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No. 書名（巻号） 著者 出版地 出版者 出版年 雑誌記事特集

1 AERA(第24巻　20号 , 通巻1282号) 東京 朝日新聞社 2011/4/30 臨時増刊 東日本大震災 レンズが震えた

2 AERA(第24巻　22号 , 通巻1284号) 東京 朝日新聞社 2011/5/15 臨時増刊 原発と日本人 100人の証言

3 Blue earth : 海と地球の情報誌(Vol.23　No.2 , 通巻112号)

海洋科学技術センター情報管
理室 , 海洋科学技術センター
横浜研究所情報業務部 , 海
洋研究開発機構横浜研究所
情報業務部

横須賀
海洋科学技術センター情報管理
室

2011/4 東北地方太平洋沖地震

5 Blue earth : 海と地球の情報誌(Vol.23　No.3 , 通巻113号)

海洋科学技術センター情報管
理室 , 海洋科学技術センター
横浜研究所情報業務部 , 海
洋研究開発機構横浜研究所
情報業務部

横須賀
海洋科学技術センター情報管理
室

2011/7 M9：超巨大地震の謎

6 FRIDAY(フライデー)(Vol.29　No.1 , 通巻1518号) 東京 講談社 2012/1/3
東日本大震災全記録：2011.3.11 巨大津波が
すべてを変えた！：完全保存版

7 Isotope news(No.686)
日本アイソトープ協会 , 日本
放射性同位元素協会

東京 日本放射性同位元素協会 2011/6/27

8 Isotope news(No.687)
日本アイソトープ協会 , 日本
放射性同位元素協会

東京 日本放射性同位元素協会 2011/7/1
マルチスケールシュミレーションを用いた放射
線被ばく影響評価

9 Isotope news(No.688)
日本アイソトープ協会 , 日本
放射性同位元素協会

東京 日本放射性同位元素協会 2011/8/1
‘社会と原子力’の調和を目指して：福島第一
原発事故から学ぶこと

10 Isotope news(No.689)
日本アイソトープ協会 , 日本
放射性同位元素協会

東京 日本放射性同位元素協会 2011/9/1
巻頭言「原子力災害に伴う放射線被ばくに関
する基本的考え方」

11 Isotope news(No.690)
日本アイソトープ協会 , 日本
放射性同位元素協会

東京 日本放射性同位元素協会 2011/10/1

12 Isotope news(No.691)
日本アイソトープ協会 , 日本
放射性同位元素協会

東京 日本放射性同位元素協会 2011/11/1 細菌を用いた放射性セシウム除去

13 Isotope news(No.692)
日本アイソトープ協会 , 日本
放射性同位元素協会

東京 日本放射性同位元素協会 2011/12/1
大気圏核実験及び福島第一原子力発電所事
故による太平洋の海洋汚染

14
JGL : Japan Geoscience Letters : 日本地球惑星科学連合ニュースレター
(Vol.7　No.3)

日本地球惑星科学連合 東京 日本地球科学惑星連合 2011/8/1
東日本大震災・共同声明から具体的アクショ
ンへ

15
JGL : Japan Geoscience Letters : 日本地球惑星科学連合ニュースレター
(Vol.7　No.4)

日本地球惑星科学連合 東京 日本地球科学惑星連合 2011/11/4

16
JGL : Japan Geoscience Letters : 日本地球惑星科学連合ニュースレター
(Vol.8　No.1)

日本地球惑星科学連合 東京 日本地球科学惑星連合 2012/2/1
福島第一原子力発電所事故による放射性物
質の環境への拡散

17 JICA's World(No.34) 国際協力機構 東京 国際協力機構 2011/7/1
国際協力の経験を日本の復興へ：その思いを
支えたい

18 Journalism(2011年　6月号 , 通巻253号) 朝日新聞社 東京 朝日新聞社 2011/6/10 特集 東日本大震災と災害報道

19 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.43　No.502) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2011/8/1
震災復興とこれからのいばらき：東日本大震
災が茨城にもたらしたもの

20 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.43　No.503) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2011/9/1 震災後の県内製造業：供給制約の影響を探る

21 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.43　No.504) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2011/10/12
がんばれ、北茨城! 震災後半年の復旧・復興
の足取りとこれから

22 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.43　No.505) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2011/11/1
地域コミュニティ再生といばらきの活力：地域
の安心・安全と活性化に向けて

23 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.43　No.506) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2011/12/1
2011年茨城県経済回顧：東日本大震災の発
生で急激な変動に見舞われた県内経済

24 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.43　東日本大震災地域復興特) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2011/11/1

25 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.44　No.507) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2012/1/1 文化・芸術は震災後の希望の光となるのか

26 JOYO ARC (常陽アーク)(Vol.44　No.508) 水戸 財団法人常陽地域研究センター 2012/2/1
県内住宅市場の現状と方向性：変化する社会
構造・東日本大震災の影響を探る

27 MAIタウンまちねっと(2011年　11～12月号 , 通巻No.287号) まちねっと編集室 一関 まちねっと編集室 2011/11/1
災特編成 2011東北大震災・三陸大津波 折れ
ない心があしたを拓く

28 Newsがわかる(第13巻　第10号 , 通巻150号) 毎日新聞社 東京 毎日新聞社 2011/10/15
保存版 東日本大震災を忘れない 津波と原発
3.11から半年

29 Nippon Steel monthly:新日鉄(Vol.212) 新日本製鉄株式会社 東京 新日本製鐵 2011/10/3
東日本大震災特集 再生に向けて始動!釜石
製鉄所

30 RESTEC news(No.3) 東京 リモート･センシング技術センター 2011/3/31
「東北地方太平洋沖地震」における被災地域
の衛星画像地図の無償提供について

31 Science academy of Tsukuba : SAT(No.20) つくばサイエンス・アカデミー つくば つくばサイエンス・アカデミー 2011/10/31 東日本大震災：科学・技術の役割を考える

32 SORA:季刊そら : 五感を磨く!世界初のお天気マガジン!(Vol.10　梅雨号) 季刊SORA編集部 千葉 ウェザーニューズ 2011/6
特集 平成大津波 付図有 2011.3.11 平成大津
波全記録

33 Space Research Today(Number181)
Comitee on Space Research
(COSPAR)

Oxford COSPAR Elsevier Science 2011/8
Special Section : The 2011 Japanese
Earthquake

34 アサヒグラフ(第116巻　第14号 , 通巻5060号) 東京 朝日新聞社 2011/3/30
週刊朝日臨時増刊 緊急復刊 東北関東大震
災全記録 大津波と原発 故郷が消えた

35 田舎暮らしの本 宝島社 東京 宝島社 2011/6/3
綴じ込み付録 最先端の研究でわかった! 自然
災害に強い土地と家

36 エコノミスト(第89巻　第31号 , 通巻4180号) 東京 毎日新聞社 2011/7/11
臨時増刊7/11号 ノーモア!フクシマ 福島原発
事故の記録

37 縁(創刊号) G.G.Project 仙台 G.G.Project 2011/10/25 経済を見つめて

38 オペレーションズ・リサーチ(vol.56　no.12 , 通巻612号) 2011/12/1

39 科学技術動向:Science & technology trends(Vol.2011　No.6 , 通巻123号)
文部科学省科学技術政策研
究所科学技術動向研究セン

東京
文部科学省科学技術政策研究
所科学技術動向研究センター

2011/6/26
東日本大震災への米国アカデミックコミュニ
ティの初期的対応

40 ガバナンス (Governance)(5月号) ぎょうせい 東京 ぎょうせい 2011/5/1 東日本大震災 被災地支援

41 季刊東北学(第28号)
東北芸術工科大学東北文化
研究センター

山形
東北芸術工科大学東北文化研
究センター

2011/7/25 特集 地震・津波・原発 東日本大震災

42 季刊東北学(第29号)
東北芸術工科大学東北文化
研究センター

山形
東北芸術工科大学東北文化研
究センター

2011/10/25 特集 地震・津波・原発 東日本大震災

43 研究ジャーナル(第125号) 東京
日本大学理工学部理工学研究
所

2011/9/27
特集号 2011年東北地方太平洋沖地震被害
調査報告

44 建築東京(Vol.47　No.564) 東京 社団法人  東京建築士会 2011/10/10 東北地方太平洋沖地震における建築物被害

45 広報たのはた:人と自然が織りなす心豊かな協働の村(5 , 通巻No.530号) 田野畑村政策推進課 田野畑(岩手県) 田野畑村 2011/5/1

46 広報たのはた:人と自然が織りなす心豊かな協働の村(6 , 通巻No.531号) 田野畑村政策推進課 田野畑(岩手県) 田野畑村 2011/6/24

47 広報のだ(4月号 , 通巻No.456号) 野田村総務課 野田(岩手県) 野田村 2011/4/28

48 広報のだ(5月号 , 通巻No.457号) 野田村総務課 野田(岩手県) 野田村 2011/5/27

49 広報のだ(6月号 , 通巻No.458号) 野田村総務課 野田(岩手県) 野田村 2011/6/17

50 広報のだ(災害特別号No.1) 野田村総務課 野田(岩手県) 野田村 [2011] 3.11大津波来襲

51 広報ふだい:北緯40度東端の地球村(2011(H23)　4月号 , 通巻No.586号) 普代村役場総務課 普代(岩手県) 普代村 2011/3/28 漁港のみ込む平成の大津波

52 広報ふだい:北緯40度東端の地球村(2011(H23)　5月号 , 通巻No.587号) 普代村役場総務課 普代(岩手県) 普代村 2011/4/28

53 広報ふだい:北緯40度東端の地球村(2011(H23)　6月号 , 通巻No.588号) 普代村役場総務課 普代(岩手県) 普代村 2011/5/19 東日本大震災ドキュメント

54 広報ふだい:北緯40度東端の地球村(2011(H23)　7月号 , 通巻No.589号) 普代村役場総務課 普代(岩手県) 普代村 2011/6/19

55 広報みやこ:「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち(No.139) 宮古市総務企画部企画課 宮古 宮古市 2011/6/1
天皇、皇后両陛下が本市避難所を慰問 写真
特集 津波

56 広報みやこ:「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち(No.140) 宮古市総務企画部企画課 宮古 宮古市 2011/6/15

57 広報みやこ:「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち(特別号1) 宮古市総務企画部企画課 宮古 宮古市 2011/4/5

58 広報みやこ:「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち(特別号2) 宮古市総務企画部企画課 宮古 宮古市 2011/4/12

59 広報みやこ:「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち(特別号3) 宮古市総務企画部企画課 宮古 宮古市 2011/4/19

60 広報みやこ:「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち(特別号4) 宮古市総務企画部企画課 宮古 宮古市 2011/4/26

61 広報みやこ:「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち(特別号5) 宮古市総務企画部企画課 宮古 宮古市 2011/5/13

62
国土技術政策総合研究所資料:国総研資料 , Technical note of NILIM , 土
木研究所資料 = Technical memorandum of Works Research

国土交通省国土技術政策総
合研究所

つくば 国土技術政策総合研究所 2011/5
平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震調
査研究（速報）（東日本大震災）

63 国土地理院広報( , 通巻第514号) 国土交通省国土地理院 つくば 国土交通省国土地理院 2011/4 東日本大震災と地理空間情報

64 国土地理院広報( , 通巻第516号) 国土交通省国土地理院 つくば 国土交通省国土地理院 2011/6 復旧復興に向けての事業の取り組み

65 産総研today(Vol.11　No.10 , 通巻129号) 産業技術総合研究所 つくば
産業技術総合研究所広報部出
版室

2011/10/1 本格研究：理論から実践へ

66 サンデー毎日(第90巻　第15号 , 通巻5041号) 東京 毎日新聞社 2011/4/2 緊急増刊 東日本大震災

67 サンデー毎日(第90巻　第19号 , 通巻5045号) 東京 毎日新聞社 2011/4/23 緊急増刊 東日本大震災2

68 サンデー毎日(第90巻　第19号 , 通巻5045号) 東京 毎日新聞社 2011/6/13 緊急増刊 東日本大震災2



2

69 サンデー毎日(第90巻　第29号 , 通巻5055号) 東京 毎日新聞社 2011/6/25
緊急増刊3 メルトダウン：福島第1原発詳細ド
キュメント

70 地震ジャーナル(No.51) 東京 地震予知総合研究振興会 2011/6/20
東北地方太平洋沖地震（速報），濃尾地震が
大地に遺したもの

71 地震ジャーナル(No.52) 東京 地震予知総合研究振興会 2011/12/20 東北地方太平洋沖地震の諸モデル

72
自然災害科学:Journal of Japan Society for Natural Disaster
Science(Vol.30　No.3)

自然災害科学会 , 日本自然
災害学会

名古屋 自然災害科学会 2011/11/30
特集：天然ダム研究の最前線，東北地方太平
洋沖地震に伴う福島県須賀川市藤沼ダム決
壊の概要，2011年9月紀伊半島豪雨災害調査

73 消防研究技術資料(第82号) 消防庁消防研究センター 調布 消防庁消防研究センター 2011/12
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の
被害及び消防活動に関する調査報告書(第1

74 仙台学(Vol.12) 荒蝦夷 仙台 荒蝦夷 2011/8/1 東日本大震災 揺れ痕の声

75 仙台学(Vol.13) 荒蝦夷 仙台 荒蝦夷 2011/11/11 赤坂憲雄「震災論」

76 中央農業総合研究センターニュース(No.47) つくば
独立行政法人 農業･生物系特定
産業技術研究機構 中央農業総
合研究センター

2011/7
特集：東日本大震災からの復興に向けた取組
み

77 地理(Vol.56　No.10 , 通巻675号) 古今書院 東京 古今書院 2011/10/1 東北復興：暮らしと産業の創出

78 地理(Vol.56　No.12 , 通巻677号) 古今書院 東京 古今書院 2011/12/1 特集：東日本大震災 地震と津波・地盤災害

79 地理(Vol.57　No.1 , 通巻678号) 古今書院 東京 古今書院 2012/1/1 特集：3・11以降の日本の社会

80 地理(Vol.57　No.3 , 通巻680号) 古今書院 東京 古今書院 2012/3/1 特集：東日本大震災 次なる地震への備え

81 筑波大学新聞( , 通巻第292号) つくば 筑波大学 2011/4/25

82 筑波大学新聞( , 通巻第293号) つくば 筑波大学 2011/6/13

83 筑波大学新聞( , 通巻第294号) つくば 筑波大学 2011/9/5 本学による震災復興支援を追う

84 筑波大学新聞( , 通巻第295号) つくば 筑波大学 2011/10/3

85 筑波大学新聞( , 通巻第296号) つくば 筑波大学 2011/11/7

86 筑波大学新聞( , 通巻第297号) つくば 筑波大学 2011/12/5

87 電波技術協会報FORN(2011　9 , 通巻No.282号) 電波技術協会経営企画部 東京 電波技術協会 2011/9/10 災害とICT

88 東京大学地震研究所ニュースレターPlus(No.12)
地震研究所広報アウトリーチ
室

東京 東京大学地震研究所 2010/10/31

89 東京大学地震研究所ニュースレターPlus(No.14)
地震研究所広報アウトリーチ
室

東京 東京大学地震研究所 2011/12/20
特集 なぜ沈降？なぜ隆起？東北地方太平洋
沖地震で深まった謎

90 道路建設(9月号 , 通巻No.728号) 日本道路建設業協会 東京 日本道路建設業協会 2011/9/1

91 日経ビジネス(4月4日号 , 通巻第1585号) 東京 日経BP社 2011/4/4 3・11広がる波紋

92 日本ガス協会誌 (Journal of the Japan Gas Association)(Vol.64　No,3) 日本ガス協会 東京 日本ガス協会 2011/7/10 東日本大震災：復旧までの記録

93 日本地震工学会誌(No.15) 日本地震工学会 東京 日本地震工学会 2011/10/31 東日本大震災特集号

94 東日本激災復興新聞(第100号) 日本建設新聞社 東京 日本建設新聞社 2012/2/13

95 東日本激災復興新聞(第101号) 日本建設新聞社 東京 日本建設新聞社 2012/2/15

96 東日本激災復興新聞(第102号) 日本建設新聞社 東京 日本建設新聞社 2012/2/17

97 東日本激災復興新聞(第103号) 日本建設新聞社 東京 日本建設新聞社 2012/2/20

98 東日本激災復興新聞(第98号) 日本建設新聞社 東京 日本建設新聞社 2012/2/8

99 東日本激災復興新聞(第99号) 日本建設新聞社 東京 日本建設新聞社 2012/2/10

100 文藝春秋(第89巻　第8号) 文藝春秋 東京 文藝春秋 2011/8/1
八月臨時増刊号 つなみ 被災地のこども80人
の作文集

101 ベース設計資料:インターネット発信の総合ガイドブック(No.150土木編後) 建設工業調査会 東京 建設工業調査会 2011/9/27 寄稿文 特集・東日本大震災

102 丸善ライブラリーニュース(第15号 , 通巻166号) 丸善 東京 丸善 2011/11/9

103 みやこわが町(No.395 , 通巻395号) タウン情報社 宮古 タウン情報社 2011/10/29
特集 2011.3.11東日本大震災 大津波来襲 東
日本大震災半年の記録 検証編1 災害記録保

104 みやこわが町(No.396 , 通巻396号) タウン情報社 宮古 タウン情報社 2011/11/29
特集 2011.3.11東日本大震災 大津波来襲 震
災記録保存版4

105 みやこわが町(特別号 , 通巻390号) タウン情報社 宮古 タウン情報社 2011/6/17
特集 2011.3.11東日本大震災 大津波来襲 そ
の時宮古に何が起こったのか… 保存版 宮古
の惨状と被災の記録

106 みやこわが町(特別号2 , 通巻391号) タウン情報社 宮古 タウン情報社 2011/6/25
特集 2011.3.11東日本大震災 大津波来襲2
千年の悪夢から、全力復興へ 保存版 宮古の
惨状と被災の記録

107 未来へげんき(No.21)
日本原子力研究開発機構 広
報部

東海村(茨城県)
日本原子力研究開発機構 広報
部

2011/6/16 東日本大震災について

108 未来へげんき(No.22)
日本原子力研究開発機構 広
報部

東海村(茨城県)
日本原子力研究開発機構 広報
部

2011
避難している福島の皆さんが一日も早く帰宅
できるように全力で取り組みます。

109 未来へげんき(No.23)
日本原子力研究開発機構 広
報部

東海村(茨城県)
日本原子力研究開発機構 広報
部

2011
原子力機構の最重要ミッションとして福島県の
原子力災害に対応していく
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