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さいたま市立中央図書館 ブックリスト 

 

本は何を伝えるか 

〈記録と記憶～東日本大震災から４年〉 

 

 
東日本大震災からもうすぐ４年。これまでに出版された本は震災をどのように伝えてきたのか、 

また震災から学び未来へつなぐ記録として、私たちはその本をどのように伝えていくのか。 

関連資料を集めました。 

 
＊リストは書名 著者名 出版社 出版年 ［請求記号］の順で表示しています 

＊各項目内は請求記号の順に並んでいます     

編集・発行 さいたま市立中央図書館 平成 27年 2月   

 

 

 
 

 

 

◆記録 

□ いわき市の記録 : 東日本大震災から 1年   

いわき市行政経営部広報広聴課およびプロジェクトチーム いわき市 2012 ［369.31］ 

□ いわき市・東日本大震災の証言と記録  いわき市行政経営部広報広聴課および『いわき市・

東日本大震災の証言と記録』プロジェクトチーム/企画・編集 いわき市 2013 ［369.31］ 

□ 東日本大震災仙台市震災記録誌  仙台市復興事業局震災復興室 2013.3 ［369.31］ 

□ 東日本大震災津波詳細地図  原口 強／著 古今書院 2013.1 ［453.21］ 

□ 産業医科大学東日本大震災支援活動記録 2011、2012   

総務部総務課／編集 産業医科大学 2013.3 ［498.89］ 

 

 

 

その時、何が起きたのか 
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◆写真 

□ 記憶  日本経済新聞社編集局写真デザインセンター写真部／編著 

日本経済新聞社 2011.6 ［369.31］ 

□ 自衛隊員が撮った東日本大震災  防衛省／協力 マガジンハウス 2012.3 ［369.31］ 

□ 巨大津波が襲った  河北新報社 2011.4 ［369.31］ 

□ 東日本大震災 特別報道写真集  共同通信社 2011.4 ［369.31］ 

□ 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］ 

□ 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］ 

□ 南三陸から vol.1～3 佐藤 信一／写真 ADK南三陸町復興支援プロジェクト 2011～ ［369.31］ 

□ 読売新聞記者が見つめた東日本大震災 300日の記録  読売新聞東京本社 2012.3 ［369.31］ 

□ 3・11 FUKUSHIMA  三留 理男／著 游学社 2012.9 ［369.36］ 

□ 原発報道  東京新聞編集局／編 東京新聞 2012.11 ［543.5］ 

□ 沈黙と饒舌と  谷口 雅彦／著 白夜書房 2012.3 ［543.5］ 

 

◆報道 

□ 記者たちは海に向かった 門田 隆将／著 KADOKAWA 2014.3 ［070.21］ 

□ 新聞は大震災を正しく伝えたか  花田 達朗／編著 早稲田大学出版部 2012.5 ［070.21］ 

□ 6枚の壁新聞（角川 SSC新書）  石巻日日新聞社／編 角川マガジンズ 2011.7 ［070.21］ 

□ ジャーナリズムの<いま>を問う 早稲田大学広報室／編 早稲田大学出版部 2012.11［070.4］ 

□ 河北新報のいちばん長い日 河北新報社／著 文藝春秋 2011.1 ［369.31］ 

□ 闘う東北 朝日新聞東日本大震災取材班／著 朝日新聞出版 2012.3 ［369.31］ 

□ 東日本大震災 心をつなぐニュース 池上 彰／編 文藝春秋 2011.6 ［369.31］ 

□ 駐在記者発大槌町震災からの 365日 東野 真和／著 岩波書店 2012.6 ［369.31］ 

□ 駐在記者発大槌町震災 2年目の 365日 東野 真和／著 岩波書店 2013.6 ［369.31］ 

□ ラジオ福島の 300日   片瀬京子とラジオ福島／著 毎日新聞社 2012.3 ［369.31］ 

□ メディアが震えた  丹羽 美之／編 東京大学出版会 2013.5 ［699.21］ 

 

◆地震・津波 

□ 津波の夜に  大西 暢夫／著 小学館 2013.2 ［369.31］ 

□ 巨大津波  NHKスペシャル取材班／著 岩波書店 2013.3 ［369.31］ 

□ 天恵と天災の文化誌  森 誠一／編 東北出版企画 2012.9 ［369.31］ 

□ 無形民俗文化財が被災するということ   高倉 浩樹／編 新泉社 2014.1 ［386.1］ 

□ 大地震（読みなおす日本史）  宇佐美 龍夫／著 吉川弘文館 2014.9 ［453.21］ 

□ 日本の地震地図  岡田 義光／著 東京書籍 2012.1 ［453.21］ 

□ 東日本大震災を解き明かす NHK「サイエンス ZERO」取材班／編著 NHK出版 2011.6 ［453.21］ 

□ 東日本大震災の科学   佐竹 健治／編 東京大学出版会 2012.11 ［453.21］ 

□ 巨大津波は生態系をどう変えたか（ブルーバックス） 

永幡 嘉之／著 講談社 2012.4［462.12］ 

□ 焦土からの再生   井上 亮／著 新潮社 2012.5 ［518.8］ 

□ 海が呑む  花輪 莞爾／著 晶文社 2011.12 ［916.1］ 
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◆ケア（医療・救出） 

□ 災害で活躍する乗物たち  柿谷 哲也／著 ソフトバンククリエイティブ 2011.1 ［369.3］ 

□ 3・11 後に心のフタが壊れてしまった人たち   

堀之内 高久／著 産經新聞出版 2011.9 ［369.31］ 

□ 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］ 

□ 東日本大震災消防隊員死闘の記  南三陸消防署／編 旬報社 2012.3 ［369.31］ 

□ 猛威への挑戦  川嶋印刷 2012.9 ［369.31］ 

□ 石巻赤十字病院の 100日間  石巻赤十字病院／著 小学館 2011.1 ［498.89］ 

□ 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   

久志本 成樹／監修 アスペクト 2011.9 ［498.89］ 

□ 東日本大震災石巻災害医療の全記録  石井 正／著 講談社 2012.2 ［498.89］ 

□ 大槌町保健師による全戸家庭訪問と被災地復興   

村嶋 幸代／編著 明石書店 2012.3［498.89］ 

□ 被災地での生活と医療と看護  兵庫県保険医協会 協会西宮・芦屋支部／編  

クリエイツかもがわ 2011.2 ［498.89］ 

□ ふくしまに生きる ふくしまを守る   

福島県警察本部／監修 福島県警察互助会 2012.11［916］ 

 

 

 

 

 

◆復興 

□ がんばっぺし!ぺしぺしぺし!  戸羽 太／著 大和出版 2013.3 ［318.22］ 

□ ご先祖さまも被災した  小滝 ちひろ／著 岩波書店 2014.1 ［185.91］ 

□ 震災復興 後藤新平の 120日  後藤新平研究会／編著 藤原書店 2011.7 ［210.69］ 

□ 「辺境」からはじまる  赤坂 憲雄／編著 明石書店 2012.5 ［302.12］ 

□ 大震災後の社会学（講談社現代新書）  遠藤 薫／編著 講談社 2011.12 ［360.4］ 

□ ITが守る、ITを守る（NHKブックス）  坂井 修一／著 NHK出版 2012.2 ［369.3］ 

□ 災害支援に女性の視点を!（岩波ブックレット）   

竹信 三恵子／編 岩波書店 2012.1［369.3］ 

□ 未曾有と想定外（講談社現代新書）  畑村 洋太郎／著 講談社 2011.7 ［369.3］ 

□ ほんとうの復興  池田 清彦／著 新潮社 2011.6 ［369.31］ 

□ 震災メメントモリ  金菱 清／著 新曜社 2014.6 ［369.31］ 

□ 3・11 後の心を立て直す（ベスト新書）  香山 リカ／著 ベストセラーズ 2011.7 ［369.31］ 

□ 災害弱者と情報弱者（筑摩選書）  田中 幹人／著 筑摩書房 2012.7 ［369.31］ 

□ さかな記者が見た大震災石巻讃歌  高成田 享／著 講談社 2012.1 ［369.31］ 

□ 東北発 10人の新リーダー（河北選書）   

田久保 善彦／編 河北新報出版センター 2014.3［369.31］ 

□ 浜からはじめる復興計画  青木 淳／ほか著 彰国社 2012.12 ［369.31］ 

その後、そしてこれから 
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□ 復興って何だ?  ハイライフ研究所  2013.3 ［369.31］ 

□ ふくしま・震災後の生活保障  菊池 馨実／編 早稲田大学出版部 2013.4 ［369.36］ 

□ 復興は現場から動き出す  上 昌広／著 東洋経済新報社 2012.8 ［498.89］ 

□ 大災害と復旧・復興計画  越澤 明／著 岩波書店 2012.3 ［518.8］ 

□ 東日本大震災からの復興まちづくり  佐藤 滋／編 大月書店 2011.12 ［518.8］ 

□ 震災後の自然とどうつきあうか  鷲谷 いづみ／著 岩波書店 2012.5 ［519.81］ 

□ 生命と風景の哲学  桑子 敏雄／著 岩波書店 2013.12 ［519］ 

□ 3・11 とグローカルデザイン    

日本建築家協会・デザイン部会／編著 鹿島出版会 2012.3 ［520.4］ 

□ 被災鉄道  芦原 伸／著 講談社 2014.7 ［686.21］ 

□ 復興ツーリズム:観光学からのメッセージ   

総合観光学会／編 同文舘出版 2013.3 ［689.21］ 

 

◆被災者・被災地 

□ 被災した時間（中公新書）  斎藤 環／著 中央公論新社 2012.8 ［369.31］ 

□ 南三陸町長の 3年（河北選書）  佐藤 仁／著 河北新報出版センター 2014.3 ［369.31］ 

□ 3・11 複合被災（岩波新書 新赤版）  外岡 秀俊／著 岩波書店 2012.3 ［369.31］ 

□ 東日本大震災希望の種をまく人びと  寺島 英弥／著 明石書店 2013.3 ［369.31］ 

□ 笑う、避難所（集英社新書）  頓所 直人／取材・文 集英社 2012.1 ［369.31］ 

□ あの日からもずっと、福島・渡利で子育てしています   

佐藤 秀樹／著 かもがわ出版 2013.6 ［369.36］ 

□ 実証・仮設住宅  大水 敏弘／著 学芸出版社 2013.9 ［527］ 

□ 木造仮設住宅群  はりゅうウッドスタジオ／制作 ポット出版 2011.12 ［527］ 

□ のこされた動物たち  太田 康介／著 飛鳥新社 2011.7 ［645.6］ 

□ 待ちつづける動物たち  太田 康介／著 飛鳥新社 2012.3 ［645.6］ 

□ 震災ペットを救う  藤村 晃子／著 長崎出版 2012.5 ［645.6］ 

□ 見捨てられた命を救え! PART1・2  星 広志／著 社会批評社 2012～ ［645.6］ 

□ 待っている犬  ドックウッド／著 角川書店 2012.2 ［645.6］ 

□ 裸のフクシマ  たくき よしみつ／著 講談社 2011.1 ［916.1］ 

 

◆防災・減災 

□ 災害時炊き出しマニュアル  キャンパー／共著 東京法規出版 2012.8 ［369.3］ 

□ 災害のあと始末  林 春男／監修 エクスナレッジ 2011.5 ［369.3］ 

□ きちんと逃げる。  広瀬 弘忠／著 アスペクト 2011.9 ［369.3］ 

□ 防災ピクニックが子どもを守る!  MAMA-PLUG／編・著  KADOKAWA 2014.2 ［369.3］ 

□ 災害に強い社会をつくるために  鎌田 薫／編 早稲田大学出版部 2012.9 ［519.9］ 

 

 

◆ボランティア 

□ 災害ボランティアの心構え（ソフトバンク新書）   

村井 雅清／著 ソフトバンククリエイティブ 2011.6 ［369.3］ 
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□ 検証・新ボランティア元年  笠虎 崇／著 共栄書房 2012.3 ［369.31］ 

□ 人を助けるすんごい仕組み  西條 剛央／著 ダイヤモンド社 2012.2 ［369.31］ 

□ WE ARE ALL ONE  須藤 元気／著 講談社 2011.7 ［369.31］ 

□ わたしにできること。  筑波 君枝／著 メディアファクトリー 2012.3 ［369.31］ 

□ できることをしよう。  糸井 重里／著 新潮社 2011.12 ［369.31］ 

□ ボランティア奮闘記   日本財団広報グループ／編 木楽舎 2013.5 ［369.31］ 

□ あなたにもできる災害ボランティア（岩波ジュニア新書）  

スベンドリニ・カクチ／著 岩波書店 2005.12 ［K369］ 

 

◆体験記 

□ 遺体  石井 光太／著 新潮社 2011.1 ［369.31］ 

□ 聞き書き震災体験  とうしんろく／編 新泉社 2012.3 ［369.31］ 

□ 震災日録（岩波新書 新赤版）  森 まゆみ／著 岩波書店 2013.2 ［369.31］ 

□ 東北魂  山川 徹／著 東海教育研究所 2012.3 ［369.31］ 

□ ふるさとをあきらめない  和合 亮一／著 新潮社 2012.2 ［369.31］ 

□ 南三陸日記  三浦 英之／著 朝日新聞出版 2012.3 ［369.31］ 

□ 震災と民話   石井 正己／編 三弥井書店 2013.12 ［388.1］ 

□ 3・11 とアイドル（コア新書）  小島 和宏／著 コアマガジン 2014.5 ［916］ 

□ 原発避難民慟哭のノート  大和田 武士／編 明石書店 2013.3 ［916］ 

□ 気仙沼に消えた姉を追って  生島 淳／著 文藝春秋 2011.11 ［916.1］ 

 

◆文芸 

□ 仙台学 vol.11  赤坂 憲雄／ほか著 荒蝦夷 2011.4 ［291.23］ 

□ 仙台学 vol.12  稲泉 連／ほか著 荒蝦夷 2011.8 ［291.23］ 

□ 復興の精神（新潮新書） 養老 孟司／著 新潮社 2011.6 ［304］ 

□ 反欲望の時代へ  山折 哲雄／著 東海教育研究所 2011.9 ［304］ 

□ 「東北」再生  赤坂 憲雄／著 イースト・プレス 2011.7 ［369.31］ 

□ 3・11から考える「この国のかたち」（新潮選書）  赤坂 憲雄／著 新潮社 2012.9 ［369.31］ 

□ 春を恨んだりはしない  池澤 夏樹／著 中央公論新社 2011.9 ［369.31］ 

□ 言葉に何ができるのか  佐野 眞一／著 徳間書店 2012.3 ［369.31］ 

□ 3.11 を心に刻んで 2014（岩波ブックレット）  

岩波書店編集部／編 岩波書店 2014.3［369.31］ 

□ 震災後のことば  吉本 隆明／著 日本経済新聞出版社 2012.4 ［369.31］ 

□ ドキュメント震災三十一文字 NHK「震災を詠む」取材班／編 NHK出版 2012.4 ［369.31］ 

□ わたしの 3・11  茂木 健一郎／編 毎日新聞社 2011.5 ［369.31］ 

□ 被災地から問うこの国のかたち（イースト新書）   

玄侑 宗久／著 イースト・プレス 2013.6 ［369.36］ 

□ フタバから遠く離れて 1,2   舩橋 淳／著 岩波書店 2012.1～ ［369.36］ 

□ 震災とアート  倉林 靖／著 ブックエンド  2013.9 ［704］ 

□ ソーシャル・ドキュメンタリー  萩野 亮／編 フィルムアート社 2012.7 ［778.7］ 

□ 311を撮る  森 達也／著 岩波書店 2012.3 ［778.7］ 
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□ 震災後文学論  木村 朗子／著 青土社 2013.11 ［910.26］ 

□ 震災歌集  長谷川 櫂／著 中央公論新社 2011.4 ［911.168］ 

□ あなたが最期の最期まで生きようと、むき出しで立ち向かったから  

須藤 洋平／著 河出書房新社 2011.12 ［911.56］ 

□ ふたたびの春に  和合 亮一／著 祥伝社 2012.3 ［911.56］ 

□ 神様 2011  川上 弘美／著 講談社 2011.9 ［913.6］ 

□ 光降る丘  熊谷 達也／著 角川書店 2012.8 ［913.6］ 

□ Ｆ  松田 健次／著 白夜書房 2012.3 ［913.6］ 

□ 瓦礫の下から唄が聴こえる  佐々木 幹郎／著 みすず書房 2012.11 ［914.6］ 

□ 大震災の記録と文学   志村 有弘／編 勉誠出版 2011.7 ［916.1］ 

□ それでも三月は、また  谷川 俊太郎／著 講談社 2012.2 ［918.6］ 

 

◆図書館・書店 

□ 司書はひそかに魔女になる  大島 真理／著 郵研社 2013.2 ［010.4］ 

□ ず・ぼん 18  ポット出版 2013.2 ［010.5］ 

□ 走れ!移動図書館（ちくまプリマー新書）  鎌倉 幸子／著 筑摩書房 2014.1 ［K015］ 

□ 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］ 

□ 復興の書店  稲泉 連／著 小学館 2012.8 ［024.12］ 

 

◆原発 

□ 思想地図 beta 4-1 チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド   

東 浩紀／編 ゲンロン 2013.7 ［105］ 

□ ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ（ちくまプリマー新書）   

田口 ランディ／著 筑摩書房 2011.9 ［K319］］ 

□ 津波と原発  佐野 眞一／著 講談社 2011.6 ［369.31］ 

□ 震災と原発 国家の過ち（朝日新書）  外岡 秀俊／著 朝日新聞出版 2012.2 ［369.31］ 

□ 原発難民（PHP新書）  烏賀陽 弘道／著 PHP研究所 2012.11 ［369.36］ 

□ 文系のためのエネルギー入門   リチャード・A.ムラー／著 早川書房 2013.12 ［501.6］ 

□ 原発と建築家  竹内 昌義／編著 学芸出版社 2012.3 ［520.4］ 

□ 「フクシマ」論  開沼 博／著 青土社 2011.6 ［539.09］ 

□ フクシマの正義  開沼 博／著 幻冬舎 2012.9 ［539.09］ 

□ 原発とヒロシマ（岩波ブックレット）  田中 利幸／著 岩波書店 2011.1 ［539.09］ 

□ いまこそ私は原発に反対します。  日本ペンクラブ／編 平凡社 2012.3 ［543.5］ 

□ 石をうがつ  鎌田 慧／著 講談社 2013.6 ［543.5］ 

□ 原発推進者の無念（平凡社新書）  北村 俊郎／著 平凡社 2011.1 ［543.5］ 

□ 「熊取」からの提言   小林 圭二／編 世界書院 2012.2 ［543.5］ 

□ 官邸から見た原発事故の真実（光文社新書） 田坂 広志／著 光文社 2012.1 ［543.5］ 

□ 国会事故調東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書  東京電力福島原子力発 

電所事故調査委員会 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 2012.6 ［543.5］ 

□ 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 2012.3 ［543.5］ 
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□ 福島と原発 1,2  福島民報社編集局／著 早稲田大学出版部 2013.6～ ［543.5］ 

□ 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 2013.9 ［543.5］ 

□ カウントダウン・メルトダウン 上・下  船橋 洋一／著 文藝春秋 2012.12 ［543.5］ 

□ プロメテウスの罠 1～8  朝日新聞特別報道部／著 学研パブリッシング 2012.3～［543.5］ 

□ 熊取六人組  細見 周／著 岩波書店 2013.3 ［543.5］ 

□ 4つの「原発事故調」を比較・検証する   

日本科学技術ジャーナリスト会議／著  水曜社 2013.1 ［543.5］ 

□ 福島に生きる（双葉新書）  玄侑 宗久／著 双葉社 2011.12 ［914.6］ 

□ 原発に「ふるさと」を奪われて  長谷川 健一／著 宝島社 2012.3 ［916.1］ 

 

◆放射能 

□ 風評被害（光文社新書）  関谷 直也／著 光文社 2011.5 ［070.14］ 

□ 放射能汚染ほんとうの影響を考える（DOJIN選書）   

浦島 充佳／著 化学同人 2011.7 ［493.195］ 

□ これから 100年放射能と付き合うために  菅谷 昭／著 亜紀書房 2012.3 ［493.195］ 

□ 内部被曝（岩波ブックレット）  矢ケ崎 克馬／著 岩波書店 2012.3 ［493.195］ 

□ 低線量汚染地域からの報告  馬場 朝子／著 NHK出版 2012.9 ［493.19］ 

□ 子どもたちのいのちと未来のために学ぼう放射能の危険と人権  

福島県教職員組合放射線教育対策委員会／編著 明石書店 2012.7 ［539.6］ 

□ みんなの放射線測定入門（岩波科学ライブラリー）   

小豆川 勝見／著 岩波書店 2014.3 ［539.62］ 

□ ホットスポット  NHK ETV特集取材班／著 講談社 2012.2 ［543.5］ 

 

 

 

 

 

◆絵本 

□ ふくしまからきた子  松本 猛／作 松本 春野／絵 岩崎書店 2012.4 ［E］ 

□ はしれディーゼルきかんしゃデーデ  

すとう あさえ／文 鈴木 まもる／絵 童心社 2013.11 ［E］ 

□ ラース ブラザートム／文・絵 SDP 2012.7 ［E］ 

□ 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 松成 真理子／絵 岩崎書店 2012.8 ［E］ 

□ うみねこいわてのたっきゅうびん  関根 栄一／ぶん 横溝 英一／え 小峰書店 1990.1 ［E］ 

□ はしれさんてつ、きぼうをのせて   

国松 俊英／文 間瀬 なおかた／絵 WAVE出版 2014.2 ［K686］ 

□ 奇跡の一本松  なかだ えり／絵・文 汐文社 2011.1 ［K9-6］ 

 

 

子どもたちへ 
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◆児童書 

□ 図書館のすべてがわかる本 ４  秋田 喜代美／監修 岩崎書店 2013.3 ［K010］ 

□ 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 2013.11 ［019.5］ 

□ 娘と話す原発ってなに？  池内 了／著 現代企画室 2011.1 ［543.5］ 

□ こども東北学（よりみちパン!セ） 山内 明美／著 イースト・プレス 2011.11 ［K212］ 

□ ハイパーレスキュー災害現場へ走れ！  深光 富士男／文 佼成出版社 2013.6 ［K317］ 

□ 「あの日」のこと  高橋 邦典／写真 文 ポプラ社 2011.6 ［K369］ 

□ 特別授業 3.11君たちはどう生きるか（14歳の世渡り術）   

あさの あつこ／ほか著 河出書房新社 2012.3 ［K369］ 

□ 地震のはなしを聞きに行く  須藤 文音／文 偕成社 2013.3 ［K453］ 

□ ほんとのおおきさ特別編元気です!東北の動物たち 

小宮 輝之／監修 学研教育出版 2012.2 ［K480］ 

□ 放射線ってなあに?  科学技術振興機構 2013.3 ［K539］ 

□ 14歳からの原発問題（14 歳の世渡り術）  雨宮 処凛／著 河出書房新社 2011.9 ［K543］ 

□ よくわかる原子力とエネルギー 1  野口 邦和／監修 ポプラ社 2012.3 ［K539］ 

□ いつか帰りたいぼくのふるさと  大塚 敦子／写真・文 小学館 2012.11 ［K645］ 

□ いのちをつなぐ  大木 トオル／著 岩崎書店 2012.12 ［K645］ 

□ 心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師  今西 乃子／著 金の星社 2011.12 ［K9-6］ 

□ みんなを守るいのちの授業  片田 敏孝／著 NHK出版  2012.1 ［K9-6］ 

□ ぼくらの津波てんでんこ  谷本 雄治／著 フレーベル館 2012.11 ［K9-6］ 

□ がんばっぺ!アクアマリンふくしま  中村 庸夫／著 フレーベル館 2012.2 ［K9-6］ 

□ 命のバトン（感動ノンフィクションシリーズ）  堀米 薫／文 佼成出版社 2013.3 ［K9-6］ 

□ いのちつぐ「みとりびと」 8  國森 康弘／写真・文 農山漁村文化協会 2014.2 ［K9-6］ 

□ 思い出をレスキューせよ!  堀米 薫／文 くもん出版 2014.2 ［K9-6］ 

□ 泥だらけのカルテ（世の中への扉 社会）  柳原 三佳／著 講談社 2014.2 ［K9-6］ 

 

◆体験記（子どもたちの） 

□ 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 ［K369］ 

□ 福島の子どもたちからの手紙  KIDS VOICE／編 朝日新聞出版 2012.2 ［K369］ 

□ 福島きぼう日記  門馬 千乃／著 講談社 2012.3 ［K369］ 

□ 21人の輪  杉浦 大悟／著 NHK 出版 2012.1 ［369.31］ 

□ つなみ  森 健／企画・取材・構成 文藝春秋 2011.8 ［369.31］ 

□ 「つなみ」の子どもたち  森 健／著 文藝春秋 2011.12 ［369.31］ 

□ 僕のお父さんは東電の社員です  毎日小学生新聞／編 現代書館 2011.11 ［543.5］ 

□ ふくしまの子どもたちが描くあのとき、きょう、みらい。   

蟹江 杏／編 徳間書店 2011.1［726.7］ 

□ ふるさとはフクシマ 子どもたちの 3.11   

元気になろう福島／編 文研出版 2012.1 ［K9-6］ 

 


