過去に起こった事故の検証作業から、現在直面する問題まで
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『原子力問題

図書/雑誌記事

全情報

2000-2011』内容見本

平和利用とその問題

原子力発電
◆東京電力
【雑誌記事】

02382 東京電力社長清水正孝日本の技術への
信頼は高い。様々な国・地域の抱える原子力、
CO2削減などの課題を解決していくのが我々の
仕事（資源獲得から建設、運転、保守まで一気
通貫東京電力社長清水正孝のインフラ事業論
「海外電力事業は日本の利益につながる」） 清
水正孝「財界」58（23） 2010.11.16 p22
〜25
02383 東京電力は原発を運転する資格はない！
――柏崎刈羽原発5号機の原子炉格納容器スタ
ビライザ問題 柴田宏行 「原子力資料情報室
通信」437 2010.11.1 p1〜5
02384 柏崎刈羽原発5号機小委員会の審議は
「安心・安全」をめざせ 山口幸夫 「原子力
02409 「原子力発電」最前線を行く（5）東電柏
崎刈羽原発の安全哲学は予防保全にあり
「THEMIS」9（9） 2000.9 p110〜111
02410 電力自由化東京電力（［企業レポート］
初めて求められる市場競争に勝つ経営） 「週刊
東洋経済」5617 2000.3.4 p70〜72

02390 東京電力の環境・エネルギー教育支援の
取り組み（特集低炭素社会の実現へ――電力業
界のエネルギー・環境教育支援の取り組み）
田中丈夫 「原子力eye」55（4） 2009.4
p11〜13
02391 01 電力―東電が巨額赤字 原油高直撃の
電力ガス業界（ニュース最前線）「週刊東洋経
済」 6158 2008.8.9 p16〜17
海外事情
02392
トップ会談 勝俣恒久東京電力社長×
酒井捷二本社［エネルギーフォーラム］社長 低炭
◆◆北朝鮮
素社会構築のために
原子力の安全・安定運転に
11254
朝鮮半島の平和プロセスを再開すべきで
最優先で取り組む勝俣恒久,
酒井捷二「エ
ある（新冷戦ではなく、共存共生の東アジアを
ネルギーフォーラム」53（632）
2007.8
――波立つ東アジア――「領土」「資源」「海
p56〜61
洋」そして「核」
） 林東源 「世界」816 増
02393
地震と原発（7）福島原発は地震に耐えら
刊 2011.4 斉藤春光
p53 〜 60 「原子力資料情報室通
れるのか
11255 北朝鮮の核問題に各国は本気で取り組む
べきである（新冷戦ではなく、共存共生の東ア
等の継続使用について
原子力安全基盤機構規
ジアを――波立つ東アジア――「領土」
「資源」
格基準部
2005.12
29p
（JNES-SSレ
「 海 洋 」 そ し て 「 核 」） 30cm
美根慶
樹「世界」
ポート518） N 539.69
◆◆自主点検不正問題（2002.8.29）

図書・雑誌記事から
原子力問題の
今を見ることができる

軍事利用
11263 本当はまったく怖くない「金正日の核」
「週刊ポスト」42（50） 2010.12.10 p41 〜 44
11264 進む核開発をどうするのか――露呈した
日本の対北「無戦略」（メディアが報じない米朝
の思惑 朝鮮半島の臨界点） 青木理 「週刊金
曜日」18（45） 2010.12.3 p18 〜 19
11265 ウルトラマンと正義の話をしよう――
「領土問題」「北朝鮮」「核開発」などへの問題
提起がそこにはあった「週刊ポスト」42
（48） 2010.11.19 p59 〜 61

【雑誌記事】

02416
清水正孝東京電力社長―今までにない
12072 第2回非核自治体訪朝団頓挫の記
西田
難局だが逆境を好機に変える
勝 「軍縮問題資料」 252 （ニュース最前線
2001.10 p56〜
このひとに5つの質問）
「週刊東洋経済」
59
6154 2008.7.26
p20
12073
米議会キーパーソンが断言！「北朝鮮は核
02417
データ改ざん・隠蔽事件から考える（特
もミサイルも開発しない証拠を出せ」ハイド
,
集日本の原発はなぜ（信頼）されないのか――
H. 「SAPIO」13（7） 2001.4.25 p10 〜 15
（信頼）の担保）
伴英幸 「科学」77（11）
12074
FOCUS 米議会キーパーソンが断言！
2007.11 p1160〜1162
「北朝鮮は核もミサイルも開発しない証拠を出
02418
原発トラブルで消えた勝俣東電社長の
せ」 Henry
Hyde 「SAPIO」 13（7）
「経団連会長」への道
2001.4.25 p10 〜 12 （人物ワイドオウンゴー
ル） 「週刊文春」49（30）
2007.8.2 p148
12075
動乱の極東アジアの動向を読む―朝鮮半
〜149
島が命運を握る重村智計「バンガード」
21（2） 2001.2 p10 〜 13
12076 KEDO――現状と今後の展開（核不拡散
と日本） 小野正昭「原子力 eye」46（10）
2000.10 p70 〜 75

【図書】
12077 北朝鮮の核問題 福山悠介著 金沢北
02411 東京電力株式会社東通原子力発電所の原
陸大学 東アジア総合研究所 2011.3 73p
子炉の設置に係る安全性について経済産業省
21cm （東アジア総合研究所ブックレット
2010.12 195p 30cm N 543.5
no.2）〈文献あり〉 900 円 I 978-4-905354-0002412 環境放射能監視の概要福島県原子力発
0 N 392.21
電所安全確保技術連絡会編福島福島県原子
12077 核と女を愛した将軍様―金正日の料理人
力発電所安全確保技術連絡会 2009.3 135,
「最後の極秘メモ」 藤本健二著 小学館
151p 30cm〈年表あり〉 N 498.4
2009.10 285p 15cm （小学館文庫ふ 14-1）
02413 東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃
〈年表あり〉 619 円 I
978-4-09-408442-9
棄物集中処理建屋の固体状廃棄物に係る充填固
N 289.2
化体に対するスケーリングファクタ等の設定に
内容 第 1 章 「表の顔」と「裏の顔」―南北
ついて原子力安全基盤機構規格基準部
トップ会談の舞台裏 第 2 章 金正日プロファ
2008.2 1冊 30cm （JNES-SSレポート
イリング―将軍様の「昼の顔」 第 3 章 ロ
02415 東京電力（株）福島第一原子力発電所にお
イヤルファミリー の肖像―妻と子供と「愛人」
ける平成10年度以降に発生した充填固体化のSF
第 4 章 真夜中は「別の顔」―本番セックス
ショーの夜 第 5 章 核シェルターと秘密資金
―北朝鮮の国家機密を暴く 第 6 章 監獄 か
らの脱出行―監視と粛清の恐怖の中で
福島第一原発事故─東日本大震災（２０１１ . ３ . １１）
脱原発など政治的影響
12077 ピョンヤンの春―望春―北朝鮮の核廃絶
と被爆者医療 碓井静照著 広島ガリバープ
ロダクツ 2009.9 402p 19cm （ベストヒッ
脱原発など政治的影響
08477 スペシャルインタビュー小島順彦三菱
トシリーズ） 1600 円 I 978-4-86107-043-3
商事会長『志』を持った若い世代が夢を持て
N 369.37
【雑誌記事】
る復興ビジョンを（特集原発だけには頼れない
内容 第 清水克久「経
1 章 北朝鮮を訪ねて… 第 2 章 ヒロシ
08464 まえがき 原発は国ぐるみの詐欺 別冊
エネルギー新時代） 小島順彦,
第 3 章 拡がる IPPNW（核戦
宝島編集部 「別冊宝島」 1796 2011.7.14
済界」46（12） 2011.6.21マの医師として
p10〜13
2
08478 インタビュー今回の事故で露呈した姿
08465 原発の深い闇――東電・政治家・官僚・ が、この国の原子力政策の真実です――飯田哲
学者・マスコミ・文化人の大罪 Part5 原発推
也環境エネルギー政策研究所所長（特集原発
進の陰謀 「別冊宝島」 1796 2011.7.14
だけには頼れないエネルギー新時代） 飯田哲
p132 〜 160
也「経済界」46（12） 2011.6.21 p23〜25
08466 特別対談 古賀茂明×須田慎一郎―「発 08478 竹村健一の御意見番参上！ 原発政策

【図書】

08379 安全神話完全崩壊世界に衝撃を与えた
福島原発事故原子力エネルギーを放棄すべき
か（東日本大震災日本危機） 桜井淳 「エコ
ノミスト」 89（16） 2011.3.29 p20 〜 21
08380 民主党はじめ全政党で強まる原発見直し
（原発震災） 横田一「週刊金曜日」19
（11） 2011.3.25 p30 〜 32
【図書】
08381 明日（あした）の日本（にっぽん）をつく
る復興提言 10 アスキー新書 編集部編 アス
キー・メディアワークス 2011.6 191p
18cm （アスキー新書 192） 〈タイトル：明日
の日本をつくる復興提言 10〉 762 円 I
978-4-04-870696-4 N 369.31

08683 エネルギーと原発のウソをすべて話そう
武田邦彦著 産経新聞出版 , 日本工業新聞社
〔発売〕 2011.6 218p 19cm 1200 円
I 978-4-8191-1131-7
内容 第 1 章 原発の後始末もウソばかり 第 2 章
原子力と国際社会とエコと核 第 3 章 自然エ
ネルギー幻想と石油のウソ 第 4 章 もう騙さ
れない福島原発 第 5 章 忘れられた地震予知
の罪 第 6 章 ウソとタテマエと巨大技術
08684 グリーン・エコノミー―脱原発と温暖化
対策の経済学 吉田文和著 中央公論新社
2011.6 276p 18cm 840 円 I 978-4-12102115-1
内容 第 1 章 東日本大震災の衝撃 第 2 章 「脱
原発」で温暖化対策は可能か 第 3 章 グリー

図書には
目次情報を
記載

