
出版年 形態 表題 副題 著者 出版社 備考

GN

GN い-1-1 黄色 1997 箱本 戦争と平和 未来へのメッセージ 岩波書店 岩波講座　世界歴
史２５

GN お-1-1 青 1975 単 行 本 平和の探求 市民の学術双書 岡倉古志郎・丸山益輝・関
寛治編

時事通信社

GN か-1-1 赤 2011 単行本 3.11　死神に突き飛ばされる 加藤典洋 岩波書店

GN か-2-1 赤 2011 単行本 自然農という生き方 ～いのちの道を、たんたんと 川口由一、辻信一 大月書店

GN こ-1-1 青 1979 単行本 超石油エネルギー 小出五郎 朝日新聞社

GN そ-1-1 黄色 1997 単行本 地震と社会　上 「阪神大震災」記 外岡秀俊 みすず書房

GN そ-1-2 黄色 1998 単行本 地震と社会　下 「阪神大震災」記 外岡秀俊 みすず書房

GN に-1-1 黄色 1986 単 行 本 国際政治／戦略と平和 法学セミナー増刊　　総合特集シ
リーズ32

日本評論社

GN べ-1-1 青 1967 単 行 本 ジェノサイド　民族みなごろし戦争 ベトナムにおけるアメリカの戦争犯
罪と日本の協力・加担を告発する東
京法廷

ベトナムにおける戦争犯罪
調査日本委員会

青木書店

GN み-1-1 青 1978 単行本 エコロジー運動は何をめざすか 宮川中民 現代の理論社 現代の理論叢書

GN ゆ-1-1 黄色 1990 単 行 本 未完の占領改革 油井大三郎 東京大学出版会 新しい世界史⑪

GN わ-1-1 黄色 1999 論　文 わたしたちの論文　　１９９８ 和光大学　学生助成
金委員会

和光大学　学生研
究助成金論文集６

NP

NP U-1-1 青 1957 単行本 The Nature of Radioactive Fall-out and Its
Effects on Man.

Part1 United States Government United States
Government Printing
OfficeNP U-1-2 青 1958 単行本 The Nature of Radioactive Fall-out and Its

Effects on Man.
Part2 United States Government United States

Government Printing
OfficeNP あ-1-1 黄色 1986 ブックレットチェルノブイリの放射能 赤木昭夫 岩波書店 岩波ブックレット74

NP あ-2-1 黄色 1987 単行本 地球被曝 チェルノブイリ事故と日本 朝日新聞社原発問題取材
班

朝日新聞社

NP あ-3-1 黄色 1988 単行本 家族で考える　食卓の放射能汚染 安斎育郎 同時代社

NP あ-3-2 赤 2012 単行本 原発と環境 安斎育郎

NP あ-3-3 赤 2012 ブックレット原発事故の理科・社会 安斎育郎 新日本出版

大分類
（ジャンル）

中分類
（著者名、作品番号）

小分類
（時代）



NP い-1-1 赤 2011 ブックレット今こそ、エネルギーシフト 原発と自然エネルギーと私達の暮ら
し

飯田哲也、鎌仲ひとみ 岩波書店 岩波ブックレット810

NP い-2-1 赤 2011 単行本 地球を活かす市民が創る自然エネルギー 伊藤千尋 シネ・フロント社

NP い-3-1 赤 2012 新書 ドキュメント　テレビは原発事故をどう伝えた
のか

伊藤守 平凡社 平凡社新書631

NP い-4-1 赤 2012 単行本 原発幻魔大戦 いましろたかし エンターブレイン

NP い-4-2 赤 2012 単行本 原発幻魔大戦 首相官邸前デモ編 いましろたかし エンターブレイン

NP う-1-1 青 1982 単行本 原子力発電はいらない 内野悳郎 らくだ出版 平和読本シリーズ・
１

NP う-2-1 赤 2011 新書 報道災害【原発編】 真実を伝えないメディアの大罪 上杉隆、烏賀陽弘道 幻冬舎 幻冬舎新書221

NP え-1-1 青 1982 単行本 原子力 秘められた巨大技術 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

NP お-1-1 赤 2012 単行本 メルトダウン ドキュメント福島第一原発事故 大鹿靖明 講談社

NP お-2-1 赤 2011 単行本 世界が見た福島原発災害 海外メディアが報じる真実 大沼安史 緑風出版

NP お-3-1 赤 2011 単行本 放射線とのつきあい 老科学者からのメッセージ 岡野眞治 かまくら春秋社

NP お-4-1 青 1980 単行本 原子力 繁栄への道か　破滅への道か 小野周 文新社

NP お-4-2 青 1980 単行本 原発はなぜこわいか 小野周監修、天笠啓祐文、
勝又進絵

高文研 増補版

NP お-4-3 青 1980 単行本 原発はなぜこわいか 小野周監修、天笠啓祐文、
勝又進絵

高文研

NP 青 1960 ファイル 21世紀への階段 科学技術庁監修 弘文堂

NP 青 1966 ファイル 科学技術庁十年史 科学技術庁創立十周年記
念行事実行準備委員会編

NP か-2-1 赤 2012 単行本 死の淵を見た男 吉田昌朗と福島第一原発の五〇〇
日

門田隆将 PHP研究所

NP か-3-1 青 1985 単行本 原子力読本 高校生の平和学習のために 神奈川県高教組「原子力読
本」編集委員会

東研出版

NP か-4-1 赤 2012 ブックレット原発は不良債権である 「失われた20年」をまた、くりかえす
のか

金子勝 岩波書店

NP か-5-1 赤 2012 単行本 3.11慟哭の記録 71人が体感した大津波・原発・巨大
地震

金菱清 新曜社

NP か-6-1 青 1982 単行本 日本の原発地帯 鎌田慧 潮出版社

NP か-6-2 赤 2011 単行本 なさけないけどあきらめない チェルノブイリ・フクシマ 鎌田慧 朝日新聞出版

NP か-7-1 青 1971 冊子 これからの原子力エネルギー 関西原子力懇談会、これか
らの原子力エネルギー編集
委員会編

大科学技術センター

NP か-8-1 赤 2012 新書 東電福島原発事故　総理大臣として考えた
こと

菅直人 幻冬舎

か-1-1



NP か-9-1 青 1981 単行本 原子力　その神話と現実 リチャード・カーチス／エリ
ザベス・ホーガン

紀伊國屋書店

NP き-1-1 赤 2012 ブックレット放射線になんかまけないぞ！ 木村真三監修、坂内智之
文、柚木ミサト絵

太郎次郎社エディタス

NP き-2-1 赤 2012 単行本 原発問題に「無関心」なあなたへ。 GENPATSU TALK MESSAGE 吉良さおり キラジェンヌ

NP く-1-1 青 1970 単行本 原子力 エネルギー革命を追って 熊谷寛夫 筑摩総合大学

NP く-2-1 青 1981 単行本 反原発 FOR BEGINNERS スティーブン・クロール著
田窪雅文訳

現代書館

NP げ-2-1 青 1977 単行本 原子力エネルギー ジュール・ゲロン著　島本進
訳

白水社

NP げ-3-1 青 1982 単行本 原発の町から 東海大地震帯上の浜岡原発 森薫樹 田畑書店

NP げ-1-1 黄色 1998 年鑑 原子力市民年鑑98 原子力資料情報室 七つ森書館

NP こ-1-1 赤 2011 新書 内部被曝の真実 児玉龍彦 幻冬舎 幻冬舎新書228

NP こ-2-1 赤 2012 単行本 脱原発論 ゴーマニズム宣言special 小林よしのり 小学館

NP さ-1-1 青 1979 単行本 核エネルギー政策 現状分析と展望 斉藤優、佐藤栄一　共著 日本国際問題研究所

NP さ-3-1 黄色 1995 単行本 原発のどこが危険か 世界の事故を検証する 桜井淳 朝日新聞社 朝日選書520

NP さ-2-1 赤 2012 単行本 NO NUKES 2012 ぼくらの未来ガイドブック 坂本隆一＋編纂チーム 小学館スクウェア

NP し-1-1 赤 2011 単行本 増補版　まんが原発列島 柴野徹夫 大月書店 初版は1989年

NP し-2-1 赤 2011 単行本 私たちは、原発を止めるには日本を変えな
ければならないと思います。

渋谷陽一編 ロッキング・オン

NP し-3-1 赤 2011 ブックレットドイツは脱原発を選んだ ミランダ・A．シュラーズ 岩波書店 岩波ブックレット818

NP し-4-1 赤 2012 単行本 内部被曝からいのちを守る なぜいま内部被曝問題研究会を結
成したのか

市民と科学者の内部被曝
問題研究会

旬報社

NP す-1-1 赤 2011 単行本 子どもたちを放射能から守るために 菅谷昭 亜紀書房

NP す-2-1 赤 2011 単行本 ヤクザと原発 福島第一潜入記 鈴木智彦 文芸春秋

NP そ-1-1 赤 2012 新書 3･11複合被災 外岡秀俊 岩波書店

NP た-4-1 青 1969 単行本 原子力産業の話 田中好雄 日本経済新聞社 日経文庫

NP た-1-1 青 1976 単行本 プルートーンの火 地獄の火を盗む核文明 高木仁三郎 教養文庫

NP た-1-2 黄色 1986 ブックレット原発事故　日本では？ 高木仁三郎 岩波書店 岩波ブックレット75

NP た-3-1 黄色 1989 ブックレット街を駆けぬける放射能 核燃料輸送を追っかけろ！ 竹村英明 ピースネット企画 ピースネットブック１



NP た-1-3 黄色 1994 新書 プルトニウムの未来 2041年からのメッセージ 高木仁三郎 岩波書店

NP た-2-1 黄色 2002 単行本 「核」論 鉄腕アトムと原発事故のあいだ 武田徹 勁草書房

NP た-1-4 赤 2011 単行本 新装版　チェルノブイリ原発事故 高木仁三郎 七つ森書館

NP だ-5-1 赤 2012 単行本 原発のない世界のつくりかた 「脱原発世界会議」実行委
員会編

合同出版

NP つ-1-1 青 1958 報 告 書 放射線の影響 国際連合科学委員会報告書　1958
年

都築正男　編 日本学術振興会

NP て-1-1 赤 2012 単行本 悲から生をつむぐ 「河北新報」編集委員の震災記録
300日

寺島英弥 講談社

NP と-2-1 黄色 1995 単行本 プルトニウム 超ウラン元素の正体 友清裕昭 講談社 ブルーバックス

NP と-1-1 赤 2012 単行本 レベル７ 福島原発事故、隠された真実 東京新聞原発事故取材班 幻冬舎

NP と-3-1 赤 2012 単行本 フクシマ元年 原発震災前記録2011-2012 豊田直巳 毎日新聞社

NP な-2-1 青 1977 単行本 ぼくの町に原子力船がきた 中村亮嗣 岩波書店 岩波新書

NP な-1-1 青 1982 単行本 熊野漁民原発海戦記 芦浜原発反対闘争の回想 中林勝男 技術と人間

NP に-4-1 青 1971 ファイル 日本の原子力 15年のあゆみ 日本原子力産業会議 日本原子力産業会議

NP に-1-1 青 1981 単行本 原発・最後の賭け 西尾漠 アンヴィエル

NP に-3-1 青 1985 単行本 原子力発電 知る考える調べる 日本科学者会議編 合同出版

NP に-5-1 黄色 1989 大型本 日本原子力発電三十年史 日本原子力発電株式会社 日本原子力発電株式
会社

NP に-2-1 黄色 1998 文庫本 プロメテウスの墓場 ロシア軍と核の行方 西村陽一 小学館

NP に-1-2 黄色 2001 単行本 漠さんの地球を救うエネルギー・メニュー 西尾漠 七つ森書館 非売品

NP に-1-3 黄色 2006 新書 新版　原発を考える50話 西尾漠 岩波書店 岩波ジュニア新書
529

NP に-1-4 黄色 2008 単行本 エネルギーと環境の話をしよう 西尾漠 七つ森書館

NP の-1-1 青 1983 単行本 原発切抜帳 現場記者の証言 能勢剛編集代表 青林舎

NP ば-1-1 黄色 1989 参考書 NUKES　MANUAL 原発のない未来への参考書 BAP編 大和書房

NP ば-2-1 青 1976 単行本 核時代 THE　WORLD　SCIENCE F・バーナビー著　金野正訳 TBSブリタニカ

NP ば-3-1 赤 2012 単行本 低線量汚染地域からの報告 チェルノブイリ26年後の健康被害 馬場朝子、山内太郎 NHK出版

NP ぱ-4-1 黄色 1987 単行本 見えない雲 グードルン・パウゼヴァング
著　高田ゆみ子訳

小学館



NP ひ-1-1 青 1981 単行本 東京に原発を 新宿一号炉建設計画 広瀬隆 ＪＩＣＣ出版局

NP ひ-1-2 黄色 1986 文庫本 東京に原発を！ 広瀬隆 集英社

NP ひ-1-3 黄色 1990 文庫本 チェルノブイリの少年たち ドキュメント・ノベル 広瀬隆 新潮社

NP ひ-1-4 黄色 1987 単行本 危険な話 チェルノブイリと日本の運命 広瀬隆 八月書館

NP ひ-1-5 黄色 1996 単行本 腐蝕の連鎖 薬害と原発にひそむ人脈 広瀬隆 集英社

NP ひ-1-6 黄色 1999 新書 アメリカの経済支配者たち 広瀬隆 集英社

NP ひ-1-8 赤 2011 新書 福島原発メルトダウン FUKUSHIMA 広瀬隆 朝日新聞出版 朝日新書298

NP ひ-1-9 黄色 2000 単行本 原子力発電で本当に私たちが知りたい120
の知識

広瀬隆、藤田祐幸　共著 東京書館

NP ふ-4-1 青 1983 単行本 核の目撃者たち 内部からの原子力批判 レスリー・Ｊ・フリーマン 筑摩書房

NP ふ-2-1 黄色 1987 単行本 ポスト・チェルノブイリを生きるために 暮らしと原発 藤田祐幸 御茶の水書房

NP ふ-2-2 黄色 1996 ブックレット知られざる原発被曝労働 ある青年の死を追って 藤田祐幸 岩波書店 岩波ブックレット390

NP ふ-2-3 黄色 1996 単行本 脱原発のエネルギー計画 藤田祐幸 高文研

NP ふ-1-1 赤 2012 新書 原発危機　官邸からの証言 福山哲郎 筑摩書房

NP ふ-2-4 赤 2012 単行本 さよならアトミック・ドラゴン 核と原発のお話 藤田祐幸 凱風社

NP ふ-3-1 赤 2012 単行本 14才のココロ 間違ってますか？私だけですか？ 藤波心 かもがわ出版

NP ぶ-5-1 黄色 1988年7月 雑誌 文化評論 特集：原発　なにが問題か 新日本出版 329号

NP ほ-1-1 青 1979 単行本 原発ジプシー 「原発＝科学」の虚妄を剥ぐ体験 堀江邦夫 現代書館

NP ほ-1-2 赤 2011 単行本 福島原発の闇 原発下請け労働者の現実 堀江邦夫、水木しげる 朝日新聞出版

NP ほ-2-1 不明 資料 放射能汚染食品リスト

NP ぼ-3-1 青 1979 雑誌 Voice（ボイス） 特集：原発は危険か PHP研究所

NP ま-1-1 赤 2011 ブックレットまでぃのチカラ 福島県飯舘村にみる一人一人が幸
せになる力

「までぃ」特別編成チーム シーズ出版

NP ま-2-1 赤 2011 単行本 これでいいのか福島原発事故報道 マスコミ報道で欠落している重大問
題を明示する

丸山重威 あけび書房

NP み-1-1 青 1981 単行本 原子力発電とはなにか・・・ そのわかりやすい説明 緑の会編集 野草社 80年代別冊１

NP み-2-1 青 1974 単行本 原子力発電をどう考えるか 三宅泰雄、中島篤之助　編 時事通信社 市民の学術双書



NP み-3-1 黄色 1996 単行本 原発大国へ向かうアジア 地球環境とアジアの未来 宮嶋信夫 平原社

NP む-1-1 赤 2012 単行本 福島からあなたへ 武藤類子 六月書店

NP む-2-1 黄色 2002 単行本 原子力と日本病 村田光平 朝日新聞社

NP む-3-1 青 1979 単行本 エネルギーとエントロピーの経済学 石油文明からの飛躍 室田武 東洋経済新報社 東経選書

NP む-3-2 青 1981 単行本 原子力の経済学 くらしと水土を考える 室田武 日本評論社

NP も-1-1 青 1979 単行本 原子炉被曝日記 森江信 技術と人間

NP や-1-1 黄色 1988 単行本 放射能はなぜこわい 生命科学の視点から 柳澤桂子 地湧社

NP や-2-1 青 1976 単行本 日本人と原子力 山本七平 ＫＫワールドフォトプレ
ス

NP や-3-1 赤 2011 単行本 福島の原発事故をめぐって いくつか学び考えたこと 山本義隆 みすず書房

NP ゆ-1-1 赤 2012 単行本 海の放射能汚染 湯浅一郎 緑風出版

NP ゆ-2-1 青 1979 単行本 原子力帝国 ロベルト・ユンク アンヴィエル

NP ゆ-3-1 黄色 1987年7月 雑誌 湧 まだ、まにあうのなら　私の書いた
いちばん長い手紙

地湧社 増刊号

NP よ-1-1 赤 2011 ブックレット原発と日本の未来 原子力は温暖化対策の切り札か 吉岡斉 岩波書店 岩波ブックレット802

NP り-1-1 青 1981 雑誌 流動　８月特別号 特集：原発　エネルギー資源に乏し
いわが国にとって原子力は不可欠
か

流動出版

NP れ-1-1 赤 2012 ブックレット福島原発事故と放射能Q＆A 歴史教育者協議会 平和文化

NP ろ-1-1 赤 2012 単行本 3・11原発震災 福島住民の証言 ロシナンテ社編 解放出版社

NP わ-1-1 赤 2013 単行本 原発ホワイトアウト 若杉冽 講談社

SD

SD あ-1-1 黄色 1986 冊　子 ＳＤＩ入門講座 青木日出雄 航空ジャーナル社 航空ジャーナル別
冊

SD が-1-1 黄色 1986 冊　子 ＵＴＡＮ 気楽な科学マガジンウータン５ 学習研究社 雑誌

SD こ-1-1 黄色 2000 資　料 北東アジアの平和と核問題 弘済会館にて東海大主催 封筒に資料が入っ
ています。

SD あ-3-1 青 1967 単 行 本 アメリカの極東戦略 朝日新聞　安全保障問題調
査会

朝日新聞社 朝日市民教室　　＜
日本の安全保障＞
５SD あ-3-2 青 1967 単 行 本 現代の軍縮 朝日新聞　安全保障問題調

査会
朝日新聞社 朝日市民教室　　＜

日本の安全保障＞
１１



SD あ-2-1 青 1971 冊　子 米国防総省秘密報告書 朝日ジャーナル 朝日新聞社 Vol.１３　No.３０　臨
時増刊朝日ジャー
ナルSD あ-1-2 青 1984 冊　子 アメリカの核兵器 青木日出雄 航空ジャーナル社 ９月号臨時増刊
航空ジャーナル別
冊SD あ-5-1 青 1985 冊　子 被爆40年知っておきたい　核の常識 核軍縮　核戦略　核兵器 朝日新聞軍縮問題取材班 朝日新聞社

SD あ-7-1 青 1985 単 行 本 原爆投下への道 荒井信一著 東京出版会

SD あ-4-1 黄色 1986 単 行 本 軍事技術の最先端 朝日新聞科学部編 朝日新聞社

SD あ-6-1 黄色 1989 単 行 本 ミリテクパワー　軍事技術力 究極の日米摩擦 朝日新聞経済部 朝日新聞社

SD い-2-1 青 1978 単行本 原爆・原発 池山重郎 現代の理論社 現代の理論叢書

SD い-1-1 黄色 1993 単 行 本 核兵器解体 恐怖の均衡から「平和の配当」へ 今井隆吉　佐藤誠三郎編著 電力新報社

SD い-1-2 黄色 1995 単 行 本 ポスト冷戦と核 パンドラの箱は開かれるのか？ 今井隆吉　田久保忠衛　平
松茂雄編

勁草書房

SD う-1-1 青 1979 単 行 本 われらの時代に起ったこと 原爆開発と12人の科学者 Ｊ,ウィルソン編　　中村誠太
郎　奥地幹雄訳

岩波書店 岩波現代選書

SD う-2-1 赤 2011 単行本 非核兵器地帯 核なき世界への道筋 梅林宏道 岩波書店

SD え-2-2 青 1975 単 行 本 劫火を見た 市民の手で原爆の絵を ＮＨＫ編 日本放送出版協会

SD え-3-1 青 1985 単 行 本 核戦争の危機と人類の生存 日本学術会議シンポジウム 江口朴郎＋福島要一＋岡
倉古志郎＋飯島宗一編

三省堂

SD え-2-1 黄色 1988 単 行 本 アメリカ国防総省ＳＤＩ局 スターウォーズの内幕 ＮＨＫ取材班編 角川書店

SD え-1-1 黄色 1990 単 行 本 軍縮が世界経済を変える 米ソ両超大国の挑戦 ＮＨＫ経済プロジェクト著
田中直毅[プロローグ・エピ
ローグ]

日本放送出版協会

SD え-4-1 黄色 1994 単 行 本 兵器と戦略 朝日選書505 江畑謙介 朝日新聞社

SD お-1-1 青 1963 冊子 ポラリス戦略と日韓会談 岡田春夫 日韓問題研究会

SD お-3-1 青 1977 単行本 アジアの核武装 その可能性と現実 Ｗ・オーバーホルト サイマル出版

SD お-2-1 青 1982 単 行 本 国際シンポジウム原爆投下と科学者 小川岩雄・小野周・斉藤孝・
間寛治・野沢豊・宮崎繁樹
編

三省堂 三省堂選書62

SD か-3-1 青 1974 単行本 原子力の政治経済学 川上幸一 平凡社 平凡社選書

SD か-4-1 青 1978 単行本 国際原子力戦争 危険な商品に群がる国ぐに 学陽書房

SD か-1-1 黄色 1993 単 行 本 プルトニウム 核時代の危険物質をいかに扱うべ
きか

核戦争防止国際医師会議
＋エネルギー・環境研究所
高木仁三郎日本語版解説

ダイヤモンド社

SD か-2-1 黄色 1997 単行本 日本の核・アジアの核 ニッポン人の核音痴を衝く 金子熊夫 朝日新聞社

SD が-6-1 青 1980 雑誌 外交時報 特集：核兵器不拡散　矢田部厚彦 外交時報社 Ｎｏ．1171



SD が-5-1 黄色 1989 単 行 本 化学軍縮と日本の産業 化学兵器禁止条約交渉を理解する
ための基礎知識

外務省軍縮課事務官新井
勉

並木書房

SD き-2-1 青 1975 単行本 核 知られざる「核」の素顔　激動する核
問題の現実

岸田純之助 学陽書房

SD き-1-1 黄色 1986 冊　子 核軍拡の中のＳＤＩ 核軍拡競争を宇宙にまで拡大する
ＳＤＩ。レーガン米大統領はなぜＳＤＩ
に固執するのか、中曽根内閣の”積

共産党ブックレット 日本共産党中央委員
会出版局

SD く-1-1 青 1977 単 行 本 アメリカの核・エネルギー戦略 カーター政権の課題とその展開 陸井三郎著 東研（株式会社　東西
貿易経済研究所）

SD く-1-2 青 1977 単行本 アメリカの核・エネルギー戦略 カーター政権の課題とその展開 陸井三郎 東研出版

SD け-1-1 青 1984 単 行 本 核の迷妄 ジョージ・F・ケナン 社会思想社

SD げ-2-1 青 1978 冊　子 国連軍縮特別総会 その成果と核兵器完全禁止の展望
新たな国際共同行動発展のために

原水爆禁止日本協議会 原水爆禁止日本協議
会

SD け-3-1 黄色 1988 単 行 本 ＳＤＩ スターウオーズの経済学 経済優先度法議会 ミネルヴァ書房

SD こ-3-1 青 1979 単行本 核文明の恐怖 原発と核兵器 Ｈ・コルディコット著　高木仁
三郎、阿木幸男

岩波書店 岩波現代選書

SD こ-1-1 青 1984 単 行 本 核廃絶の力学 Ｋ・コーツ編著　　　　丸山幹
正訳

勁草書房

SD こ-2-1 黄色 1990 単 行 本 被曝の世紀 放射線の時代に起こったこと キャサリン・コーフィールド・
著　　　　　　　　友清裕昭・
訳

朝日新聞社

SD さ-1-1 青 1985 冊　子 別冊サイエンス 特集軍事科学ⅢＳＤＩと核戦争 日経サイエンス社 SCIENTIFIC
AMERICAN日本版

SD さ-1-2 青 1980 冊　子 別冊サイエンス 特集軍事科学　兵器と軍縮 日本経済新聞社 SCIENTIFIC
AMERICAN日本版

SD さ-2-1 黄色 1994 単 行 本 戦略兵器削減交渉 冷戦の終焉と新たな戦略関係の構
築

斉藤直樹著 慶応通信

SD す-1-1 青 1951 単 行 本 原子爆弾の完成 Ｈ．Ｄ．スマイス　　杉本朝
雄　田島英三　　川崎榮一
譯

岩波書店

SD す-4-1 青 1960 単 行 本 長期継続闘争 共産側戦略の研究 ロバート・ストローズーフー
ペ　大井篤（訳）

時事新書

SD す-2-1 青 1983 単 行 本 １９８５年６月　　　　　世界核戦争が起ったら 人類と地球の運命 スウェーデン王立科学アカ
デミー編　　　　　高木尭訳

岩波書店

SD す-3-1 黄色 1979 単 行 本 核時代の軍備と軍縮 ストックホルム国際平和研
究所編　　　　　服部学訳

時事通信社

SD た-2-1 青 1951 単 行 本 原子兵器の効果 アメリカ合衆国　原子力委員会　国
防省　　ロス・アラモス科学研究所

武谷三男　中村誠太郎
佐々木宗雄　　　豊田利幸
小野健一　　西宮博道共訳

科学新興社

SD た-1-1 黄色 1991 単 行 本 核の世紀末 来るべき世界への構想力 高木仁三郎 社団法人　　農村漁村
文化協会

SD た-3-1 黄色 1993年11月 雑誌 宝島30 1995年、日本は核武装する！ 槌田敦 宝島社 11月号

SD だ-4-1 青 1983 単 行 本 世界の平和・軍縮教育 １９８２年国際シンポジウム報告書 ＷＣＯＴＰ・日教組報告書編
集委員会

勁草書房

SD だ-5-1 赤 2014年4月 報告書 第2回「原発と人権」全国研究交流集会in福
島

第5分科会 脱原発と核兵器廃絶国際
ネットワーク

日本国際法律化協会

SD ち-1-1 黄色 1998年5月 雑誌 中央公論 核廃絶への道―被爆地からの提言
―

土山秀夫 中央公論社 5月号



SD で-1-1 黄色 1988 単 行 本 日本の港に停泊した軍艦における核事故 横須賀、佐世保、呉に対する想定事
故シナリオの定量的分析

Ｗ.ジャクソン・デイビス博士
環境研究所所長

環境研究所 研究委託　　核兵器
事故をアセスメント
する会SD と-1-1 青 1980 単 行 本 核攻撃に生き残れるか Ｅ・Ｐ・トンプソン　他著　山

下史他訳
連合出版

SD と-2-1 黄色 1988 単 行 本 核戦争の心理学 ジェイムズ・トンプソン編著
黒沢満訳

西村書店

SD と-4-1 黄色 1994 単 行 本 プルトニウム 東京大学工学部教授鈴木
篤之著

ＥＲＣ出版

SD と-3-1 黄色 2000 冊　子 Human Security  No.4 1999/2000 特集・アジアにおける地域協力の展
開

東海大学平和戦略国際研
究所

東海大学出版会

SD と-3-2 黄色 2002 冊　子 Human Security  No.6 2001/2002 特集・アジアにおける地域協力の展
開

東海大学平和戦略国際研
究所

東海大学出版会

SD な-1-1 青 1984 単 行 本 核時代の平和を求めて 永井道雄編 東京大学出版 国連・グローバルコ
ミュニティレクチュ
ア・シリーズ２

SD に-5-1 青 1956 冊　子 Ｂｕｔｕｒｉ 日本物理学会誌 日本物理学会 日本物理学会 雑誌

SD に-4-3 青 1957 単 行 本 平和と戦争の研究 日本国際政治学会編 有斐閣 国際政治

SD に-4-2 青 1958 単 行 本 宇宙兵器と国際政治 日本国際政治学会編 有斐閣 国際政治

SD に-4-1 青 1980 単 行 本 現代の軍縮問題 日本国際政治学会編 有斐閣 国際政治

SD に-2-1 青 1985 冊　子 SDI 核兵器の廃絶に逆行し科学の発展
をゆがめる戦略防衛構想

日本科学者会議軍縮問題
研究委員会

日本科学者会議軍縮
問題研究委員会

SD に-3-1 黄色 1986 冊　子 前衛 1986　７　　no.537 日本共産党中央委員会理
論政治誌

日本共産党中央委員
会

SD に-2-1 黄色 1987 単 行 本 ＳＤＩ スターウォーズ科学・政治・経済 日本科学者会議編 大月書店

SD に-1-2 黄色 1997 単 行 本 消えた潜水艦イ52 ＮＨＫスペシャルセレクション 新延明　佐藤仁志 ＮＨＫ出版

SD は-1-1 青 1979 単行本 核地政学入門 第三世界の核開発競争 春名幹男 日刊工業

SD ば-2-1 青 1980 単 行 本 ヒトラー政権と科学者たち A.D.バイエルンヘン著常石
敬一訳

岩波書店 岩波現代選書

SD ぱ-3-1 黄色 1994 単 行 本 核時代の科学者たち パリティ編集委員会（大槻
義彦責任編集）

丸善 parity books

SD ひ-1-1 黄色 1994 単 行 本 いまＮＰＴ（核不拡散条約）を問う 北朝鮮の核「疑惑」と制裁問題 非核の政府を求める会編 新日本医学出版社 マイブックレット④

SD び-2-1 青 1967 単 行 本 アメリカの毒薬・毒ガス作戦 ＢＣＷ研究会・京都平和委
員会編

解放新書

SD ひ-3-1 黄色 1995 冊　子 2nd United Nations Conference on
Disarmament Issues in Hiroshima
第2回国連軍縮広島会議　　国連と軍縮シン
ポジウム報告書

Nuclear Disarmament and Securuty
Talks Today                 「核軍縮と
きょうの安全保障対話」

（財）広島平和研究セ
ンター

主催：広島県、広島
市、（財）広島平和
研究センター　　共
催：日本国際連合
協会広島県本部SD ひ-4-1 黄色 2001 単行本 アメリカの巨大軍需産業 広瀬隆 集英社 集英社新書

SD ふ-1-1 青 1984 単 行 本 ビームディフェンス 核戦争を抑止するビーム兵器計画
の全貌

フュージョン・エネルギー財
団著　　　　　　矢沢事務所
訳

時事通信社



SD ふ-2-1 赤 2011 単行本 藤田祐幸が検証する　原発と原爆の間 ＜資料＞「わが国の核兵器生産潜
在能力」『日本の安全保障　1968年
版』から

藤田祐幸 本の泉社

SD ぶ-3-1 青 1963 単 行 本 軍備管理・軍縮・安全保障 小谷秀二郎 Ｄ．Ｇ．ブレナン　　　　小谷
秀二郎訳

鹿島研究所　　日本国
際問題研究所

SD ぶ-4-1 黄色 1986 単 行 本 ＳＤＩゲーム スターウオーズの若き創造主たち ウィリアム・Ｊ・ブロード　江
畑謙介訳

光文社

SD ぷ-5-1 青 1982 単 行 本 核の栄光と挫折 巨大科学の支配者たち ピーター・プリングル
ジェームズ・スピーゲルマン
浦田誠親監訳

時事通信社

SD べ-1-1 青 1983 単 行 本 米ソ核戦争が起ったら 上院へのレポート 米国技術評価局編　西沢信
正　高木仁三郎訳

岩波書店 岩波現代選書

SD ぽ-1-1 黄色 1992 冊　子 The Responsibility of the Scientist by
Dr.John C.Polanyi April 6,1992
科学者の責任　　ジョン・Ｃ・ポラニ博士
1992年4月6日

Dr.John C.Polanyi ディバーシィ・デュボイ
ス社

ディバーシィ・デュボ
イス科学講演会

SD ぼ-2-1 青 1963 防衛年鑑 防衛年鑑刊行会

SD ま-1-1 青 1956 単 行 本 第二次大戦後における軍縮問題の発展 朝日新聞調査研究室報告　社内用
５８

前田　寿 朝日新聞社

SD ま-1-2 青 1966 史　書 軍縮交渉史 1945年ー1965年 前田　寿 財団法人　国際文化
会館

SD め-1-1 青 1974 単 行 本 機密漏洩事件 水爆とオッペンハイマー Ｊ・メジャー著　中山善之訳 平凡社

SD も-2-1 黄色 1986 単 行 本 ＳＤＩと日本の戦略 第2の開国を迫られるわが国の安全
保障

桃井真 読売新聞社

SD も-1-1 黄色 1989 単 行 本 原爆を盗んだ男 クラウス・フックス ノーマン・モス著　　壁勝弘
訳

朝日新聞社

SD ゆ-1-1 青 1958 単 行 本 千の太陽よりも明るく 原子科学者の運命 ロベルト・ユンク著　　菊森
英夫訳

文藝春秋新社

SD ら-1-1 青 1961 単 行 本 発見への道 Ｒ．Ｅ．ラップ著　八木勇訳 岩波書店

SD り-1-1 青 1972 単 行 本 戦争と科学者　良心のジレンマ Ｒ．Ｗ．リード著/服部学訳 ダイヤモンド社

SD れ-1-1 黄色 1986 単 行 本 核兵器は世界をどう変えたか 核時代小史 シドニー・レンズ　　矢ケ崎
誠治訳

草思社

SD ろ-1-1 青 1951 単 行 本 地獄の爆弾 THE HELL BOMB Ｗ・ローレンス　　　　崎川範
行

創元社

SD ろ-3-1 黄色 1992 単 行 本 非核 ニュージーランドの選択 デービッド・ロンギ　　国際
非核問題研究会訳

平和文化

SD ろ-2-1 黄色 1995 単 行 本 核兵器のない世界へ ジョセフ・ロートブラット、
ジャック・シュタインバー
ガー、バルチャンドラ・ウド

かもがわ出版

NP に-1-1 黄色 1989 ファイル 日本原子力発電30年史 日本原子力発電株式会社 pp.340-379だけ

NP あ-4-1 黄色 1989 ファイル 新装　原子力ハンドブック 相澤清人 オーム社 pp.854-862だけ

ファイル形式 室内利用のみ（閲覧：○、貸出：×）



SD 黄色 1992 ファイル 核の世紀末 来るべき世界への構想力 高木仁三郎 農村漁村文化協会 pp.116-166

SD 黄色 1993 ファイル 原子力ポケットブック　1993年版 科学技術庁原子力局監修 pp.262-295だけ

SD 黄色 1995 ファイル 核時代　昨日・今日・明日 リレーインタビュー米の18人 中国新聞社編集 中国新聞社 一部抜粋

SD 青 1984年7月 ファイル 世界 核時代の市民的不服従―国家の正
統性を問う―

J・ハーバーマス 岩波書店

SD 黄色 1991年1月 ファイル 世界 過去と未来を結ぶ　地球的アイデン
ティティの構築を

対談：大江健三郎、坂本義
和

岩波書店

SD 黄色 1992年8月 ファイル 世界 デビッド・ブライヤー氏インタビュー
リスクを冒して賭け、信じて委ね、や
り通す

中村研一 岩波書店

SD 黄色 1996年5月 ファイル 現代思想 エドワード・テラーの大罪 伏見康治 vol.24-6

SD よ-1-1 黄色 1996年5月12日 ファイル 朝日新聞 地球安保へ幅広い議論を 吉田文彦 朝日新聞 コラム　私の見方

SD せ-1-1 青 1968年 ファイル わが国における自主防衛とその潜在能力に
ついて

不明（読売新聞科学部記者
石井恂？）

政府内部資料

NP に-6-1 黄色 1986年11月 ファイル 原子力は、いま(上・下) 日本の平和利用30年 日本原子力産業会議編 日本原子力産業会議

GN あ-2-1 青 1982 ファイル 原爆展 忘れまい、この惨禍 朝日新聞東京本社企画部 朝日新聞東京本社企
画部

原爆展主催：広島
市、長崎市、朝日新
聞社SD な-3-1 青 1968年9月 ファイル 日本の核政策に関する基礎的研究 内閣調査室（外郭団体の社

団法人「民主主義研究会」
に委託）NP 青 1948年4月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 第二次世界大戦後におけるアメリカ

の科学振興策
馬場重徳 岩波書店

NP 青 1948年5月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 アメリカ科学研究財団の構想につい
て

馬場重徳 岩波書店

NP 青 1950年1,2月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原子力委員会　Ⅰ, Ⅱ Ｌ.スヴィルスキー 岩波書店

NP 青 1951年11月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 第二次大戦中のドイツの原子力研
究

Ｗ.　ハイゼンベルク 岩波書店

NP 青 1952年6月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原爆障害調査委員会（ＡＢＣＣ）は何
をしてきたか

Ｈ． Ｇ． テイラー 岩波書店

NP 青 1952年9月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原子力研究に進め 菊池正士 岩波書店

NP 青 1952年12月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原子力研究の問題 富山小太郎 岩波書店

NP 青 1953年1月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 座談会　日本の原子核・原子力研
究のあり方

岩波書店

NP 青 1953年6月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 サイクロトロンの再建 杉本朝雄 岩波書店

NP 青 1954年5月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原子炉建設と原子力憲章 富山小太郎 岩波書店

NP 青 1954年5月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 座談会　日本の原子力研究をどう
進めるか

岩波書店

NP 青 1954年11月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 座談会　日本の原子力研究はどこ
まできたか

岩波書店

か-7-1

か-10-1



NP 青 1954年11,12月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原子力文献の利用について　Ⅰ, Ⅱ 小田島平吉 岩波書店

NP 青 1955年3月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 わが国における原子力開発の第一
歩

堀純郎 岩波書店

NP 青 1955年3月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原子力利用準備体制について 竹谷三男 岩波書店

NP 青 1955年4月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 日本の電力問題 安藝皎一、中村平八郎 岩波書店

NP 青 1955年5月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 座談会　ヨーロッパにおける原子力
利用の方向

岩波書店

NP 青 1955年8月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 原子力研究の今後 富山小太郎 岩波書店

NP 青 1956年1月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 各国における原子炉研究の現状 神原豊三 岩波書店

NP 青 1956年2月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 今後の原子力研究に望む 富山小太郎 岩波書店

NP 青 1956年4月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 研究費の問題 野口彌吉 岩波書店

NP 青 1956年4月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 科学研究費に要する費用について 湯川英樹 岩波書店

NP 青 1956年4月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 科学研究費と学術会議 長谷川万吉 岩波書店

NP 青 1956年4月 ファイル 雑誌『科学』　関連記事　1948-1956 座談会　研究費と研究体制 岩波書店

NP し-5-1 青 1978年12月 ファイル 雑誌『自然』 理化学研究所60年のあゆみ 中央公論社

NP に-7-1 青 1968-1970 ファイル 日本科学技術史大系(6,7,13,14,19巻) 日本科学史学界編 第一法規出版株式会
社

SD な-4-1 黄色 1995 ファイル ｢通史｣　日本の科学技術　１　｢占領期｣
1945-1952

中山茂、後藤邦夫、吉岡斉
編

学陽書房

SD た-7-1 黄色 1997年前後 ファイル 中曽根ファイル(高原先生インタビュー関係、
音声テープ付き)

高原孝生編

SD 青 1928-1976の間 ファイル 日本は核兵器開発に着手せよ 土居明夫 陸軍 核武装論

SD 青 1967年5月 ファイル 中共の核脅威に対する安全策 土曜会(責任者、福留繁) 海軍 核武装論

SD 青 1958年4月17日 ファイル 第28回国会　参議院内閣委員会会議録第
29号

参議院事務局 核武装論

SD た-8-1 黄色 1997年前後 ファイル 楠田實ファイル（高原先生インタビュー関係） 核の20世紀関連

SD あ-8-1 黄色 1995年前後 ファイル 戦時中の日本の原爆開発 「幻の原爆開発」朝日新聞記事ほか 朝日新聞ほか

NP に-6-2 青 1971年 ファイル 日本の原子力―年表 15年のあゆみ 日本原子力産業会議 日本原子力産業会議

NP し-6-1 青 1976年 ファイル 未来社会と法 現代の諸問題Ⅳ 下山俊次 筑摩書房 現代法学全集54、
原子力の箇所のみ

NP げ-4-1 黄色 1991年10月14日 ファイル 高速増殖炉研究開発の在り方(案) 原子力委員会高速増殖炉
懇談会

原子力委員会高速増
殖炉懇談会

ど-5-1



NP し-7-1 青 1954年 ファイル 原子力予算関係(1954年) 第29回国会衆議院予算委員会議録
第2号、毎日新聞記事

NP し-8-1 青 1955年4月 ファイル 先見経済 原子力の平和利用について 正力松太郎 清話会

NP 1988年ごろ ファイル 放射能汚染リスト　他脱原発

NP 1956年 NL・雑誌 各国原子力情報 20号 外務省国際協力局第3課

NP 1957年6月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 27号 外務省国際協力局第3課

NP 1958年3月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 36号 外務省国際協力局第3課

NP 1958年4月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 37号 外務省国際協力局第3課

NP 1958年6月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 39号 外務省国際連合局科学課

NP 1958年7月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 40号 外務省国際連合局科学課

NP 1958年8月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 41号 外務省国際連合局科学課

NP 1958年9月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 42号 外務省国際連合局科学課

NP 1958年10月15日 NL・雑誌 各国原子力情報 43号 外務省国際連合局科学課

NP 1958年11月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 44号 外務省国際連合局科学課

NP 1958年12月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 45号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年1月5日 NL・雑誌 各国原子力情報 46号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年5月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 50号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年6月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 51号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年7月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 52号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年8月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 53号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年9月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 54号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年10月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 55号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年11月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 56号 外務省国際連合局科学課

ニュースレター類・雑誌 室内利用のみ（閲覧：○、貸出：×）



NP 1959年12月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 57号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年1月5日 NL・雑誌 各国原子力情報 58号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年2月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 59号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年5月2日 NL・雑誌 各国原子力情報 62号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年6月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 63号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年7月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 64号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年9月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 66号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年10月10日 NL・雑誌 各国原子力情報 67号 外務省国際連合局科学課

NP 1960年12月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 69号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年1月14日 NL・雑誌 各国原子力情報 70号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年2月11日 NL・雑誌 各国原子力情報 71号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年3月10日 NL・雑誌 各国原子力情報 72号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年4月16日 NL・雑誌 各国原子力情報 73号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年5月10日 NL・雑誌 各国原子力情報 74号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年6月2日 NL・雑誌 各国原子力情報 75号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年7月7日 NL・雑誌 各国原子力情報 76号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年9月14日 NL・雑誌 各国原子力情報 77号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年10月23日 NL・雑誌 各国原子力情報 78号 外務省国際連合局科学課

NP 1961年11月23日 NL・雑誌 各国原子力情報 79号 外務省国際連合局科学課

NP 1962年1月16日 NL・雑誌 各国原子力情報 81号 外務省国際連合局科学課

NP 1962年3月1日 NL・雑誌 各国原子力情報 82号 外務省国際連合局科学課

NP 1962年4月16日 NL・雑誌 各国原子力情報 83号 外務省国際連合局科学課

NP 1962年6月2日 NL・雑誌 各国原子力情報 84号 外務省国際連合局科学課

NP 1962年9月14日 NL・雑誌 各国原子力情報 86号 外務省国際連合局科学課



NP 1963年1月16日 NL・雑誌 国際科学情報 創刊号 外務省国際連合局科学課

NP 1963年3月11日 NL・雑誌 国際科学情報 2号 外務省国際連合局科学課

NP 1963年4月16日 NL・雑誌 国際科学情報 3号 外務省国際連合局科学課

NP 1963年6月1日 NL・雑誌 国際科学情報 4号 外務省国際連合局科学課

NP 1959年10月 NL・雑誌 欧州原子力共同体　ユーラトム 付属　設立条約テキスト(仮訳)、米
英との協定テキスト(英文)

外務省国際連合局科学課

NP 1960年1月 NL・雑誌 国際放射線防護委員会勧告(1958年9月採
択)

社団法人　日本放射性同位
元素協会

財団法人　仁科記念
財団
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