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 1 教育復興支援センター300||DVD||33812100907KHB東日本放送3.11 : 東日本大震災 : 激震と大津波の全記録 KHB東日本放送

 2 貸出可教育復興支援センター408||イ||1-185121009082011.10岩波書店日本列島の巨大地震 (岩波科学ライブラリー:185
)

尾池和夫著

 3 貸出可教育復興支援センター392.1||ア||3121009092012.4並木書房東日本大震災と自衛隊 : 自衛隊は、なぜ頑張れ
たか?

荒木肇編著

 4 貸出可教育復興支援センター304||ア||15121009102011.12扶桑社ぼくらの祖国 青山繁晴著

 5 貸出可教育復興支援センター392.1||タ||8121009112012.5ポプラ社ドキュメント自衛隊と東日本大震災 瀧野隆浩著

 6 貸出可教育復興支援センター370.4||ニ||16121009122012.2かもがわ出版東日本大震災と学校教育 : 震災は学校をどのよ
うに変えるのか

日本学校教育学会

 7 貸出可教育復興支援センター370.4||コ||24121009132007.4明治図書出版現場からの教育改革21の提言 小林芳春編

 8 貸出可教育復興支援センター453.21||ニ||1121009142012.4近代消防社東日本大震災 : 日本を襲う地震と津波の真相 (
近代消防ブックレット:no. 23)

饒村曜著

 9 貸出可教育復興支援センター336||ト||6121009152012.5税務経理協会危機管理・事業継続ガイド : 東日本大震災の命
の教訓と復興への対応

戸村智憲著

 10 貸出可教育復興支援センター462.12||ナ||1121009162012.4講談社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 (ブルーバックス:B-1767)

永幡嘉之著

 11 貸出可教育復興支援センター369.3||カ||8121009172012.3集英社人が死なない防災 (集英社新書:0633B) 片田敏孝著

 12 貸出可教育復興支援センター369.3||ホ||1-2121009182009.3東信堂防災の心理学 : ほんとうの安心とは何か (シ
リーズ・防災を考える:2)

仁平義明編

 13 貸出可教育復興支援センター369.3||ホ||1-6121009192011.3東信堂防災教育の展開 (シリーズ・防災を考える:6) 今村文彦編

 14 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||15121009202011.8万来舎東日本大震災からの復興覚書 伊藤滋, 三舩康道

 15 貸出可教育復興支援センター372.1||サ||17121009212012.3桐書房東日本大震災と子ども・教育 : 震災は私たちに
何を教えるか (シリーズ現代と教育)

坂元忠芳編

 16 貸出可教育復興支援センター369.3||カ||6121009222011.8学陽書房図解よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ 
第1次改訂版

鍵屋一著

 17 貸出可教育復興支援センター369.31||コ||6121009232012.7ぎょうせい東日本大震災津波 : 岩手県防災危機管理監の150
日

越野修三著

 18 貸出可教育復興支援センター369.31||フ||7121009242012.4北樹出版大震災とメディア : 東日本大震災の教訓 福田充編著
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 19 貸出可教育復興支援センター374.92||ス||1121009252003.9教育同人社地域と学校をつなぐ防災教育 : 災害に強いまち
づくりを提案します! (意志ある学び : 未来教育
) (「未来教育」実践モデル. ポートフォリオで
プロジェクト学習!:地域)

鈴木敏恵著

 20 貸出可教育復興支援センター369.31||J||1121009262012.3ジャパンタイThe Japan Times special report 3.11 one year 
on : a chronicle of Japan's road to recovery

ジャパンタイムズ

 21 貸出可教育復興支援センター686.21||モ||1121009272012.4イカロス出版走り出せ!東北の鉄道 : 東日本大震災からの復活 
(イカロスMOOK)

森田政幸, 山本和

 22 貸出可教育復興支援センター369.31||ニ||3121009282012.4近代消防社消防団の闘い : 3.11東日本大震災 日本消防協会編

 23 教育復興支援センター300||DVD||296121009292011 ,ＴＢＣ東北放東日本大震災の記録 : 3.11宮城 東北放送震災復興

 24 貸出可教育復興支援センター518.52||ハ||1121009302012.5ぎょうせい災害廃棄物分別・処理実務マニュアル : 東日本
大震災を踏まえて

廃棄物資源循環学

 25 貸出可教育復興支援センター369.4||ナ||8121009312012.3かもがわ出版大震災と子どもの貧困白書 「なくそう!子ども

 26 貸出可教育復興支援センター369.31||ワ||1-19121009672012.6早稲田大学出東日本大震災と環境汚染 : アースドクターの診
断 (早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考
える:019)

香村一夫, 名古屋

 27 貸出可教育復興支援センター369.31||ク||3121009682012.4学事出版子どもたちの3.11 : 東日本大震災を忘れない Create Media編

 28 貸出可教育復興支援センター369.31||マ||11121009692012.3青志社まげねっちゃ : つなみの被災地宮城県女川町の
子どもたちが見つめたふるさとの1年 : 永久保存
版

まげねっちゃプロ

 29 貸出可教育復興支援センター374.3||ク||8121009702001.2青山社被災地における教師のストレス 倉戸ヨシヤ

 30 貸出可教育復興支援センター379.04||イ||1121009712012.4国土社東日本大震災と社会教育 : 3・11後の世界にむき
あう学習を拓く

石井山竜平編著

 31 貸出可教育復興支援センター369.31||ミ||9121009722012.5生活思想社女たちが動く : 東日本大震災と男女共同参画視
点の支援 : from Miyagi

みやぎの女性支援

 32 貸出可教育復興支援センター369.31||タ||5121009732012.4商業界暮らしは私たちが守る : 3.11東日本大震災 : 生
活者のライフラインを死守した商人たちの記録

田口香世著

 33 貸出可教育復興支援センター510.9||ニ||1121009742012.5日刊建設通信東日本大震災復興への道標12カ月の記録 日刊建設通信新聞

 34 貸出可教育復興支援センター369.31||シ||12121009752011.6日本専門図書写真集日本の自然災害 : 東日本大震災襲来 : 津
波による原発事故も収録

篠木毅監修
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 35 貸出可教育復興支援センター374.92||ヤ||3121011322007.3学文社教師のための防災教育ハンドブック 山田兼尚編

 36 貸出可教育復興支援センター374.92||ヤ||2121011332007.5晃洋書房夢みる防災教育 矢守克也, 諏訪清

 37 貸出可教育復興支援センター369.31||コ||10121023272012.10悠光堂過去、現在から未来へ (震災からの教育復興) 国立教育政策研究

 38 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||20121023772013.1刀水書房歴史としての東日本大震災 : 口碑伝承をおそろ
かにするなかれ

岩本由輝編/岩本由
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 39 貸出可教育復興支援センター147||エ||4111033282009.8講談社トラウマ : あなたが生まれてきた理由 江原啓之著

 40 貸出可教育復興支援センター146.8||モ||6111033292008.12講談社ツボ打ちTFT療法 : 漢方と科学を融合して心身を
リセット (講談社+α新書:432-1B)

森川綾女[著]

 41 貸出可教育復興支援センター146.8||コ||14111033302001.9日本放送出版トラウマの心理学 : 心の傷と向きあう方法 (NHK
ライブラリー:139)

小西聖子著

 42 貸出可教育復興支援センター146.1||キ||3111033312010.4日本放送出版アドラー人生を生き抜く心理学 (NHKブックス:
1155)

岸見一郎著

 43 貸出可教育復興支援センター146.8||ネ||1111033322011.4文芸社トラウマに挑戦 : 心療内科医の人生を振り返っ
て

根岸鋼著

 44 貸出可教育復興支援センター146.1||ス||3111033332007.1幻冬舎知識ゼロからの精神分析入門 鈴木晶監修

 45 貸出可教育復興支援センター146||コ||4-5111033342005.2人文書院埋葬と亡霊 : トラウマ概念の再吟味 (心の危機
と臨床の知:5)

森茂起編

 46 貸出可教育復興支援センター141.34||ロ||1111033352000.6誠信書房抑圧された記憶の神話 : 偽りの性的虐待の記憶
をめぐって

E.F.ロフタス, K.

 47 貸出可教育復興支援センター146.8||ハ||12111033362002.9創元社うつと不安の認知療法練習帳ガイドブック クリスティーン・

 48 貸出可教育復興支援センター146.8||ロ||9111033372009.12創元社多彩なアプローチの統合による実践事例 (PTSDと
トラウマの心理療法:ケースブック)

バベット・ロスチ

 49 貸出可教育復興支援センター146.1||ナ||2111033382005.9筑摩書房こころの底に見えたもの (ちくまプリマー新書:
019)

なだいなだ著

 50 貸出可教育復興支援センター369.3||ニ||111103339 , 2010.3-日経サイエンこころと脳のサイエンス 03号 (別冊日経サイエ
ンス:170, 173, 178, 181)

日経サイエンス編

 51 貸出可教育復興支援センター146.8||コ||15111033402006.7白水社犯罪被害者の心の傷 増補新版 小西聖子著

 52 貸出可教育復興支援センター146.03||ウ||1111033412004.4培風館心理臨床大事典 改訂版 氏原寛 [ほか] 共

 53 貸出可教育復興支援センター146.1||シ||5111033422006.6みすず書房トラウマの声を聞く : 共同体の記憶と歴史の未
来

下河辺美知子 [著

 54 貸出可教育復興支援センター146.1||ヤ||3111033432003.8亜紀書房危ない精神分析 : マインドハッカーたちの詐術 矢幡洋著

 55 貸出可教育復興支援センター146.1||ス||4111033442009.11岩崎学術出版トラウマの精神分析 : 自伝的・哲学的省察 ロバート・D・スト
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 56 貸出可教育復興支援センター146.1||カ||5111033452011.3岩崎学術出版トラウマを理解する : 対象関係論に基づく臨床
アプローチ

キャロライン・ガ

 57 貸出可教育復興支援センター140||シ||12111033462007.8アスペクト面白いほどよくわかる!心理学 : 恋愛、ビジネス
、心の病まで、すぐに役立つ大人の教科書

渋谷昌三著

 58 貸出可教育復興支援センター141.8||ウ||1111033472003.2風間書房個人的リスク志向・回避行動の個人差を規定する
要因の分析

上市秀雄著

 59 貸出可教育復興支援センター146.8||ヘ||5111033482000.9北大路書房オープニングアップ : 秘密の告白と心身の健康 J.W.ペネベーカー

 60 貸出可教育復興支援センター141.6||ハ||3111033492003.9北大路書房喪失体験とトラウマ : 喪失心理学入門 J.H.ハーヴェイ著

 61 貸出可教育復興支援センター146.8||レ||1111033502004.9北大路書房筆記療法 : トラウマやストレスの筆記による心
身健康の増進

S.J.レポーレ, J.

 62 貸出可教育復興支援センター146.8||ハ||13111033512005.3晃洋書房生きなおしたいあなたに : あなたにかけられた
魔法を解き自分と未来を変える方法

橋本法明著

 63 貸出可教育復興支援センター146.8||ハ||14111033522003.9金剛出版心的外傷の危機介入 : 短期療法による実践 H・J・パラド, L・

 64 貸出可教育復興支援センター146||ウ||2111033532006.3金剛出版現代社会と臨床心理学 氏原寛, 西川隆蔵

 65 貸出可教育復興支援センター146.8||ス||9111033542009.9金剛出版トラウマとPTSDの心理援助 : 心の傷に寄りそっ
て

杉村省吾 [ほか] 

 66 貸出可教育復興支援センター146.8||ラ||1111033552008.9金剛出版犯罪・災害被害遺族への心理的援助 : 暴力死に
ついての修復的語り直し

E.K.ライナソン著

 67 貸出可教育復興支援センター146.8||フ||15111033562009.1金剛出版子ども用トラウマ症状チェックリスト(TSCC)専門
家のためのマニュアル

ジョン・ブリア著

 68 貸出可教育復興支援センター146.8||ニ||6111033572009.11金剛出版日本版TSCC(子ども用トラウマ症状チェックリス
ト)の手引き : その基礎と臨床

西澤哲, 山本知加

 69 貸出可教育復興支援センター146.8||シ||14111033582010.3金剛出版ナラティヴ・エクスポージャー・セラピー : 人
生史を語るトラウマ治療

マギー・シャウア

 70 貸出可教育復興支援センター146.8||オ||1211103359 , 2003.7とびら社/新曜ぼくはセラピードッグ : 笑顔の輪をひろげる犬
たち

大山ひとみ著

 71 貸出可教育復興支援センター146.1||カ||6111033602005.9新曜社トラウマの内なる世界 : セルフケア防衛のはた
らきと臨床

D.カルシェッド著

 72 貸出可教育復興支援センター146.8||シ||15111033612003.1青土社魂の殺害 : 虐待された子どもの心理学 レオナード・シェ
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 73 貸出可教育復興支援センター146.8||モ||7111033622002.3築地書館癒しのエンパワメント : 性虐待からの回復ガイ
ド

森田ゆり著

 74 貸出可教育復興支援センター369.31||ホ||211103363 , 2011.9産經新聞出版3・11後に心のフタが壊れてしまった人たち : 「
疑似被災」という病

堀之内高久著

 75 貸出可教育復興支援センター146.8||イ||17111033642003.5文芸社トラウマにさよならする時 池田登著

 76 貸出可教育復興支援センター146.8||シ||16111033652006.2二瓶社トラウマからの解放 : EMDR フランシーン・シ

 77 貸出可教育復興支援センター146.8||タ||12111033662006.2BABジャパン出心にタッピングEFTエネルギー療法 : 思いやりの
言葉やさしい指から愛を感じる

ブレンダ・E・ダラ

 78 貸出可教育復興支援センター146.8||リ||4111033672008.2雲母書房心と身体をつなぐトラウマ・セラピー ピーター・リヴァ

 79 貸出可教育復興支援センター146.8||リ||5111033682010.12雲母書房子どものトラウマ・セラピー : 自信・喜び・回
復力を育むためのガイドブック

ピーター・リヴァ

 80 貸出可教育復興支援センター140.21||オ||1111033692000.12京都大学学術実験心理学の誕生と展開 : 実験機器と史料から
たどる日本心理学史

苧阪直行編著

 81 貸出可教育復興支援センター147.3||サ||1111033702011.5ハート出版東日本大震災とアセンション : 地球の高次意識
からのメッセージ

坂本政道著

 82 貸出可教育復興支援センター146.8||ム||7111033712004.10北樹出版ストレスとトラウマからの回復 : 精神保健の新
しい展開

村尾泰弘, 高田知

 83 貸出可教育復興支援センター146.8||ス||11111033722004.8メタモル出版心と体が軽くなるトラウマセラピー : 自分を変
えたいと悩んでいるあなたへ

鈴木健治著

 84 貸出可教育復興支援センター147.3||ワ||1111033732008.11ナチュラルス現代社会のスピリチュアルな真相 (マシューブッ
ク:特別篇)

スザンヌ・ワード

 85 貸出可教育復興支援センター146.8||コ||1611103374 , 2010.7ルネッサンス心の法則 : 不登校・引きこもり・トラウマ・発
達障害…あらゆる心の病を救う

近藤純一郎著

 86 貸出可教育復興支援センター146.8||ニ||7111033752010.6遠見書房危機への心理支援学 : 91のキーワードでわかる
緊急事態における心理社会的アプローチ

日本心理臨床学会

 87 貸出可教育復興支援センター146.8||シ||17111033762008.7筑波出版会女性心理コンサルタント入門 : 相談・養成 篠木満著

 88 貸出可教育復興支援センター146.8||ヘ||6-8111033772008.3IFF出版部ヘルトラウマと愛着関係 (ヘルスワーク協会西尾和美
講演会記録:8)

西尾和美〔述〕

 89 貸出可教育復興支援センター369.31||モ||2111033782011.11朝日新聞出版あの人にあの歌を : 三陸大津波物語 森哲志著
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 90 貸出可教育復興支援センター369.31||ト||2111033792012.1集英社笑う、避難所 : 石巻・明友館136人の記録 (集英
社新書. ノンフィクション:0626N)

頓所直人著/名越啓

 91 貸出可教育復興支援センター369.31||コ||3111033802011.11小学館天皇皇后両陛下被災地の人々との心の対話 : 東
日本大震災185日希望の記録 (小学館アーカイヴ
ス)

『皇室の20世紀』

 92 貸出可教育復興支援センター369.31||シ||5111033812011.8小学館ともしび : 被災者から見た被災地の記録 シュープレス編・

 93 貸出可教育復興支援センター369.31||ヨ||4111033822011.11中央公論新社記者は何を見たのか : 3・11東日本大震災 読売新聞社著

 94 貸出可教育復興支援センター369.31||エ||2111033832011.8NHK出版明日へ : 東日本大震災命の記録 NHK東日本大震災プ

 95 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||4111033842011.10文藝春秋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

 96 貸出可教育復興支援センター748||ナ||5111033852011.10河出書房新社風景の島JAPAN1971-2011 中田聡一郎著

 97 貸出可教育復興支援センター369.31||マ||8111033862011.10光文社負げねっすよ、釜石 : 鉄と魚とラグビーの街の
復興ドキュメント

松瀬学著

 98 貸出可教育復興支援センター916||ア||611103387 , 2011.10創栄出版/星雲あの日のわたし : 東日本大震災99人の声 あの日のわたし編

 99 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||811103388 , 2011.10アール企画/星東日本大震災救援対策本部ニュース 第1集 生きぬくために闘

 100 貸出可教育復興支援センター369.31||サ||1011103389 , 2011.9ADK南三陸町復南三陸から [Vol.1] : 2011.3.11～2011.9.11 佐藤信一写真

 101 貸出可教育復興支援センター369.31||ミ||4111033902011.8KKベストセラ再起 宮嶋茂樹著

 102 貸出可教育復興支援センター369.31||タ||3111033912011.6ポプラ社「あの日」のこと : 東日本大震災2011・3・11 高橋邦典写真文

 103 貸出可教育復興支援センター369.31||ツ||1111033922011.10毎日新聞社明治二十九年の大津波 : 復刻『文芸倶楽部』臨
時増刊「海嘯義捐小説」号

坪内祐三編

 104 貸出可教育復興支援センター369.31||マ||3111033932011.7毎日新聞社写真記録東日本大震災 : 3・11から100日 毎日新聞社著

 105 貸出可教育復興支援センター369.31||シ||211103394 , 2011.7新聞制作セン自衛隊 : もう一つの最前線 : 3・11東日本大震
災ドキュメント (毎日ムック)

 106 貸出可教育復興支援センター210.69||カ||1111033952011.9吉川弘文館写真集大正の記憶 : 学習院大学所蔵写真 学習院大学史料館

 107 貸出可教育復興支援センター369.31||ヨ||2111033962011.5読売新聞東京東日本大震災 : 読売新聞報道写真集
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 108 貸出可教育復興支援センター369.31||エ||3-1111033972011.7エクスナレッ3.11大震災 : 写真に残された記憶と祈り [本編] 
(エクスナレッジムック:第11巻第1号(通巻38号). 
X-Knowledge Home:特別編集 no.15)

 109 貸出可教育復興支援センター369.31||エ||3-2111033982011.7エクスナレッ3.11大震災 : 写真に残された記憶と祈り 特別付
録 (エクスナレッジムック:第11巻第1号(通巻38
号). X-Knowledge Home:特別編集 no.15)

 110 貸出可教育復興支援センター498.89||オ||111103399 , 2011.12時事通信出版南相馬10日間の救命医療 : 津波・原発災害と闘
った医師の記録

太田圭祐著

 111 貸出可教育復興支援センター392.1||サ||211103400 , 2011.9産経新聞出版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

 112 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||811103401 , 2011.11産経新聞出版僕はしゃべるためにここへ来た 笠井信輔著

 113 貸出可教育復興支援センター369.31||シ||611103402 , 2011.11日経BP社/日経Atokata photographs by K

 114 貸出可教育復興支援センター291.2||マ||1111034032011.9マガジンハウ復活への記憶 : 東北ふるさとのアルバム マガジンハウス編

 115 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||9111034042011.7茨城新聞社東日本大震災茨城全記録 : 特別報道写真集

 116 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||211103405 , 2011.4河北新報社/河巨大津波が襲った : 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

 117 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||311103406 , 2011.8河北新報社/河東日本大震災全記録 : 被災地からの報告

 118 貸出可教育復興支援センター911.46||セ||1111034072011.11河北新報出版大震災を詠む川柳 : 101人それぞれの3・11 (河
北選書)

川柳宮城野社編

 119 貸出可教育復興支援センター498.89||カ||1111034082011.12河北新報出版寄り添い支える : 公立志津川病院若き内科医の3
・11 (河北選書)

菅野武著

 120 貸出可教育復興支援センター369.31||ス||3111034092012.2河北新報出版ラジオがつないだ命 : FM石巻と東日本大震災 (
河北選書)

鈴木孝也著

 121 貸出可教育復興支援センター916||タ||11111034102011.9繊研新聞社3・11備忘録 : アップルハウスの震災記 たかはたけいこ著

 122 貸出可教育復興支援センター369.31||タ||4111034112011.6医薬経済社「脇役」たちがつないだ震災医療 : ドキュメン
ト・東日本大震災

辰濃哲郎, 医薬経

 123 貸出可教育復興支援センター543.5||フ||3111034122011.6福井新聞社いま原発で何が起きているのか : 原発震災の100
日 : 特別報道写真・解説集

 124 貸出可教育復興支援センター686.7||ハ||1111034132011.10朝日新聞出版震災と鉄道 (朝日新書:321) 原武史著
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 125 貸出可教育復興支援センター369.31||シ||7111034142011.9朝日新聞出版東日本大震災--写真家17人の視点 篠山紀信 [ほか撮

 126 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||1011103415 , 2011.7角川マガジン6枚の壁新聞 : 石巻日日新聞・東日本大震災後7
日間の記録 (角川SSC新書:130)

石巻日日新聞社編

 127 貸出可教育復興支援センター392.1||サ||311103416 , 2011.8学研パブリッ最新自衛隊パーフェクトガイド (歴史群像シリー
ズ)

 128 貸出可教育復興支援センター498||イ||14111034172011.7講談社救命救急フライトドクター 岩貞るみこ著

 129 貸出可教育復興支援センター369.31||コ||2111034182011.4徳間書店この言葉を忘れない : 3.11語りつぎたい勇気と
感動のつぶやき

『この言葉を忘れ

 130 貸出可教育復興支援センター369.31||ア||7111034192011.9潮出版社ルポ原発難民 粟野仁雄著

 131 貸出可教育復興支援センター111.6||ユ||3-16111034202011.10大月書店市場原理の呪縛を解く (唯物論研究年誌:第16号) 唯物論研究協会編

 132 貸出可教育復興支援センター517.04||タ||1111034212011.11鹿島出版会川から見た国土論 高橋裕著

 133 貸出可教育復興支援センター369.31||オ||3111034222011.6学陽書房震災の法律相談 小倉秀夫 [ほか] 

 134 貸出可教育復興支援センター374.92||フ||2111034232011.12協同出版持続可能な社会をつくる防災教育 藤岡達也編著

 135 貸出可教育復興支援センター317.95||ケ||1111034242011.10勁草書房なぜ政府は動けないのか : アメリカの失敗と次
世代型政府の構想

ドナルド・ケトル

 136 貸出可教育復興支援センター913.6||ツ||23111034252011.7廣済堂あかつ東海・東南海・南海三連動大地震 (Kosaido blue 
books)

柘植久慶著

 137 貸出可教育復興支援センター336.98||セ||1-23111034262003.6-清文社税務・労務ハンドブック 平成23年版 井村登 [ほか] 著

 138 貸出可教育復興支援センター345.1||オ||3111034272011.7清文社東日本大震災をめぐる税制特例 : 平成23年4月制
定 : 法人税・所得税・相続税・贈与税・消費税
他各税の特例制度を解説

奥村眞吾著

 139 貸出可教育復興支援センター291.65||ア||1-53111034282011.9青垣出版被災文化財を救う : 東日本大震災を乗り越える
ために : 特集 (あかい奈良 : もうひとつのなら
が、見えてくる。:vol.53(2011年秋))

青木奈緒インタビ

 140 貸出可教育復興支援センター342.1||ニ||2-23111034291955-東洋経済新報図説日本の財政 平成23年度版 山口公生編

 141 貸出可教育復興支援センター335.35||チ||3-2011111034302011.8同友館震災からの復興と成長制約の克服 (中小企業白書
:2011年版)

中小企業庁編
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 142 貸出可教育復興支援センター345.3||ニ||1-23111034311955-中央経済社所得税法規集 平成23年9月1日現在 日本税理士会連合

 143 貸出可教育復興支援センター369.3||ニ||611103432 , 2011.11日本経済新聞自治体の防災力 日本経済新聞社産

 144 貸出可教育復興支援センター392.1||ア||2111034332011.5日本文芸社図解こんなに凄かった自衛隊 : 東日本大震災で
わかった実力

芦川淳著

 145 貸出可教育復興支援センター392.1||ウ||2111034342011.7原書房自衛隊の仕事 : 全ガイド : 隊員たちの24時間 (
Welfare Magazine:総集編2008-2011)

Welfare Magazine

 146 貸出可教育復興支援センター291.2||ト||5111034352011.8PHP研究所東北力 : 絶対に復活するこれだけの強さ 東北をこよなく愛

 147 貸出可教育復興支援センター369.4||コ||15-3111034362010.5-福村出版子育て支援と心理臨床 vol.3 『子育て支援と心

 148 貸出可教育復興支援センター392.1||イ||2111034372011.5双葉社誰も知らない自衛隊の真実 井上和彦著

 149 貸出可教育復興支援センター519.9||キ||2111034382011.12丸善出版自然災害と防災の事典 寶馨, 戸田圭一, 

 150 貸出可教育復興支援センター335.8||タ||3111034392011.8明石書店市民社会政策論 : 3・11後の政府・NPO・ボラン
ティアを考えるために

田中弥生著

 151 貸出可教育復興支援センター326.41||ネ||2111034402011.10インパクト出震災と死刑 : 生命を見つめなおす (年報・死刑
廃止:2011)

年報・死刑廃止編

 152 貸出可教育復興支援センター518.8||キ||2-32111034412011.9学芸出版社特集東日本大震災復興まちづくりシナリオの提案 
(季刊まちづくり:32)

 153 貸出可教育復興支援センター498.59||イ||1111034422011.11建帛社災害時の栄養・食糧問題 板倉弘重, 渡邊昌

 154 貸出可教育復興支援センター334.6||ハ||1111034432011.10古今書院災害軽減と土地利用 春山成子編著

 155 貸出可教育復興支援センター361.45||イ||11111034442011.12技術評論社有事対応コミュニケーション力 (Art of living
生きる技術!叢書)

岩田健太郎 [ほか

 156 貸出可教育復興支援センター336.98||キ||1111034452011.7ゴマブックス最新災害時の税務対策マニュアル : 東日本大震
災対策!

木村信夫, 藤田裕

 157 貸出可教育復興支援センター369.3||ヤ||2111034462011.7ナカニシヤ出「生活防災」のすすめ : 東日本大震災と日本社
会 増補版

矢守克也著

 158 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||5111034472011.10本の泉社大震災と日本の社会保障 : 被災地から労働・生
活・地域の再建を考える (労働総研ブックレット
:No.2)

日野秀逸著
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 159 貸出可教育復興支援センター336.98||ス||1111034482011.6商事法務Q&A東日本大震災と税務対応 杉本茂編著/さくら

 160 貸出可教育復興支援センター332.1||オ||10111034492011.7宝島社震災後の日本経済がわかる本 オフィス三銃士 [

 161 貸出可教育復興支援センター366.14||ロ||12-2111034502011.11信山社出版労使関係法/雇用関係法 (労働法講義:下) 渡辺章著

 162 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||6111034512011.8ホビージャパ東日本大震災自衛隊・アメリカ軍全記録 : 独占
取材トモダチ作戦密着ルポ (ホビージャパンmook
:406)

 163 貸出可教育復興支援センター392.1||ヒ||2111034522011.8ホビージャパマンガでわかる日本の軍事問題トモダチ作戦! : 
東日本大震災自衛隊・アメリカ軍作戦分析

ヒライユキオイラ

 164 貸出可教育復興支援センター709||コ||5111034532011.11中央公論美術文化財の保存環境 国立文化財機構東

 165 貸出可教育復興支援センター317.79||ト||1111034542011.12東京連合防火災害時の情報活動マニュアル : 消防職員のため
の情報管理 3訂版

東京消防庁監修

 166 貸出可教育復興支援センター686.7||オ||1111034552011.10日本経済評論関東大震災・国有鉄道震災日誌 鉄道省編

 167 貸出可教育復興支援センター498.89||ニ||1111034562011.6日経BP社そのとき薬剤師は医療チームの要になった : ド
キュメント東日本大震災 (日経DIブックス:1)

日経ドラッグイン

 168 貸出可教育復興支援センター336||ニ||111103457 , 2011.7日経BP社/日経ITで実現する震災・省電力BCP完全ガイド : シス
テム視点で事業継続計画を見直す (日経BPムック
)

 169 貸出可教育復興支援センター678.2||シ||1-2011111034582011.9ジェトロ国際ビジネスを復興の力に (ジェトロ世界貿易投
資報告:2011年版)

ジェトロ編

 170 貸出可教育復興支援センター392.1||タ||7111034592011.10マガジンハウ45分でわかる!自衛隊の基礎知識と災害派遣。 : 
この一冊で自衛隊の基本の基がわかります。 (
Magazine House 45 minutes series:#19)

高木泉著

 171 貸出可教育復興支援センター366.14||ロ||13-2011111034602004.6-旬報社労働六法 2011 石田眞 [ほか] 編

 172 貸出可教育復興支援センター392.1||サ||1111034612011.6ワニブックスありがとう自衛隊 : ヒゲの隊長が綴る日本再興
奮闘記 (ワニブックス「Plus」新書:057)

佐藤正久著

 173 貸出可教育復興支援センター518.2||ケ||1111034622011.7環境新聞社地震と下水道 月刊下水道編集部

 174 貸出可教育復興支援センター369.31||フ||511103463 , 2011.9国民みらい出復興の祈り 復興の祈り編集部

 175 貸出可教育復興支援センター519||カ||30-3111034642011.9南方新社特集徳之島 (鹿児島環境学:3) 鹿児島大学鹿児島
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 176 貸出可教育復興支援センター366.99||ロ||2-23111034652011.10労働調査会災害統計年報 : あらゆる災害動向がわかる 平成
23年版

労働調査会出版局

 177 貸出可教育復興支援センター392.1||シ||1111034662011.5イカロス出版自衛隊災害派遣装備パーフェクトガイド : 災害
派遣に挑む自衛隊装備品を徹底大研究!! (イカロ
スMOOK. J Ground (グランド) 特選ムック)

 178 貸出可教育復興支援センター537.69||ニ||1-2012111034672004-イカロス出版日本の消防車 2012 (イカロスMOOK) Jレスキュー編集部

 179 貸出可教育復興支援センター369.31||ス||4111034682011.9つり人社東日本大震災を生き抜く : 岩手県釜石発/被災者
の日記

鈴子陽一著

 180 貸出可教育復興支援センター372.1||キ||18-2111034692009.7-教育開発研究教育の最新事情がよくわかる本 : これだけは知
っておきたい教員としての最新知識! 2 (教職研
修総合特集)

教育開発研究所編

 181 貸出可教育復興支援センター374||ヒ||3111034702011.12教育開発研究「管理職演習」学校防災・危機管理の最新法律問
題 : 東日本大震災後の学校防災と学校の危機管
理諸問題への対応 (教職研修総合特集. ザ★特集
:No.37)

菱村幸彦編集

 182 貸出可教育復興支援センター318.42||カ||1111034712011.8公人の友社変えよう地方議会 : 3.11後の自治に向けて 河北新報社編集局

 183 貸出可教育復興支援センター369.31||キ||511103472 , 2011.9岐阜新聞社/岐東日本大震災ぎふ支援の記録 岐阜新聞社報道本

 184 貸出可教育復興支援センター314||ニ||1-129111034731991-日本政経新聞国会便覧 平成23年8月新版 129版

 185 貸出可教育復興支援センター366.18||ヤ||1111034742011.11判例タイムズ労働事件審理ノート 第3版 山口幸雄, 三代川

 186 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||10111034752011.7藤原書店「東北」共同体からの再生 : 東日本大震災と日
本の未来

川勝平太, 東郷和

 187 貸出可教育復興支援センター369.31||ヨ||6111034762011.10民事法研究会震災の法律相談Q&A 第2版 淀屋橋・山上合同

 188 貸出可教育復興支援センター366.29||ニ||3111034772011.8ミシマ社いま、地方で生きるということ 西村佳哲著

 189 貸出可教育復興支援センター366.05||ロ||4-2311103478 , 2011.7日経印刷/全国世代ごとにみた働き方と雇用管理の動向 (労働経
済白書:平成23年版)

厚生労働省編

 190 貸出可教育復興支援センター502||カ||3-2311103479 , 2011.7日経印刷/全国社会とともに創り進める科学技術 (科学技術白書
:平成23年版)

文部科学省編集

 191 貸出可教育復興支援センター689||カ||3-23111034801994-大蔵省印刷局観光白書 平成23年版 総理府編
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 192 貸出可教育復興支援センター601.1||コ||10-2011111034812011.9日経印刷災害から国民の命と暮らしを守る国土づくり : 
未曾有の東日本大震災を乗り越えて (国土交通白
書:2011(平成22年度年次報告))

国土交通省編

 193 貸出可教育復興支援センター369.3||サ||4111034822011.10内外出版覚悟の対策本部活動、そして体制整備 佐藤喜久二著

 194 貸出可教育復興支援センター159.8||ホ||1111034832011.8言視舎こころを支える「東北」の言葉 : "がんばろう"
を超えるよりどころ

宝泉薫著

 195 貸出可教育復興支援センター317.7||ケ||2-23111034842011.7佐伯印刷特集1 : 東日本大震災と警察活動/特集2 : 安全
・安心で責任あるサイバー市民社会の実現を目指
して (警察白書:平成23年版)

警察庁編

 196 貸出可教育復興支援センター330.5||ケ||1-23111034852011.7佐伯印刷日本経済の本質的な力を高める (経済財政白書:
平成23年版)

内閣府編集

 197 貸出可教育復興支援センター326.3||ハ||1111034862006.12-佐伯印刷犯罪被害者白書 平成23年版 内閣府編集

 198 貸出可教育復興支援センター369.27||シ||18-23111034871994.12-大蔵省印刷局障害者白書 平成23年版 総理府編

 199 貸出可教育復興支援センター373||モ||9-22111034882002-財務省印刷局文部科学白書 平成22年度 文部科学省編

 200 貸出可教育復興支援センター510.91||ケ||1-23111034892010.7-富士経済建設工事の環境法令集 平成23年度版 日本建設業団体連

 201 貸出可教育復興支援センター366.15||ア||8111034902011.9厚有出版労働基準法のポイント 全改訂 安西愈著

 202 貸出可教育復興支援センター369.31||ミ||3111034912011.5未来予測研究東日本大震災復旧・復興計画の基本 未来予測研究所制

 203 貸出可教育復興支援センター601.13||シ||1-23111034921990.7-大蔵省印刷局首都圏白書 平成23年版 国土庁編

 204 貸出可教育復興支援センター334.6||ト||1-23111034931990.7-大蔵省印刷局土地白書 平成23年版 国土庁編

 205 貸出可教育復興支援センター517.21||ニ||1-23111034942011.8ミツバ綜合印気候変動に適応するための取組み (日本の水資源
:平成23年版)

国土交通省水管理

 206 貸出可教育復興支援センター317.79||シ||1-23111034951966-大蔵省印刷局消防白書 平成23年版 国家消防本部編

 207 貸出可教育復興支援センター369.31||サ||7111034962006.8柴田書店地震の時の料理ワザ : グラっと来てもあわてな
い! : 防災袋に必携!! : 電気が復旧するまでの1
週間

坂本広子著/まつも

 208 貸出可教育復興支援センター369.3||リ||2-111103497 , 2006.2ネイチャーゲあなただからできる自然災害ボランティアABC (
Nature Game Books. リーダー必携シリーズ:1)

日本ネイチャーゲ
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 209 貸出可教育復興支援センター453.4||ヤ||1111034982005.3東北大学出版津波の恐怖 : 三陸津波伝承録 (TUP叢書:9) 山下文男著

 210 貸出可教育復興支援センター369.31||ナ||3111034992011.10朝日新聞出版奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 (朝日新
書:322)

中原一歩著

 211 貸出可教育復興支援センター453.2||ハ||1111035002011.7講談社未曾有と想定外 : 東日本大震災に学ぶ (講談社
現代新書:2117)

畑村洋太郎著

 212 貸出可教育復興支援センター369.31||ニ||1111035012011.8文藝春秋巨大地震権威16人の警告 (文春新書:819) 『日本の論点』編

 213 貸出可教育復興支援センター369.31||ホ||3111035022011.6徳間書店0311再起動 : 君たちに東日本大震災後の世界を
託す

堀江貴文著

 214 貸出可教育復興支援センター369.3||カ||6111035032011.8学陽書房図解よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ 
第1次改訂版

鍵屋一著

 215 貸出可教育復興支援センター369.31||ハ||611103504 , 2000.8阪神大震災を阪神大震災2000日の記録 阪神大震災を記録

 216 貸出可教育復興支援センター369.31||ハ||7-5111035052002.1神戸新聞総合大震災を語り継ぐ (阪神大震災研究:5) 神戸大学「震災研

 217 貸出可教育復興支援センター369.31||ハ||811103506 , 2005.1阪神大震災を阪神大震災から10年未来の被災者へのメッセージ 阪神大震災を記録

 218 貸出可教育復興支援センター686.21||オ||2111035072010.1神戸新聞総合不死鳥レールウェイ : 震災の街を走る鉄道 奥田英夫写真

 219 貸出可教育復興支援センター453||カ||6111035082011.7幻冬舎生き延びるための地震学入門 上大岡トメ, 上大

 220 貸出可教育復興支援センター369.31||シ||9111035092011.7新人物往来社Thank you world : 世界の国旗とありがとう 新人物往来社編

 221 貸出可教育復興支援センター453.4||ヤ||2111035102008.1新日本出版社津波てんでんこ : 近代日本の津波史 山下文男著

 222 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||7111035112011.10新日本出版社「被災者目線」の復興論 : 東北の生活現場から
考える

日野秀逸著

 223 貸出可教育復興支援センター453.3||キ||1111035122008.5第三文明社大地震の前兆をとらえた! : 警戒すべき地域はど
こか

木村政昭著

 224 貸出可教育復興支援センター070.16||カ||1111035132009.3日本評論社阪神大震災・グリコ森永vsジャーナリスト : 権
力と市民の間で何をしたか

関西地区マスコミ

 225 貸出可教育復興支援センター369.31||サ||12111035142011.9日本評論社震災復興 : 地震災害に強い社会・経済の構築 佐藤主光, 小黒一

 226 貸出可教育復興支援センター369.31||ハ||4111035152011.7農山漁村文化3.11 : 大震災・原発災害の記録 : 写真ルポル
タージュ

橋本紘二著
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 227 貸出可教育復興支援センター369.31||ヤ||1111035162011.12原書房ファインダー越しの3.11 安田菜津紀, 佐藤

 228 貸出可教育復興支援センター369.31||キ||6111035172011.6双葉社徹底図解 : 東日本大震災 木下正高, 熊谷英

 229 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||12111035182011.6ポプラ社ふたたび、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

 230 貸出可教育復興支援センター369.31||ナ||2111035192011.4みすず書房災害がほんとうに襲った時 : 阪神淡路大震災50
日間の記録

中井久夫 [著]

 231 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||13111035202011.11みすず書房被災地を歩きながら考えたこと 五十嵐太郎著

 232 貸出可教育復興支援センター369||シ||20-11111035212006.2ミネルヴァ書ボランティア論 (シリーズ・21世紀の社会福祉:
11)

川村匡由編著

 233 貸出可教育復興支援センター519.9||イ||1111035222005.9森北出版防災工学 第2版 石井一郎編著/丸山

 234 貸出可教育復興支援センター069||シ||1111035232010.5雄山閣博物館の災害・事件史 椎名仙卓著

 235 貸出可教育復興支援センター369.31||ヨ||1111035242011.5読売新聞東京東日本大震災 : 1か月の記録 : 2011年3月11日〜
4月11日 : 読売新聞特別縮刷版

 236 貸出可教育復興支援センター369.3||ソ||1111035252010.12亜紀書房災害ユートピア : なぜそのとき特別な共同体が
立ち上がるのか

レベッカ・ソルニ

 237 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||5111035262011.7学芸出版社「東日本大震災・原発事故」復興まちづくりに向
けて

学芸出版社編集部

 238 貸出可教育復興支援センター369.3||エ||1111035272011.4エクスナレッ生き延びるための非常食「最強」ガイド エクスナレッジ編

 239 貸出可教育復興支援センター369.3||ア||1111035282011.5エクスナレッ震災に負けない!Twitter・ソーシャルメディア[
超]活用術 (エクスナレッジムック)

新しい情報インフ

 240 貸出可教育復興支援センター369.3||ハ||3111035292011.5エクスナレッ災害のあと始末 : 「暮らし」を取り戻すための
復興マニュアル 東日本大震災緊急改訂版

林春男監修

 241 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||11111035302007.9晃洋書房ローマに学ぶ防災先進都市の条件 金芳外城雄著

 242 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||12111035312011.11晃洋書房減災の知恵 : 阪神から東日本へ 金芳外城雄著

 243 貸出可教育復興支援センター369.31||レ||1111035322011.4アスコム震災から身を守る52の方法 : 大地震・火災・津
波に備える

レスキューナウ編

 244 貸出可教育復興支援センター369.31||キ||7111035332011.12本の泉社津波の町に生きる : 釜石の悲劇と挑戦 : ルポル
タージュ3・11大津波

北原耕也著



利用開始リスト

2013年4月25日 - 16 -

申込者名:
申込者ID: 42080427

渡辺 智彦

資料ID書名 著者名 出版者等 請求記号 貸出区分No. 出版日付 所在

 245 貸出可教育復興支援センター375.86||ニ||9111035342011.7本の泉社子どもの人間的発達と生活綴方 日本作文の会編

 246 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||8111035352009.12社会評論社兵庫の大震災と在日韓国・朝鮮人 兵庫朝鮮関係研究

 247 貸出可教育復興支援センター493.76||ホ||3111035362002.10星和書店精神病を耕す : 心病む人への治療の歩み 星野弘著

 248 貸出可教育復興支援センター369.3||カ||7111035372011.10ソフトバンク災害で活躍する乗物たち : 漂流者や孤立者を救
助したのはどんなヘリ?福島第一原発に放水した
のはどんな消防車? (サイエンス・アイ新書:SIS-
221)

柿谷哲也著

 249 貸出可教育復興支援センター369.31||コ||4111035382011.8ソフトバンク大震災のメッセージ : 心の傷を癒し、日本人の
役割に目覚めるヒント

アラン・コーエン

 250 貸出可教育復興支援センター369.31||サ||111103539 , 2011.4産経新聞出版闘う日本 : 東日本大震災1ヵ月の全記録 産経新聞社著

 251 貸出可教育復興支援センター369.31||サ||4111035402011.4マガジンハウ3.11クライシス! 佐藤優著

 252 貸出可教育復興支援センター369.31||ナ||4111035412011.10マガジンハウあなたの都市に地震が来たらどうしますか? : い
ざというときのための備えと工夫の「都市防災
」。 : 45分でわかる! (Magazine House 45 
minutes series:#17)

中林一樹著

 253 貸出可教育復興支援センター369.3||シ||3111035422011.10マガジンハウ女性のための防災Book : "もしも"のときに、あ
なたを守ってくれる知恵とモノ (Magazine House 
mook)

 254 貸出可教育復興支援センター493.74||キ||1111035432006.3じほう心的トラウマの理解とケア 第2版 金吉晴編集

 255 貸出可教育復興支援センター369.31||タ||1111035442007.3有信堂高文社喪失と生存の社会学 : 大震災のライフ・ヒスト
リー

樽川典子編

 256 貸出可教育復興支援センター493.74||ア||2111035452011.6作品社心の傷を癒すということ : 大災害精神医療の臨
床報告 増補改訂版

安克昌著

 257 貸出可教育復興支援センター610.4||モ||2111035462006.1コモンズいのちの秩序農の力 : たべもの協同社会への道 本野一郎著

 258 貸出可教育復興支援センター369.31||シ||10111035472011.9イカロス出版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

 259 貸出可教育復興支援センター369.31||ア||5111035482011.5第二海援隊原発・大地震生き残りマニュアル 浅井隆著

 260 貸出可教育復興支援センター369.27||コ||1311103549[2004.3]-社会・援護局障害保健福祉関係主管課長会議資料 23.6.30 社会・援護局障害
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 261 貸出可教育復興支援センター369.31||オ||4111035502006.11九州大学出版事例研究の革新的方法 : 阪神大震災被災高齢者
の五年と高齢化社会の未来像

大谷順子著

 262 貸出可教育復興支援センター373.7||オ||3111035512011.8教育開発研究学校管理職選考直前チェック面接合格の勘所 : 
合格する人はここが違う 改訂 (教職研修総合特
集)

大宮光徳編

 263 貸出可教育復興支援センター520||ケ||1-14111035522004.9建築資料研究二一〇〇年庭園曼荼羅都市 : 都市と建築の再生 
(建築Library:14)

渡辺豊和著/建築思

 264 貸出可教育復興支援センター369.31||O||111103553 , 2010Kyoto UniverOlder people in natural disasters : the 
Great Hanshin Earthquake of 1995 : ja

Junko Otani

 265 貸出可教育復興支援センター369.31||ウ||4111035542011.7コスモトゥー3・11東日本大震災奇跡の生還 : 緊急現地ルポ : 
そのとき私たちはこうして生き残った!!

上部一馬著

 266 貸出可教育復興支援センター369.31||オ||511103555 ,  , 2011.9マーブルトロヒトのチカラ。 : 東日本大震災被災地、災害ボ
ランティアセンターで起こったいくつものドラマ
。 : ボランティアって何するの? (Marble books
)

小田原きよし著

 267 貸出可教育復興支援センター498.89||キ||1111035562011.11せせらぎ出版災害支援と地域づくり : 東日本大震災の支援活
動の記録 : 暮らしに生きる学問をめざす

京都民医連中央病

 268 貸出可教育復興支援センター162.1||ミ||3111035572001.8東方出版復興と宗教 : 震災後の人と社会を癒すもの 三木英編著

 269 貸出可教育復興支援センター361.08||シ||3-8111035582005.6東信堂都市社会とリスク : 豊かな生活をもとめて (シ
リーズ社会学のアクチュアリティ : 批判と創造:
8)

藤田弘夫, 浦野正

 270 貸出可教育復興支援センター369.27||サ||7111035592010.9東信堂自立と支援の社会学 : 阪神大震災とボランティ
ア

佐藤恵著

 271 貸出可教育復興支援センター527||ナ||2111035602006.5ニューハウス地震に無傷の家 : 阪神大震災に窓ガラス一枚の
破損もなしWPC工法・百年住宅とは

中嶋文雄著

 272 貸出可教育復興支援センター369.31||コ||5111035612011.11ビレッジプレ3.11と1.17 : 大震災 : 小林正典写真集 小林正典著

 273 貸出可教育復興支援センター369.31||オ||6111035622011.7窓社それでも咲いていた千年桜 : 大沼英樹写真集 大沼英樹著

 274 貸出可教育復興支援センター369.31||ワ||3111035632004.5アストラ地震社会学の冒険 : 台湾・トルコ・神戸震災地
の復興研究

和田芳隆著

 275 貸出可教育復興支援センター369.31||エ||5111035642011.7本の森東日本大震災東北復興プラン : エネルギー問題
・少子高齢社会を考える

江刺洋司著
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 276 貸出可教育復興支援センター408||サ||6-4111035652001.2近未来社地震予知研究の新展開 (Science selection 
series:4)

長尾年恭著

 277 貸出可教育復興支援センター408||サ||6-5111035662001.7近未来社地盤液状化の科学 (Science selection series:5
)

岡二三生著

 278 貸出可教育復興支援センター369||ヤ||7111035672006.3関西看護出版ボランティアが社会を変える : 支え合いの実践
知

柳田邦男 [ほか] 

 279 貸出可教育復興支援センター369.31||ヤ||2111035682000.3みずのわ出版「震災五年」の神戸を歩く (みずのわ文庫:1) 柳原一徳著

 280 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||9111035692012.2リベルタ出版災害情報とメディア 新版 平塚千尋著

 281 貸出可教育復興支援センター369.31||ア||311103570 , 2011.5朝日新聞社/朝朝日新聞縮刷版東日本大震災 : 特別紙面集成
2011.3.11〜4.12

朝日新聞社著

 282 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||3111035712011.10新潮社遺体 : 震災、津波の果てに 石井光太著

 283 貸出可教育復興支援センター369.31||ア||9111035722011.8新潮社前へ! : 東日本大震災と戦った無名戦士たちの記
録

麻生幾著

 284 貸出可教育復興支援センター369.31||ウ||3111035732011.6岩波書店大震災のなかで : 私たちは何をすべきか (岩波
新書:新赤版 1312)

内橋克人編

 285 貸出可教育復興支援センター338.12||タ||1111035742011.7講談社大震災の後で人生について語るということ 橘玲著

 286 貸出可教育復興支援センター369.31||ヨ||3111035752011.6新潮社復興の精神 (新潮新書:422) 養老孟司 [ほか] 

 287 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||4111035762011.6東京大学出版東日本大震災復興への提言 : 持続可能な経済社
会の構築

伊藤滋 [ほか] 編

 288 貸出可教育復興支援センター369.31||メ||3111035772005.1日本放送出版12歳からの被災者学 : 阪神・淡路大震災に学ぶ
78の知恵

メモリアル・コン

 289 貸出可教育復興支援センターJ3||フ||8111035782011.7河出書房新社宮城県気仙沼発!ファイト新聞 ファイト新聞社著

 290 貸出可教育復興支援センターJ3||コ||26111035792011.12金の星社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 (ノンフイクション知られざる世
界)

今西乃子著/浜田一

 291 貸出可教育復興支援センター369.31||セ||2111035802012.2三省堂ボランティアナースが綴る東日本大震災 : ド
キュメント

全国訪問ボランテ

 292 貸出可教育復興支援センターJ91||シ||117-2-6111035811998.5新日本出版社走るんや! (新日本おはなしの本だな:II-6) 岸川悦子作/末崎茂
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 293 貸出可教育復興支援センター369.31||セ||1111035822011.7成美堂出版地図で読む東日本大震災 (Seibido mook. 今がわ
かる時代がわかる日本地図:別冊)

成美堂出版編集部

 294 貸出可教育復興支援センターJ4||シ||61111035832005.11ポプラ社地震の大常識 (これだけは知っておきたい!:23) 佐々木ときわ, 大

 295 貸出可教育復興支援センターJ3||シ||29111035842006.2ポプラ社じしんのえほん : こんなときどうするの? : 地
震防災えほん

国崎信江作/福田岩

 296 貸出可教育復興支援センターJ3||コ||27111035852006.2ポプラ社こども地震サバイバルマニュアル 国崎信江著/恩地晴

 297 貸出可教育復興支援センター369.31||モ||3111035862011.5毎日新聞社わたしの3・11 : あの日から始まる今日 茂木健一郎編

 298 貸出可教育復興支援センター369.31||マ||9111035872011.7毎日新聞社巨大津波の記録 : 明治・昭和・平成 (毎日ムッ
ク)

 299 貸出可教育復興支援センター379.4||タ||1111035882011.5学文社ボランティア活動とおとなの学び : 自己と社会
の循環的発展 (日本女子大学叢書:11)

田中雅文著

 300 貸出可教育復興支援センター933||ハ||52111035892005.2径書房つなみ パール・S.バック

 301 貸出可教育復興支援センター333.82||イ||1111035902011.10現代書林最も大切なボランティアは、自分自身が一生懸命
に生きること

池間哲郎著

 302 貸出可教育復興支援センター369.31||ホ||4111035912012.1ほんの木市民の力で東北復興 : 大震災・原発事故、新し
い時代への災害ボランティア論 : ボランティア
山形東日本大震災支援活動の記録

ボランティア山形 

 303 貸出可教育復興支援センター369.31||マ||10111035922007.9メイツ出版今すぐできる!ママが子どもを地震から守るため
の本

ママが地震災害か

 304 教育復興支援センター369.31||ヘ||1111035932011.6宝島社世界が感嘆する日本人 : 海外メディアが報じた
大震災後のニッポン (宝島社新書:[328])

別冊宝島編集部編

 305 貸出可教育復興支援センターJ3||ツ||5111035942005.4汐文社津波!!命を救った稲むらの火 小泉八雲原作/高村

 306 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||3111035952011.6竹書房河北新報特別縮刷版 : 3・11東日本大震災1カ月
の記録 : 2011・3・11-4・11紙面集成

河北新報社編

 307 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||10111035962011.7ぶんか社3・11東日本大震災 : 君と見た風景 平井寿信著

 308 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||11111035972011.4白順社地震・津波め、おだづなよ! : 激震地・石巻から
のドキュメント

廣田和好写真・文

 309 貸出可教育復興支援センター371.3||シ||14111035982009.2ジアース教育学校支援地域本部実践事例Navi : 学校支援地域
本部事業

ジアース教育新社 
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 310 貸出可教育復興支援センター369.31||カ||7111035992011.6東京書店3.11絆のメッセージ : 世界から届いたエールと
被災地のいま

亀松太郎 [ほか] 

 311 貸出可教育復興支援センター369.31||イ||14111036002011.6文藝春秋心をつなぐニュース : 東日本大震災 池上彰, 文藝春秋

 312 貸出可教育復興支援センターJ3||ホ||7111036012006.2ポプラ社ぼくの街に地震がきた : 大震災シミュレーショ
ンコミック

名古屋裕まんが/国

 313 貸出可教育復興支援センターJ2||ツ||2111036022005.9文渓堂津波から人びとを救った稲むらの火 : 歴史マン
ガ浜口梧陵伝

クニ・トシロウ作

 314 貸出可教育復興支援センターJ3||フ||9111036032012.2朝日新聞出版福島の子どもたちからの手紙 : ほうしゃのうっ
ていつなくなるの?

KIDS VOICE編

 315 貸出可教育復興支援センター300||DVD||297111036042011ビデオプラザ東日本大震災 : 宮城・石巻地方沿岸部の記録 ビデオプラザ神奈

 316 貸出可教育復興支援センター300||DVD||337-111103605[1999]メディアパー教師のカウンセリングマインド (Media park 
video library. 教師の行なうカウンセリング:第
1巻)

 317 貸出可教育復興支援センター300||DVD||337-211103606[1999]メディアパーカウンセリングマインドを生かした個別指導 (
Media park video library. 教師の行なうカウン
セリング:第2巻)

 318 貸出可教育復興支援センター300||DVD||337-311103607[1999]メディアパー日常における個別指導例 (Media park video 
library. 教師の行なうカウンセリング:第3巻)

 319 貸出可教育復興支援センター377.21||オ||5111036212011.6旺文社それでもいまは、真っ白な帆を上げよう : 3.11
東日本大震災後に発信された、学長からの感動
メッセージ

旺文社編

 320 貸出可教育復興支援センター369.31||ナ||5111036222011.5北辰堂出版帰宅難民なう。 難民A著

 321 貸出可教育復興支援センター369.31||ト||3111036232011.8ワニブックス被災地の本当の話をしよう : 陸前高田市長が綴
るあの日とこれから (ワニブックス「Plus」新書
:060)

戸羽太著

 322 貸出可教育復興支援センター146.8||ヤ||8121000102008.9誠信書房対人援助のためのアートセラピー 山上榮子, 山根蕗

 323 貸出可教育復興支援センター325.24||カ||1121000112011.9新日本法規出Q&A会社清算の実務と書式 : 法務・労務・税務等 梶谷篤, 荻原大輔

 324 貸出可教育復興支援センター369.31||ヒ||1212100012 , 2011.9「ビッグパレ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

「ビッグパレット
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 325 貸出可教育復興支援センター369.31||ワ||1-1121001022011.11早稲田大学出災害時にこそ問われる学級経営力 岩手・三陸編 
(早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える
:001)

河村茂雄編著


