥著 　新日本出版社 369.3   /ﾔ         

87 フクシマ物語 　八木澤 高明∥著 　新日本出版社 369.3   /ﾔ             

88 忘れない。 　西條 剛央∥編 　大和書房 369.3   /ﾜ           

89 東北の震災と想像力 　鷲田 清一∥著 　講談社 369.3   /ﾜ              

90 明日にかかる虹 　阿蘭 ヒサコ∥著 　NTT出版 369.4   /ｱ             

91 東日本大震災・放射能災害下の保育 　関口 はつ江∥編著 　ミネルヴァ書房 369.4   /ｾ    

92 命と向きあう教室 　制野 俊弘∥著 　ポプラ社 370.4   /ｾ           



№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

93 東北を聴く 　佐々木 幹郎∥著 　岩波書店 388.9   /ｻ          

94 武人の本懐 　高嶋 博視∥著 　講談社 397.2   /ﾀ          

95 生態学が語る東日本大震災 　日本生態学会東北地区会∥編 　文一総合出版 462.1   /ｾ          

96 3・11と心の災害 　蟻塚 亮二∥著 　大月書店 493.7   /ｱ         

97 回復するちから 　熊谷 一朗∥著 　星和書店 493.7   /ｸ             

98 南相馬10日間の救命医療 　太田 圭祐∥著 　時事通信出版局 498.8   /ｵ              

99 泥だらけのカルテ 　柳原 三佳∥著 　講談社 498.9   /ﾔ         

100 わしらがやる 　山本  里見／著 　日本住宅新聞社 527     /ﾔ             

101 紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 　佐々 涼子∥著 　早川書房 585.0   /ｻ          

102 デニムさん 　今関 信子∥文 　佼成出版社 589.2   /ｲ             

103 三陸わかめと昆布 　婦人之友社編集部∥編 　婦人之友社 596.3   /ｻ              

104 ともに前へ、ともに明日へ 　服部 宏幸∥著 　新潮社図書編集室 602.1   /ﾊ           

105 災害で消えた小さな命 　うさ∥著 　毎日新聞出版 645.9   /ｳ            

106 サケが帰ってきた! 　奥山 文弥∥著 　小学館 664.6   /ｵ       

107 線路はつながった 　冨手 淳∥著 　新潮社 686.0   /ﾄ          

108 夢と希望の三陸鉄道 　中井 精也∥撮影 　徳間書店 686.2   /ﾅ             

109 臨時災害放送局というメディア 　大内 斎之∥著 　青弓社 699.2   /ｵ            

110 国宝吉祥天女が舞い降りた！ 　仙台市博物館／編 　NHK仙台放送局 708.7   /ｺ              

111 あの日からの或る日の絵とことば 　筒井 大介∥編 　創元社 726.5   /ｱ   

112 明日も会えるのかな？ 　坂元  勇仁／著 　パナムジカ 767.4   /ｻ           

113 AKB48、被災地へ行く 　石原 真∥著 　岩波書店 767.8   /ｲ        

114 窓は閉めたままで 　紺野  裕子／著 　短歌研究社 911.1   /ｺ             

115 語り継ぐいのちの俳句 　高野 ムツオ∥著 　朔出版 911.3   /ﾀ          

116 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 916     /ｻ      

117 3・11慟哭の記録 　金菱 清∥編 　新曜社 916     /ｻ          

118 福島、風と木の３年 　丹治  博志／著 　風と木 916     /ﾀ             

119 アラブからのメッセージ 　ハムダなおこ∥著 　潮出版社 916     /ﾊ          

120 希望の鎮魂歌(レクイエム) 　エヴァ　ホフマン∥[著] 　岩波書店 935.7   /ﾎ              


