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東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 

東日本大震災  
  復興まちづくりの現在 2013年秋 【動画版】 

監修：佐藤 滋 早稲田大学理工学術院 教授 
制作・著作：丸善出版株式会社 

タイトル 発行年 
同時1アクセス

(本体) 
同時3アクセス

(本体) 
商品コード 

岩手県 釜石市／大槌町 見えてきた復興のすがた ～その課題と展望～ （動画版） 
 ―その課題と展望 : 岩手県釜石市/大槌町―（第1巻） （※） 

2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959389 

宮城県 山元町 コンパクトシティをめざして ～自治体主導による創造的復興～ （動画版） 
 ―自治体主導による創造的復興 : 宮城県山元町―（第2巻） （※） 

2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959390 

岩手県 大船渡市 自律する集落と町の広域復興 ～その組み立てと編集～ （動画版） 
 ―その組み立てと編集 : 岩手県大船渡市―（第3巻） （※） 

2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959391 

宮城県 気仙沼市 内湾地区 ジョイントガバナンスは可能か ～多様な主体の共創～ （動画版） 
 ―多様な主体の共創 : 宮城県気仙沼市内湾地区―（第4巻） （※） 

2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959392 

岩手県 山田町 漁村文化の継承 （動画版） ―岩手県山田町―（第5巻） （※） 2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959393 

宮城県 石巻市 まちづくり市民事業の連携 （動画版） ―宮城県石巻市―（第6巻） （※） 2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959394 

福島県 浪江町 夢を復興の力に ～浪江町民の闘い～ （動画版） 
 ―浪江町民の闘い : 福島県浪江町―（第7巻） （※） 

2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959395 

証言篇 そのとき何を考えたのか ～そして今～ （動画版） ―そして今 : 証言篇―（第8巻） （※） 2014 ¥39,600  ¥61,600  1027959396 

全8巻 揃価格 

同時1アクセス(本体)：¥316,800  同時3アクセス(本体)：¥492,800 商品コード：1027959388 

2011年3月11日、仙台市の東方沖70ｋｍで発生したマグニチュード9.0の大地震は、未曾有の大災害
を引き起こしました。東日本大震災です。そして、2013年秋。さまざまな課題を抱えながら歩んできた
被災地の復興を、この2年半の時点で切り取り、８市町の現在を浮き彫りにしてゆきます。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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岩手県 釜石市／大槌町 見えてきた復興のすがた 
～その課題と展望～（動画版） 
 ―その課題と展望 : 岩手県釜石市/大槌町―（※） 

行政との間で防潮堤を建設しないことで合
意に至った釜石市花露辺地区。14.５メート
ルの防潮堤建設を決めた大槌町町方地区。
隣接する釜石市と大槌町の中心市街地と
集落に安心・安全なまちづくりの模索を見
るとともに、商業・水産業の再生、都市機能
の集約化、盛土による自然環境の変化、
土地区画整理事業、災害の伝承など、復
興まちづくりにおける多様な課題を包括的
に検証します。 

宮城県 山元町 コンパクトシティをめざして ～自
治体主導による創造的復興～（動画版） 
 ―自治体主導による創造的復興 : 宮城県山元町―（※） 

仙台平野の南端に位置する山元町は、被
災後、沿岸部を防災緩衝地の緑地に、中
央の平野部は大規模農地の整備を進め、
市街地は二つの鉄道駅とともに安全な山
側に集約化することを、復興まちづくりの基
本としました。「コンパクトシティ構想」です。
しかし、地域構造の大きな変動は住民生活
にさまざまな影響を及ぼしています。克服
すべき多くの問題を抱えながら市街地の再
編を進める行政と住民の取り組みを追いま
す。 

2019年2月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 東日本大震災  

復興まちづくりの現在 2013年秋 【動画版】 

第1巻 第2巻 

宮城県 気仙沼市 内湾地区 ジョイントガバナンス
は可能か ～多様な主体の共創～（動画版） 
 ―多様な主体の共創 : 宮城県気仙沼市内湾地区―（※） 

気仙沼市は、三陸地方を代表する水産・漁港都
市です。海と接し水産業関連事業所などが立地
する魚町、市役所や病院など公共施設がある八
日町、商店や飲食店が立ち並ぶ南町。三町が合
同で「内湾地区復興まちづくり協議会」を設立し、
防潮堤建設をまちづくりの中でどう位置づけるか
を主要テーマとして、安全性や景観、地域文化
など、復興の本質的な問題の議論を進め、「提
言書」をまとめました。多様な主体がぶつかり合
い、総意を導くプロセスを追います。 

岩手県 大船渡市 自律する集落と町の広域復興 
～その組み立てと編集～（動画版）  
 ―その組み立てと編集 : 岩手県大船渡市― （※） 

中心市街地のJR大船渡駅周辺をはじめ、
沿岸部集落に被害を受けた大船渡市。古く
から公民館を単位とした地域自治が根づき、
復興まちづくりにおいても被災の規模、条
件など地域の特性に応じた独自の計画が
進められています。同時に中心市街地で
は復興に留まらない、将来を見据えたグラ
ンドデザインづくりが行われています。住民
自治と市行政への参画、その組み立てを
ご覧ください。 

第3巻 第4巻 

宮城県 石巻市 まちづくり市民事業の連携（動画版） 
 ―宮城県石巻市―（※） 

宮城県第2の都市・石巻市は大津波が内陸部に
まで達し、水産業や、中心市街地の商店、住宅、
企業施設などに大な被害を与えました。それか
ら2年半、人びとは、被災地を越えたネットワーク
を形成し、支援者や専門家と協働して、市民が
主体的に繋がるまちづくりを進めています。コ
ミュニティの再生、商業や産業の再建など、それ
ぞれの問題と向きあいながら、石巻全体の復興
を目指す模索とプロセスを三つの視点からレ
ポートします。 

岩手県 山田町 漁村文化の継承（動画版） 
 ―岩手県山田町―（※） 

山田湾を取り囲み、祭と伝統芸能が盛んな
山田町。町行政が駅前地区を津波復興拠
点として商業の再建を計画する一方で、商
機を求めて国道沿いに新たな商店街の形
成を進める若手商店主らもいます。こうした
ふたつのエリアをいかにして結びつけるの
か。祭と一体にある、山田湾への景観をど
のように守るのか。この地に培われた漁村
文化と伝統芸能を糧に、まちづくりを進め
る人びとの活動を描きます。 

証言篇 そのとき何を考えたのか ～そして今～ 
（動画版） ―そして今 : 証言篇―（※） 

震災直後、厳しい状況の現場に入ったまちづくり
の専門家は、そこで何をなし、いま何を考えてい
るのか？ その証言から復興の次のステップを
探ります。大西 隆さん（日本学術会議会長／東
京大学名誉教授）、中井 裕さん（東京大学大学
院工学系研究科教授）、岸井隆幸さん（日本大
学理工学部土木工学科教授）、北原啓司さん
（弘前大学大学院地域社会研究科教授）、真野
洋介さん（東京工業大学大学院社会理工学研
究科准教授）、丹波史紀さん（福島大学行政政
策学類教授）。 

福島県 浪江町 夢を復興の力に 
 ～浪江町民の闘い～（動画版） 
―浪江町民の闘い : 福島県浪江町―（※） 

浪江町は、海岸に近い低地部が津波により壊滅
的な被害を受けたうえ、福島第一原発事故によ
り、全町民が全国各地と国外に分散して避難を
するという異常な状況におかれています。そのよ
うな先の見えない中、さまざまな分野で活動する
町民有志は「なみえ復興塾」を立ち上げ、たとえ
復興に長い時間がかかっても、町再建の道筋を
自らデザインし、離散した町民がそれを共有し、
具体化する活動を進めています。望郷の思いと
粘りづよい再生の日々を描きます。 

第5巻 第6巻 

第7巻 第8巻 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

東日本大震災からの地域経済復興への提言 
 ―被災地の大学として何を学び、伝え、創るのか―（東日本大震災復興研究 1） 

著編者名 東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調査研究プロジェクト 

出版社 河北新報出版センター 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 同時3アクセス(本体) ¥6,930 

冊子版ISBN 9784873412702  商品コード 1014001151 

東北大学大学院経済学研究科・震災復興研究センターによる「地域産業復興調査研究プロジェクト」の研究
成果をまとめる。地域経済復興、産業再生・創造、雇用創造・企業再生をテーマに、課題を提示。 

東北地域の産業・社会の復興と再生への提言 
 ―復興過程の現実に向き合い、地域の可能性を探る―（東日本大震災復興研究 2） 

著編者名 東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調査研究プロジェクト 

出版社 河北新報出版センター 発行年 2013 

同時1アクセス ¥4,620 同時3アクセス ¥6,930 

冊子版ISBN 9784873412894  商品コード 1014001152 

東北大学大学院経済学研究科・震災復興研究センターによる「地域産業復興調査研究プロジェクト」の研究
成果をまとめる。震災復興企業実態調査概要、被災地域の産業・社会の復興の進捗に見る現状と課題など
を収録。 

巨大津波が襲った 
 ―3.11大震災 : 発生から10日間の記録 : 緊急出版特別報道写真集― 

著編者名 河北新報社 

出版社 河北新報出版センター 発行年 2011 

同時1アクセス ¥3,300 同時3アクセス ¥4,400 

冊子版ISBN 9784873412566  商品コード 1014001156 

東北に未曾有の被害をもたらした東日本大震災。世界最大級の巨大地震、大津波による震災の実情を、発
生から１０日間の写真で振り返る。「津波」「惨状」「原発」「救助」「避難」「前へ」。被災地の生の姿が浮かび
上がる。 

東日本大震災全記録 ―被災地からの報告― 

著編者名  -  

出版社 河北新報出版センター 発行年 2011 

同時1アクセス ¥3,300 同時3アクセス ¥4,400 

冊子版ISBN 9784873412610  商品コード 1014001157 

M9.0、大津波、原発、風評被害…。『河北新報』の記者たちが命懸けで取材し、報道してきた東日本大震災
の全記録。被害や復興の様子を沿岸自治体別やテーマ別に、掲載記事などを中心にまとめる。 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

甚大な被害をもたらした東日本大震災ですが、被災地以外ではその記憶が風化傾向にあるように感じます。災害
や防災の知見、被災者の思いを今後も広く読み継いでもらいたいとの思いで発行された本を集めました。 

出版社：ヒロエンタープライズ 

書名 著編者 発行年 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

■東日本大震災日本語１０作品セット 揃価格     ¥29,150  ¥50,600  1024920717 

■東日本大震災日本語５作品セット 揃価格     ¥15,400  ¥30,800  1018229237 

東日本大震災歌文集・地津震波 佐藤 成晃 2014 ¥3,575  ¥7,150  1018229238 

東日本大震災生かされて 高橋 義光 2014 ¥3,575  ¥7,150  1018229239 

東日本大震災3.11 ―ラジオから聞いた叫びの声― 渋谷 知美 2014 ¥2,750  ¥5,500  1018229240 

東日本大震災 ―涙の彼方に虹が有る― 伊達 凛太郎 2014 ¥2,750  ¥5,500  1018229241 

東北大学附属図書館工学分館"東日本大震災"外史 ―忘れないこと、伝えたいこと― 日出 弘 2014 ¥2,750  ¥5,500  1018229242 

■東日本大震災日本語５作品セットNo2 揃価格     ¥13,750  ¥19,800  1024920716 

東日本大震災 
 ―被災障害者の日記 : 夢は見るもの、叶えるもの。踏ん張れば必ず報われる。― 

後藤 新喜 2014 ¥2,750  ¥3,960  1024920711 

補助線を描く ―大震災のボランティア― 菅野 隆義 2014 ¥2,750  ¥3,960  1024920712 

東日本大震災 ―シャドウ― 霜月 風雅 2014 ¥2,750  ¥3,960  1024920713 

東日本大震災 ―あなたに持っていて欲しい物― 相澤 陽子 2014 ¥2,750  ¥3,960  1024920714 

東日本大震災 ―生かされた命ありがとうお父さん― 阿部 恵久代 2014 ¥2,750  ¥3,960  1024920715 

東日本大震災日本語１０作品 

書名 著編者 発行年 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

■東日本大震災英訳8作品セット揃価格 ¥23,925  ¥47,850  1018229228 

地津震波 (zi tsu shin pa) ―the Great East Japan Earthquake a collection of tanka 
(Japanese poetry) and prose― 

佐藤 成晃 2014 ¥3,025  ¥6,050  1018229229 

The Great East Japan Earthquake ―unofficial history of Tohoku university library 
engineering library― 

日出 弘 2015 ¥3,025  ¥6,050  1018229230 

The Great East Japan Earthquake the diary of a disable ―survive to dream. realize 
the dream to survive perseverance will win in the end― 

後藤 新喜 2015 ¥3,300  ¥6,600  1018229231 

The Great East Japan Earthquake ―my grateful gift of you― 相澤 陽子 2015 ¥3,025  ¥6,050  1018229232 

The Great East Japan Earthquake 3.11 ―東日本大震災 3.11 : thanks for the support 
the United States and world,thank you for Operation Tomodachi― 

渋谷 知美 2015 ¥2,750  ¥5,500  1018229233 

The Great East Japan Earthquake “The life given to me again” ―thank you, dad, and 
to everybody in America, thank you for your support― 

阿部 恵久代 2015 ¥2,750  ¥5,500  1018229234 

The Great East Japan Earthquake alive 高橋 義光 2015 ¥3,025  ¥6,050  1018229235 

The Great East Japan Earthquake ―the rainbow beyond tears― 伊達 凛太郎 2015 ¥3,025  ¥6,050  1018229236 

東日本大震災英訳8作品 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

2011年3月に起きた東日本大震災は、巨大な地
震・津波と原子力発電所の事故との複合により、ま
さしく想定外の甚大な被害をもたらし、その衝撃は
世界を震撼させた。それは、わたしたちの思考や
行動、そして制度の前提を問い直させるものであり、
個人・組織・社会の全般にわたるあらたな研究と知
識の創造を求める出来事でもあった。早稲田大学
における復興支援のための様々な研究・支援プロ
ジェクトを通じて得た知見・思索・活動を親しみや
すいブックレット・シリーズとして刊行する。 

早稲田大学ブックレット＜「震災後」に考える＞ 
 第1巻-第37巻 

出版社：早稲田大学出版部 

No, 書名 著編者 発行年 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 災害時にこそ問われる学級経営力 岩手・三陸編  河村 茂雄 2011 ¥2,200  ¥3,300  1017138691 

2 災害に強い電力ネットワーク ―スマートグリッドの基礎知識― 横山 隆一 2011 ¥2,200  ¥3,300  1017138692 

3 東日本大震災とコンビニ ―便利さ(コンビニエンス)を問い直す― 川辺 信雄 2011 ¥2,200  ¥3,300  1017138693 

4 3.11津波で何が起きたか ―被害調査と減災戦略― 柴山 知也 2011 ¥2,200  ¥3,300  1017138694 

5 地方自治体は重い負担に耐えられるか ―「民」の力を結集する方法― 小林 麻理 2011 ¥2,200  ¥3,300  1017138695 

6 拡大する放射能汚染と法規制 ―穴だらけの制度の現状― 日置 雅晴 2011 ¥2,200  ¥3,300  1017138696 

7 
0泊3日の支援からの出発 
 ―早稲田大学ボランティアセンター・学生による復興支援活動― 

加藤 基樹 2011 ¥2,200  ¥3,300  1017138697 

8 復興政策をめぐる《正》と《善》 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 1― 鈴村 興太郎 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138698 

9 東日本大震災と憲法 ―この国への直言― 水島 朝穂 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138699 

10 学生のパワーを被災地へ! ―「早稲田型ボランティア」の舞台裏― 岩井 雪乃 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138700 

11 文化遺産の保全と復興の哲学 ―自然との創造的関係の再生― 中川 武 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138701 

12 被災地の子どもの心に寄り添う ―臨床心理学からのアドバイス― 本田 恵子 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138702 

13 三陸にジオパークを ―未来のいのちを守るために― 高木 秀雄 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138703 

14 大規模災害に強い自治体間連携 ―現場からの報告と提言― 稲継 裕昭 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138704 

15 「日常」の回復 ―江戸儒学の「仁」の思想に学ぶ― 土田 健次郎 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138705 

16 
《当事者》としていかに危機に向き合うか 
 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 2― 

河野 勝 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138706 

17 早く的確な救援のために ―初動体制ガイドラインの提案― 中村 民雄 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138707 

18 新聞は大震災を正しく伝えたか ―学生たちの紙面分析― 花田 達朗 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138708 

19 東日本大震災と環境汚染 ―アースドクターの診断― 香村 一夫 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138709 

20 ともに生きた伝えた ―地域紙『石巻かほく』の1年― 三陸河北新報社 2012 ¥2,799  ¥4,199  1017138710 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 

第1巻-第37巻セット揃価格 

同時1アクセス(本体)：¥79,200  同時3アクセス(本体)：¥118,800  商品コード：1018294891 
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震災後に考える 
 ―東日本大震災と向きあう92の分析と提言― 

著編者名 早稲田大学・震災復興研究論集編集委員会 

出版社 早稲田大学出版部 発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 同時3アクセス(本体) ¥21,780 

冊子版ISBN 9784657150035  商品コード 1017934840 

東日本大震災の被災状況、福島原発事故、避難者とその家族の直面する問題などを検討し、震災
復興のための制度デザインを論考。また、具体的な支援のあり方として、大学の専門知・専門力の
活かし方なども検証する。 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 

No, 書名 著編者 発行年 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

21 フクシマ原発の失敗 ―事故対応過程の検証とこれからの安全規制― 松岡 俊二 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138711 

22 災害に強い社会をつくるために ―科学者の役割・大学の使命― 鎌田 薫 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138712 

23 復興に女性たちの声を ―「3・11」とジェンダー― 村田 晶子 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138714 

24 あの日私たちは東北へ向かった ―国際協力NGOと3・11― 多賀 秀敏 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138715 

25 
ジャーナリズムの「いま」を問う 
 ―早稲田ジャーナリズム大賞パネルディスカッションより― 

早稲田大学広報室 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138716 

26 風化と闘う記者たち ―忘れない平成三陸大津波― 岩手日報社編集局 2012 ¥2,200  ¥3,300  1017138717 

27 原発政策を考える3つの視点 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 3― 齊藤 純一 2013 ¥2,200  ¥3,300  1017138718 

28 震災後に読む文学  堀内 正規 2013 ¥2,200  ¥3,300  1017138719 

29 津波被災地の500日 ―大槌・石巻・釜石にみる暮らし復興への困難な歩み― 浦野 正樹 2013 ¥2,200  ¥3,300  1017138720 

30 ふくしま・震災後の生活保障 ―大学生たちの目で見た現状― 菊池 馨実 2013 ¥2,200  ¥3,300  1017138721 

31 
ガジュマル的支援のすすめ 
 ―東日本大震災と人間科学 ; 1 一人ひとりのこころに寄り添う― 

辻内 琢也 2013 ¥2,200  ¥3,300  1017138722 

32 ともに創る!まちの新しい未来 ―気仙沼復興塾の挑戦― 早田 宰 2013 ¥2,200  ¥3,300  1017138723 

33 復興まちづくりに文化の風を ―日中共同ワークショップの試み― 中川 武 2013 ¥2,200  ¥3,300  1016411250 

34 原子力規制委員会の社会的評価 ―3つの基準と3つの要件― 松岡 俊二 2013 ¥2,799  ¥4,199  1016411251 

35 フクシマから日本の未来を創る ―復興のための新しい発想― 松岡 俊二 2013 ¥2,799  ¥4,199  1016411252 

36 大災害時に物流を守る ―燃料多様化による対応を― 
早稲田大学マーケティング・
コミュニケーション研究所 

2014 ¥2,799  ¥4,199  1016411253 

37 東京湾岸の地震防災対策 ―臨海コンビナートは大丈夫か― 濱田 政則 2014 ¥2,799  ¥4,199  1016411254 

早稲田大学ブックレット＜「震災後」に考える＞ 
 第1巻-第37巻 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

政治過程と政策 （第1巻） 辻中 豊 2016 9784492223567 ¥8,360  ¥18,810  1020797192 

震災後の自治体ガバナンス （第2巻） 小原 隆治 2015 9784492223574 ¥8,140  ¥18,315  1019486294 

福島原発事故と複合リスク・ガバナンス （第3巻） 城山 英明 2015 9784492223581 ¥8,800  ¥19,800  1019486295 

震災と経済 （/ 村松岐夫, 恒川惠市監修 第4巻） 齊藤 誠 2015 9784492223598 ¥7,700  ¥17,325  1018696104 

被害・費用の包括的把握 （第5巻） 植田 和弘 2016 9784492223604 ¥8,140  ¥18,315  1020224256 

復旧・復興へ向かう地域と学校 （第6巻） 青木 栄一 2015 9784492223611 ¥8,140  ¥18,315  1020224255 

大震災・原発危機下の国際関係 
 （/ 村松岐夫, 恒川惠市監修 第7巻） 

恒川 惠市 2015 9784492223628 ¥8,140  ¥18,315  1018696105 

震災から見える情報メディアとネットワーク 
 （/ 村松岐夫, 恒川惠市監修 第8巻） 

池田 謙一 2015 9784492223635 ¥7,700  ¥17,325  1018696106 

全8巻 揃価格 

同時1アクセス(本体)：¥65,120 同時3アクセス(本体)：¥146,520 商品コード：1020797191 

出版社：東洋経済新報社 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 

大震災に学ぶ社会科学 全8巻 

7 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

東日本大震災陸上自衛官としての138日間の記録 【スマホ・読上】 
（震災ドキュメント（NextPublishing）） （※） 

著編者名 西郷 欣哉 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784844397380  商品コード 1028546630 

自衛隊員の見た東日本大震災。 
 
 

（下記タイトルの【スマホ・読上】版になります。） 

東日本大震災陸上自衛官としての138日間の記録  
（震災ドキュメント（NextPublishing）） 

著編者名 西郷 欣哉 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784844397380  商品コード 1028546406 

自衛隊員の見た東日本大震災。 
 
 

 

福島に農林漁業をとり戻す 

著編者名 濱田 武士 

出版社 みすず書房 発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥10,499 同時3アクセス(本体) ¥15,749 

冊子版ISBN 9784622078883  商品コード 1017973032 

東日本大震災にともなう福島原発事故から2015年3月で5年目に入る。原子力災害に襲われた土地で、人間の生活をどのよう
に復興させるのか。漁業・農業・林業経済学の研究者が現実とかかわり、見出した道筋を示す。 

放射線被ばくへの不安を軽減するために 
 ―医療従事者のためのカウンセリングハンドブック : 3.11.南相馬における医療支援活動の記録― 

著編者名 千代 豪昭 

出版社 メディカルドゥ 発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥9,570 同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784944157693  商品コード 1016411973 

東日本大震災後、福島県南相馬市において、被ばく不安におびえる住民へのカウンセリングを行ってきた著者らが、その活動
を紹介し、カウンセリングの考え方と方法をまとめる。Q&A、参考資料なども収録。 

実証・仮設住宅 ―東日本大震災の現場から― 

著編者名 大水 敏弘 

出版社 学芸出版社 発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 同時3アクセス(本体) ¥12,375 

冊子版ISBN 9784761525569  商品コード 1015127024 

東日本大震災の被災地で仮設住宅建設の陣頭指揮をし、様々な問題に直面した著者が、当時の状況を振り返りながら、大規
模な災害時の仮設住宅建設をめぐる課題を洗い出し、仮設住宅建設のあり方を考察する。 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 
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「東日本大震災・原発事故」復興まちづくりに向けて 

著編者名 学芸出版社編集部 

出版社 学芸出版社 発行年 2011 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784761512897  商品コード 1015127023 

東日本大震災・原発事故からの復興に向けて、建築・都市計画・地域再生の専門家は何ができるのか。第一線の研究者、実践
者が復興支援への構えと基本的な視座を語る。 

東日本大震災と学校 ―その時どうしたか次にどう備えるか― 

著編者名 天笠 茂 

出版社 学事出版 発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥3,630 同時3アクセス(本体) ¥5,445 

冊子版ISBN 9784761919504  商品コード 1025600086 

未曾有の大被害を起こした東日本大震災のケース別の対応と課題をさぐるとともに、今後震災が予想される地域での防災のあ
り方を考察する。 

コミュニティメディアの新展開 ―東日本大震災で果たした役割をめぐって― 

著編者名 松本 恭幸 

出版社 学文社 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784762025853  商品コード 1022212588 

地域コミュニティに依拠した地域メディア、ネットでつながった機能型コミュニティに依拠した市民メディアの双方を合わせたコミュ
ニティメディアについて、「3.11」前後の状況を中心に整理。「3.11」以降、東北3県の被災地を中心とした地域メディア、及び被災
地の内外に被災地の情報を伝えた市民メディアについて、メディアのカテゴリーごとにそれぞれが担った役割を、具体的な事例
をもとに見ていく。 

3・11を総合人間学から考える （総合人間学 7） 

著編者名 総合人間学会 

出版社 学文社 発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥6,270 同時3アクセス(本体) ¥9,405 

冊子版ISBN 9784762023811  商品コード 1018696122 

「3・11」という大災害をどうとらえ、露呈したさまざまな深刻な問題をどのような観点から解決すべきか。責任、社会制度、科学・
技術、共生など各レベルで考察する。総合人間学会第7回大会の内容等をまとめ書籍化。 

自治体ICTネットワーキング ―3.11後の災害対応・情報発信・教育・地域活性化― 

著編者名 櫻井 美穂子 

出版社 慶應義塾大学出版会 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784766419955  商品コード 1018720214 

市区町村の情報通信技術(ICT)利活用の取り組みが横断的に連携する自治体ICTネットワーキングが広がっている。3.11を契
機に重要度を増した基礎自治体間の連携の現状をICTの観点から検証し今後のあり方を論じる。 

東日本大震災 特集 
－今 あの震災を振り返る－ 
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巨大津波は生態系をどう変えたか 
 ―生きものたちの東日本大震災―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1767） （※） 

著編者名 永幡 嘉之 

出版社 講談社 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062577670  商品コード 1027984123 

東日本大震災の巨大津波は動植物の生息地をも激変させた。復興の名のもと、急速に進む土木事業は、本当に東北の豊かな自然
を回復できるのか? 生きものたちの消息を追って東北全域を奔走した著者が、真の復興とは何かを問う。 

東日本大震災石巻災害医療の全記録 ―「最大被災地」を医療崩壊から救った医師

の7ヵ月―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1758） （※） 
著編者名 石井 正 

出版社 講談社 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥3,200 同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062577588  商品コード 1027984121 

東日本大震災で行政や医療機関の機能がマヒした石巻市。かつてない巨大災害に、空前の大組織「石巻圏合同救護チーム」を指揮
して立ち向かい、地域の医療崩壊を救った著者の思考と決断のすべてを紹介する。 

災害と住民保護 ―東日本大震災が残した課題 諸外国の災害対処・危機管理法制― 

著編者名 浜谷 英博 

出版社 三和書籍 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥9,625 同時3アクセス(本体) ￥14,432 

冊子版ISBN 9784862511300  発行年 1028515507 

本書は２部で構成されている。第Ⅰ部「日本の危機管理体制の課題」では、実態面と法制面からの徹底した現状分析と対処措置の是非が論じられ、わ
が国が抱える制度的課題が浮き彫りにされている。第Ⅱ部「諸外国の災害対処・危機管理法制とその最近の動向」では、各国の特徴を詳細に追いなが
ら論じられている。各章を担当する著者が、それぞれ専門とする諸外国の具体的制度を紹介しつつ、各国の理念と実践が示されている。 

「3・11」震災法務Q&A 

著編者名 東京弁護士会法友会東日本大震災復興支援特別委員会 

出版社 三和書籍 発行年 2011 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 同時3アクセス(本体) ￥9,900 

冊子版ISBN 9784862511027  商品コード 1029044884 

本書は、東日本大震災に関して考えられる法律問題についてＱ＆Ａ形式でまとめたものであり、法律相談を受ける弁護士、各種士業の方のみならず、
一般の方にも理解しやすいように、最初に端的な回答を示す体裁とし、また解説における言葉や表現もできるだけ分かり易いものを用いるように努めて
います。さらに、関係法令や通達などを掲載したCD─ROMを付けて、法律相談の回答の根拠も確認できるようにしました。 

巨大津波災害から学ぶ 

著編者名 赤塚 雄三 

出版社 鹿島出版会 発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 同時3アクセス(本体) ￥12,540 

冊子版ISBN 9784306094260  商品コード 1016218237 

行政実務から学界まで多様な知識と経験を有している著者が、東日本大震災の被災地沿岸域を縦走して書き下ろした労作。復興に
携わる内外の関係者のみならず、次の時代を担う若い世代の人々へ向けた、減災のための読本。 

復興の防災計画 ―巨大災害に向けて― 

著編者名 牧 紀男 

出版社 鹿島出版会 発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 同時3アクセス(本体) ￥15,840 

冊子版ISBN 9784306094284  商品コード 1016218234 

巨大地震・巨大津波に立ち向かうために必要となる防災計画とは何か。東日本大震災の経験を見直し、今後の災害復興に向けての
あり方を含め、新たな先進国型の復興モデルへと詳しく紐解く。防災意識を育む貴重な読本。 
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誰かのためにできること ―3・11生協の決断― 

著編者名 山本 明文 

出版社 商業界 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) (本体) ¥4,950 同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784785504212  商品コード 1013398498 

東日本大震災発生の後、全国の生協が被災地に対して行ってきた支援活動のドキュメンタリー。東北の生協の職員たちの拠り所と
なったものと決断、コープこうべの支援、全国の生協の災害支援活動の原点などに迫る。 

呼び覚まされる霊性の震災学 ―3.11生と死のはざまで― 

著編者名 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) 

出版社 新曜社 発行年 2016 

同時1アクセス ¥3,630 同時3アクセス(本体) ¥4,510 

冊子版ISBN 9784788514577  商品コード 1024989226 

タクシードライバーの幽霊体験、その真相とは？ わが子は記憶のなかで生きていると慰霊碑を抱きしめる遺族、672体もの遺体を土
中から掘り起こして改葬した葬儀社、津波のデッドラインを走る消防団員ほか、被災地の悲しみに満ちた別れのプロセス、生と死の
はざまで交差する目にみえない霊性の世界に迫る8編。止まることがない深い感動と共感をおこした研究書。 

ポピュリズムと「民意」の政治学 ―3・11以後の民主主義― 

著編者名 木下 ちがや 

出版社 大月書店 発行年 2017 

同時1アクセス(本体) ¥5,808 同時3アクセス(本体) ¥8,712 

冊子版ISBN 9784272211173  商品コード 1025356555 

左右を問わず、人々の怒りを汲み上げ「民意」を具現するポピュリズムが既成の政治体制を揺り動かしている。社会運動の現場で分析を重ねてきた「行動する政治
学者」による現代政治論集。推薦＝小熊英二さん：ポピュリズムの原義は、既存の諸勢力に代表されない「人民の力」である。バラバラの「世論」が集合的な「民意」
に転化する一瞬の可能性を現代に見出そうとする著者の同時代評は、かの『ブリュメール18日』を想起させる。 

3・11と心の災害 ―福島にみるストレス症候群― 

著編者名 蟻塚 亮二 

出版社 大月書店 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥4,356 同時3アクセス(本体) ¥6,534 

冊子版ISBN 9784272360871  商品コード 1022314341 

津波と原発事故で土地も地域も家族・友人もすべてを喪失し、精神的な外傷体験に見舞われた被災者たちの「心の傷」-。被災地に
広がる深刻なストレス・トラウマ反応の実相を、相馬の診療現場から伝える。 

東日本大震災と地域福祉 ―次代への継承を探る― 

著編者名 日本地域福祉学会東日本大震災復興支援・研究委員会 

出版社 中央法規出版 発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784805851951  商品コード 1022252397 

「東日本大震災」を地域福祉の視点から検証する実践的研究論文書。住民やボランティア実践をはじめ、地域福祉関係者、社会福
祉協議会、市町村等での支援活動の取り組みやそこでの困難や課題を明らかにし、今後予測される災害に対する地域福祉のあり方
を言及する。 

復興と尊厳 ―震災後を生きる南三陸町の軌跡― 

著編者名 内尾 太一 

出版社 東京大学出版会 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥6,270 同時3アクセス(本体) ¥15,675 

冊子版ISBN 9784130561174  商品コード 1029502743 

東日本大震災の被災地を5年の長期にわたり深層から捉えた、比類なき復興過程の記録。被災直後の生活再建にはじまり、防災庁
舎の保存問題や防潮堤の建設計画など町の将来像をめぐる住民の議論まで、変化する復興のステージを刻々と描くなかから「尊
厳」という新たな視座を浮かび上がらせる。 
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連帯経済とコミュニティ再生 （震災と市民 1） 

著編者名 似田貝 香門 

出版社 東京大学出版会 発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 同時3アクセス(本体) ¥12,012 

冊子版ISBN 9784130530224  商品コード 1029502757 

巨大災害の発生という緊急時、市民社会には寄付やボランティアなどの「連帯経済」が立ち現われ、人びとは共同性へとつきうごか
される。東日本大震災とその後の経験のなかから、現代日本社会における新たな自立と支援の姿、コミュニティの諸相を考察する。
【全2巻】 

日本の地震予知研究130年史 ―明治期から東日本大震災まで― 

著編者名 泊 次郎 

出版社 東京大学出版会 発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥20,900 同時3アクセス(本体) ¥31,350 

冊子版ISBN 9784130603133  商品コード 1018683848 

期待と失望の繰り返し-。地震予知ははたしてできるのか? 地震予知への願望、関東大震災と地震研究所、ブループリントと地震予
知計画の開始…。明治期から東日本大震災まで、地震学の発展と地震予知研究の変遷を克明に描く。 

メディアは大震災・原発事故をどう語ったか 
 ―報道・ネット・ドキュメンタリーを検証する― 

著編者名 遠藤 薫 

出版社 東京電機大学出版局 発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥6,393 同時3アクセス(本体) ¥9,589 

冊子版ISBN 9784501627508  商品コード 1011601214 

日本と世界で東日本大震災はどう伝えられたのか。災害時の情報はどうあるべきか、また、浮き彫りになった課題と可能性とは。「報
道」がもたらす社会への影響と今後のあり方を、膨大な録画データにもとづき徹底検証する。 

避難弱者 ―あの日、福島原発間近の老人ホームで何が起きたのか? : 2011.3.11― 

著編者名 相川 祐里奈 

出版社 東洋経済新報社 発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784492223314  商品コード 1018696078 

福島原発事故による高齢者福祉施設の避難の記録。福島県内の20施設の取材を通し、6施設の避難過程を克明に描くほか、高線
量地域に「残る」決断をした特別養護老人ホームの取り組み、介護士たちの奮闘と葛藤などを紹介する。 

原子力発電企業と事業経営 ―東日本大震災と福島原発事故から学ぶ― 

著編者名 小笠原 英司 

出版社 文眞堂 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784830949050  商品コード 1025513822 

原発が存在することの重大性を、どのように受け止めるべきか。福島原発事故を「マネジメントの失敗」と捉えるならば、経営学は「原
発問題」の検証に積極的な役割を果たす責任がある。本書は「専門家と生活者の新たな協働」という視点に立ち、経営哲学、電力産
業論、組織論、情報論、財務論、会計学の立場から多角的に接近を試みた共同研究である。 

セキュリティ経営 ―ポスト3.11の復元力 (レジリエンス)― 

著編者名 林 紘一郎 

出版社 勁草書房 発行年 2011 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326550685  商品コード 1018831452 

3.11を経て、情報のセキュリティから経営のセキュリティへ。法学・経済学・経営学・情報学・工学の視点から経営者・管理者でもあっ
た著者らが世に問うセキュリティの新機軸。 
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