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巻号事項
19(19)

受入日
2011/5/23

11104252

019/I95d

読書という体験 / 岩波文庫編集部編. -- 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫 ; 別冊17,
35-002-0).

11103178

070/I79r

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 / 石巻日日新聞社編.
-- 角川マガジンズ, 2011. -- (角川SSC新書 ; 130).

11101041

070/Ta59g

原発報道とメディア / 武田徹著. -- 講談社, 2011. -- (講談社現代新書 ; 2110).

2011/6/30

11102397

070/U47h

報道災害「原発編」 : 事実を伝えないメディアの大罪 / 上杉隆, 烏賀陽弘道著. -- 幻
冬舎, 2011. -- (幻冬舎新書 ; 221).

2011/9/7

11100524

092.9/Ma25m

までいの力 / 「までい」特別編成チーム企画編集. -- SAGA DESIGN SEEDS.

2011/6/3

11100986

093.69/F84f

福島民報縮刷版 : 東日本大震災特別編 : 2011年3月12日～4月30日 : 激動の50日
を追って / 福島民報社編集. -- 福島民報社, 2011.

2011/6/23

11100265

093.69/H55h

M9.0東日本大震災 : ふくしまの30日 : 2011年3月11日午後2時46分 / 福島民報社編
集. -- 福島民報社, 2011.

2011/5/20

11100278

095.4/A32g

原発崩壊 : 想定されていた福島原発事故 / 明石昇二郎著. -- 増補版. -- 金曜日,
2011.

2011/5/20

11100542

095.4/A49f

福島原発事故 : どうする日本の原発政策 / 安斎育郎著. -- かもがわ出版, 2011.

2011/6/3

11105275

095.4/E63g

原発廃炉に向けて : 福島原発同時多発事故の原因と影響を総合的に考える / エント
ロピー学会編. -- 日本評論社, 2011.

2012/1/5

11100249

095.4/H72f

福島原発メルトダウン : FUKUSHIMA / 広瀬隆著. -- 朝日新聞出版, 2011. -- (朝日
新書 ; 298).

2011/5/19

11100541

095.4/Ko73t

東電・福島第1原発事故備忘録 : 原子力利権とCO2地球温暖化説が日本を壊滅させ
た / 近藤邦明著. -- 不知火書房, 2011. -- (シリーズ「環境問題を考える」 ; 3).

2011/6/3

11101477

095.4/Sa47f

福島第一原発事故を検証する : 人災はどのようにしておきたか / 桜井淳著. -- 日本評
論社, 2011.

2011/7/20

11101116

095.4/Sa85f

福島原発の真実 / 佐藤栄佐久著. -- 平凡社, 2011. -- (平凡社新書 ; 594).

2011/7/7

11100800

304/I33i/5

池上彰の学べるニュース / 池上彰, 「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」スタッフ [著]
; 1 - 5 : 臨時特別号. -- 海竜社, 2010.

11102411

304/Y42h

反欲望の時代へ : 大震災の惨禍を越えて / 山折哲雄, 赤坂憲雄著. -- 東海教育研
究所, 2011.

2011/9/7

10800795

318.2/Ta93c

誰も知らなかった小さな町の「原子力戦争」 / 田嶋裕起著. -- ワック, 2008.

2008/5/27

10908197

319.8/A81k

核軍縮不拡散の法と政治 : 黒澤満先生退職記念 / 浅田正彦, 戸崎洋史編. -- 信
山社, 2008.

2010/2/18

11103222

319.8/G34h

開かれた「パンドラの箱」と核廃絶へのたたかい : 原子力開発と日本の非核運動 / 原水
爆禁止日本国民会議21世紀の原水禁運動を考える会編. -- 七つ森書館, 2002.

2011/10/5

11100789

319.8/Su74k

核がなくならない7つの理由 / 春原剛著. -- 新潮社, 2010. -- (新潮新書 ; 391).

2011/6/17

11102657

319.8/Ta19h

ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ : 原子力を受け入れた日本 / 田口ランディ著. -- 筑摩書房,
2011. -- (ちくまプリマー新書 ; 165).

2011/9/20

2011/11/15

532
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11105288

324.2/B12s

震災における不動産の法律問題 / 馬場・澤田法律事務所編. -- 中央経済社, 2011.

2012/1/5

11105309

324.4/D83q

Q&A震災と債権回収・倒産対応 / 堂島法律事務所編著. -- 商事法務, 2011.

2012/1/5

11105326

332.107/To86s

震災からの経済復興 : 13の提言 / 東洋経済新報社出版局編集部編 ; 寺島実郎 [ほ
か著]. -- 東洋経済新報社, 2011.

2012/1/5

11100255

333.8/U96k

国際ボランティア論 : 世界の人びとと出会い、学ぶ / 内海成治, 中村安秀編著. -- ナカ
ニシヤ出版, 2011.

2011/5/19

11101441

366.21/N93q

Q&A震災と雇用問題 / 野川忍著. -- 商事法務, 2011.

2011/7/20

11102987

369.3/H11b

防災・救急に役立つ日用品活用法&ロープワーク / 羽田道信著. -- 新版. -- 風媒社,
2011.

2011/9/29

11105371

369.3/H41s

「想定外」を想定せよ! : 失敗学からの提言 / 畑村洋太郎著. -- NHK出版, 2011.

2012/1/5

11101375

369.3/H91h

放射能地震津波正しく怖がる100知識 : imidas特別編集完全版. -- 集英社, 2011.

2011/7/14

11102865

369.3/H99s/1

11102866

369.3/H99s/2

11102867

369.3/H99s/3

11102868

369.3/H99s/4

11105266

369.3/Ka18z

図解よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ / 鍵屋一著. -- 第1次改訂版. -- 学
陽書房, 2011.

2012/1/5

11103185

369.3/Sh88s/2

復興コミュニティ論入門 / 浦野正樹, 大矢根淳, 吉川忠寛編. -- 弘文堂, 2007. -- (シ
リーズ災害と社会 ; 2).

2011/10/5

11103186

369.3/Sh88s/3

災害危機管理論入門 : 防災危機管理担当者のための基礎講座 / 吉井博明, 田中
淳編. -- 弘文堂, 2008. -- (シリーズ災害と社会 ; 3).

2011/10/5

11103187

369.3/Sh88s/4

減災政策論入門 : 巨大災害リスクのガバナンスと市場経済 / 永松伸吾著. -- 弘文堂,
2008. -- (シリーズ災害と社会 ; 4).

2011/10/5

11103188

369.3/Sh88s/5

災害ボランティア論入門 / 菅磨志保, 山下祐介, 渥美公秀編. -- 弘文堂, 2008. -(シリーズ災害と社会 ; 5).

2011/10/5

11103189

369.3/Sh88s/6

リスク・コミュニティ論 : 環境社会史序説 / 山下祐介著. -- 弘文堂, 2008. -- (シリーズ
災害と社会 ; 6).

2011/10/5

11103190

369.3/Sh88s/7

災害情報論入門 / 田中淳, 吉井博明編. -- 弘文堂, 2008. -- (シリーズ災害と社会 ;
7).

2011/10/5

11103191

369.3/Sh88s/8

社会調査でみる災害復興 : 帰島後4年間の調査が語る三宅帰島民の現実 / 田中淳,
サーベイリサーチセンター編. -- 弘文堂, 2009. -- (シリーズ災害と社会 ; 8).

2011/10/5

11101958

369.3/Ta59g

原発と、危ない日本4つの問題 / 武田邦彦著. -- 大和書房, 2011. -- (だいわ文庫 ;
203-1C).

2011/8/26

11100653

369.3/Y45s

自然災害ハンドブック : 災害時のパニックを避け、大切な命を守るために! / 山と渓谷社
編 ; アシトチエ・プレス著. -- 新版. -- 山と渓谷社, 2011.

2011/6/14

災害概論 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会編集.
-- ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会, 2011. -- (災
害対策全書 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会編
集 ; 1)
応急対応 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会編集.
-- ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会, 2011. -- (災
害対策全書 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会編
集 ; 2)
復旧・復興 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会編
集. -- ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会, 2011. -(災害対策全書 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会
編集 ; 3)
防災・減災 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会編
集. -- ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会, 2011. -(災害対策全書 / ひょうご震災記念21世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会
編集 ; 4)
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11104324

369.3/Y49s

「生活防災」のすすめ : 東日本大震災と日本社会 / 矢守克也著. -- 増補版. -- ナカ
ニシヤ出版, 2011.

2011/11/16

11102269

369.3/Y87b

防災コミュニティの基層 : 東北6都市の町内会分析 / 吉原直樹編著. -- 御茶の水書
房, 2011.

2011/9/1

11100373

369.31/A32h

東日本大震災 / 赤坂憲雄〔ほか著〕. -- 荒蝦夷, 2011. -- (仙台学 : 歩く見る聞く仙
台 ; vol.11).

2011/5/26

11100776

369.31/A82a

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.
-- 朝日新聞社, 2011.

2011/6/17

11104673

369.31/A82d

大震災サバイバル・マニュアル / 朝日新聞社編. -- 朝日新聞社, 1996. -- (朝日文庫 ;
あ4-56).

2011/11/29

11100779

369.31/A83g

原発・大地震生き残りマニュアル / 浅井隆著. -- 第二海援隊, 2011.

2011/6/17

11101146

369.31/A83j

地震・災害財産防衛マニュアル / 浅井隆著. -- 第二海援隊, 2011.

2011/7/7

11104852

369.31/A99s

震災以後 : 特集 / 東浩紀編集長. -- コンテクチュアズ, 2011. -- (思想地図β ; vol.
2).

2012/12/2

11104856

369.31/A99s

震災以後 : 特集 / 東浩紀編集長. -- コンテクチュアズ, 2011. -- (思想地図β ; vol.
2).

2012/12/2

11103858

369.31/B42i

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 / 「ビッグパレットふくしま避難所記」
刊行委員会編集. -- 「ビッグパレットふくしま避難所記」刊行委員会, 2011.

2011/10/25

11104669

369.31/F73f

復興宣言 : 日本再生への道しるべ. -- 時評社, 2011. -- (Jihyô books).

2011/11/29

11104280

369.31/G16h

「東日本大震災・原発事故」復興まちづくりに向けて / 学芸出版社編集部編. -- 学芸
出版社, 2011.

2011/11/16

11100264

369.31/H55h

東日本大震災 : 特別報道写真集. -- 福島民報社, 2011.

2011/5/20

11100968

369.31/H55h

東日本大震災 : 特別報道写真集. -- 共同通信社, 2011.

2011/6/23

11100969

369.31/H55h

東日本大震災 : 読売新聞報道写真集. -- 読売新聞東京本社, 2011.

2011/6/23

11101407

369.31/H55h

東日本大震災からの日本再生 / 伊藤滋, 尾島俊雄監修. -- 中央公論新社, 2011.

2011/7/15

11104867

369.31/H55h

東日本大震災被災者とボランティア声のアルバム100. -- 東京ボランティア・市民活動セ
ンター, 2011.

2011/12/6

11100966

369.31/H74j

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. -白順社, 2011.

2011/6/23

11101744

369.31/I32h

ほんとうの復興 / 池田清彦, 養老孟司著. -- 新潮社, 2011.

2011/8/3

11101748

369.31/I89h

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. -東京大学出版会, 2011.

2011/8/3

11100970

369.31/J54d

大震災・原発事故から命を守るサバイバルマニュアル100/ 地震・原発事故を考える会
編. -- ミヤオビパブリッシング, 2011.

2011/6/23

11100950

369.31/J54j

地震・原発がわかる : 学習に役立つ : 東日本大震災データ集. -- 朝日新聞出版,
2011. -- (月刊ジュニアエラ ; 第27号).

2011/6/23
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11102077

369.31/Ka94t

「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, 東郷和彦, 増
田寛也著. -- 藤原書店, 2011.

2011/8/29

11103366

369.31/Ko67s

3.11を生きのびる : 憲法が息づく日本へ / 小森陽一編. -- かもがわ出版, 2011.

2011/10/7

11100267

369.31/Ky2k

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. -- 河北新報社, 2011.

2011/5/20

11105305

369.31/Mu41h

東日本大震災の教訓 : 津波から助かった人の話 / 村井俊治著. -- 古今書院, 2011.

2012/1/5

11104668

369.31/N37h

東日本大震災復興への地域戦略 / 中村研二, 寺崎友芳著. -- エネルギーフォーラム,
2011. -- (エネルギーフォーラム新書 ; 003).

2011/11/29

11105430

369.31/N77n

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. -- 日本専門図書出版, 2011.

2012/1/4

11101901

369.31/O25k

検証 : 東日本大震災の流言・デマ / 荻上チキ著. -- 光文社, 2011. -- (光文社新書 ;
518).

2011/8/10

11101759

369.31/O26s

震災の法律相談 / 小倉秀夫[ほか]編著. -- 学陽書房, 2011.

2011/8/5

11102990

369.31/O88j

地震防災学 : 検索情報に基づいた地震防災の基礎知識 / 大塚久哲編著. -- 九州
大学出版会, 2011.

2011/9/29

11101143

369.31/P89p

Pray for Japan : 3.11世界中が祈りはじめた日 / prayforjapan.jp編. -- 講談社, 2011.

2011/7/7

11008040

369.31/Sa14s

災害報道 : 阪神・淡路大震災の教訓から / 三枝博行 [ほか] 著. -- 晃洋書房, 2008.

2011/1/31

11100830

369.31/Sa62m

マイケル・サンデル 大震災特別講義 : 私たちはどう生きるのか / マイケル・サンデル著 ;
NHK「マイケル・サンデル 究極の選択」制作チーム編. -- NHK出版, 2011.

2011/6/20

11100786

369.31/Sa65t

闘う日本 : 東日本大震災1ヵ月の全記録 / 産経新聞社著. -- 産経新聞出版, 2011.

2011/6/17

11100654

369.31/Sa85s

3.11クライシス! / 佐藤優著. -- マガジンハウス, 2011.

2011/6/14

11100174

369.31/Sh79d

大震災15年と復興の備え / 塩崎賢明 [ほか] 編. -- クリエイツかもがわ, 2010.

2011/5/13

11101479

369.31/Te87t

徹底図解 : 東日本大震災 / 木下正高, 熊谷英憲, 澤田哲生監修. -- 双葉社, 2011.

2011/7/21

11101071

369.31/U15d

大震災のなかで : 私たちは何をすべきか / 内橋克人編. -- 岩波書店, 2011. -- (岩波
新書 ; 新赤版 1312).

2011/7/5

11100248

369.31/W12d

大地震発生!あなたと家族の命を守る安全な場所はここだ! / 和田隆昌著. -- ゴマブック
ス, 2011.

2011/5/19

11105333

369.31/Y43d

大震災とコミュニティ : 復興は"人の絆"から / 山崎丈夫編著. -- 自治体研究社, 2011.

2012/1/5

11101150

369.31/Y44a

哀史三陸大津波 : 歴史の教訓に学ぶ / 山下文男著. -- 河出書房新社, 2011.

2011/7/7

11101148

369.31/Z6z

図解北陸の地震・津波・原発 : わが家の災害対策. -- 北国新聞社, 2011.

2011/7/7

11104472

369.36/A41c

チェルノブイリの祈り : 未来の物語 / スベトラーナ・アレクシエービッチ [著] ; 松本妙子訳.
-- 岩波書店, 2011. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 225).

巻号事項
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巻号事項

受入日

教育×原発 : 操作される子どもたち / 佐々木賢著. -- 青土社, 2011.

2011/8/3

科学者心得帳 : 科学者の三つの責任とは / 池内了 [著]. -- みすず書房, 2007.

2011/6/17

429.4/Ta16h

放射線・放射能がよくわかる本 / 多田順一郎著. -- オーム社, 2011.

2011/11/16

10804173

429.4/Ta16w

わかりやすい放射線物理学 / 多田順一郎著. -- 改訂2版. -- オーム社, 2008.

2008/11/28

11100247

452.5/Y91s

三陸海岸大津波 / 吉村昭著. -- 文藝春秋, 2004. -- (文春文庫 ; [よ-1-40]).

2011/5/19

11105529

453.2/H68k

巨大地震・巨大津波 : 東日本大震災の検証 / 平田直 [ほか] 著. -- 朝倉書店,
2011.

2012/1/16

11100774

453.2/Ts41s

千年震災 : 繰り返す地震と津波の歴史に学ぶ / 都司嘉宣著. -- ダイヤモンド社, 2011.

2011/6/17

11102659

453.3/G33n

日本人は知らない「地震予知」の正体 / ロバート・ゲラー著. -- 双葉社, 2011.

2011/9/20

11100256

453.4/Y44t

津波てんでんこ : 近代日本の津波史 / 山下文男著. -- 新日本出版社, 2008.

2011/5/19

11101765

453.4/Y44t

津波ものがたり / 山下文男著 ; 箕田源二郎, 宮下森画. -- 改訂新版. -- 童心社,
2011.

2011/8/5

11101747

453.8/Ka31k

火山と地震の国に暮らす / 鎌田浩毅著. -- 岩波書店, 2011.

2011/8/3

11102664

493.1/G56n

人間と放射線 : 医療用X線から原発まで / ジョン・W.ゴフマン著 ; 伊藤昭好[ほか]訳. -新装版. -- 明石書店, 2011.

2011/9/20

11100253

493.1/G73t

低線量内部被曝の脅威 : 原子炉周辺の健康破壊と疫学的立証の記録 / ジェイ・マー
ティン・グールド著 ; 肥田舜太郎 [ほか] 共訳. -- 緑風出版, 2011.

2011/5/19

11100252

493.1/H49h

早わかり!図解知っておきたい!!放射能と原子力. -- 綜合図書, 2011. -- (ローレンスムッ
ク).

2011/5/19

11103203

493.1/Ko18n

内部被曝の真実 / 児玉龍彦著. -- 幻冬舎, 2011. -- (幻冬舎新書 ; 228 ; [こ-131]).

2011/10/5

11101149

493.1/Su31k

子どもたちを放射能から守るために / 菅谷昭著. -- 亜紀書房, 2011.

2011/7/7

11102675

493.1/Ta28h

放射線から子どもの命を守る / 高田純著. -- 幻冬舎ルネッサンス, 2011. -- (幻冬舎ル
ネッサンス新書 ; 045).

2011/9/20

11100785

493.1/To62h

放射能汚染の基礎知識。 : どこまでなら安全か?どこから危険なのか? : 45分でわかる! /
朝長万左男著. -- マガジンハウス, 2011. -- (Magazine house 45 minutes series ;
#12).

2011/6/17

11105343

493.1/U84h

放射能汚染ほんとうの影響を考える : フクシマとチェルノブイリから何を学ぶか / 浦島充佳
著. -- 化学同人, 2011. -- (DOJIN選書 ; 40).

2012/1/5

11103205

493.7/Ka86k

心のケア : 阪神・淡路大震災から東北へ / 加藤寛, 最相葉月著. -- 講談社, 2011. -(講談社現代新書 ; 2121).

2011/10/5

11101472

498.5/A49k

家族で語る食卓の放射能汚染 / 安斎育郎著. -- 増補改訂版. -- 同時代社, 2011.

2011/7/20

11100781

498.5/Ta29s

食卓にあがった放射能 / 高木仁三郎, 渡辺美紀子著 ; : 新装版. -- 七つ森書館,
2011.

: 新装版

2011/6/17
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11103914

498.5/To55h

放射性物質から身を守る食事法 : いたずらに恐れず、安心して生活するための知恵 /
富永國比古著. -- 河出書房新社, 2011.

2011/10/28

10901908

501.6/C39s

世界エネルギー市場 : 石油・天然ガス・電気・原子力・新エネルギー・地球環境をめぐる
21世紀の経済戦争 / ジャン=マリー・シュヴァリエ著 ; 林昌宏訳. -- 作品社, 2007.

2009/7/15

11100762

501.6/Ko73d

誰も答えない!太陽光発電の大疑問 : エネルギー供給技術を評価する視点 / 近藤邦
明著. -- 不知火書房, 2010. -- (シリーズ「環境問題を考える」 ; 2).

2011/6/16

11101131

501.6/Mi71g

原発社会からの離脱 : 自然エネルギーと共同体自治に向けて / 宮台真司, 飯田哲也
著. -- 講談社, 2011. -- (講談社現代新書 ; 2112).

2011/7/7

11102408

501.6/N46n

日本の大転換 / 中沢新一著. -- 集英社, 2011. -- (集英社新書 ; 0606C).

2011/9/7

11100760

501.6/Ta59g

偽善エネルギー / 武田邦彦著. -- 幻冬舎, 2009. -- (幻冬舎新書 ; 147).

2011/6/16

11100254

501.6/Ta84g

原発に頼らない社会へ : こうすれば電力問題も温暖化も解決できる / 田中優著. -- 武
田ランダムハウスジャパン, 2011.

2011/5/19

11100207

501.6/Y88g

原発抜き・地域再生の温暖化対策へ / 吉井英勝著. -- 新日本出版社, 2010.

2011/5/18

11101480

524.9/N73i

インフラ被害の全貌 : 大津波から人命と国土を守るための課題 / 日経コンストラクション
編. -- 日経BP社, 2011. -- (東日本大震災の教訓 / 日経ホームビルダー編 ; 土木編).

2011/7/21

11101153

524.9/N73k

覆る建築の常識 / 日経アーキテクチュア編. -- 日経BP社, 2011. -- (東日本大震災の
教訓 / 日経ホームビルダー編 ; 都市・建築編).

2011/7/7

11100961

539.4/A35k

核燃料サイクルの闇 : イギリス・セラフィールドからの報告 / 秋元健治著. -- 現代書館,
2006.

2011/6/23

11100784

539.4/Ta94d

どうするプルトニウム / 舘野淳, 野口邦和, 吉田康彦編. -- リベルタ出版, 2007.

2011/6/17

11100790

539.4/Ts76g

原発とプルトニウム : パンドラの箱を開けてしまった科学者たち / 常石敬一著. -- PHP研
究所, 2010. -- (PHPサイエンス・ワールド新書 ; 017).

2011/6/17

11102399

539.6/A41h

放射能と理性 : なぜ「100ミリシーベルト」なのか / ウェード・アリソン著 ; 峯村利哉訳. -徳間書店, 2011.

2011/9/7

11100847

539.6/A58s

世界一わかりやすい放射能の本当の話 : 福島原発事故!緊急出版 / 別冊宝島編集
部編 ; 青山智樹 [ほか] 著 ; [1], 2 完全対策編, 3 子どもを守る編. -- 宝島社, 2011.

11102663

539.6/Ko29k

小出裕章が答える原発と放射能 / 小出裕章著. -- 河出書房新社, 2011.

2011/9/20

11100650

539.6/N32h

放射線のひみつ : 正しく理解し、この時代を生き延びるための30の解説 / 中川恵一著 ;
寄藤文平イラスト. -- 朝日出版社, 2011.

2011/6/13

11105520

539.6/N32h

放射線被曝の歴史 : アメリカ原爆開発から福島原発事故まで / 中川保雄著. -- 増
補. -- 明石書店, 2011.

2012/1/16

11102252

539.6/N77h

放射線のABC / 日本アイソトープ協会編集. -- 改訂版. -- 日本アイソトープ協会,
2011.

2011/9/1

11100791

539.9/G34g

「原子力事故」自衛マニュアル : “その時"すべきこと、絶対してはいけないこと / 事故・災
害と生活を考える会著. -- 緊急改訂版. -- 青春出版社, 2011. -- (青春新書PLAY
BOOKS ; P-923).

2011/6/17

11100251

539.9/N93h

放射能事件ファイル / 野口邦和著. -- 新日本出版社, 1998.

2011/5/19

11100457

539/H72w

わかりやすい原子力規制関係の法令の手引き / 広瀬研吉著. -- 大成出版社, 2011.

2011/5/31

[1]
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受入日

「原子力ムラ」を超えて : ポスト福島のエネルギー政策 / 飯田哲也, 佐藤栄佐久, 河野
太郎著. -- NHK出版, 2011. -- (NHKブックス ; 1181).

2011/8/3

539/Ka21f

「フクシマ」論 : 原子力ムラはなぜ生まれたのか / 開沼博著. -- 青土社, 2011.

2011/7/26

11105313

539/Ka95g

原発と原爆 : 「核」の戦後精神史 / 川村湊著. -- 河出書房新社, 2011. -- (河出ブッ
クス ; 034).

2012/1/5

11101144

539/Ta59w

私たちはこうして「原発大国」を選んだ : 増補版「核」論 / 武田徹著. -- 中央公論新社,
2011. -- (中公新書ラクレ ; 387).

2011/7/7

11105342

539/W12g

原子力・核問題ハンドブック / 和田長久, 原水爆禁止日本国民会議編. -- 七つ森書
館, 2011.

2012/1/5

11102414

540.9/Ta19d

ドキュメント東京電力 : 福島原発誕生の内幕 / 田原総一朗著 ; : 新装版. -- 文藝春
秋, 2011. -- (文春文庫 ; [た-6-15]).

11102679

543.5/A42t

東電の核惨事 / 天笠啓祐著. -- 緑風出版, 2011.

2011/9/20

11101513

543.5/A82g

原発と人間. -- 朝日新聞社. -- (朝日ジャーナル ; 2011年6月5日 緊急増刊 第16巻
第25号通巻5071号).

2011/7/25

11101764

543.5/A83g

原発が全くない国、ニュージーランド / 浅井隆著. -- 第二海援隊, 2011.

2011/8/5

11100796

543.5/B33c

チェルノブイリの惨事 / ベラ・ベルベオーク, ロジェ・ベルベオーク著 ; 桜井醇児訳 ; 新装版.
-- 緑風出版, 1994.

11100763

543.5/E63g

原子力発電がよくわかる本 / 榎本聰明著. -- オーム社, 2009.

2011/6/16

11100788

543.5/F89g

原発震災が大都市を襲う : 次は首都圏か!? / 船瀬俊介著. -- 徳間書店, 2011.

2011/6/17

11100797

543.5/F89k

巨大地震が原発を襲う : チェルノブイリ事故も地震で起こった / 船瀬俊介著. -- 地湧
社, 2007.

2011/6/17

11100798

543.5/F93g

原発安全革命 / 古川和男著. -- 文藝春秋, 2011. -- (文春新書 ; 806).

2011/6/17

11100833

543.5/F98k

「科学の目」で原発災害を考える / 不破哲三 [述]. -- 日本共産党中央委員会出版
局, 2011. -- (文献パンフ ; 4).

2011/6/20

11102082

543.5/G63g

原発 : インフォグラフィクス : 放射性廃棄物と隠れた原子爆弾 / エステル・ゴンスターラ
[著] ; 今泉みね子訳. -- 岩波書店, 2011.

2011/8/29

11103085

543.5/H36d

脱原子力社会へ : 電力をグリーン化する / 長谷川公一著. -- 岩波書店, 2011. -- (岩
波新書 ; 新赤版 1328).

2011/9/29

11100703

543.5/H71b

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. -- 小
学館, 2011.

2011/6/15

11102020

543.5/H71f

福島原発と人びと / 広河隆一著. -- 岩波書店, 2011. -- (岩波新書 ; 新赤版 1322).

2011/8/29

11104303

543.5/H72g

原発の闇を暴く / 広瀬隆, 明石昇二郎著. -- 集英社, 2011. -- (集英社新書 ;
0602B).

2011/11/16

11100792

543.5/H87g

原発ジプシー : 被曝下請け労働者の記録 / 堀江邦夫著. -- 増補改訂版. -- 現代書
館, 2011.

2011/6/17

11100838

543.5/H87g

原発労働記 / 堀江邦夫 [著]. -- 講談社, 2011. -- (講談社文庫 ; [ほ-5-2]).

2011/6/20

: 新装版

新装版
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2011/6/17

震災・原発関係資料(1F特設コーナー)

福島大学附属図書館
8/13

登録番号

請求記号

書誌及び書誌関連情報

巻号事項

11102477

543.5/I35d

脱原発社会を創る30人の提言 / 池澤夏樹ほか著. -- コモンズ, 2011.

2011/9/9

11104868

543.5/I43g

「原発」国民投票 / 今井一著. -- 集英社, 2011. -- (集英社新書 ; 0603A).

2011/12/6

11101565

543.5/I71g

原発を終わらせる / 石橋克彦編. -- 岩波書店, 2011. -- (岩波新書 ; 新赤版 1315).

2011/7/25

11103202

543.5/I71g

原発を終わらせる / 石橋克彦編. -- 岩波書店, 2011. -- (岩波新書 ; 新赤版 1315).

2011/10/5

11100780

543.5/I76g

原子炉解体 : 廃炉への道 / 石川迪夫編著 ; : 新装版. -- 講談社, 2011.

11101186

543.5/J52j

地震と原発今からの危機 : 激トーク・オン・デマンド特別編 / 神保哲生著 : 宮台真司著
: 飯田哲也著 : 片田敏孝著 : 小出裕章著 : 河野太郎著 : 立石雅昭著 : 松井英介著
: 矢ケ崎克馬著 : 青木理著 : 武田徹著. -- 扶桑社, 2011.

2011/7/11

11104697

543.5/Ka21g

原発訴訟 / 海渡雄一著. -- 岩波書店, 2011. -- (岩波新書 ; 新赤版 1337).

2011/11/29

11100967

543.5/Ka31g

原発暴走列島 / 鎌田慧著. -- アストラ, 2011.

2011/6/23

11100397

543.5/Ka31n

日本の原発危険地帯 / 鎌田慧著. -- 青志社, 2011.

2011/5/30

11100641

543.5/Ka95f

福島原発人災記 : 安全神話を騙った人々 / 川村湊著. -- 現代書館, 2011.

2011/6/13

11009311

543.5/Ki17g

原発スキャンダル / 木原省治著. -- 七つ森書館, 2010.

2011/2/25

11101621

543.5/Ki24g

原発をつくった私が、原発に反対する理由 / 菊地洋一著. -- 角川書店, 2011.

2011/7/28

11102994

543.5/Ko29g

原子力村の大罪 / 小出裕章 [ほか] 著. -- KKベストセラーズ, 2011.

2011/9/29

11103171

543.5/Ko29g

原発が許されない理由 : 子どもたちに伝えたい / 小出裕章著. -- 東邦出版, 2011.

2011/10/5

11101766

543.5/Ko29h

放射能汚染の現実を超えて / 小出裕章著. -- 河出書房新社, 2011.

2011/8/5

11100702

543.5/Ko29k

隠される原子力核の真実 : 原子力の専門家が原発に反対するわけ / 小出裕章著. -創史社, 2010.

2011/6/15

11104073

543.5/Ko29k

小出裕章 核=原子力のこれから : 生まれ故郷で語る / 小出裕章著. -- 本の泉社,
2011.

2011/11/8

11102680

543.5/Ko29s

知りたくないけれど、知っておかねばならない原発の真実 / 小出裕章著 ; MBSラジオ「た
ね蒔きジャーナル」聞き手. -- 幻冬舎, 2011.

2011/9/20

11100965

543.5/Ku37k

科学としての反原発 / 久米三四郎著. -- 七つ森書館, 2010. -- (市民科学ブックス ;
7).

2011/6/23

11006818

543.5/Ku95m

巻原発 : 住民投票への軌跡 / 桑原正史, 桑原三恵著. -- 七つ森書館, 2003. -- (脱
原発シリーズ ; 2).

2010/12/13

11101152

543.5/Ma59k

これでいいのか福島原発事故報道 : マスコミ報道で欠落している重大問題を明示する /
丸山重威編・著 ; 伊東達也 [ほか] 著. -- あけび書房, 2011.

2011/7/7

11100795

543.5/Ma86d

ドキュメントチェルノブイリ / 松岡信夫著 ; : 新装版. -- 緑風出版, 1988.

: 新装版

: 新装版
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2011/6/17

2011/6/17
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11100801

543.5/N42c

チェルノブイリ春 / 中筋純写真・文. -- 二見書房, 2011.

2011/6/17

10901875

543.5/N72g

原発と地震 : 柏崎刈羽「震度7」の警告 / 新潟日報社特別取材班著. -- 講談社,
2009.

2009/7/14

11102081

543.5/N77g

日本を脅かす!. -- 宝島社, 2011. -- (別冊宝島 ; 1796 . 原発の深い闇 ; [1]).

2011/8/29

11102836

543.5/N77g

原発事故緊急対策マニュアル : 放射能汚染から身を守るために / 日本科学者会議福
岡支部核問題研究委員会編. -- 合同出版, 2011.

2011/9/26

11103723

543.5/N77g

原発事故・損害賠償マニュアル / 日本弁護士連合会編. -- 日本加除出版, 2011.

2011/10/19

11100782

543.5/N86g

原発は地球にやさしいか : 温暖化防止に役立つというウソ / 西尾漠著. -- 緑風出版,
2008. -- (プロブレムQ&A).

2011/6/17

11100799

543.5/N86g

原発を考える50話 / 西尾漠著. -- 新版. -- 岩波書店, 2006. -- (岩波ジュニア新書 ;
529).

2011/6/17

11101188

543.5/O57r

ルポ東京電力原発危機1カ月 / 奥山俊宏著. -- 朝日新聞出版, 2011. -- (朝日新書
; 302).

2011/7/11

11100655

543.5/O61n

日本復興計画 / 大前研一著. -- 文藝春秋, 2011.

2011/6/14

11102074

543.5/O68s

世界が見た福島原発災害 : 海外メディアが報じる真実 / 大沼安史著. -- 緑風出版,
2011.

2011/8/29

11104072

543.5/O68s/2

死の灰の下で / 大沼安史著. -- 緑風出版, 2011. -- (世界が見た福島原発災害 /
大沼安史著 ; 2).

2011/11/8

11102079

543.5/P97g

原発・放射能図解データ / プロジェクトF文. -- 大月書店, 2011.

2011/8/29

11101145

543.5/Sa47g

原発のどこが危険か : 世界の事故と福島原発 / 桜井淳著. -- 新版. -- 朝日新聞出
版, 2011. -- (朝日選書 ; 876).

2011/7/7

11101746

543.5/Sa83g

原発文化人50人斬り / 佐高信著. -- 毎日新聞社, 2011.

2011/8/3

11101502

543.5/Sh49g

原発になお地域の未来を託せるか : 福島原発事故 : 利益誘導システムの破綻と地域
再生への道 / 清水修二著. -- 自治体研究社, 2011.

2011/7/22

11102311

543.5/Ta29c

チェルノブイリ原発事故 / 高木仁三郎著 ; : 新装版. -- 七つ森書館, 2011.

11100849

543.5/Ta29g

原子力神話からの解放 : 日本を滅ぼす九つの呪縛 / 高木仁三郎著. -- 光文社,
2000. -- (カッパ・ブックス).

11100783

543.5/Ta29h

反原発、出前します : 原発・事故・影響そして未来を考える : 高木仁三郎講義録 / 高
木仁三郎[述]・監修 ; 反原発出前のお店編 ; : 新装版. -- 七つ森書館, 2011.

11100951

543.5/Ta59e

エネルギーと原発のウソをすべて話そう / 武田邦彦著. -- 産経新聞出版, 2011.

2011/6/23

11100649

543.5/Ta59g

原発事故残留汚染の危険性 : われわれの健康は守られるのか / 武田邦彦著. -- 朝
日新聞出版, 2011.

2011/6/13

11101015

543.5/Ta59g

原発大崩壊! / 武田邦彦著. -- KKベストセラーズ, 2011. -- (ベスト新書 ; 329).

2011/6/27

11101183

543.5/Ta59g

原発はなぜ日本にふさわしくないのか / 竹田恒泰著. -- 小学館, 2011.

2011/7/11

: 新装版

受入日

2011/9/1

2011/6/20

: 新装版

2011/6/17
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11100778

543.5/To93n

日本の原発技術が世界を変える / 豊田有恒 [著]. -- 祥伝社, 2010. -- (祥伝社新書
; 225).

2011/6/17

11100964

543.5/Ts26g

原子力に未来はなかった / 槌田敦著. -- 亜紀書房, 2011.

2011/6/23

11100484

543.5/U14o

大津波と原発 / 内田樹, 中沢新一, 平川克美著. -- 朝日新聞社, 2011.

2011/5/31

11100546

543.5/U15n

日本の原発、どこで間違えたのか / 内橋克人著. -- 朝日新聞出版, 2011.

2011/6/3

11103374

543.5/U32w

わが子からはじまる原子力と原発きほんのき / 上田昌文著. -- クレヨンハウス, 2011. -(クレヨンハウス・ブックレット ; 001).

2011/10/7

11105523

543.5/Y31f

福島の原発事故をめぐって : いくつか学び考えたこと / 山本義隆 [著]. -- みすず書房,
2011.

2012/1/16

11100250

543.5/Y53i

いのちと放射能 / 柳澤桂子著. -- 筑摩書房, 2007. -- (ちくま文庫 ; や-33-1).

2011/5/19

11100802

543.5/Y67g

原子力ルネサンス : エネルギー問題の不可避の選択 / 矢沢潔著. -- 技術評論社,
2008. -- (知りたいサイエンス ; 038).

2011/6/17

11100851

543.5/Y88d

どうする原発どうなる放射線 : 核廃絶の願いとともに / 吉井英勝著 [ほか] 著. -- 日本
機関紙出版センター, 2011.

2011/6/20

11009374

543.5/Y92g

原発と日本の未来 : 原子力は温暖化対策の切り札か / 吉岡斉編. -- 岩波書店,
2011. -- (岩波ブックレット ; No.802).

2011/3/1

11104429

596/O65s

作家の口福 / 恩田陸ほか著. -- 朝日新聞出版, 2011. -- (朝日文庫).

2011/11/16

11104430

596/O65s

作家の口福 / 恩田陸ほか著. -- 朝日新聞出版, 2011. -- (朝日文庫).

2011/11/16

11004301

599/W14p

パパの子育て奮闘記 : 大地のほっぺたに顔をくっつけて / 和合亮一著. -- サンガ, 2008.

2010/9/8

11104595

599/W14p

パパの子育て奮闘記 : 大地のほっぺたに顔をくっつけて / 和合亮一著. -- サンガ, 2008.

2011/11/25

11004943

601.1/Su18a

青森県の地域振興と原子力産業 / 末永洋一著. -- 青森大学附属産業研究所,
2009. -- (青森大学・産研叢書 ; 7).

2010/9/27

11102076

611.4/N15n

日本の農業は"風評被害"に負けない / 永峰英太郎, 河岸宏和著. -- アスキー・メディ
アワークス, 2011. -- (アスキー新書 ; 193).

2011/8/29

11102688

686.2/H55h

東日本大震災の記録 / 今尾恵介監修. -- 新潮社, 2011. -- (新潮「旅」ムック . 日本
鉄道旅行地図帳).

2011/9/20

11103245

686.7/Sh69s

震災と鉄道全記録 : 鉄路よ熱く甦れ. -- 朝日新聞出版, 2011. -- (AERA MOOK).

2011/10/3

11104849

778/Su59j

100,000年後の安全 / 隅井直子編. -- アップリンク, 2011.

2012/12/2

11104850

778/Su59j

100,000年後の安全 / 隅井直子編. -- アップリンク, 2011.

2012/12/2

19914858

816.5/N88R

留学生のためのレポートの文章 / 二通信子, 佐藤不二子共著. -- アカデミック・ライティ
イング研究会, 1999. _.

2000/1/5

10900370

910.26/H83t

特集・穂村弘 / [穂村弘]. -- 河出書房新社. -- (文藝).

2009/5/12
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11104857

911.16/H36s

震災歌集 / 長谷川櫂著. -- 中央公論新社, 2011.

2012/12/2

11104858

911.16/H36s

震災歌集 / 長谷川櫂著. -- 中央公論新社, 2011.

2012/12/2

11001096

911.5/Ta88n

にほんごの話 / 谷川俊太郎, 和合亮一著. -- 青土社, 2010.

2010/5/28

11104435

911.5/Ta88n

にほんごの話 / 谷川俊太郎, 和合亮一著. -- 青土社, 2010.

2011/11/16

11001995

911.56/W14a

After / 和合亮一著. -- 思潮社, 1998.

2010/6/23

11004302

911.56/W14a

After / Wago Ryoichi ; translated by Juliet Winters Carpenter. -- Yamaguchi City,
2000.

2010/9/8

11001996

911.56/W14c

地球頭脳詩篇 / 和合亮一著. -- 思潮社, 2005.

2010/6/23

11104863

911.56/W14c

地球頭脳詩篇 / 和合亮一著. -- 思潮社, 2005.

2011/12/7

11002000

911.56/W14g

黄金少年 : ゴールデン・ボーイ / 和合亮一著. -- 思潮社, 2009.

2010/6/23

11104598

911.56/W14g

黄金少年 : ゴールデン・ボーイ / 和合亮一著. -- 思潮社, 2009.

2011/11/25

11001998

911.56/W14n

入道雲入道雲入道雲 / 和合亮一著. -- 思潮社, 2006.

2010/6/23

11104597

911.56/W14n

入道雲入道雲入道雲 / 和合亮一著. -- 思潮社, 2006.

2011/11/25

11001997

911.56/W14r

Rainbow / 和合亮一著. -- 思潮社, 1999.

2010/6/23

11104596

911.56/W14r

Rainbow / 和合亮一著. -- 思潮社, 1999.

2011/11/25

11100977

911.56/W14s

詩の礫 (つぶて) / 和合亮一著. -- 徳間書店, 2011.

2011/6/23

11100978

911.56/W14s

詩の邂逅 / 和合亮一著. -- 朝日新聞出版, 2011.

2011/6/23

11100979

911.56/W14s

詩ノ黙礼 / 和合亮一著. -- 新潮社, 2011.

2011/6/23

11104432

911.56/W14s

詩ノ黙礼 / 和合亮一著. -- 新潮社, 2011.

2011/11/16

11104433

911.56/W14s

詩の礫 (つぶて) / 和合亮一著. -- 徳間書店, 2011.

2011/11/16

11104434

911.56/W14s

詩の邂逅 / 和合亮一著. -- 朝日新聞出版, 2011.

2011/11/16

11105156

911.56/W14s

74の樹木 : 74本の木に願いを込めて/ 和合亮一 [著]. -- ぶらっとWeb放送, 2008.

2011/12/19

11105157

911.56/W14s

74の樹木 : 74本の木に願いを込めて/ 和合亮一 [著]. -- ぶらっとWeb放送, 2008.

2011/12/19
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11001999

911.56/W14t

誕生 / 和合亮一著. -- 思潮社, 2002.

2010/6/23

11104864

911.56/W14t

誕生 / 和合亮一著. -- 思潮社, 2002.

2011/12/7

11002029

911.56/Y32h

豊潤な孤独 / 山村由紀編著. -- 草原詩社, 2008.

2010/6/25

11104862

911.56/Y32h

豊潤な孤独 / 山村由紀編著. -- 草原詩社, 2008.

2011/12/7

11003185

913.6/N37a

悪と仮面のルール / 中村文則著. -- 講談社, 2010.

2010/7/21

11104247

913.6/N37a

悪意の手記 / 中村文則 [著]. -- 新潮社, 2005.

2011/11/15

11104428

913.6/N37a

悪と仮面のルール / 中村文則著. -- 講談社, 2010.

2011/11/16

10900086

913.6/N37n

何もかも憂鬱な夜に / 中村文則著. -- 集英社, 2009.

2009/5/1

11104672

913.6/N37n

何もかも憂鬱な夜に / 中村文則著. -- 集英社, 2009.

2011/11/29

11104253

913.6/N37o

王国 / 中村文則著. -- 河出書房新社, 2011.

2011/11/15

11104254

913.6/N37o

王国 / 中村文則著. -- 河出書房新社, 2011.

2011/11/15

10904714

913.6/N37s

掏摸 / 中村文則著. -- 河出書房新社, 2009.

2009/11/9

10905080

913.6/N37s

世界の果て / 中村文則著. -- 文藝春秋, 2009.

2009/11/27

11104246

913.6/N37s

掏摸 / 中村文則著. -- 河出書房新社, 2009.

2011/11/15

11104250

913.6/N37s

遮光 / 中村文則著. -- 新潮社, 2011. -- (新潮文庫 ; 9122, な-56-3).

2011/11/15

11104251

913.6/N37s

最後の命 / 中村文則 [著]. -- 講談社, 2010. -- (講談社文庫 ; [な-85-1]).

2011/11/15

11104427

913.6/N37s

世界の果て / 中村文則著. -- 文藝春秋, 2009.

2011/11/16

11104431

913.6/N37s

最後の命 / 中村文則 [著]. -- 講談社, 2010. -- (講談社文庫 ; [な-85-1]).

2011/11/16

11104601

913.6/N37s

遮光 / 中村文則著. -- 新潮社, 2011. -- (新潮文庫 ; 9122, な-56-3).

2011/11/25

11104248

913.6/N37t

土の中の子供 / 中村文則著. -- 新潮社, 2008. -- (新潮文庫 ; な-56-2).

2011/11/15

11104249

913.6/N37t

土の中の子供 / 中村文則著. -- 新潮社, 2008. -- (新潮文庫 ; な-56-2).

2011/11/15

11104974

913.6/N37t

土の中の子供 / 中村文則 [著]. -- 新潮社, 2005.

2011/12/9
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11101767

913.6/Ts39t

東海・東南海・南海三連動大地震 / 柘植久慶著. -- 廣済堂あかつき株式会社出版
事業部, 2011. -- (Kosaido blue books).

2011/8/5

11103905

916/A38n

長崎原爆記 : 被爆医師の証言 / 秋月辰一郎著. -- 日本ブックエース, 2010. -- (平
和文庫).

2011/10/28

11104853

CD/Mi21k

貝殻のうた : 和合亮一の詩による 伊藤康英 歌曲の世界 / 見角悠代ソプラノ ; 伊藤康
英作曲・ピアノ ; 和合亮一朗読 ; ブレーン編集・製作. -- イトーミュージック, 2011. s.

2012/12/2

11104854

CD/Mi21k

貝殻のうた : 和合亮一の詩による 伊藤康英 歌曲の世界 / 見角悠代ソプラノ ; 伊藤康
英作曲・ピアノ ; 和合亮一朗読 ; ブレーン編集・製作. -- イトーミュージック, 2011. s.

2012/12/2

11104847

CD/W14r

ライブ「詩の礫」 : 福島を生きる / 和合亮一朗読 ; 増田太郎ヴァイオリン. -- アートデイ
ズ, 2011. t.

2012/12/2

11104848

CD/W14r

ライブ「詩の礫」 : 福島を生きる / 和合亮一朗読 ; 増田太郎ヴァイオリン. -- アートデイ
ズ, 2011. t.

2012/12/2

11101043

M/H55h

東日本大震災復興支援地図 : 青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉太平洋沿岸地域.
-- 昭文社, 2011.

2011/6/30

11104851

MUS/W14k

貝殻のうた : 和合亮一の詩による 伊藤康英 歌曲集 / 和合亮一作詞 ; 伊藤康英作
曲. -- イトーミュージック, 2011. c.

2012/12/2

11104855

MUS/W14k

貝殻のうた : 和合亮一の詩による 伊藤康英 歌曲集 / 和合亮一作詞 ; 伊藤康英作
曲. -- イトーミュージック, 2011. c.

2012/12/2

11104599

MUS/W14u

宇宙になる : 三つの愛のかたち : 混声合唱とピアノのための / 和合亮一詩 ; 新実徳英
作曲 = To be the universe : three forms of love : for mixed chorus and piano /
poems by Ryōichi Wagō; music by Tokuhide Niimi. -- 音楽之友社, 2010. c.

2011/11/25

11104600

MUS/W14u

宇宙になる : 三つの愛のかたち : 混声合唱とピアノのための / 和合亮一詩 ; 新実徳英
作曲 = To be the universe : three forms of love : for mixed chorus and piano /
poems by Ryōichi Wagō; music by Tokuhide Niimi. -- 音楽之友社, 2010. c.

2011/11/25

