学情センター２Ｆ企画展示

展示期間：2012.3.8～3.28
書名

巻号次 配置場所

原発報道とメディア / 武田徹著. -- 講談社, 2011.6. -- (講談社現代新書 ; 2110).

4F新書版

請求記号
070//TA59//3289

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.
4F新書版
-- (角川SSC新書
070.21//I79//8544
; 130).
ジャーナリズムの陥し穴 : 明治から東日本大震災まで / 田原総一朗著. -- 筑摩書房, 2011.7. -- (ちくま新書
4F新書版
; 911).070.21//TA19//4400
3F開架新体系 070.21//Y19//4564

ジャーナリズムの行方 / 山田健太著. -- 三省堂, 2011.8.

新聞・テレビは信頼を取り戻せるか : 「調査報道」を考える / 小俣一平著. -- 平凡社, 2011.11. -- (平凡社新書
4F新書版; 616).
070.4//O61//7779
調査報道がジャーナリズムを変える / 田島泰彦, 山本博, 原寿雄編. -- 花伝社.

3F開架新体系 070.4//TA26//6789

天災と復興の日本史 / 外川淳著. -- 東洋経済新報社, 2011.7.

3F開架新体系 210.17//TO22//3945

3F開架新体系
震災復興 : 後藤新平の120日 : 都市は市民がつくるもの / 後藤新平研究会編著. -- 藤原書店, 2011.7.
-- (後藤新平の全仕事).
210.69//G72//8873

関東大震災の社会史 / 北原糸子著. -- 朝日新聞出版, 2011.8. -- (朝日選書 ; 881).

4F開架新体系 210.69//KI64//5514

帝都復興の時代 : 関東大震災以後 / 筒井清忠著. -- 中央公論新社, 2011.11. -- (中公選書 ; 003). 3F開架新体系 210.69//TS93//7308
後藤新平 : 大震災と帝都復興 / 越澤明著. -- 筑摩書房, 2011.11. -- (ちくま新書 ; 933).

4F新書版

289//KO87//7358

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, 2011.3F開架大型本 L291.2//H55//8555
4F開架新体系 301//Y47//8318
公共哲学からの応答 : 3・11の衝撃の後で / 山脇直司著. -- 筑摩書房, 2011.12. -- (筑摩選書 ; 0030).

ルポ下北核半島 : 原発と基地と人々 / 鎌田慧, 斉藤光政著. -- 岩波書店, 2011.8.

4F開架新体系 302.1//KA31//5784

震災以後 : 特集 / 東浩紀編集長. -- コンテクチュアズ, 2011.9. -- (思想地図β ; vol. 2).

4F開架新体系 304//A99//6655

大震災復興ビジョン : 「先駆的地域社会」の実現 / 二神壯吉著 ; 横山禎徳編. -- オーム社, 2011.10. 4F開架新体系 304//F97//7174
先送りできない日本 : “第二の焼け跡"からの再出発 / 池上彰 [著]. -- 角川書店. -- (角川oneテーマ21
4F新書版
; C-201). 304//I33//7269
4F開架新体系
日本の未来について話そう : 日本再生への提言 / マッキンゼー・アンド・カンパニー [ほか] 編著. -- 小学館,
2011.7.304//MA21//8465
4F開架新体系 304//N81//8300

危機の思想 / 西部邁, 佐伯啓思編著. -- NTT出版, 2011.8.

4F開架新体系 304//O28//6042
幸せの尺度 : 「サステナブル日本3.0」をめざして / 大橋照枝著. -- 麗沢大学出版会. -- (麗澤大学経済学会叢書).

原子力をめぐる科学者の社会的責任 / 坂田昌一著 ; 樫本喜一編. -- 岩波書店, 2011.10.

4F開架新体系 319.8//SA37//6921

4F開架新体系
取り返しのつかないものを、取り返すために : 大震災と井上ひさし / 大江健三郎 [ほか] 著. -- 岩波書店,
2011.7. -- 323.04//O18//4636
(岩波ブックレット ; No. 814).

4F開架新体系 324.04//Y86//5891
都市居住・災害復興・戦争補償と批判的「法の支配」 / 吉田邦彦著. -- 有斐閣, 2011.3. -- (北海道大学大学院法学研究科叢書
; 19 . 民法理論研究 ;

Q&A震災と住まいの法律相談 / 曽我陽一著. -- 商事法務, 2011.6.

4F開架新体系 324.2//SO25//3461

Q&A東日本大震災と登記実務 / 鈴木龍介編著. -- 商事法務, 2011.5.

4F開架新体系 324.86//SU96//3460

震災で日本経済はどうなるか : 緊急出版 / 藤田勉著. -- 日本経済新聞出版社, 2011.4.

4F開架新体系 332.107//F67//6461

経済復興 : 大震災から立ち上がる / 岩田規久男著. -- 筑摩書房, 2011.5.

4F開架新体系 332.107//I97//6497

震災恐慌! : 経済無策で恐慌が来る! / 田中秀臣, 上念司著. -- 宝島社, 2011.6.

4F開架新体系 332.107//TA84//8543

日本経済の底力 : 臥龍が目覚めるとき / 戸堂康之著. -- 中央公論新社, 2011.8. -- (中公新書 ; 2124).
4F新書版

332.107//TO18//5550

4F開架新体系 333.8//U96//6487
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, 2011.4.

災害軽減と土地利用 / 春山成子編著. -- 古今書院, 2011.10.

4F開架新体系 334.6//H34//6605

資源・食糧・エネルギーが変える世界 / 後藤康浩著. -- 日本経済新聞出版社, 2011.9.

4F開架新体系 334.7//G72//6124

朽ちるインフラ : 忍び寄るもうひとつの危機 / 根本祐二著. -- 日本経済新聞出版社, 2011.5.

4F開架新体系 343.7//N64//2999

4F開架新体系
リスク化する日本社会 : ウルリッヒ・ベックとの対話 / ウルリッヒ・ベック, 鈴木宗徳, 伊藤美登里編 ; 三上剛史
[ほか執筆].
361.04//B31//4632
-- 岩波書店, 2011.7.

ソーシャル・キャピタル入門 : 孤立から絆へ / 稲葉陽二著. -- 中央公論新社, 2011.11. -- (中公新書 4F新書版
; 2138).

361.3//I51//7482

検証 : 東日本大震災の流言・デマ / 荻上チキ著. -- 光文社, 2011.5. -- (光文社新書 ; 518).

4F新書版

361.45//O25//5096

風評被害 : そのメカニズムを考える / 関谷直也著. -- 光文社, 2011.5. -- (光文社新書 ; 521).

4F新書版

361.45//SE43//6327

流言蜚語 / 清水幾太郎著. -- 筑摩書房, 2011.6. -- (ちくま学芸文庫 ; [シ26-1]).

4F文庫版

361.45//SH49//3047

4F開架新体系
コミュニティ・スタディーズ : 災害と復興、無縁化、ポスト成長の中で、新たな共生社会を展望する / 吉原直樹著.
-- 作品社,
361.7//Y87//2506
2011.5.

実践労働相談入門 : 震災・労災・解雇・派遣・いじめ / 水谷英夫著. -- 民事法研究会, 2011.11.

4F開架新体系 366.14//MI97//7296

Q&A震災と雇用問題 / 野川忍著. -- 商事法務, 2011.6.

4F開架新体系 366.21//N93//3459

絶望の国の幸福な若者たち / 古市憲寿著. -- 講談社, 2011.9.

4F開架新体系 367.68//F93//5961

ツナミの小形而上学 / ジャン‐ピエール・デュピュイ [著] ; 嶋崎正樹訳. -- 岩波書店, 2011.7.

4F開架新体系 369.3//D97//4634

災害からみる防災・減災Q&A / 藤田嘉美著. -- オーム社, 2011.8.

4F開架新体系 369.3//F67//5705

復興まちづくり実践ハンドブック / 復興まちづくり研究会編著. -- ぎょうせい, 2011.10.

4F開架新体系 369.3//F73//7292

巨大災害の世紀を生き抜く / 広瀬弘忠著. -- 集英社, 2011.11. -- (集英社新書 ; 0618E).

4F新書版

災害時の栄養・食糧問題 / 板倉弘重, 渡邊昌, 近藤和雄責任編集. -- 建帛社, 2011.11.

4F開架新体系 369.3//I87//8604

369.3//H72//7780

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, 4F開架新体系
2011.6.
369.3//I89//4376
4F開架新体系
ハイチ震災日記 : 私のまわりのすべてが揺れる / ダニー・ラフェリエール [著] ; 立花英裕訳. -- 藤原書店,
2011.9. 369.3//L13//8548

災害の住宅誌 : 人々の移動とすまい / 牧紀男著. -- 鹿島出版会, 2011.6.

4F開架新体系 369.3//MA34//3256

4F開架新体系 L369.3//SA17//4229
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

4F開架新体系 L369.3//SA17//4230
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

1

書名

巻号次 配置場所

請求記号

4F開架新体系 L369.3//SA17//4231
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

4F開架新体系 L369.3//SA17//4232
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

東日本大震災からの復興まちづくり / 佐藤滋編著 ; 鈴木浩 [ほか執筆]. -- 大月書店, 2011.12.

4F開架新体系 369.3//SA85//8611

大震災後の社会学 / 遠藤薫編著. -- 講談社, 2011.12. -- (講談社現代新書 ; 2136).

4F新書版

369.31//E59//8420

「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, 2011.7. 4F開架新体系 369.31//G16//4774
4F開架新体系 369.31//H41//4404
未曾有と想定外 : 東日本大震災に学ぶ / 畑村洋太郎著. -- 講談社, 2011.7. -- (講談社現代新書 ; 2117).

被災地を歩きながら考えたこと / 五十嵐太郎著. -- みすず書房, 2011.11.

4F開架新体系 369.31//I23//7709

3・11その日を忘れない。 : 歴史上の大津波、未来への道しるべ / 飯沼勇義著. -- 鳥影社, 2011.6.

4F開架新体系 369.31//I59//4240

遺体 : 震災、津波の果てに / 石井光太著. -- 新潮社, 2011.10.

4F開架新体系 369.31//I75//8933

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. -- 文藝春秋, 2011.10.

3F学生選書 369.31//KA19//7902

4F開架新体系
「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,
2011.7. 369.31//KA94//4773

3・11後の心を立て直す / 香山リカ著. -- KKベストセラーズ, 2011.7. -- (ベスト新書 ; 333).

4F新書版

369.31//KA98//8951

大震災・原発事故とメディア / メディア総合研究所, 放送レポート編集委員会編. -- 大月書店, 2011.7.4F開架新体系
-- (放送レポート
369.31//ME14//8831
; 別冊).
災害ボランティアの心構え / 村井雅清著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2011.6. -- (ソフトバンク新書 ;4F新書版
163).

369.31//MU41//3305

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, 2011.8.

4F開架新体系 369.31//MU41//5439

震災復興の論点 / 室崎益輝 [ほか] 著. -- 新日本出版社, 2011.6.

4F開架新体系 369.31//MU75//8295

4F開架新体系
キャッシュ・フォー・ワーク : 震災復興の新しいしくみ / 永松伸吾著. -- 岩波書店, 2011.9. -- (岩波ブックレット
; No. 369.31//N15//6518
817).

奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 / 中原一歩著. -- 朝日新聞出版, 2011.10. -- (朝日新書 ; 322).
4F新書版
復興の道なかばで : 阪神淡路大震災一年の記録 / 中井久夫 [著]. -- みすず書房, 2011.5.

369.31//N33//6559

4F開架新体系 369.31//N34//2508

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]. -- みすず書房, 2011.4.4F開架新体系 369.31//N34//6480
3・11メルトダウン : 大津波と核汚染の現場から : JVJA写真集 / 日本ビジュアル・ジャーナリスト協会編. 4F開架新体系
-- 凱風社, 2011.7.
369.31//N71//4771
東日本大震災、その時企業は / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞出版社, 2011.7. -- (日経プレミアシリーズ
4F新書版 ; 134).
369.31//N71//8505
4F開架新体系 369.31//O88//3546
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, 2011.3.

震災と情報 : あのとき何が伝わったか / 徳田雄洋著. -- 岩波書店, 2011.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1343).
4F新書版

369.31//TO35//8357

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, 2011.6. -- (岩波新書 ; 新赤版4F新書版
1312).

369.31//U15//3414

津浪と村 / 山口弥一郎著 ; 石井正己, 川島秀一編. -- 三弥井書店, 2011.6.

4F開架新体系 369.31//Y24//8467

都市化と災害 : とある集中豪雨災害の社会学的モノグラフ / 室井研二著. -- 大学教育出版, 2011.12.4F開架新体系 369.33//MU73//8930
4F開架新体系; no.
第五福竜丸から「3.11」後へ : 被爆者大石又七の旅路 / 小沢節子著. -- 岩波書店, 2011.10. -- (岩波ブックレット
369.36//KO98//6920
820).

原発事故の訴訟実務 : 風評損害訴訟の法理 / 升田純著. -- 学陽書房, 2011.12.

4F開架新体系 369.36//MA66//8733

被ばくと補償 : 広島、長崎、そして福島 / 直野章子著. -- 平凡社, 2011.12. -- (平凡社新書 ; 620). 4F新書版

369.36//N49//8418

4F開架新体系 369.4//O28//8705

3・11被災地子ども白書 / 大橋雄介著. -- 明石書店, 2011.12.

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. -- 現代書林, 2011.10. 4F開架新体系 369.7//I33//8228
4F開架新体系
「ボランティア」の誕生と終焉 : 「贈与のパラドックス」の知識社会学 / 仁平典宏著. -- 名古屋大学出版会,
2011.2. 369.7//N71//0616

プロボノ : 新しい社会貢献新しい働き方 / 嵯峨生馬著. -- 勁草書房, 2011.4.

4F開架新体系 369.7//SA15//2229

防災教育の展開 / 今村文彦編. -- 東信堂, 2011.3. -- (シリーズ・防災を考える ; 6).

4F開架新体系 374.92//I44//1431

柳田国男と今和次郎 : 災害に向き合う民俗学 / 畑中章宏著. -- 平凡社, 2011.11. -- (平凡社新書 ; 615).
4F新書版

380.1//H42//7778

放射能と放射線 : 基本を知る / 藤高和信著. -- 誠文堂新光社, 2011.7.

3F開架新体系 429.4//F67//8874

放射線・放射能がよくわかる本 / 多田順一郎著. -- オーム社, 2011.7.

3F開架新体系 429.4//TA16//5901

気候変動とエネルギー問題 : CO[2]温暖化論争を超えて / 深井有著. -- 中央公論新社, 2011.7. -- (中公新書
4F新書版 ; 2120).
451.85//F71//4465
3F開架新体系 453//KA31//4628

火山と地震の国に暮らす / 鎌田浩毅著. -- 岩波書店, 2011.7.

日本人が知りたい巨大地震の疑問50 : 東北地方太平洋沖地震の原因から首都圏大地震の予測まで /4F新書版
島村英紀著. 453//SH39//3084
-- ソフトバンククリエイティブ, 2011
2011年東北地方太平洋沖地震災害調査速報 /日本建築学会. -- 日本建築学会, 2011.7.

3F開架新体系 L453.21//N71//5442

日本列島の巨大地震 / 尾池和夫著. -- 岩波書店, 2011.10. -- (岩波科学ライブラリー ; 185).

3F開架新体系 453.21//O32//6570

地震の日本史 : 大地は何を語るのか / 寒川旭著. -- 増補版. -- 中央公論新社, 2011.5. -- (中公新書
4F新書版
; 1922).

453.21//SA63//2574

日本人はどんな大地震を経験してきたのか : 地震考古学入門 / 寒川旭著. -- 平凡社, 2011.11. -- (平凡社新書
4F新書版 ; 614).
453.21//SA63//7777
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, 2011.5.

3F開架新体系 453.21//TS41//2871

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, 2011.11.

3F開架新体系 453.212//H68//7707

3F開架新体系 453.212//N71//7718
東日本大震災を解き明かす / NHK「サイエンスZERO」取材班 [ほか] 編著. -- NHK出版, 2011.6. -- (NHKサイエンスZERO).

大地震とテクトニクス : メキシコを中心として / 三雲健著. -- 京都大学学術出版会, 2011.5.

3F開架新体系 453.256//MI25//3049

東北地方太平洋沖地震は“予知"できなかったのか? : 地震予知戦略や地震発生確率の考え方から明らかになる超巨大地震の可能性
4F新書版
453.38//TS67//3307
/ 佃為成著. -- ソ
3F開架新体系
東日本大震災津波詳細地図 = Detailed Maps of the Impacts of the 2011 Japan Tsunami / 原口強,
上 岩松暉著.
-- 上,L453.4//H32//6760
下. -- 古今書院, 2011.10.
3F開架新体系
東日本大震災津波詳細地図 = Detailed Maps of the Impacts of the 2011 Japan Tsunami / 原口強,
下 岩松暉著.
-- 上,L453.4//H32//6761
下. -- 古今書院, 2011.10.

津波災害 : 減災社会を築く / 河田惠昭著. -- 岩波書店, 2010.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1286).

4F新書版

453.4//KA98//8261

利他学 / 小田亮著. -- 新潮社, 2011.5. -- (新潮選書).

3F開架新体系 467.5//O17//3003

3F開架新体系 493.195//E85//8256
放射線被ばくによる健康影響とリスク評価 : 欧州放射線リスク委員会(ECRR)2010年勧告 / 欧州放射線リスク委員会(ECRR)編.
-- 明石書店, 2011.11.

放射線医が語る被ばくと発がんの真実 / 中川恵一著. -- ベストセラーズ, 2012.1. -- (ベスト新書 ; 358).
4F新書版

2

493.195//N32//8915

書名

巻号次 配置場所

請求記号

3F開架新体系
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,
2011.7. -493.195//U84//5449
(DOJIN選書 ; 40).

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, 2011.9. -- (講談社現代新書
4F新書版
; 2121). 493.74//KA86//6060
震災トラウマと復興ストレス / 宮地尚子著. -- 岩波書店, 2011.8. -- (岩波ブックレット ; No. 815).

3F開架新体系 493.937//MI75//5811

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, 2011.4.

3F開架新体系 498.54//TA29//1470

3F開架新体系 498.54//U75//7172
「安全な食べもの」ってなんだろう? : 放射線と食品のリスクを考える / 畝山智香子著. -- 日本評論社, 2011.10.

エネルギー進化論 : 「第4の革命」が日本を変える / 飯田哲也著. -- 筑摩書房, 2011.12. -- (ちくま新書
4F新書版
; 934).

501.6//I18//8425

エネルギー論争の盲点 : 天然ガスと分散化が日本を救う / 石井彰著. -- NHK出版, 2011.7. -- (NHK出版新書
4F新書版 ; 356).
501.6//I75//8372
図解新エネルギーのすべて / 化学工学会SCE・Net編. -- 改訂3版. -- 丸善出版, 2011.8.

3F開架新体系 501.6//KA16//5697

エネルギーを選ぶ時代は来るのか : 総力取材! / NHKスペシャル「日本新生」取材班著. -- NHK出版,4F新書版
2011.12. -- (NHK出版新書
501.6//N71//8439
; 367).
統計データからみる地球環境・資源エネルギー論 / 西山孝, 別所昌彦共著. -- 丸善出版, 2011.4.

3F開架新体系 501.6//N87//2377

地産地消のエネルギー : EIMY : energy in my yard / 新妻弘明著. -- NTT出版, 2011.12.

3F開架新体系 501.6//N88//7700

エネルギーのはなし : 熱力学からスマートグリッドまで / 刑部真弘著. -- 朝倉書店, 2011.8.

3F開架新体系 501.6//O73//5437

3F開架新体系 501.6//W12//8259
拡大する世界の再生可能エネルギー : 脱原発時代の到来 / 和田武, 木村啓二著. -- 世界思想社, 2011.10.

エネルギーと環境の科学 / 山崎耕造著. -- 共立出版, 2011.10.

3F開架新体系 501.6//Y48//6739

3F開架新体系
「新通史」日本の科学技術 : 世紀転換期の社会史1995年-2011年 / 吉岡斉編集代表 ; 塚原修一 [ほか]
企画委員. -502.1//SH69//7552
第1巻 - 第4巻. -- 原書房, 2011
3F開架新体系 504//TA29//6823
科学の「世紀末」 : 反核・脱原発を生きる思想 / 高木仁三郎, 関曠野著. -- : 新装版. -- 平凡社, 2011.10.

「安全第一」の社会史 : 比較文化論的アプローチ / 金子毅著. -- 社会評論社, 2011.7.

3F開架新体系 509.8//KA53//4537

3・11後の建築と社会デザイン / 三浦展, 藤村龍至編著. -- 平凡社, 2011.11. -- (平凡社新書 ; 612). 4F新書版
神戸の震災復興事業 : 2段階都市計画とまちづくり提案 / 中山久憲著. -- 学芸出版社, 2011.9.

518.8//MI67//7775

3F開架新体系 518.8//N45//6146

グリーン・エコノミー : 脱原発と温暖化対策の経済学 / 吉田文和著. -- 中央公論新社, 2011.6. -- (中公新書
4F新書版
; 2115).519//Y86//3407
自然災害と防災の事典 / 寶馨, 戸田圭一, 橋本学編. -- 丸善出版, 2011.12.

3F開架新体系 519.9//TA51//8645

環境防災学 : 災害大国日本を考える文理シナジーの実学 / 竹林征三著. -- 技報堂出版, 2011.8.

3F開架新体系 519.9//TA58//5706

天災と国防 / 寺田寅彦 [著]. -- 講談社, 2011.6. -- (講談社学術文庫 ; [2057]).

4F文庫版

519.9//TE43//3041

3F開架新体系 519.9//W88//8461
天災と人災 : 惨事を防ぐ効果的な予防策の経済学 / 世界銀行, 国際連合共編 ; 千葉啓恵訳. -- 一灯舎.

われわれは明日どこに住むか : 3・11後の建築・まち / 日本建築学会編. -- 彰国社, 2011.12.

3F開架新体系 520.4//N71//8255

3F開架新体系
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.
-- (東日本大震災の教訓
L524.91//N73//3607
/ 日経ホームビルダ
3F開架新体系
覆る建築の常識 / 日経アーキテクチュア編. -- 日経BP社. -- (東日本大震災の教訓 / 日経ホームビルダー編
; 都市・建築編).
L524.91//N73//3608
3F開架新体系
原発はほんとうに危険か? : フランスからの提言 / クロード・アレグレ,ドミニク・ド・モンヴァロン著 ; 林昌宏訳.
-- 原書房,
539//A41//4775
2011.7.

原発と原爆 : 「核」の戦後精神史 / 川村湊著. -- 河出書房新社, 2011.8. -- (河出ブックス ; 034).

3F開架新体系 539//KA95//4573

4F新書版
/539//SA25//3083
齋藤勝裕著. -- ソフトバンククリエ
知っておきたい放射能の基礎知識 : 原子炉の種類や構造、α・β・γ線の違い、ヨウ素・セシウム・ストロンチウムまで
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, 2011.9. -- (ちくまプリマー新書
4F新書版
539//TA19//6054
; 165).
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, 2011.5. -- (中公新書ラクレ
4F新書版 ; 539.04//TA59//2247
387).
3F開架新体系
原発とヒロシマ : 「原子力平和利用」の真相 / 田中利幸, ピーター・カズニック著. -- 岩波書店, 2011.10.
-- (岩波ブックレット
539.09//TA84//6520
; No. 819).

原子力の社会史 : その日本的展開 / 吉岡斉著. -- 新版. -- 朝日新聞出版, 2011.10. -- (朝日選書 ;3F開架新体系
883).
539.09//Y92//6382
3F開架新体系
「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,
2011.7.539.091//I18//4523
-- (NHKブックス ; 1181).

原発のコスト : エネルギー転換への視点 / 大島堅一著. -- 岩波書店, 2011.12. -- (岩波新書 ; 新赤版
4F新書版
1342).

539.091//O77//8358

3F開架新体系 539.091//SC7//6519
ドイツは脱原発を選んだ / ミランダ・A.シュラーズ著. -- 岩波書店, 2011.9. -- (岩波ブックレット ; No.818).

原子力事業に正義はあるか : 六ケ所核燃料サイクルの真実 / 秋元健治著. -- 現代書館, 2011.6.

3F開架新体系 539.4//A35//7717

3F開架新体系 539.6//N26//5900
放射線とは何か : 正しく向き合うための原点 / 名越智恵子, 仲澤和馬, 河合聡共著. -- 丸善出版, 2011.8.

放射線防護の実用的知識 / クラウス・グルーペン著 ; 岡田淳, 吉田勝英訳. -- 講談社, 2011.12.

3F開架新体系 539.68//G89//8610

チェルノブイリと福島 / 河田昌東著. -- 緑風出版, 2011.12.

3F開架新体系 539.68//KA98//7706

3F開架新体系 539.68//N32//6830
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, 2011.10.

東電解体 : 巨大株式会社の終焉 / 奥村宏著. -- 東洋経済新報社, 2011.10.

3F学生選書 540.921//O55//7904

電力と国家 / 佐高信著. -- 集英社, 2011.10. -- (集英社新書 ; 0613B).

4F新書版

540.921//SA83//6553

東電帝国 : その失敗の本質 / 志村嘉一郎著. -- 文藝春秋, 2011.6. -- (文春新書 ; 810).

4F新書版

540.921//SH56//7716

3F開架新体系 543//I76//6764
電気とエネルギーの未来は? : 新技術の動向と全体最適化への挑戦 / 石川憲二著. -- オーム社, 2011.10.
3F開架新体系 543.5//A38//8401
原発難民日記 : 怒りの大地から / 秋山豊寛著. -- 岩波書店, 2011.12. -- (岩波ブックレット ; No. 825).

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,
4F文庫版
2011.6. -- (岩波現代文庫
543.5//A41//3313
; 社会 ; 225).
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, 2011.5.

3F開架新体系 543.5//A49//6330

3F開架新体系
原子力その神話と現実 / リチャード・カーチス, エリザベス・ホーガン著 ; 高木仁三郎 [ほか] 訳. -- 増補新装版.
-- 紀伊国屋書店,
543.5//C96//5438
2011.7.

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. --3F開架新体系
日本評論社, 543.5//E63//5440
2011.8.
ゴーストタウン / エレナ・ウラジーミロヴナ・フィラトワ著 ; 池田紫訳. -- 集英社, 2011.9. -- (集英社新書4F新書版
; ノンフィクション
543.5//F26//6066
; 0608N).
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 [著] ; 吉本晋一郎訳. -- 岩波書店, 2011.8.
4F文庫版
-- (岩波現代文庫
543.5//G17//5808
; 社会 ; 228).
3F開架新体系 543.5//G34//7287
原子力損害賠償の実務 / 原子力損害賠償実務研究会編. -- 民事法研究会, 2011.10. -- (東弁協叢書).

脱原子力社会の選択 : 新エネルギー革命の時代 / 長谷川公一著. -- 増補版. -- 新曜社, 2011.7.

3F開架新体系 543.5//H36//4234

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, 2011.9. -- (岩波新書 ; 新赤版
4F新書版
1328).

3

543.5//H36//6022

書名

巻号次 配置場所

請求記号

原発崩壊 : 樋口健二写真集 / 樋口健二著. -- 合同出版, 2011.8.

3F開架新体系 L543.5//H56//8554

「想定外」の世界 : 福島原発事故で語られなかったこと / 平田周著. -- 技報堂出版, 2011.9.

3F開架新体系 543.5//H68//5932

福島原発と人びと / 広河隆一著. -- 岩波書店, 2011.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1322).

4F新書版

543.5//H71//5523

3F開架新体系 543.5//H71//7258
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, 2011.5.

福島原発メルトダウン : Fukushima / 広瀬隆著. -- 朝日新聞出版, 2011.5. -- (朝日新書 ; 298).

4F新書版

543.5//H72//2544

原発の闇を暴く / 広瀬隆, 明石昇二郎著. -- 集英社, 2011.7. -- (集英社新書 ; 0602B).

4F新書版

543.5//H72//4393

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, 2011.5.

3F開架新体系 543.5//H87//2861

原発をどうするか、みんなで決める : 国民投票へ向けて / 飯田哲也 [ほか] 著. -- 岩波書店, 2011.11.3F開架新体系
-- (岩波ブックレット
543.5//I18//7755
; No. 821).
3F開架新体系 543.5//I35//4776

脱原発社会を創る30人の提言 / 池澤夏樹ほか著. -- コモンズ, 2011.7.

3F開架新体系 543.5//I55//3609
福島原発事故はなぜ起きたか / 井野博満編 ; 井野博満, 後藤政志, 瀬川嘉之 [著]. -- 藤原書店, 2011.6.

原発を終わらせる / 石橋克彦編. -- 岩波書店, 2011.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1315).

4F新書版

原発と震災 : この国に建てる場所はあるのか / 「科学」編集部編. -- 岩波書店, 2011.7.

3F開架新体系 543.5//KA16//4621

543.5//I71//4455

「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, 2011.6.

3F開架新体系 543.5//KA21//3585

原発訴訟 / 海渡雄一著. -- 岩波書店, 2011.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1337).

4F新書版

さようなら原発 / 鎌田慧編. -- 岩波書店, 2011.12. -- (岩波ブックレット ; No. 824).

3F開架新体系 543.5//KA31//8400

543.5//KA21//7334

3F開架新体系 543.5//KA86//7171
災害論 : 安全性工学への疑問 / 加藤尚武著. -- 世界思想社, 2011.11. -- (世界思想社現代哲学叢書).
3F開架新体系 543.5//KA95//2227

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, 2011.4.

3F開架新体系
原子力発電をどうするか : 日本のエネルギー政策の再生に向けて / 橘川武郎著. -- 名古屋大学出版会,
2011.8. 543.5//KI22//5783

原発推進者の無念 : 避難所生活で考え直したこと / 北村俊郎著. -- 平凡社, 2011.10. -- (平凡社新書
4F新書版
; 609).

543.5//KI68//6550

3F開架新体系 543.5//KO29//2855

放射能汚染の現実を超えて / 小出裕章著. -- 河出書房新社, 2011.5.
原発のウソ / 小出裕章著. -- 扶桑社, 2011.6. -- (扶桑社新書 ; 094).

4F新書版

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.

3F開架新体系 543.5//KO29//8584

543.5//KO29//5090

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, 2011.6.
4F新書版
-- (講談社現代新書
543.5//MI71//3288
; 2112).
福島第一原発事故と放射線 : 緊急解説! / 水野倫之, 山崎淑行, 藤原淳登著. -- NHK出版, 2011.6. 4F新書版
-- (NHK出版新書
543.5//MI96//3309
; 353).
福島第一原発事故・検証と提言 : ヒューマン・エラーの視点から / 村田厚生著. -- 新曜社, 2011.11. 3F開架新体系 543.5//MU59//7708
3F開架新体系 -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.
543.5//N71//1473
合同出版, 2011.4.

ルポ東京電力原発危機1カ月 / 奥山俊宏著. -- 朝日新聞出版, 2011.6. -- (朝日新書 ; 302).

4F新書版

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, 2011.6.

3F開架新体系 543.5//O68//2872

543.5//O57//3300

3F開架新体系 543.5//O68//7705
死の灰の下で / 大沼安史著. -- 緑風出版, 2011.11. -- (世界が見た福島原発災害 / 大沼安史著 ; 2).
3F開架新体系 543.5//P97//5441

原発・放射能図解データ / プロジェクトF文. -- 大月書店, 2011.8.

3F開架新体系
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, 2011.4. -- (朝日選書
; 876).543.5//SA47//2049

福島原発の真実 / 佐藤栄佐久著. -- 平凡社, 2011.6. -- (平凡社新書 ; 594).
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 /

4F新書版

543.5//SA85//4036

: 新装版 3F開架新体系
高木仁三郎[述]・監修
; 反原発出前のお店編.
543.5//TA29//1471
-- : 新装版.

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, 2011.4.

: 新装版

-- 七つ

3F開架新体系 543.5//TA29//1472

3F開架新体系 543.5//TA59//6093
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, 2011.4.
3F開架新体系
福島 : 原発震災のまち : フォト・ルポルタージュ / 豊田直巳著. -- 岩波書店, 2011.8. -- (岩波ブックレット
; No. 816).543.5//TO83//5812
3F開架新体系
原発への非服従 : 私たちが決意したこと / 鶴見俊輔 [ほか] 著. -- 岩波書店, 2011.11. -- (岩波ブックレット
; No. 822).
543.5//TS85//7756

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, 2011.4.

3F開架新体系 543.5//U15//5903

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, 2011.8.

3F開架新体系 543.5//Y31//5704

明日なき原発 : 原発のある風景 / 柴野徹夫著. -- 増補新版. -- 未来社, 2011.6.

3F開架新体系 543.5021//SH17//3381

洋上風力発電 / ジョン・トワイデル, ガエターノ・ガウディオージ編著. -- 鹿島出版会, 2011.11.

3F開架新体系 543.6//TW//7668

3F開架新体系
作る自然エレクトロニクス : 太陽電池, 水車, 風車, 火, 人力を利用してエネルギーを自給自足 / 漆谷正義著.
-- CQ出版,
549//U88//2411
2011.5. -- (ハードウェア・セレ

3F開架新体系 549.8//SU96//4791
よくわかるエコ・デバイスのできるまで : 照明用LED/EL、バックライト光源、太陽電池の「できるまで」をこれ1冊で網羅!
/ 鈴木八十二編著. -- 日刊工業新

資源エネルギー政策 / 橘川武郎著. -- 経済産業調査会, 2011.7. -- (通商産業政策史 : 1980-2000 /4F開架新体系
通商産業政策史編纂委員会編
601.1//TS91//5387; 10).

森里海 (もりさとうみ) 連環学 : 森から海までの統合的管理を目指して : 東日本大震災の復興の中で / 4F開架新体系
京都大学フィールド科学教育研究センター編.
656.5//KY6//6034
-海は誰のものか : 東日本大震災と水産業の新生プラン / 小松正之著. -- マガジンランド, 2011.10.

4F開架新体系 661.1//KO61//6652

震災と鉄道 / 原武史著. -- 朝日新聞出版, 2011.10. -- (朝日新書 ; 321).

4F新書版

上を向いて歩こう / 佐藤剛著 ; スタジオジブリ出版部編. -- 岩波書店, 2011.7.

3F開架新体系 767.8//SA85//4627

686.7//H31//6557

瓦礫の中から言葉を : わたしの「死者」へ / 辺見庸著. -- NHK出版, 2012.1. -- (NHK出版新書 ; 363).
4F新書版

914.6//H52//8908

下山の思想 / 五木寛之著. -- 幻冬舎, 2011.12. -- (幻冬舎新書 ; 240, [い-5-2]).

4F新書版

914.6//I91//8442

3.11死に神に突き飛ばされる / 加藤典洋著. -- 岩波書店, 2011.11.

3F開架新体系 914.6//KA86//7748

3.11以後 / 茂木健一郎, 竹内薫著. -- 中央公論新社, 2011.11. -- (中公選書 ; 001).

3F開架新体系 914.6//MO16//7309

大震災の記録と文学 / 志村有弘編. -- 勉誠出版, 2011.7.

3F開架新体系 916//SH56//8303

3F開架新体系 918.6//A39//5656
天変動く : 大震災と作家たち / 悪麗之介編・解説. -- インパクト出版会, 2011.9. -- (インパクト選書 ; 5).
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