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図 1 2011 年 3 月13 日付の英紙インディ
ペンデント・オン・サンデーの 1 面トップ
（Reproduced with permission from The
Independent）

図2

図3

被災地復興支援プロジェクト・ステッカー

東北観光振興ポータルサイト

図 4「がんばろう

ふくしま」福島県
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アイ・ラブ・ニューヨーク

（ I l o ve Ne w Yo r k）

「がんばろう、日本」の大合唱は、
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図 5 I love New York
2001.9.11後のニューヨーク、グラウンド・ゼロにて
（2002 年 8 月伊藤哲司氏撮影、図 6も同様）

図6

We love New York, God bless America
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