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●2013年4月から2021年までに刊行・発表された東日本大震
災・福島第一原発事故に関する図書、雑誌記事、新聞記事
（連載・特集）と、2013年7月から2021年までに放送された
TV特集番組の目録です。
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■ 編者プロフィール ■

■山田 健太 やまだ・けんた
専修大学文学部教授、青山学院大学法学部卒。日本メディア学会、日本出版学
会、日本公法学会、国際人権法学会、日本編集者学会に所属。著書は『法とジャー
『ジャーナリズムの倫理』
（いずれも勁草書房、2021年）他多数。
ナリズム 第4版』
■野口 武悟 のぐち・たけのり
専修大学文学部教授、放送大学客員教授。図書館の障害者サービスや読書のバ
リアフリー、子どもの読書などを研究している。千代田区図書館協議会会長、
小田原市図書館協議会委員長、横浜市社会教育委員会議副議長なども務める。
主な著書に『改訂 図書館のアクセシビリティ：「合理的配慮」の提供へ向けて』
（2021 樹村房）、『多様なニーズによりそう学校図書館：特別支援学校の合理的配
（2019 少年写真新聞社）など。
慮を例に』
■NHK放送文化研究所
NHKが運営する総合的な放送研究機関。1946（昭和21）年設立。「豊かな放送文化
を創造する」という、公共放送の目的の実現に向けて、必要な調査研究等を
行っている。
■原 由美子 はら・ゆみこ
元NHK放送文化研究所メディア研究部研究主幹。2019年まで同所で特任研究員。
専門は、テレビ視聴行動、テレビ編成・番組研究など。現在も「新型コロナ」や、
東日本大震災関連報道に関する分析を続けている。近著に「東日本大震災から10
年〜関連テレビ報道の推移を検証する〜」
『NHK放送文化研究所年報No.65』
■大宅壮一文庫
1971（昭和46）年創設。日本で初めての雑誌図書館。評論家・大宅壮一の雑誌コ
レクションを引き継いで、明治時代以降150年余りの雑誌を所蔵している。商
業出版された大衆誌を中心に、雑誌掲載された記事から独自に採録した索引で
人物名や事件・事項などを探すことができる。
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冊

「3.11の記録 東日本大震災資料総覧 2期 2013-2021」内容見本
◀テレビ特集番組 より

NHK総合テレビ
明日へ支えあおう

放送時間：10:05〜10:55

東北を含めた被災地の現状と復興を
描いていく番組。東日本大震災の
「証言記録」と「復興サポート」を
月のレギュラーとして編成。「証言
記録」では震災の体験談を集め、今
後の防災に役立てると同時に、ウェ
ブも含め体系的に証言を記録した。
「復興サポート」では、有識者がそ
の地域にふさわしい復興を提言し、
住民と話し合った。「震災を忘れな
い」をコンセプトに、多岐にわたる
番組を広く視聴者に届ける。2012
年4月〜。
◇三十一文字の思い〜中村雅俊と 震災の短歌 〜
放送日：2013年7月7日
放送時間：10:35〜11:23
◇ふるさとの記憶・岩手県釜石市
放送日：2013年7月21日
放送時間：10:05〜10:53
◇商店街復活を目指せ・宮城・石巻市
放送日：2013年8月3日
放送時間：17:00〜17:45
◇証言記録・東日本大震災・第19回・岩手県・大
船渡市〜静かな湾に押し寄せた大津波〜
放送日：2013年8月4日
放送時間：10:05〜10:53
◇復興サポート 限界集落 を未来につなぐ〜石巻
市・北上町相川〜
放送日：2013年8月25日
放送時間：10:05〜10:53

◇大船渡ジャズ三人衆・海を渡る
放送日：2013年9月21日
放送時間：15:05〜15:53
◇復興サポート・放射能汚染からの農業再生〜福
島・南相馬市Part2〜
放送日：2013年9月22日
放送時間：10:05〜10:55
河北新報

▼新聞記事（連載・特集）より

新聞記事（連載・特集）

◇証言記録・東日本大震災・第21回福島県富岡町
◇まちをつくる宮城・女川町復興の軌跡（報告
〜 1）〜（報告10）
災害弱者 突然の避難〜
2013.6.16〜2015.1.22
放送日：2013年9月29日
◇までぇに街いま/仙台圏の「いま」を伝えるせ
放送時間：10:05〜10:55
んだいなう！/青葉神社通上, 下 2014.1.8〜
◇心をつなぐ絵
2014.1.15
放送日：2013年10月6日
◇透明な力を災後の子どもたち（1）〜（65）
放送時間：10:05〜10:53
2014.1.21〜2014.11.25
◇それでも気仙沼で生きる〜フィリピン人女性達
の再出発〜
放送日：2013年10月13日
◇あなたに伝えたい 2021.4.11〜2021.8.11
放送時間：10:05〜10:53
◇東日本大震災10年あの日から第11部公務員
◇復興サポート・被災地の
ひとり親 を支える
（1）〜（6完） 2021.4.11〜2021.4.17
放送日：2013年10月20日
◇東日本大震災10年復興再考第10部復興庁
放送時間：10:05〜10:53
（1）〜（5完） 2021.4.11〜2021.4.18
◇証言記録・東日本大震災・第22回・岩手県宮古
◇復興再考東日本大震災10年第10部復興庁
市田老〜巨大堤防を越えた津波〜
2021.4.11〜2021.4.18
放送日：2013年10月27日
◇女性と防災支援の視点
放送時間：10:05〜10:53 2021.4.13〜2021.4.16
◇廃炉と海トリチウム水放出へ上, 中, 下
◇東北グランマ・世界へはばたく
2021.4.15〜2021.4.17
放送日：2013年11月3日

◇までぇに街いま/仙台圏の「いま」を伝えるせん
だいなう！/幸町上, 下 2014.2.5〜2014.2.12
◇3・11と芸術震災後を語る（1）〜（35）
2014.3.2〜2015.2.17
◇までぇに街いま/仙台圏の「いま」を伝えるせ
んだいなう！/震災3年歩み再び上, 下
2014.3.5〜2014.3.12
◇仙台圏の「いま」を伝えるせんだいなう！

◇東日本大震災10年5ヵ月 2021.8.12
◇東日本大震災10年復興への道紙面でたどる
2021.8.20〜2022.2.15
◇東北モノローグいとうせいこう被災地聞き歩
き第2部/針生俊二さん
（1）〜（4完）
2021.9.
8〜2021.10.20
◇東日本大震災10年半 2021.9.11〜2021.9.27
◇被災地のペットたち給餌活動から見えたもの日
比輝雄（1）〜（4完）2021.10.22〜2021.11.12

放送時間：10:05〜10:53
◇廃炉と海トリチウム水放出へ/識者に聞く上,
◇東北モノローグいとうせいこう被災地聞き歩
下 2021.4.18〜2021.4.19
◇ふるさとの記憶・岩手県陸前高田市
き第3部/今野義人さん （1）〜（4完） 2021.
◇津波訴訟遺族の思い上, 中, 下 2021.5.2〜
放送日：2013年11月10日
11.3〜2021.12.15
2021.5.4
放送時間：10:06〜10:54
◇証言記録・東日本大震災・第20回・宮城県多賀
◇東日本大震災10年8ヵ月 2021.11.11〜2021.11.
◇東日本大震災10年あの日から第12部故郷離れ
城市〜産業道路の悪夢〜
◇住民主体の集団移転・宮城・岩沼市
12
て
（1）〜（6完）
2021.5.11〜2021.5.16
放送日：2013年9月1日 【図書】
放送日：2013年11月17日3725 データが語る被災3県の現状と課題 東日
◇廃炉の歯車福島・処理水放出
（1）〜（8）
◇東日本大震災10年復興再考第11部被災者支援
放送時間：10:05〜10:553723 東日本大震災からの復興状況の把握に関す
放送時間：10:05〜10:53 本大震災復旧・復興インデックス 4 総合研究
2021.12.3〜2022.2.17
（1）〜（5完） 2021.5.11〜2021.5.16
開発機構 2013.7 73p 30cm （NIRA研究報
る調査・分析業務報告書
三菱総合研究所
◇遥かなる私たちの大地〜福島・飯舘村・放射能
◇証言記録
・東日本大震災・第23回・宮城県仙台
◇原発事故と私福島の10年/第4部試練
（1）〜
Ｉ 978-4-7955-0552-0
Ｎ 369.31
告書） ○
○
◇東日本大震災10年9ヵ月
2021.12.12
Ｎ 369.31
［201- ］ 2, 86p 30cm市荒浜・住民の絆を引き裂いた大津波
○
と闘う農家〜
（5完） 2021.6.1〜2021.6.5
3726
復興への基軸
世界の構造転換と日本：講
◇東日本大震災10年10ヵ月
2022.1.11
放送日：2013年9月15日 3724 復興を取り戻す 発信する東北の女たち
放送日：2013年11月24日
◇東日本大震災10年あの日から第13部芽吹き
演会報告書：全労済協会報告書
全国勤労者福
萩原久美子, 皆川満寿美, （1）〜（6完）
大沢真理編 岩波書
◇東北モノローグいとうせいこう被災地聞き歩
2021.6.11〜2021.6.17
祉・共済振興協会 2013.7 き第4部/庭野和義さん
44p 30cm
店 2013.4 147p 20cm〈文献あり〉1800円
（1）〜（3）
◇東日本大震災10年復興再考第12部つなぐ
Ｎ 518.8
○
Ｉ
Ｎ
○ 978-4-00-024682-8 ○
369.31
2022.1.12
（1）〜（5完）
2021.6.11〜2021.6.16
3727
民力 2013 2012‐2013
朝日新聞出版
内容 1
「復興」を問い直す（女性の参画―復興計画を
〜2022.2.9
◇東日本大震災10年3ヵ月
2021.6.12
編 朝日新聞出版
583p 26cm
問い直す社会的包摂―ひとり親家庭にとっての
◇原発事故賠償の壁宮城の現場から上,
中, 下 2013.8
◇空から見た復興のかたち東日本大震災11年
Ｉ 978-4-02-331218-0
Ｎ 33
7600円 ○
○
「復興」多文化共生―自らを可視化する被災地の結
2021.6.17〜2021.6.19
2022.1.19〜2022.1.30

復興の記録

内容 ブロック・エリア紹介・都市圏民力指数エリ
婚移住女性居住福祉―仮設住宅にユニバーサル・
◇原発事故と私福島の10年/第5部薄日
（1）〜
◇東日本大震災10年11ヵ月 2022.2.6
ア・都市圏・市区町村別主要指標（民力総合指数 1
デザインを） 2 被災地に生きる（漁業―「結」を通
（5完） 2021.7.6〜2021.7.10
人当たり民力水準） 都道府県別民力指数（民力指数
じた漁業の復興農業―六次産業化を復興の足がか
◇東北モノローグいとうせいこう被災地聞き歩
と1人当たり民力水準（2013年）―総合、基本、産業
りにコミュニティ―「かーちゃん」たちが目指す
活動、消費、文化、暮らし民力個別指数（30指標）
復興/福幸）

【雑誌記事】
3777 ニュースの裏に隠された真相とタブーを暴

3778 ［報道されない東日本大震災の現在］きれ

3954 短期集中連載 私たちは忘れない3.11（下）

3957 講演光り輝く三陸を目指して：東日本大

く！ 須田慎一郎の「千里眼」 アベノミクスで
復興が遅れる被災地の懸念 ※東日本大震災
須田慎一郎「SAPIO」 2013.04 p58

未来の姿を追うフクシマ五輪よりなによりも本
当の復興あればこそ 北沢栄「ニューリーダー」
34（6）通号404 2021.6 p14〜17

3955 記念講演 東日本大震災における被災地の
復興と現実（特集東日本大震災から10年―〈令
和3年度消防大学校記念祭記念講演会〉より）
木村伸「消防研修」（110）2021.9 p41〜63

3956 東日本大震災から10年 市街地復興におけ
る土地区画整理事業（特集コンサルタントから
見た東日本復興まちづくりの10年） 畑めぐみ
「区画整理」 64（11） 2021.11 p12〜14

い事じゃない被災地のリアル ※押し売りボラン
ティア、サギ師・インチキNPO、被災者同士の
境遇の差、若者が減って復興の前に町がなくな
りそう、他上野蓮「実話ナックルズ」 2013.

震災津波から10年：第93回監査役全国会議中
村一郎「月刊監査役」（728）2021.12 p4〜27

3958 東日本大震災被災6自治体の広報紙記事に
みる復興過程に現れた地域の特性風間七海，
福島秀哉，福井恒明「実践政策学」 7（2）
2021.12 p267〜281

3959 必死の復旧から11年：家族みんなで力を

合わせてここまで来た（特集東日本大震災・福
島原発事故から11年―震災の記憶とわが商売の
展望） 茂木一克「月刊民商」 64（3）通号742
2022.3 p8〜10

◀図書・雑誌
記事 より

