
〇 2011年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

HOPE いわき市海岸保全を考える会 編 いわき市海岸保全を考える会 2011.5 K/369/ﾎ

東日本大震災
2011.3.11 AREA IWAKI CITY

高橋智裕 写真[ほか] 縁エンタープライズ 2011.6 K/369/ﾋ

いわきの記憶 いわき民報社 編 いわき民報社 2011.7 K/369/ｲ

月刊りぃ～ど　震災総集編 いわきジャーナル [編] いわきジャーナル 2011.8 K/369/ｹﾞ

For you, for me
明日にむかって、ともに歩いた90日。

高橋智裕 著 縁エンタープライズ 2011.8 K/369/ﾀ

HOPE　2 いわき市海岸保全を考える会 編 いわき市海岸保全を考える会 2011.10 K/369/ﾎ-2

災害記録  地の揺れ、未だ収まらず 井浦満男 著 いわき健康を守る会 2011.10 AL/369/ﾁ

東日本大震災津波詳細地図　下巻 原口強[ほか] 著 古今書院 2011.10 K/453/ﾊ-2

困りごと聞き取り調査
「わがまち守り隊」報告書

小川町商工会青年部 著 小川町商工会青年部 2011.11 K/369/ｵ

フラガール3.11 清水一利 著 講談社 2011.11 K/689/ｼ

〇 2012年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

ともしび　第40号 磐城済世会 2012.2
K/498/
ﾄ-40

かもめの視線で見た津波被害の記録 酒井英治 著 スカイフォトサービス 2012.2 K/369/ｻ

がんばっぺ！アクアマリンふくしま 中村庸夫 著 フレーベル館 2012.2 K/480/ﾅ

よみがえる いわきの港 福島県小名浜港湾建設事務所 編 福島県小名浜港湾建設事務所 2012.3 K/683/ﾌ

火力 再生  復旧への道
常磐共同火力株式会社東日本大震災災害
復旧記録ワーキンググループ 編

常磐共同火力株式会社
勿来発電所

2012.3 K/543/ｼﾞ

東日本大震災　あの時そして明日へ
福島県いわき市中学校長会 東日本大震
災教育実践記録編集委員会 編

福島県いわき市中学校長会 2012.3 K/374/ｲ

証言 2011年3月11日いわき いわき自然史研究会 編 いわき自然史研究会 2012.3 K/369/ｼ

F (エフ） 松田健次 編 いまぁじゅ SALLY文庫 2012.3 K/369/ﾏ

東日本国際大学福祉環境学部研究紀要
第８巻第１号

東日本国際大学福祉環境学部 編 東日本国際大学福祉環境学部 2012.3 K/051/ﾋ-8

東日本大震災から1年  いわき市の記録
いわき市行政経営部広報広聴課
[ほか] 編

いわき市 2012.3 K/369/ｲ

このいちねん 日々の新聞社 編 日々の新聞社 2012.3
K/071/
ｺ-2012

原発災害の影響と復興への課題
いわき市にみる地域特性と被害状況の
多様性への対応

川副早央里[ほか] 著 日本都市学会 2012.5
EQ/543.5

/ｶ

フラガールと犬のチョコ 祓川学 著[ほか] ハート出版 2012.7 K/645/ﾊ

文化からの復興
市民と震災といわきアリオスと

ニッセイ基礎研究所[ほか] 編著 水曜社 2012.7 K/369/ﾆ

震災復興とまちづくり(1)
東日本大震災の記録

いわき明星大学現代社会学科 編 いわき明星大学現代社会学科 2012.7
K/361/
ｲ-21

令和2年度 いわき総合図書館いわき地域コーナースポット展示「本からたどる“いわき”の震災10年」

東日本大震災いわき地域関連資料ブックリスト100
令和3年2月26日発行

※ は、「本からたどる“いわき”の震災10年」で展示したものです。



潮流　第39報 いわき地域学會 編 いわき地域学會 2012.8
K/051/
ﾁ-39

フクシマの正義 開沼博 著 幻冬舎 2012.9 K/539/ｶ

東日本大震災。 AREA IWAKI・NARAHA. 高橋智裕 著 縁エンタープライズ 2012.10 K/369/ﾀ

いわき市水道事業　東日本大震災の記録 いわき市水道局 編 いわき市水道局 2012.11 K/518/ｲ

研究紀要　第53号 福島工業高等専門学校 編 福島工業高等専門学校 2012.12
K/051/
ﾌ-53

〇 2013年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

habitat通信　8 いわき特集号 服部圭郎 編 明治学院大学服部研究室 2013.2 K/369/ﾊ

いわき地域復興センター
平成24年度活動報告書

いわき地域復興センター 編 いわき地域復興センター 2013.3 K/369/ｲ

東日本大震災の記録と記憶 いわき市社会福祉協議会 編 いわき市社会福祉協議会 2013.3 K/369/ﾋ

HOPE　3 いわき市海岸保全を考える会 編 いわき市海岸保全を考える会 2013.3 K/291/ﾎ

高久・豊間地区総合調査報告
高久・豊間地区総合調査報告編集
委員会 編

いわき地域学會 2013.3 K/291.2/ﾀ

いわき市・東日本大震災の
証言と記録

いわき市行政経営部広報広聴課
[ほか] 編

いわき市 2013.3 K/369/ｲ

うえいぶ　第46号 うえいぶ編集委員会 編 うえいぶの会 2013.3
K/051/
ｳ-46

東日本国際大学福祉環境学部研究紀要
第9巻第1号

東日本国際大学福祉環境学部 編 東日本国際大学福祉環境学部 2013.3 K/051/ﾋ-9

いわき農の歩み いわき市農林水産部農業振興課 編 いわき市農林水産部農業振興課 2013.3 K/611/ｲ

浜風商店街　ふるさと久之浜で生きる 武田悦江 著 ふよう土2100 2013.4 K/369/ﾀ

いわきから問う東日本大震災 東日本国際大学東洋思想研究所 編 昌平黌出版会 2013.6 K/369/ｲ

このにねん 日々の新聞社 編 日々の新聞社 2013.8
K/071/
ｺ-2013

あんばさまの町絵図 豊間・薄磯・沼ノ内 プロジェクト傳 編 プロジェクト傳 2013.9 K/291/ｱ

フクシマから日本の未来を創る 松岡俊二[ほか] 編 早稲田大学出版部 2013.12
EQ/369.3

/ﾌ

マツダ オールスターゲーム2013
いわき実行委員会活動記録誌

いわき市[ほか] 編 いわき市[ほか] 2013.12 K/783/ﾏ

〇 2014年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

いわき市まちづくり復興シンポジウム [筑波大学] 編著 [筑波大学] [2014] K/369/ｲ

東日本大震災からの復旧・復興 平成24年度広報委員会[ほか] 編 福島工業高等専門学校 2014.3 K/377/ﾋ

はまどおりのきおく
いわき明星大学復興事業センター
震災アーカイブ室 企画

いわき地域復興センター 2014.3 K/369/ﾊ

うえいぶ　第47号 うえいぶ編集委員会 編 うえいぶの会 2014.3
K/051/
ｳ-47

いわき市勿来地区地域史　3 下巻
いわき市勿来地区地域史
編さん委員会 編

いわき市勿来地区地域史
編さん委員会

2014.3
K/210.1-
1/ｲ-3-2

いわき短期大学研究紀要　第47号 いわき短期大学 編 いわき短期大学 2014.3
K/051/
ｲ-47

3・11後を生き抜く力声を持て 神田香織 著 インパクト出版会 2014.4 K/779/ｶ

超高速！参勤交代　[映画パンフレット] 松竹株式会社事業部[ほか] 編 松竹株式会社事業部 2014.6 K/778/ﾁ

久之浜・大久地区
復興グランドデザイン

久之浜・大久地区復興対策協
議会[ほか]

2014.7 K/318.7/ﾋ

いわき通信　2012－2014 吉田裕美 著
日本大学大学院綜合社会情報
研究科同窓会有志

2014.10
EQ/369.0

/ｲ



このさんねん 日々の新聞社 編 日々の新聞社 2014.11
K/071/
ｺ-2014

〇 2015年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

未来会議 FUTURE MEETING 2013-2014 藤城光[ほか] 編 未来会議事務局 2015.1 K/369/ﾐ

被災コミュニティの実相と変容
福島県浜通り地方の調査分析

松本行真 著 御茶の水書房 2015.2 K/369/ﾏ

はまどおりのきおく　2
いわき明星大学復興事業センター
震災アーカイブ室 企画

いわき地域復興センター 2015.3 K/369/ﾊ-2

東日本大震災 四倉復興の軌跡 [四倉ふれあい市民会議] 編 四倉ふれあい市民会議 2015.3 K/369/ﾋ

いわきのローカルメディアはどう
「東日本大震災」を伝えたのか？

野沢達也[ほか] 著 いわき明星大学 2015.3
EQ/361.4

/ｲ

いわき市における地域システムの
構築に関する基礎的研究

福島工業高等専門学校 建設環境
工学科 [編著]

福島工業高等専門学校 建設
環境工学科

2015.3 K/518/ｲ

いわき明星大学 人文学部研究紀要
第28号

いわき明星大学人文学部[編] いわき明星大学 2015.3
K/051/
ｲ-28

とよま地区復興未来計画
(グランドデザイン）

海まち・とよま市民会議[ほ
か]

2015.5 K/318.7/ﾄ

小浜・岩間地区復興
グランドデザイン

小浜行政区・岩間行政区[ほ
か]

2015.7 K/318.7/ｵ

震災復興における広域合併都市の
困難と可能性

中澤秀雄 著 [中央大学法学会] 2015.10 K/369/ﾅ

東日本大震災 久之浜・大久証言集
「東日本大震災 久之浜・大久証
言集」編集委員会 編

久之浜・大久地区復興対策協
議会

2015.12 K/369/ﾋ

〇 2016年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

ルポ 母子避難 吉田千亜 著 岩波書店 2016.2 K/369/ﾖ

東日本大震災といわきの文化遺産 山川千博 編
福島工業高等専門学校付属図
書館

2016.3 K/709/ﾋ

いわき七夕プロジェクト記録集 藤城光[ほか] 編
はま・なか・あいづ文化連携
プロジェクト実行委員会

2016.3 K/709/ﾊ

コミュニティとアート
被災地いわきからの提言

Wunder ground 編著[ほか] 福島県[ほか] 2016.3 K/709/ｺ

未来会議 FUTURE MEETING　2015 藤城光[ほか] 編 未来会議事務局 2016.4
K/369/
ﾐ-2015

灰色な青い空
元の生活をかえせ・原発被害いわき市民訴訟原告
団意見陳述集

元の生活をかえせ・原発被害いわ
き市民訴訟原告団[ほか] 著

元の生活をかえせ・原発被害
いわき市民訴訟原告団事務局

2016.5 K/369/ﾓ

フラダン 古内一絵 著 小峰書店 2016.9 K/F/ﾌﾙ

第3回 WBSC U－15ベースボールワールド
カップ2016 in いわき実行委員会
活動記録誌

第3回 WBSC U－15ベースボール
ワールドカップ2016 in いわき実
行委員会 編

第3回 WBSC U－15ベースボー
ルワールドカップ2016 in い
わき実行委員会

2016.9 K/783/ｶ

未来へつなぐ「いわき」ものがたり
いわき市市制施行50周年記念誌

いわき市総合政策部
ふるさと発信課 編

いわき市 2016.10 K/318.2/ｲ

小名浜港の歩み
福島県小名浜港利用促進協議会
編

福島県小名浜港利用促進協議
会

2016.12 K/683/ﾌ

〇 2017年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

潮目のまちから
いわきの多様性と、文化政策の可能性

Wunder ground 制作[ほか] いわき市[ほか] 2017.3 K/709/ｼ



勿忘草 わすれなぐさ
勿来まちづくりサポートセンター
[ほか] 編

勿来まちづくりサポートセン
ター

2017.3 K/369/ﾅ

はま・なか・あいづ文化連携
プロジェクト2016　記録集

川延安直[ほか] 編
はま・なか・あいづ文化連携
プロジェクト実行委員会

2017.3 K/709/ﾊ

IWAKI  FC　Jへの挑戦 福島民友新聞社 編著 福島民友新聞社 2017.4 K/783/ｲ

宙から桜が見えますか 川内有緒[ほか] 著 いわき万本桜プロジェクト 2017.11 K/702/ｶ

〇 2018年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

語り合う希望　2013-2017
はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト
トーク集

川延安直[ほか] 編
はま・なか・あいづ文化連携
プロジェクト実行委員会

[2018] K/709/ﾊ

福島県いわき市の東日本大震災被災地に整備
された災害公営住宅における住民コミュニ
ティづくりについて

遠藤崇広 著 [いわき明星大学] 2018.2 K/361/ｴ

小浜町、岩間町の昔、今を未来に 小宅幸一 編著
小浜・岩間地区復興対策
協議会

2018.3
K/210.1
-1/ｵ

東日本大震災の記憶 とよま三区46の証言 海まち・とよま市民会議 2018.3 K/369/ﾋ

福島県のひみつ　震災のきおくときずな 山口育孝 漫画 福島県 2018.3 K/369/ﾌ

「東北のハワイ」は、なぜ
Ｖ字回復したのか

清水一利 著 集英社 2018.3 K/689/ｼ

温泉守って一世紀
いわき市常磐湯本財産区史(1913～2018)

「いわき市常磐湯本財産区史」編
纂委員会 編

いわき市常磐湯本財産区 2018.3
K/210.6
-1/ｲ

未来会議 FUTURE MEETING　2016 橋本栄子[ほか] 編 未来会議事務局 2018.4
K/369/
ﾐ-2016

MIRAI　BAR　2016-2017 未来会議事務局 編 未来会議事務局 2018.4 K/369/ﾐ

新復興論 小松理虔 著 ゲンロン 2018.9 K/369/ｺ

夕焼け売り 齋藤貢 著 思潮社 2018.10
K/911.5/

ｻｲ

空をゆく巨人 川内有緒 著 集英社 2018.11 K/702/ｶ

〇 2019年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

東日本大震災後の宗教とコミュニティ 星野英紀[ほか] 編 ハーベスト社 2019.2 K/369/ﾋ

震災バブルの怪物たち 屋敷康蔵 著 鉄人社 2019.2 K/369/ﾔ

いわき復興への軌跡　改訂版
いわき市都市建設部都市復興推進
課 編

いわき市都市建設部都市復興
推進課

2019.3 K/518/ｲ

たらちね　ストロンチウム90測定の巻 鈴木薫 編[ほか]
認定NPO法人いわき放射能市
民測定室たらちね

2019.3
EQ/539.6/

ﾀ

〇 2020年
書 名 著者名 出版者 出版年 分類

未来会議 FUTURE MEETING 2017-2018 未来会議事務局[ほか] 編 未来会議事務局 2020.2 K/369/ﾐ

東日本国際大学研究紀要
第25巻第1号

東日本国際大学 経済経営学部[ほ
か] 編

東日本国際大学 2020.3
K/051/
ﾋ-34

小松理虔著『地方を生きる』筑摩書房 2021.1 K/318.6/ｺ
〇 2021年


