
【一般書】

書名 著者名 請求記号

震災編集者 　土方　正志∥著 ０２３　ヒ

記者たちは海に向かった 　門田　隆将∥著 ０７０　カ

風の電話 　佐々木　格∥著 １４６　サ

魂でもいいから、そばにいて 　奥野　修司∥著 １４７　オ

三陸たびガイド 　遠藤　宏之∥著 ２９１　エ

自転車で見た三陸大津波 　武内　孝夫∥著 ２９１　タ

がんばっぺし！ぺしぺしぺし！ 　戸羽　太∥著 ３１８　ト

あなたへ。 　講談社ビーシー∥編 ３６９　ア

被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア４０ 　アベ　ナオミ∥著 ３６９　ア

命をつないだ道 　稲泉　連∥著 ３６９　イ

「もしも」に備える食 　石川　伸一∥著 ３６９　イ

“今”からできる！日常防災 　永田　宏和∥監修 ３６９　イ

もしもごはん 　今泉　マユ子∥著 ３６９　イ

　石巻市立大川小学校「事故検証委員会」を検証
する

　池上　正樹∥著 ３６９　イ

　災害時でもおいしく食べたい！簡単「みそ汁」
＆「スープ」レシピ

　今泉　マユ子∥著 ３６９　イ

警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント１１０ 　日本経済新聞出版社∥編 ３６９　ケ

台所防災術 　坂本　廣子∥著 ３６９　サ

震災ビッグデータ 　阿部　博史∥編 ３６９　シ

　自然災害から人命を守るための防災教育マニュ
アル

　柴山　元彦∥著 ３６９　シ

復興〈災害〉 　塩崎　賢明∥著 ３６９　シ

シニアのための防災手帖 　三平　洵∥監修 ３６９　シ

知っておきたい防災新常識大事典 　国崎　信江∥監修 ３６９　シ

地震イツモマニュアル 　地震イツモプロジェクト∥編 ３６９　ジ

自衛隊防災ＢＯＯＫ　１，２ 　マガジンハウス∥編集 ３６９　ジ　１,２

期限切れのおにぎり 　鈴木　哲夫∥著 ３６９　ス

何も終わらない福島の５年 　寺島　英弥∥著 ３６９　テ

浪江のこころ通信 　 ３６９　ナ

何が起きても命を守る防災減災ＢＯＯＫ 　ゆうゆう編集部∥編 ３６９　ナ

津波の霊たち 　リチャード ロイド パリー∥著 ３６９　パ

　東日本大震災原発事故から５年ふくしまは負け
ない

　福島民報社∥編集 ３６９　ヒ

東日本大震災茨城全記録 　 ３６９　ヒ

≪　３.１１を忘
わす

れない　≫
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書名 著者名 請求記号

東日本大震災◎復興の検証 　綱島　不二雄∥編 ３６９　ヒ

復興なんて、してません 　渋井　哲也∥著 ３６９　フ

必ずくる震災で日本を終わらせないために。 　福和　伸夫∥著 ３６９　フ

スマート防災 　山村　武彦∥著 ３６９　ヤ

「復興」が奪う地域の未来 　山下　祐介∥著 ３６９　ヤ

雪かきで地域が育つ 　上村　靖司∥ほか編著 ３６９　ユ

私の夢まで、会いに来てくれた
　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

３６９　ワ

震災からの教育復興　過去、現在から未来へ 　国立教育政策研究所∥監修 ３７２　シ

震災からの教育復興　岩手県宮古市の記録 　国立教育政策研究所∥監修 ３７２　シ

子どもの命は守られたのか 　数見　隆生∥編著 ３７４　カ

命を守る教育 　片田　敏孝∥著 ３７４　カ

釜石の奇跡 　ＮＨＫスペシャル取材班∥著 ３７４　カ

３・１１と心の災害 　蟻塚　亮二∥著 ４９３　ア

フクシマ６年後　消されゆく被害 　日野　行介∥著 ４９３　ヒ

放射線被曝の争点 　渡辺　悦司∥著 ４９３　ホ

二〇ミリシーベルト 　空本　誠喜∥著 ５３９　ソ

フクシマは核戦争の訓練場にされた 　石井　康敬∥著 ５４３　イ

復興ストレス 　伊藤　浩志∥著 ５４３　イ

フクシマの荒廃 　アルノー　ヴォレラン∥著 ５４３　ウ゛

「心の除染」という虚構 　黒川　祥子∥著 ５４３　ク

捜す人 　廣瀬　正樹∥著 ５４３　ヒ

福島に農林漁業をとり戻す 　濱田　武士∥著 ５４３　フ

　チェルノブイリ３０年とフクシマ５年は比べら
れるか

　福澤　啓臣∥著 ５４３　フ

原発に抗う 　本田　雅和∥著 ５４３　ホ

その後の福島 　吉田　千亜∥著 ５４３　ヨ

核惨事！ 　渡辺　瑞也∥著 ５４３　ワ

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 　佐々　涼子∥著 ５８５　サ

　福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて
結構です。

　かたやま　いずみ∥著 ６１２　カ

いちご畑をもう一度 　森　栄吉∥著 ６２６　モ

いぬとわたしの防災ハンドブック 　いぬの防災を考える会∥著 ６４５　イ

待ちつづける動物たち 　太田　康介∥著 ６４５　オ

牛と土 　眞並　恭介∥著 ６４５　シ

どんな災害でもイヌといっしょ 　徳田　竜之介∥監修 ６４５　ド

どんな災害でもネコといっしょ 　徳田　竜之介∥監修 ６４５　ド
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見捨てられた命を救え！ 　星　広志∥著 ６４５　ホ

待っている犬 　ドックウッド∥著 ６４５　マ

おいで、一緒に行こう 　森　絵都∥著 ６４５　モ

被災鉄道 　芦原　伸∥著 ６８６　ア

線路はつながった 　冨手　淳∥著 ６８６　ト

あの日からの或る日の絵とことば 　筒井　大介∥編 ７２６　ア

福島ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ土と生きる 　大石　芳野∥著 ７４８　オ

３・１１以前
　「３・１１以前」写真集プロジェク
ト事務局∥編

７４８　サ

三陸の海 　津村　節子∥著 ９１４　ツ

【ヤングアダルト】

書名 著者名 請求記号

１６歳の語り部 　雁部　那由多∥語り部 Ｙ　３６９　ジ

泥だらけのカルテ 　柳原　三佳∥著 Ｙ　４９８　ヨ

サケが帰ってきた！ 　奥山　文弥∥著 Ｙ　６６４　オ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

地震・津波防災のひみつ 　工藤  ケン∥漫画 ３００　ガ

みんなの防災事典 　山村　武彦∥監修 ３６０　タ

防犯・防災イラストＢＯＯＫ 　ＡＬＳＯＫ∥監修 ３６８　ボ

アニメ版釜石の“奇跡” 　ＮＨＫスペシャル取材班∥作 ３６９　ア

こどものための防災教室 　今泉　マユ子∥著 ３６９　イ

こどものための防災教室 　今泉　マユ子∥著 ３６９　イ

天国にとどけ！ホームラン 　漆原　智良∥文 ３６９　ウ

家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 　大木　聖子∥著 ３６９　オ

クレヨンしんちゃんの防災コミック
　　　　　地震だ！その時オラがひとりだったら

　臼井　儀人∥キャラクター原作 ３６９　ク

こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 　渡邉　正樹∥監修 ３６９　コ

５８の用語でわかる！防災なるほど解説 上巻,下巻 　安全・安心な社会創造研究所∥監修 ３６９　ゴ　１,２

サイエンスコナン防災の不思議 　青山　剛昌∥原作 ３６９　サ

知ろう！防ごう！自然災害　１ 　佐藤　隆雄∥監修 ３６９　シ　１

津波はいつかまた来る
　大船渡ユネスコ協会図書発行編集委
員会∥編集

３６９　ツ

東日本大震災に学ぶ日本の防災 　地震予知総合研究振興会∥監修 ３６９　ヒ

命のバトン 　堀米　薫∥文 ３６９　ホ
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書名 著者名 請求記号

思い出をレスキューせよ！ 　堀米　薫∥文 ３６９　ホ

防災・防犯シミュレーション　１ 　国崎　信江∥監修 ３６９　ボ　１

それでも、海へ 　安田　菜津紀∥写真　文 ３６９　ヤ

ぼくらがつくった学校 　ささき　あり∥文 ３７２　サ

ぼくらの津波てんでんこ 　谷本　雄治∥著 ３７４　タ

原発事故で、生きものたちに何がおこったか。 　永幡　嘉之∥写真　文 ４６２　ナ

がんばっぺ！アクアマリンふくしま 　中村　庸夫∥著 ４８０　ナ

　原発事故に立ち向かった吉田昌郎と福島フィフ
ティ

　門田　隆将∥著 ５４３　カ

まるこをすくった命のリレー 　あんず　ゆき∥文 ６４５　ア

捨て犬・未来　命のメッセージ 　今西　乃子∥著 ６４５　イ

フラガールと犬のチョコ 　祓川　学∥作 ６４５　ハ

高田松原ものがたり 　 ６５３　タ

震災が教えてくれたこと 　今野　公美子∥著 ９１６　コ

【E　絵本】

書名 著者名 請求記号

つなみてんでんこ　はしれ、上へ！ 　指田　和∥文 Ｅ３　イ

はなちゃんのはやあるきはやあるき 　宇部　京子∥さく Ｅ３　カ

なみだはあふれるままに 　内田　麟太郎∥文 Ｅ３　カ

地震がおきたら 　谷　敏行∥原案 Ｅ３　カ

つなみとゴンとコン 　帚木　蓬生∥作 Ｅ３　コ

じしん・つなみどうするの？ 　せべ　まさゆき∥絵 Ｅ３　セ

つなみ 　田畑　ヨシ∥作 Ｅ３　タ

奇跡の一本松 　なかだ　えり∥絵・文 Ｅ３　ナ

ひまわりのおか
　ひまわりをうえた八人のお母さんと
葉方丹∥文

Ｅ３　マ

ふくしまからきた子 　松本　猛∥作 Ｅ３　マ

タンポポ 　光丘　真理∥文 Ｅ３　ヤ

希望の牧場 　森　絵都∥作 Ｅ３　ヨ

じしんのときのおやくそく 　わたなべ  もも∥ぶん Ｅ３　ヨ

あのひのこと 　葉　祥明∥絵・文 Ｅ３　ヨ

はしれさんてつ、きぼうをのせて 　国松　俊英∥文 Ｅ５　ク
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