
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県立図書館 参考郷土室 
２０１６   ＆    

青森県立図書館 参考郷土室 
〒030-0184 
青森市荒川字藤戸 119-7 
電 話：017-729-4311／ＦＡＸ：017-762-1757 
http://www.plib.pref.aomori.lg.jp 

写真展開催にあたって 陸上自衛隊第９師団 

東日本大震災災害派遣活動写真展 

平成 23 年年３月１１日午後２時４６分過
ぎに起きた「東北地方太平洋沖地震」とそれ
に伴って発生した津波、その後もくり返す大
きな余震。それらがもたらした壊滅的な大規
模地震災害「東日本大震災」のつめ跡は、今
も東北から関東にかけての太平洋岸に深く残
り、復興までの道のりの険しさを私たちに伝
えています。 
災害発生の３月１１日。何１０万人もの人

たちが救援を待つ被災地にいち早く駆けつけ
たのが、司令部が青森駐屯地にあり、北東北
三県５ケ所の駐屯地の所在部隊で編成されて
いる陸上自衛隊第９師団でした。 
第９師団では、災害発生の１１日のうちに、

三県に所在する部隊（第９師団以外の部隊も
含む。）から約６，６００名もの隊員を現地に
派遣しています。如何に迅速な対応であった
のかがわかります。 
その後、岩手県庁に師団司令部を設置して

活動を続け、７月２６日に一部任務を残し災
害派遣活動を終了するまでの活動を数字でみ
てみると多大なものです。 
それ以上に、２，５３０人の方のご遺体収

容や親族・知人を亡くされた方々と接する活
動は、大変辛いものであったと察するに余り
あります。 
あれから、５年。復興は少しずつすすんで

いますが、喪われたものはあまりにも大きく、
今なお、困難な状況の中にある方も多くいら
っしゃいます。青森県立図書館では、災害へ
の備えと、人々が支え合う“絆”の意識が薄
れることのないよう、災害の状況は勿論です
が、陸上自衛隊第９師団の皆さんの被災され
た方々に寄り添うような活動と、心のふれあ
い、子供たちの笑顔が戻るまでの日々を改め
て知っていただくため、写真展示を実施する
こととしました。紹介するのは活動のほんの
一部ですが、たくさんの“ありがとう”が聞
こえてきます。 

【展示期間】 

平成２８年３月１日（火） 

～３月３１日（木） 

協力：陸上自衛隊 青森駐屯地 第９師団司令部 
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 陸上自衛隊第９師団 東日本大震災災害派遣活動写真展 
陸上自衛隊第９師団

http://www.mod.go.jp/gsdf/neae/9d/

タ　イ　ト　ル 著者・編集者 出版社 出版年 ラベルの記号 本の番号

兵士は起つ

自衛隊史上最大の作戦
杉山隆男/著 新潮社 2013 392.1076 ｽｷﾞﾔﾏ*ﾀ 10214458251

まんがで読む防衛白書　平成２３年版

東日本大震災における自衛隊の災害派遣活動
防衛省 2012 児392J ﾏﾝｶﾞﾃﾞ 10215844641

ドキュメント自衛隊と東日本大震災
滝野隆浩/著 ポプラ社 2012 392.1076 ﾀｷﾉ*ﾀ 10214347392

自衛隊かく闘えり

東日本大震災秘録
井上和彦/著 双葉社 2012 392.1076 ｲﾉｳｴ*ｶ 10214322598

ただ、目の前の命のために。全国民の「想い」を胸に、被

災地へ　東日本大震災災害派遣活動記録映像　※閲覧のみ
防衛省・自衛隊/企画 防衛省・自衛隊 2011 映像392.1076 ﾎﾞｳｴｲｼｮ 10702002657

日本に自衛隊がいてよかった

自衛隊の東日本大震災
桜林美佐/著 産経新聞出版 2011 392.1076 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ*ﾐ 10214256410

東日本大震災自衛隊・アメリカ軍全記録

独占取材トモダチ作戦密着ルポ
ホビージャパン 2011 大型369.31 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 10214248764

東日本大震災自衛隊救援活動日誌

東北地方太平洋沖地震の現場から
須藤彰/著 扶桑社 2011 392.1076 ｽﾄﾞｳ*ｱ 10214240920

ありがとう自衛隊

陸上自衛隊岩手駐屯地・東日本大震災「災害派遣」記録集
盛岡タイムス/編集 盛岡タイムス社 2011 郷土392.1076 ｱﾘｶﾞﾄｳｼﾞ 10214288585

タ　イ　ト　ル 著者・編集者 出版社 出版年 ラベルの記号 本の番号

東日本大震災以後の海辺を歩く

みちのくからの声
原田勇男/著 未來社 2015 369.31 ﾊﾗﾀﾞ*ｲ 10214641436

がんばるのだ

岩手県九戸郡野田村の地域力

李永俊・渥美公秀/監修

永田素彦・河村信治/編集
弘前大学出版会 2015 369.31 ｶﾞﾝﾊﾞﾙﾉﾀﾞ 10216003364

東日本大震災からの真の農業復興への挑戦

東京農業大学と相馬市の連携

東京農業大学/編

相馬市/編
ぎょうせい 2014 612.126 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 10214556588

東日本大震災 命みつめて

あの日から今、そして未来へ
公明新聞東日本大震災取材班/編 鳳書院 2014 369.31 ｺｳﾒｲｼﾝ 10215958177

ぼくらのスマイルエンジン

東日本大震災学生ボランティアバスの記録

スマイルエンジン山形/著

福興会議/編
山形大学出版会 2013 369.31 ﾎﾞｸﾗﾉｽﾏ 10214633301

東日本大震災の記録と復興への歩み
福島県 2013 大型369.31 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 10215897017

よみがえれ!みちのくの鉄道

東日本大震災からの復興の軌跡

東北の鉄道震災復興誌編集委員会/編

国土交通省東北運輸局/監修
東北の鉄道震災復興誌編集委員会 2012 大型686.212 ﾄｳﾎｸﾉﾃ 10215866605

東日本大震災からの復興
災害復興推進室/編集 カメイ 2012 大型575.5 ｻｲｶﾞｲﾌｯ 10215862927

東日本大震災レポート

やわらかな絆でつなぐ未来

東邦ホールディングス株式会社/編集・企画

ユートシャルム/編集・企画
東邦ホールディングス 2012 499.09 ﾄｳﾎｳﾎｰ 10215920785

東日本大震災「復興」時刻表

臨時ダイヤで検証する東北53被災路線の全貌　保存版
越前勤/著 講談社 2012 686.7 ｴﾁｾﾞﾝ*ﾂ 10214331661

生きる　写真集

東日本大震災から一年
日本写真家協会/編 新潮社 2012 369.31 ﾆﾎﾝｼｬｼ 10215840127

「あの日」、そしてこれから

東日本大震災2011・3・11
高橋邦典/写真・文 ポプラ社 2012 児369J ﾀｶﾊｼ*ｸ 10214430882

高校写真部による東日本大震災復興応援プロジェクト写真集

第2版

高校写真部による東日本大震災

復興応援プロジェクト/著
モモンガ出版会 2012 大型369.31 ｺｳｺｳｼｬ 10215896956

再び、立ち上がる!

河北新報社、東日本大震災の記録
河北新報社編集局／著 筑摩書房 2012 369.31 ﾌﾀﾀﾋﾞﾀﾁ 10214320266

それでも、前へ　～復興への歩み～

東日本大震災災害派遣活動について　「陸上自衛隊第９師団　東日本大震災災害派遣活動写真展」

師団が携わる様々な活動について知ることができます。［災害派遣］のページでは、「東日本大震災」での

活動状況について、展示ではお伝えしきれなかった写真も見ることができます。


