
No タイトル 所蔵部署 配架場所 請求記号

1
『エコノミスト』 毎日新聞社, 第89巻第31号（臨時増刊7/11号 「ノーモア！フクシマ 福島原
発事故の記録」）

多図逐刊 逐刊（和） A7g/150

2 広河隆一 （2011） 『福島原発と人びと』 岩波書店 多図開架 2F文庫新書 /岩波新赤/1322/S

3 大沼安史 （2011） 『世界が見た福島原発災害 : 海外メディアが報じる真実』 緑風出版 多図開架 2F 543/ON

4 伊藤守 （2012） 『テレビは原発事故をどう伝えたのか : ドキュメント』 平凡社 多図開架 2F文庫新書 /平凡社/631/S

5 田坂広志 （2012） 『官邸から見た原発事故の真実 : これから始まる真の危機』 光文社 多図開架 2F文庫新書 543/TA//S

6
核戦争防止国際医師会議ドイツ支部 （2012） 『チェルノブイリ原発事故がもたらしたこれだ
けの人体被害 : 科学的データは何を示している』 合同出版

多図開架 2F 493/KA

7 ミシェル・フェルネクス他 （2012） 『終りのない惨劇 : チェルノブイリの教訓から』 緑風出版 多図開架 2F 543/FE

8 ヴァスィリ・シクリャル （2012） 『チョルノブィリの火 : 勇気と痛みの書』 風媒社 多図開架 2F 369.3/SH

9
ジャン=ピエール・デュピュイ （2012） 『チェルノブイリある科学哲学者の怒り : 現代の「悪」と
カタストロフィー』 明石書店

多図開架 2F 543/DU

10 東京新聞原発事故取材班 （2012） 『レベル7 : 福島原発事故、隠された真実』 幻冬舎 多図開架 2F 543/TO

11
日隅一雄他 （2012） 『福島原発事故・記者会見 : 検証 : 東電・政府は何を隠したのか』 岩
波書店

多図開架 2F 543/HI

12
朝日新聞特別報道部 （2012） 『プロメテウスの罠 : 明かされなかった福島原発事故の真
実』 学研パブリッシング

多図開架 2F 543/AS

13
福島原発事故独立検証委員会 （2012） 『福島原発事故独立検証委員会調査・検証報告
書』 ディスカヴァー・トゥエンティワン

多図開架 2F 543/FU

14
熊谷徹 （2012） 『なぜメルケルは「転向」したのか : ドイツ原子力四〇年戦争の真実』 日経
BP社

多図開架 2F 539/KU

15 明石昇二郎 （2011） 『原発崩壊 : 想定されていた福島原発事故』 金曜日 多図開架 2F 543/AK

16 佐藤栄佐久 （2011） 『福島原発の真実』 平凡社 多図開架 2F文庫新書 543/SA//S

17 鎌田慧 （2006） 『日本の原発地帯』 新風舎 多図開架 2F文庫新書 543/KA//S

18 安斎育郎 （2011） 『福島原発事故 : どうする日本の原発政策』 かもがわ出版 多図開架 2F 543/AN

19 吉岡斉 （2011） 『原発と日本の未来 : 原子力は温暖化対策の切り札か』 岩波書店 多図開架 2F文庫新書 /岩波B/802/S

20
綿貫礼子編 （2012） 『放射能汚染が未来世代に及ぼすもの : 「科学」を問い、脱原発の思
想を紡ぐ : 女性の視点によるチェルノブイリ25年研究』 新評論

多図開架 2F 493/WA

21 樋口健二 （1991） 『これが原発だ : カメラがとらえた被曝者』 岩波書店 多図開架 2F文庫新書 /岩波J/194/S

22 日本弁護士連合会編 （2012） 『検証原発労働』 岩波書店 多図開架 2F文庫新書 /岩波B/827/S

23
エステル・ゴンスターラ （2011） 『原発 : インフォグラフィクス : 放射性廃棄物と隠れた原子
爆弾』 岩波書店

多図開架 2F大型 543/GO//L

24 野口邦和編 （2012） 『原発・放射能キーワード事典』 旬報社 多図開架 2F 543/NO

25 ロール・ヌアラ （2012） 『放射性廃棄物 : 原子力の悪夢』 緑風出版 多図開架 2F 539/NO

26
バンジャマン・ドゥスュ他 （2012） 『フランス発「脱原発」革命 : 原発大国、エネルギー転換へ
のシナリオ』 明石書店

多図開架 2F 539/DE

27 北村博司 （2001） 『原発を止めた町 : 三重・芦浜原発三十七年の闘い』 現代書館 多図閉架 B1FNDC和書 543/78

28 高橋哲哉 （2012） 『犠牲のシステム福島・沖縄』 集英社 多図開架 2F文庫新書 /集英社/625/S

29 栗原彬他 （2012） 『3・11に問われて : ひとびとの経験をめぐる考察』 岩波書店 多図開架 2F 369.3/KU

30
法政大学社会学部・壽福ゼミナール （2012） 『AURORA（卒論・ゼミ論集）』 第29・30巻 合
併号

Ⅳ　核電政策と問題点

法政大学多摩図書館・サステイナビリティ研究教育機構共催

「フクシマ」を考える～多摩から向き合う震災と原発事故

シリーズ１　「原発事故を考える～チェルノブイリとフクシマ」　＜社会学部 壽福ゼミ Ⅰ・Ⅱ＞ 展示図書リスト

Ⅰ　福島核電（＝原発）

Ⅲ　分析・評価

Ⅱ　チェルノブイリ


