
№ 資料名・作品タイトル 分類 場所 年月日 作者・写真撮影者

1 おらほの碑 写真 鹿島区南柚木　八坂神社 平成24年（2012）４月20日撮影 当館

2 おらほの碑 フロッタージュ 南相馬市・浪江町 平成24年（2012）～27年（2015）制作 岡部昌生氏

3 小高区・牛舎の柱（ツバキ　アキカラマツ・ビオラ　バラ　ナンテン　バラ） 写真 小高区大富 令和２年（2020）12月制作 片桐功敦氏

№ 資料名・写真タイトル 分類 場所 年月日 所蔵者・写真提供者

4 地震で倒壊した家屋 写真 小高区仲町 平成24年（2012）４月20日撮影 当館

5 大きく陥没した道路 写真 鹿島区永田 平成23年（2011）４月16日撮影 佐藤浩章氏

6 津波で破損した送電鉄塔 写真 原町区雫 平成23年（2011）４月23日撮影 大槻明生氏

7 「浦」に戻っていた干拓地 写真 小高区井田川 平成24年（2012）３月18日撮影 当館

8 スクリーニング（放射線量検査） 写真 原町区錦町　相双保健福祉事務所 平成23年（2011）４月16日撮影 佐藤浩章氏

9 高線量だった山間部 写真 原町区馬場　鉄山ダム近く 平成23年（2011）９月25日撮影　　 佐藤浩章氏

№ 資料名・写真タイトル 分類 場所 年月日 所蔵者・写真提供者

10 かしまの一本松（クロマツ　部分） 標本 鹿島区南右田 平成29年（2017）12月27日採集 当館

11 かしまの一本松　樹皮の保護剤 実物 鹿島区南右田 平成29年（2017）12月27日採集 当館

12 かしまの一本松 写真 鹿島区南右田 平成25年（2013）11月29日撮影 大槻明生氏

13 瓦礫から見つかった震災前の南右田地区の写真 実物 鹿島区南右田 平成23年（2011）3月11日被災 個人（元南右田地区居住者）

14 壊れた案内標識 実物 小高区村上 平成23年（2011）3月11日被災 福島県立博物館

15 折れ曲がった道路標識 実物 小高区塚原 平成23年（2011）3月11日被災 福島県立博物館

16 泥をかぶった真野小学校の備品　校旗と理科実験器具 実物 鹿島区小島田　真野小学校 平成23年（2011）3月11日被災 当館

17 卒業生に向けて残した黒板メッセージ 実物 鹿島区小島田　真野小学校 平成23年（2011）４月6日 当館

№ 資料名・写真タイトル 分類 場所 年月日 所蔵者・写真提供者

18 避難所で食べたおにぎり レプリカ 原町区石神　石神中学校避難所 平成23年（2011）3月12日 当館

19 震災当時のメモ日記 実物 平成23年（2011）3月11日～ 個人（小高区）

20 石神第一小学校　避難所のようす 写真 原町区石神　石神第一小学校避難所 平成23年（2011）4月23日撮影 大槻明生氏

21 多くの掲示物が張られた避難所 写真 原町区石神　石神第一小学校避難所 平成23年（2011）4月23日撮影 大槻明生氏

22
避難所に寄せられたメッセージ
「どんなに辛くてもかならずあたらしい朝はやってくる」

実物 原町区石神　石神第一小学校避難所 平成23年（2011）4月～10月頃 当館

23 住宅提供と就業支援のお知らせ（茨木県坂東市より） 実物 原町区石神　石神第一小学校避難所 平成23年（2011）4月～10月頃 当館

24 避難所統合を知らせる掲示物 実物 原町区石神　石神第一小学校避難所か 平成23年（2011）9月1日発給 当館

25 活動前のオリエンテーション（災害ボランティア） 写真 鹿島区西町 平成23年（2011）5月5日撮影 南相馬市社会福祉協議会

26 家屋床下の泥出し作業（災害ボランティア） 写真 鹿島区 平成23年（2011）5月15日撮影 南相馬市社会福祉協議会

27 家屋の片付け・ゴミ搬出作業（災害ボランティア） 写真 小高区 平成25年（2013）７月20日撮影 南相馬市社会福祉協議会

28 立入禁止の看板 実物 場所不明（警戒区域境界） 使用時期不明 市危機管理課

29 市民に配布された放射線量測定器（富士電機製　ＤＯＳＥ ｅ） 実物 平成24年（2012）6月 個人

30 かじられた牛舎の柱 レプリカ 小高区大富 平成23年（2011） 福島県立博物館

31 牛舎の柱 写真 小高区大富 令和2年（2020）12月18日 当館

№ 資料名・写真タイトル 分類 場所 年月日 所蔵者・写真提供者

31 「ありがとうからはじめよう」のぼり 実物 原町区 平成23年（2011）４月製作 須藤栄治氏

32 「ふるさと再生」のぼり 実物 原町区 平成23年（2011）４月製作 須藤栄治氏

33 「ふるさとを支えてくれてありがとう」ポスター 実物 原町区 平成23年（2011）４月製作 須藤栄治氏

34 自衛隊のみなさんへありがとう 写真 鹿島区南柚木・サテライトかしま 平成23年（2011）6月18日撮影 田中章広氏

35 ボランティアのみなさんへありがとう 写真 原町区小川町　原町区福祉会館 平成23年（2011）9月24日撮影 須藤栄治氏

36 南相馬ダイアログ会場に設置された「想いのツリー」 写真 原町区本町　南相馬市民文化会館 平成24年（2012）2月18日・19日撮影 相双ビューロー

37 想いのツリー「どんな未来にしたいですか」 写真 原町区本町　南相馬市民文化会館 平成24年（2012）2月18日・19日撮影 相双ビューロー

38 はやくそとであそびたい 写真 原町区本町　南相馬市民文化会館 平成24年（2012）2月18日・19日撮影 相双ビューロー

39 原町区・常福寺の「なんだべ寺子屋」　 写真 原町区本町　常福寺 平成23年（2011）年4月21日撮影 田中章広氏

40 安心できる遊び場「みんな共和国」 写真 鹿島区寺内　万葉ふれあいセンター 平成24年（2012）3月25日～4月8日撮影 相双ビューロー

「南相馬の震災１０年」　展示資料一覧

１．「天地ひっくりげぇるぐれぇの揺れでな、ほのあとはぁ、海、こっちゃおっしょせて来で」－地震・大津波－

未曽有の複合災害-巨大地震・大津波・原発事故－

２．「原発爆発しちまって、みんなはてんでに逃げるしかねがったど」－原発事故とその後の混乱－

３．「だんだんとけぇっては来たげんちょも　今もくらしはてぇへんだげんちょも」－震災後の生活－

松林とともにあったいとなみ　すべて津波に奪われた

多くを飲み込んだ津波

唯一津波被災した学校　真野小学校

長期化した避難生活

南相馬への支援

分断された南相馬

動物たちのいのち　警戒区域内の家畜たち

イントロダクション

ありがとうからはじめよう　与えられる人から与える人へ

当時の子どもたちが思っていたこと　－震災から１年後・「想いのツリー」から－

震災下の子どもたち　－子どもたちの居場所作り－



41 次は屋外の遊び場を！「みんな共和国」 写真 原町区高見町　高見公園 平成24年（2012）8月1日～26日撮影 相双ビューロー

42 新生・高見公園オープン 写真 原町区高見町　高見公園 平成24年（2012）10月21日撮影 相双ビューロー

№ 資料名・写真タイトル 分類 場所 年月日 所蔵者・写真提供者

43 ミズアオイ レプリカ 当館

44 ミズアオイ 標本 原町区下渋佐 平成26年（2014）8月28日採集 当館

45 ミズアオイが群生する農業排水路 写真 鹿島区烏崎 平成29年（2017）8月17日撮影 当館

46 ツツイトモ レプリカ 当館

47 ツツイトモ 標本 相馬市磯部 平成26年（2014）7月25日採集 当館

48 ツツイトモが群生する水辺 写真 小高区角部内（前河浦） 令和元年（2019）7月20日撮影 当館

49 ベンケイ レプリカ 原町区萱浜 当館

50 ガニマキ レプリカ 原町区深野 当館

51 ガニマキ レプリカ 鹿島区上栃窪 当館

52 栗ごはん レプリカ 当館

53 たけのこご飯 レプリカ 当館

54 ぜんまいの油炒め レプリカ 当館

55 こごみの胡麻和え レプリカ 当館

56 干し柿 レプリカ 当館

57 ユズの砂糖漬け レプリカ 当館

58 アミコのおろし和え レプリカ 当館

59 イノハナご飯 レプリカ 当館

60 イノハナ（コウタケ） レプリカ 当館

61 アミコ（アミタケ） レプリカ 当館

62 キノコ採り 写真 相馬市玉野 平成21年（2009）9月14日撮影 岩崎真幸氏

63 イグネ（屋敷林） 写真 小高区 平成18年（2006）11月6日撮影 岩崎真幸氏

64 村上の田植踊衣装（万祝） 実物 小高区村上 昭和56年（1981）製作 当館

65 震災前の村上の田植踊 写真 小高区村上　貴布根神社 平成17 年（2005）４月23日撮影 当館

66 鉄刀（９号横穴墓出土） 実物 市教育委員会

67 首飾り（18号横穴墓出土） 実物 市教育委員会

68 首飾り（19号横穴墓出土） 実物 市教育委員会

69 須恵器（17号横穴墓出土） 実物 ８世紀 市教育委員会

70 須恵器（13号横穴墓出土） 実物 ８世紀前半 市教育委員会

71 須恵器（17号横穴墓出土） 実物 ８世紀前半 市教育委員会

72 須恵器（17号横穴墓出土） 実物 ８世紀前半 市教育委員会

73 放送原稿とマイク、カフ 実物 当館

74 緊急地震速報用の放送原稿 実物 当館

75 環境放射線モニタリング結果　放送用原稿 実物 当館

76 リスナーからのお便り 実物 当館

77 案内板とリクエストボックス 実物 当館

78 特別番組などの音源 実物 当館

79 ひばりエフエム　番組表 実物 平成28年（2016） 当館

80 ひばりエフエム　チラシ 実物 平成24年（2012）～30年（2018） 当館

81 臨時バス　新地・相馬－福島線　時刻表 実物 平成23年（2011）3月27日発行 当館

82 ＪＲ代行バス　原ノ町駅－亘理駅　時刻表 実物 平成23年（2011）5月23日発行 当館

83 草が生い茂る常磐線の線路 写真 平成24年（2012）9月30日撮影 大槻明夫氏

84 原ノ町駅にたたずむ特急スーパーひたち 写真 平成28年（2016）3月14日撮影 当館

85 撤去作業中の特急スーパーひたち 写真 平成28年（2016）3月19日撮影 大槻明夫氏

86 常磐線運転再開～特急ひたちの運転開始～ 写真 令和2年（2020）3月14日撮影 当館

87 常磐線全線運転再開ポスター「つながる。」 実物 令和2年（2020） 当館

88 南相馬市内の震災慰霊碑マップ パネル 当館

89 みんなが笑顔になれる場所 写真 原町区萱浜　なの花めいろ 平成28年（2016）4月16日撮影 相双ビューロー

90 未来の原風景 写真 鹿島区南海老・北右田・南右田　万葉の里風力発電所 令和3年（2021）2月10日撮影 当館

91 地域の記憶を伝える場に 写真 鹿島区南右田　かしまの一本松跡地 令和3年（2021）2月10日撮影 当館

92 新たな魅力で郷土料理を伝え継ぐ 写真 富岡町　スマート農業・先端技術体感フェアinとみおか 令和2年（2020）11月16日撮影 荒川美記子氏

93 少しでも手がかりを 写真 鹿島区南右田　右田海岸 令和3年（2021）2月10日撮影 当館

94 もどってきた大地の恵み 写真 原町区金沢 令和2年（2020）9月30日撮影 市秘書課

95 マイクロシーベルト 写真 原町区錦町　南相馬合同庁舎　モニタリングポスト 令和3年（2021）2月11日撮影 当館

96 「伝えねっかなんね」 写真 鹿島区南柚木　八坂神社「おらほの碑」 令和3年（2021）2月27日撮影 当館

97 高く、大きく、厚く、海と陸のあいだに 写真 小高区村上　堤防 令和2年（2020）5月7日撮影 当館

98 あの日のままの下駄箱 写真 小高区蛯沢　福浦小学校 令和3年（2021）2月16日撮影 当館

99 地域の人たちをつないだ「村上の田植踊」 写真 富岡町　「ふるさとの祭り２０１８in富岡」 平成30年（2018）11月11日撮影 当館

100 旧真野小学校のいま 写真 鹿島区小島田 令和3年（2021）2月10日撮影 当館

101 再び楽しい思い出を作れる場所に 写真 原町区北泉　北泉海水浴場 令和元年（2019）7月20日撮影 市秘書課

４．「ちゃんと伝えねっかなんね」－失ったもの・うまれたもの・伝えていきたいこと－

常磐線の全線運転再開

あれから１０年たって

震災慰霊碑　－後世へのメッセージ－

津波の跡に植物か広がった

郷土の恵み

村上の田植踊　伝承の危機と復活

復興事業に伴う発掘調査　－協力によって守られた歴史・文化－

東日本大震災と臨時災害放送局／市民に寄り添い声を伝え続けた「南相馬ひばりエフエム」



102 安心して遊べる場所 写真 原町区高見町　わんぱくキッズ広場 平成26年（2014）3月20日撮影 市秘書課

103 テクノロジーの躍進を静かに見守る 写真 原町区萱浜　福島ロボットテストフィールド 令和2年（2020）11月18日撮影 当館

104 2011年３月11日の日めくりカレンダー 実物 小高区　　 平成23年（2011）3月11日 当館（小高区個人寄贈）

105 震災の余震で止まった時計 実物 原町区 令和3年（2021）2月13日 当館（佐藤喜彦氏寄贈）


