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著書名 出版社

愛をあきらめない 横田早紀江 いのちのことば社
Forest Book

愛を感じる時 金賢姫 文春文庫

アキ とカズ―遥かなる祖国 喜多由浩 集広舎
アジア燃ゆ 近藤大介 MdN新書
兄　かぞくのくに ヤンヨンヒ 小学館文庫
アメリカ・北朝鮮抗争史 島田洋一 文春新書
アメリカは北朝鮮を核爆撃する　その衝撃の
シナリオ

日高義樹 徳間書店

歩み来し道 古川朗子 自費出版
いい加減にしろ北朝鮮　安易な人道主義が招
く日本の危機

豊田有恒 ノン・ブック

生きるための選択 ―少女は13歳のとき、脱
北することを決意して川を渡った

パク・ヨンミ(著), 満園 
真木 (翻訳

辰巳出版

生き別れて３７年　北朝鮮にいる息子よ　わ
が胸に帰れ 寺越友枝 徳間書店

北朝鮮核危機！全内幕 牧野愛博 朝日新書
北朝鮮の「今」がわかる本 佐藤勝巳 三笠書房
北朝鮮崩壊す 志茂田景樹 Kiba book
いのちの授業 横田めぐみさんが教えてくれ
たこと

横田滋、早紀江＆中学生 Forest Book

祈り　北朝鮮・拉致の真相 新潟日報社特別取材班 講談社
祈り　忘れるな拉致　父横田滋さん追悼 新潟日報報道部特別取材

班
新潟日報社

今、女として　金賢姫全告白　上下 金賢姫 文春文庫
妹よ　―北朝鮮に拉致された八重子救出をめ
ざしてー

飯塚繁雄 日本テレビ放送網

内なる敵をのりこえて、闘う日本へ 荒木和博 草思社
海のテロリズム 山田吉彦
うらさんの祈りはダイヤモンドになって
―健気に生きた明治の母

生島馨子 文芸社

薫へ　届かなかった手紙 蓮池秀量、蓮池ハツイ 新潮社
核と女を愛した将軍様　金正日の料理人最後
の極秘メモ

藤本健二 小学館

歌集　いもうと 天内みどり 近代文藝社
家族 拉致被害者家族連絡会 光文社
韓国・北朝鮮はこうなる！ 呉善花、加藤達也（産経新聞編集委員）ワック(WAC)文庫
韓国はなぜ北朝鮮に弱いのか 田中明 晩聲社
消えた２７７人 特定失踪者問題調査会 毎日ワンズ

拉致問題・北朝鮮人権問題関連図書（令和4年9月15日現在）
特定失踪者家族会作成・特定失踪者問題調査会監修（アイウエオ順）

※ここには特定失踪者家族会・特定失踪者問題調査会と意見の異なる著者の著書等も掲載しています
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絆　なお強く―別離の苦難を乗り越えて 地村保、岩切裕 主婦の友社
奇蹟３８度線突破　平壌から日本へ 藤川大生 ビジネス社

北朝鮮１４号管理所からの脱出 ブレイン・ハーデン/申東
赫

白水社

北朝鮮　悪魔の正体 青山健煕 光文社
北朝鮮いまだ存在する強制収容所 小川晴久 草思社
北朝鮮女秘密工作員の告白大韓航空機爆破事
件の隠された真実

趙甲済 徳間書店

北朝鮮外交回顧録 山本栄二 ちくま新書

北朝鮮隠された強制収容所  デビッド・ホーク 、北
朝鮮人権アメリカ委員会

草思社

北朝鮮核の資金源 古川勝久 新潮社
北朝鮮化する韓国 李度珩 草思社
北朝鮮飢餓ルポ 安哲、朴東 小学館文庫
北朝鮮帰還を阻止せよ 城内康伸 新潮社
北朝鮮帰国事業　壮大な拉致か追放か 菊池嘉晃 中公新書
北朝鮮・狂気の正体ー金王朝の謀略と崩壊の行方深田祐介、萩原遼 芙桑社

北朝鮮〈空爆〉へのシナリオ 黒井 文太郎（編） 宝島社

北朝鮮軍、動く 関川夏央、恵谷 治、NK
会

ネスコ

北朝鮮米国務省担当官の交渉記録 ケネディ・キノネス 中央公論新社
「北朝鮮」再考のための６０章　日朝対話に
向けて

吉田康彦 明石書店

北朝鮮自壊 重村智計、長谷川慶太郎 東洋経済新聞社

北朝鮮収容所半島 李英和 小学館

北朝鮮生活 チャン・キホン（著）、宮塚利雄（訳）イーストプレス

北朝鮮絶望収容所 安明哲 ワニ文庫
北朝鮮大脱出　　地獄からの生還 宮崎俊輔 新潮文庫
北朝鮮　対日謀略白書 恵谷 治 小学館
北朝鮮脱出　（上）地獄の政治犯収容所　
（下）氷上の逃走

姜 哲煥  , 安 赫  (著, 原
著), 池田 菊敏 (訳)

文春文庫

北朝鮮ってどんな国？ 重村 智計 PHP
北朝鮮という悪魔　元北朝鮮工作員が明かす
驚愕の対日

青山健煕 光文社

北朝鮮特殊部隊　組織・装備・戦略戦術  ジョセフ・バーミュー
デッツ(著）高井三郎

並木書房

北朝鮮と国交を結んではいけない 中西輝政（編） 小学館文庫

北朝鮮と拉致問題を正しく理解するための
チュチェ思想入門 

篠原 常一郎  芙桑社

北朝鮮に消えた女　金賢姫と李恩恵を追って 野田峯雄 宝島社
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北朝鮮に消えた友と私の物語 萩原 遼 文春文庫
北朝鮮に潜入せよ 青木理 講談社現代新書
北朝鮮入門 礒崎敦仁、澤田克己 東洋経済新聞社
北朝鮮による拉致を考える　中学生・高校生
に知ってほしいこと

佐藤勝巳監修 明成社

北朝鮮の「今」がわかる本 佐藤勝巳 三笠書房

北朝鮮の色と欲 尹 雄  (著, 原著), 韓 良心
 (翻訳)

祥伝社黄金文庫

北朝鮮の延命戦争　金正日・出口なき逃亡路
を読む

関川夏央、恵谷 治、NK
会

ネスコ

北朝鮮の国家戦略とパワーエリート 玄 成日 (著), 北朝鮮難民
救援基金翻訳チーム (訳)

高木書房

北朝鮮の最高機密 康 明道  (著）, 尹 学準 
（訳）

文春文庫

北朝鮮の正体 落合信彦 小学館文庫

北朝鮮の人権　ー世界人権宣言に照らしてー
ミネソタ弁護士会人権委
員会・アジアウォッチ、
(小川晴久・川人博訳)

連合出版

北朝鮮の日常風景 石任生（撮）、安海龍（文）コモンズ

北朝鮮の漂着船 荒木和博 草思社

北朝鮮のリアル チョ・ユニョン 東洋経済新聞社
北朝鮮はるかなり　金正日官邸で暮らした２
０年

成 二琅 (著), 萩原 遼 (訳) 文春文庫

北朝鮮ハンドブック 小此木政夫 講談社

北朝鮮「恨」の核戦略　世界一貧しい強国の
論理

佐藤勝巳 光文社

北朝鮮人喰い収容所 黄万有 徳間書店
北朝鮮　人と欲 尹 雄  (著, 原著), 韓 良心 (翻訳)ラインブックス
北朝鮮　秘密集会の夜　留学生が明かす“素
顔”の祖国

李 英和 文春文庫

北朝鮮への宣戦布告 黄長燁

北朝鮮崩壊 長谷川慶太郎 実業之日本社

北朝鮮崩壊と日本 長谷川慶太郎、佐藤勝巳 光文社
北朝鮮報道 川上和久 光文社新書

北朝鮮　北東アジアの緊張 桜井よしこ ダイヤモンド社

北朝鮮問題 池上彰 海竜社
北朝鮮よ、兄を返せー特定失踪者実弟による
手記ー

藤田隆司 ハート出版

北朝鮮抑留記　わが闘争二年二ケ月 杉嶋岑 草思社
北朝鮮「楽園」の残骸　ある東独青年が見た
真実

マイク・ブラツケ 草思社



4/9

北朝鮮　拉致工作員 安明進（著）・金燦
（訳）

徳間書店

北朝鮮拉致と「特定失踪者」 荒木和博 展転社
「北朝鮮拉致」の全貌と解決　国際的視野で
考える 家族会・救う会 産経新聞出版

北朝鮮拉致問題　極秘文書から見える真実 有田芳生 集英社新書
北朝鮮利権の真相 野村 旗守 (編) 宝島社

北朝鮮を知りすぎた医者 ノルベルト・フォラツェ
ン（著）、 平野卿子

草思社

北朝鮮を知りすぎた医者　国境からの報告 ノルベルト・フォラツェ
ン(著) 、瀬木 碧(訳)

草思社

北朝鮮を知るための５５章　 石坂浩一 明石書房
北の喜怒哀楽 45年間を北朝鮮で暮らして 木下公勝 高木書房
「北」の公安警察 尹 大日（著）、高田一太（訳）講談社
北のサラムたち　ー日本人ジャーナリストが
見た北朝鮮難民の真実ー

石丸次郎 インフォバーン

北の闇から来た男 朴 春仙 ザ・マサダ

来た・見た・撮った！北朝鮮 山本晧一 集英社インターナショナル

「希望」作戦、発動　北朝鮮拉致被害者を救
出せよ

荒木和博 晩聲社

金賢姫からの手紙 西岡力・趙甲済 草思社

金正日隠された戦争 萩原遼 文藝春秋

金正日が仕掛けた「対日大謀略」拉致の真実 西岡力 徳間書店
金正日最後の賭け 李美淑 講談社
金正日　その衝撃の実像 黄民基 講談社

金正日に悩まされるロシア V・ベトロフ、A・スター
ソフ

草思社

金正日の権力闘争 金賢植、孫光柱 光文社
金正日の極秘軍事機密　北朝鮮軍将校の衝撃
告発

林永宜 (著), 池田 菊敏 
(訳)

徳間文庫)

金正日の私生活　知られざる招待所の全貌 藤本健二 扶桑社
金正日の正体　北朝鮮最大の謎に迫る 重村智計 講談社現代新書
金正日の秘密兵器工場　腐敗共和国からのわ 高青松（著）、中根 悠 ビジネス社
金正日の拉致指令 石高健次 朝日文庫
金正日の料理人　間近で見た権力者の素顔 藤本健二 扶桑社

金正日への最後通告 ノルベルト・フォラツェ
ン、 平野卿子訳

草思社

金正日を告白する　黄長燁の語る朝鮮半島の
実相

久保田るり子 産経新聞出版

金日成閣下の無線機 佐々淳行 読売新聞
恵子は必ず生きています 有本喜代子 神戸新聞総合出版センター
公開捜査 消えた子供たちを捜して!―続発し
た行方不明事件の謎

近藤昭二 (二見WAi WAi文庫
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告白 チャールズ・R・ジェン
キンス

角川書店

告発　北朝鮮在住の作家が命がけで書いた金
王朝の欺瞞と庶民の悲哀

パンジ（著）萩原遼
（訳）

紀伊国屋書店

極秘開戦　北朝鮮宣戦布告なき戦争の真実 加藤昭 PHP研究所
国防 石破茂 新潮社

祖国を棄てた女―北朝鮮亡命女性の証言 月刊朝鮮 (編), 夫 址栄 
(著,訳）

小学館文庫

国家という怪物と拉致問題 蓮池透 かもがわ出版

国家の覚醒―天壌無窮、君民一体の祖国日本 西村 眞悟 展転社

これでもシラを切るのか北朝鮮 石高健次 幻冬舎文庫
最新　北朝鮮データブック 重村 智計 講談社現代新書
在日韓国人の終焉 鄭 大均 文春新書

自衛隊幻想 荒木和博、荒谷卓、伊藤
祐靖

産経新聞出版

自衛隊失格 伊藤祐靖 新潮社
知っておきたい韓国・北朝鮮 歴史教育者協議会（編） 青木書店
知っておきたい将軍様の四字熟語 せきねはじめ 光人社
謝罪します 八尾恵 文藝春秋
13歳からの拉致問題―弟と家族の物語ー 蓮池透 かもがわ出版
収容所に生まれた僕は愛を知らない 申 東赫(著), 李 洋秀 (訳) ベストセラーズ
自由を盗んだ少年̶̶北朝鮮 悪童日記 金革 (著), 金善和 (訳) 太田出版
宿命　「よど号」亡命者たちの秘密工作 高沢皓司 新潮社
将軍様の錬金術ー朝銀破綻と総連ダークマ
ネー

金賛汀 新潮新書

常識的朝鮮論のすすめ 田中明 朝日新聞社
招待所という名の収容所　北朝鮮による拉致
の真実

ロバート・S・ボイント
ン

柏書房

新証言・拉致　横田めぐみを救出せよ！ 安明進（著）・太刀川正
樹（訳）

廣済堂出版

真相　北朝鮮拉致被害者の子供たちはいかに
して日本に帰還したか

若宮清 飛鳥新書

素顔の北朝鮮 高沢晧司 現代書館
砂の紋章 水上勉 集英社文庫

潜航指令　証言 北朝鮮潜水艦ゲリラ事件 李 光洙  (著), 辺 真一 
(著,訳）

ザマサダ

ソウルと平壌 萩原遼
たいくつな迷宮―「北朝鮮」とは何だったの
か

関川夏央  新潮文庫

第二次朝鮮戦争 ガレット・N・スカレ
ラ、植田剛彦

「ただいま」も言えない「おかえり」も言え
ない

特定失踪者家族会・
特定失踪者問題調査会

高木書房
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奪還　引き裂かれた２４年 蓮池透 新潮社
奪還　終わらざる闘い 蓮池透 新潮社

漫画 奪還を命ず 拉致被害者を救出せよ！ 曙機関編著 宝島社
脱北航路　この女性・拉致被害者を連れて日
本に亡命する

月村 了衛 幻冬舎

脱北者　北朝鮮から逃げられなかった男 韓元彩 晩聲社
脱北者たち 申 美花 駒草出版
脱北、逃避行 野口孝行 文春文庫
父・金正日と私　金正男独占告白 五味洋治 文春文庫
中国と北朝鮮　打算でつながる同盟国は衝突
するか

 五味 洋治 ちくま新書

朝鮮人強制連行調査の記録 朝鮮人強制連行真相調査
団 

柏書房

朝鮮戦争　金日成とマッカーサーの陰謀 萩原 遼 文藝春秋〈文春文庫〉
朝鮮総連工作員ー『黒い蛇』の遺言状 張龍雲 小学館文庫
朝鮮総連の大罪 金 昌烈 宝島社

朝鮮大学校研究 産経新聞取材班 産経新聞出版

朝鮮統一の戦慄 長谷川慶太郎、佐藤勝巳 光文社
朝鮮半島と日本の未来 姜尚中 集英社新書
冷たい豆満江を渡って 梁 葉津子 ハート出版

テポドンを抱いた金正日 鈴木琢磨 文春新書

どう見る朝鮮問題　一口世評 朝鮮新報社社会生活部 朝鮮新報社

ドキュメント拉致 新潟日報報道部特別取材
班

新潟日社

どん底の共和国 - 北朝鮮不作の構造 李佑泓 亜紀書房
なぜ朝鮮民族は日本が嫌いなのか 杉山 徹宗 光人社NF文庫

ならず者国家 世界に拡散する北朝鮮の脅威 ジャスパー・ベッカー
(著)、小谷まさ代（訳）

草思社

日本から「北」に帰った人の物語 韓 錫圭 新幹社

日本が拉致問題を解決できない本当の理由 荒木和博 草思社

日本に生きる北朝鮮人　リ・ハナの一歩一歩 リ・ハナ  アジアプレス・インターナ
ショナル出版部

日本の核論議はこれだ 郷友総合研究所 展転社
日本はすでに北朝鮮の核ミサイル200基の射
程下にある

矢野義昭 光人社

破壊工作 野田峯雄 宝島社

はるかなる隣人　日朝の迷路 共同通信北朝鮮取材班 共同通信社

恨・金日成―金日成よ、私の妻と子を返さぬ
まま、なぜ死んだ！

呉吉男 ザマサダ

半島回収 溝呂木省吾 角川書店
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半島へ、ふたたび 蓮池薫 新潮社
「秘話」で綴る私と朝鮮 佐藤勝巳 晩聲社
芙蓉の花 天内みどり 近代文藝社

ブルーリボンの祈り 横田早紀江、
彼女を支える仲間たち

いのちのことば社
Forest Book

米朝開戦 須川清司 講談社
米朝急転で始まる中国・韓国の悪夢　岐路に
立つ日本

宮崎正弘・ 室谷克実 徳間書店

米日韓反目を超えた提携 ヴィクチャ―・D・チャ 有斐閣
暴走する国家北朝鮮　核ミサイルは防げるの
か

西岡力 徳間文庫

マンガ金正日入門　北朝鮮将軍様の真実 李友情（著）、李英知
（訳）

飛鳥新社

娘をかえせ息子をかえせ　北朝鮮拉致事件の
真相

高世仁 旬報社

めぐみ　（アニメDVD） 監督：大森英敏 政府拉致対策本部
めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる 横田早紀江 草思社
めぐみ手帳　娘を取り戻すための記録 横田滋、早紀江 光文社
めぐみと私の３５年 横田早紀江 新潮社

めぐみ-引き裂かれた家族の30年('06米) 横田滋、早紀江、クリ
ス・シェリダン

めぐみへの誓い（DVD)
監督：野伏翔、　製作：
松村譲裕 「めぐみへの誓い」制作委員会

めぐみへの遺言 横田滋、早紀江 幻冬舎

めぐみへ、横田早紀江、母の言葉 横田早紀江 草思社

メディアは死んでいた　検証 北朝鮮拉致報
道

阿部雅美 産経新聞出版

靖国の宴　戦って散った男たちのおとぎ話 荒木和博 高木書房
山本美保さん失踪事件の謎を追うー拉致問題
の闇ー

荒木和博 草思社

闇に挑む！拉致、飢餓、慰安婦、反日をどう
把握するか

西岡力 徳間文庫

夢うばわれても 拉致と人生 100年インタ
ビュー

蓮池薫 PHP研究所

夢見た祖国は地獄だった 前川恵司 高木書房
揺れる北朝鮮―金正恩のゆくえ 朴 斗鎮 花伝社
横田めぐみさんを取り戻すのは今しかない 西岡力 PHP出版
よど号と拉致　NHKスペシャルセレクショ
ン

NHK報道局「よど号と拉
致」取材班

NHK出版

拉致 宮崎正弘 徳間文庫
拉致　異常な国家の本質 荒木和博 勉誠出版
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拉致回廊　日本列島を行く　北朝鮮拉致と工
作活動

杉野正治 特定失踪者問題調査会

拉致家族「金正日との戦い」全軌跡 佐藤勝巳 小学館文庫

拉致　北朝鮮の国家犯罪 高世仁 講談社文庫

拉致救出運動の２０００日 荒木和博 草思社
拉致・国家・人権・北朝鮮独裁体制を国際法
廷の場へ

中野徹三 大村書房

拉致　左右の垣根を超えた闘い 蓮池透 かもがわ出版

拉致　左右の垣根を超える対話集 蓮池透、池田香代子、鈴
木邦男、森達也

かもがわ出版

拉致事件と日本人　- なぜ、長期間黙殺され
たのか

井沢元彦 紀伊国屋書店ウエブストア

拉致対論 蓮池透、太田昌国 太田出版
拉致と核と餓死の国 北朝鮮 萩原 遼 文藝春秋

拉致と強制収容所
北朝鮮による拉致被害者
の救出に取り組む法律家
の会

朝日新聞社

拉致と決断 蓮池薫 新潮社

拉致と朝鮮総連―北政権のスパイ工作 鄭 龍男（著）、植田剛彦
（監修）

日新報道

拉致と日本人 蓮池透×辛淑玉 岩波書店
拉致の海流 山際澄夫 恒文社
拉致の悲劇　日朝交渉への気概を問う 畠奈津子 高木書房
拉致はなぜ防げなかったのか　日本警察の情
報敗戦

川辺克朗 ちくま新書

拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々蓮池透 講談社
拉致被害者と日本人妻を返せ : 北朝鮮問題と
日本共産党の罪

稲山三夫 未来書房

拉致被害者は生きている 金国石 光文社
拉致!!被害者を放置した日本　国をあげて取
り戻したドイツ

クライン孝子 海竜社

拉致問題　対北朝鮮外交のありかたを問う 平沢勝栄 PHP研究所
拉致問題と日朝関係 村主道美 集広社
拉致問題を考え直す 蓮池透、和田春樹 青灯社
拉致問題を考え直えなおす 蓮池透 青灯社
拉致　私たちは何故気付かなかったのか！
（DVD)

監督：大野龍二 政府拉致対策本部

リムジンカン　北朝鮮内部からの通信 石丸 次郎  アジアプレス・インターナ
ショナル出版部

ルポ 拉致と人々　―救う会・公安警察・朝
鮮総連ー

青木理 岩波書店

わが朝鮮総連の罪と罰 韓 光煕 文藝春秋
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忘れられない女　李恩恵先生との二十ヵ月 金 賢姫  (著)、 池田 菊敏 
(訳）

 文春文庫

わたしの娘を100ウォンで売ります 張真晟 晩聲社
私は金正日との闘いを止めない　米中の宥和
政策にも負けない

桜井よしこ 文芸春秋

わたしは、こうして北朝鮮で生き抜いた！ 梁 東河、中平信也 集英社
私を通り過ぎたスパイたち 佐々淳行 文藝春秋
笑っていられない「北朝鮮」画報 別冊宝島編集部 宝島社


