震災・原発・復興関連資料
書名
責任表示
地震災害編 : 忍び寄る巨大地震!被害
1 を最小限にとどめるために、今すぐ対 神谷優著
策を! (図書館が危ない!)

No.

2

朝日新聞縮刷版東日本大震災 : 特別
朝日新聞社著
紙面集成2011.3.11-4.12

平成24年2月8日現在
会津大学短期大学部附属図書館
ISBN
請求記号

4901983040

012.29/K

9784021009068 071/A

福島民報縮刷版 : 東日本大震災特別
3 編 : 2011年3月12日～4月30日 : 激動 福島民報社編集
の50日を追って

9784904834107 071.26/F

4 東日本大震災 : ふくしまの30日

9784904834091 090.36/F

5

福島原発難民 : 南相馬市・一詩人の
警告 : 1971年〜2011年

6 詩の礫 (つぶて)

若松丈太郎著

9784864350242 090.91/W

和合亮一著

9784198631932 090.91/W

7 フクシマ以後 : エネルギー・通貨・主権 関曠野著

9784791766222 304/S

8 日本中枢の崩壊

古賀茂明著

9784062170741 312.1/K

9 ほんとに彼らが日本を滅ぼす

佐々淳行著

9784344020252 312.1/S
9784496048098 335.35/C/'11

10

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

11

東日本大震災 : 報道写真全記録
2011.3.11-4.11

朝日新聞社, 朝日新聞
9784022586940 369.31/A
出版著

12 大震災 : 欲と仁義

荻野アンナとゲリラ隊著 9784764106307 369.31/O

マイケル・サンデル著
マイケル・サンデル 大震災特別講義 : /NHK「マイケル・サンデ
13
9784140814833 369.31/S
私たちはどう生きるのか
ル 究極の選択」制作
チーム編
14 津波と原発

佐野眞一著

9784062170383 369.31/S

15

震災と情報 : あのとき何が伝わったか
徳田雄洋著
(岩波新書:新赤版 1343)

9784004313434 369.31/T

16

日本大災害の教訓 : 複合危機とリスク 竹中平蔵, 船橋洋一編
9784492395653 369.31/T
管理
著

17

大震災のなかで : 私たちは何をすべき
内橋克人編
か (岩波新書:新赤版 1312)
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9784004313120 369.31/U

書名

No.

18 放射線・放射能がよくわかる本
19

「次」にひかえるM9超巨大地震
(ニュートン別冊) (NEWTONムック)

責任表示
多田順一郎著
-

放射線ホルミシスの話 : 大自然の仕
20 組み : 身体が身体を治す細胞内自発 藤野薫編著
治癒の時代が来た
人は放射線になぜ弱いか : 少しの放
21 射線は心配無用 第3版 (ブルーバック 近藤宗平著
ス:B-1238)

ISBN

請求記号

9784274210624 429.4/T
9784315519068 453/N
4884161335

492.4/F

4062572389

492.4/K

22

水俣病と原爆症の経験をふまえて (水 原爆症認定訴訟熊本弁
9784763406101 493.19/G/1
俣の教訓を福島へ:[1])
護団編著

23

全ての原発被害の全面賠償を (水俣 原爆症認定訴訟熊本弁
9784763406248 493.19/G/2
の教訓を福島へ:2)
護団編著

24 低量放射線は怖くない

中村仁信著

9784860102999 493.19/N

放射能汚染ほんとうの影響を考える :
25 フクシマとチェルノブイリから何を学ぶ 浦島充佳著
か (DOJIN選書:40)

9784759813401 493.19/U

26

家族で語る食卓の放射能汚染 増補
改訂版

27 食卓にあがった放射能 : 新装版

安斎育郎著

高木仁三郎, 渡辺美紀
9784822811310 498.54/T
子著

知っておきたいエネルギーの基礎知
識 : 光・電気・火力・水力から原子力ま
28
齋藤勝裕著
で各種エネルギーを徹底解説! (サイエ
ンス・アイ新書:SIS-175)
六ケ所村の記録 : 核燃料サイクル基
29 地の素顔 上 (岩波現代文庫:社会 ;
鎌田慧著
232)
六ケ所村の記録 : 核燃料サイクル基
30 地の素顔 下 (岩波現代文庫:社会 ;
鎌田慧著
233)
31 放射能のはなし

9784886836960 498.54/A

野口邦和著

放射線利用の基礎知識 : 半導体、強
32 化タイヤから品種改良、食品照射まで 東嶋和子著
(ブルーバックス:B-1518)

9784797359817 501.6/S

9784006032326 539.4/K/1
9784006032333 539.4/K/2
9784406054829 539.6/N
4062575183

539.6/T

33

東京電力失敗の本質 : 「解体と再生」
橘川武郎著
のシナリオ

9784492762004 540.92/K

34

電力・ガス 第2版 (日経文庫:1724. 業
圓尾雅則著
界研究シリーズ)

9784532117245 540.92/M

35

福島原発事故 : どうする日本の原発
政策

9784780304411 543.5/A

安斎育郎著
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書名

No.
36

責任表示

ISBN

請求記号

チェルノブイリ : アメリカ人医師の体験 R.P.ゲイル, T.ハウザー
9784006032289 543.5/G
(岩波現代文庫:社会 ; 228)
[著]/吉本晋一郎訳

37 原発労働記 (講談社文庫:[ほ-5-2])

堀江邦夫 [著]

9784062770002 543.5/H

38

福島原発メルトダウン : FUKUSHIMA
(朝日新書:298)

広瀬隆著

9784022733986 543.5/H

39

福島原発と人びと (岩波新書:新赤版
1322)

広河隆一著

9784004313229 543.5/H

40

脱原子力社会へ : 電力をグリーン化
する (岩波新書:新赤版 1328)

長谷川公一著

9784004313281 543.5/H

41

暴走する原発 : チェルノブイリから福
島へ : これから起こる本当のこと

広河隆一著

9784093881906 543.5/H

42

福島原発事故・記者会見 : 検証 : 東
電・政府は何を隠したのか

日隅一雄, 木野龍逸著 9784000246699 543.5/H

43

原発を終わらせる (岩波新書:新赤版
石橋克彦編
1315)

44

「原子力ムラ」を超えて : ポスト福島の 飯田哲也, 佐藤栄佐久,
9784140911815 543.5/I
エネルギー政策 (NHKブックス:1181) 河野太郎著

45

これだけ知っていれば安心!放射能と
原発の疑問50

9784004313151 543.5/I

伊藤公紀著

9784535786776 543.5/I

46 原発のウソ (扶桑社新書:094)

小出裕章著

9784594064204 543.5/K

47 原発訴訟 (岩波新書:新赤版 1337)

海渡雄一著

9784004313373 543.5/K

48

原発のしくみと放射能 : きちんと知りた
い (ニュートン別冊) (NEWTONムック)

-

9784315519082 543.5/N

49

原発のコスト : エネルギー転換への視
大島堅一著
点 (岩波新書:新赤版 1342)

9784004313427 543.5/O

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
50
国土交通省編
越えて (国土交通白書:2011(平成22年
度年次報告))
51

9784904260975 601.1/K/'11

震災復興とTPPを語る : 再生のための
鈴木宣弘, 木下順子著 9784811903910 611.48/S
対案

52 詩の樹の下で

長田弘〔著〕

9784622076650 911.56/O

53 果てなき荒野を越えて

高橋佳子著

9784879280633 911.56/T
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No.

書名

責任表示

ISBN

請求記号

54 僕は、そして僕たちはどう生きるか

梨木香歩作

9784652079799 913.6/N

55 3.11心に残る140字の物語

内藤みか編

9784054050112 913.68/N

56 ぜんぶの後に残るもの

川上未映子著

9784103256229 914.6/K

57 福島に生きる (双葉新書:037)

玄侑宗久著

9784575153866 916/G

スベトラーナ・アレクシ
チェルノブイリの祈り : 未来の物語 (岩
エービッチ [著]/松本妙 9784006032258 986/A
波現代文庫:社会 ; 225)
子訳
（注）東日本大震災以後に収集した資料。選定中の図書は除く。
58
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