
         

原発事故と社会科学の関連の 

電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

原発事故と社会科学 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選22タイトル 

同時アクセス1(一部2)： 

 176,425円(本体価) 

 ※1点からご購入可 
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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

アトミックアクシデント KP00014911 医学教育出版社 EPUBリフロー ¥3,300 - ¥4,950

ジェームズ・マハフィー【著】

百島祐貴【訳】林﨑規託【監訳】

アトミックアウェイクニング KP00014910 医学教育出版社 EPUBリフロー ¥3,300 - ¥4,950

ジェームズ・マハフィー【著】

百島祐貴【訳】林﨑規託【監訳】

アトミックアドベンチャー KP00014912 医学教育出版社 EPUBリフロー ¥3,300 - ¥4,950

ジェームズ・マハフィー【著】

百島祐貴【訳】林﨑規託【監訳】

「フクシマ」論 KP00018508 青土社 201106 PDF - ¥7,260 -

開沼博 9784791766109

しあわせになるための「福島差別」論 KP00004876 かもがわ出版 201801 PDF ¥2,530 ¥3,795 ¥5,060

池田香代子/開沼博/児玉一八　ほか 9784780309393

福島に農林漁業をとり戻す KP00000960 みすず書房 201503 PDF ¥10,499 - ¥15,748

濱田武士/小山良太 9784622078883

戦後史のなかの福島原発 KP00000998 大月書店 201407 PDF ¥6,050 - ¥9,075

中嶋久人 9784272521029

郊外・原発・家族 KP00007299 勁草書房 201508 PDF ¥8,800 - ¥13,200

三浦展 9784326653959

原子力報道 KP00006989 東京電機大学出版局 201301 PDF ¥6,138 - ¥9,207

柴田鉄治 9784501628000

メディアは大震災・原発事故をどう語った

か
KP00006962

東京電機大学出版局 201203 PDF ¥6,393 - ¥9,589

遠藤薫 9784501627508

日本の資本主義とフクシマ KP00001831 慶應義塾大学出版会 201210 PDF ¥10,780 - ¥16,170

谷口和弘 9784766419917

NO 書影

内容紹介

1

原発事故の歴史的真実！ 原子力に未来はあるのか？ いま日本人にこそ読んでほしい一冊。福島、チェルノブイリ、

スリーマイル島…放射線・原発事故の歴史を辿り、そのとき現場で何が起きていたのかを科学者の目で解説する。事

故の原因の多くは人間がシステムをオーバーライドしようとして起こったものであり、驚くほど単純で些細な行き違いが、莫

大な国家予算をかけて作られた原子炉を瓦礫の山にしてしまう事実には衝撃を受ける。本書は、原発を宣伝するもの

でも、反対するものでもない。政治色なく描き出されているからこそ、日本人にとって原子力の必要性と未来性を考える

上で、必読の書となるだろう。

2

誰でも原子力について“語れるようになる”本。キュリー夫人、ラザフォード、アインシュタイン…原子力に未来はあるの

か。米国原子力分野の第一人者である著者が綴る、原子力の誕生と発展、そして挫折、再起のものがたり。原子論

の発展に始まり、電磁気、放射線の発見を経て、核分裂、原子爆弾、原子力発電に至る原子核物理学・原子力

技術の歴史をまとめた本書は、原子力の数奇な歴史を時代別に三段階に分け、それぞれをファンタジー、パズル、パラ

ドックスの時代として分かりやすく解説している。原書は東日本大震災前の2009年に刊行されており、福島第一原発

事故を経てからの未来考察は続編の『アトミックアクシデント』を参考にしてほしい。

3

核物理学・原子力研究の裏面史、科学者たちの冒険譚。科学者たちの挑戦と失敗の数々…火星有人飛行は実

現可能か？放射能で息子を殺す！？著者の体験を赤裸々に綴った、常温核融合騒動の裏側。彼らはマッドサイエ

ンティストなのか、それとも真の科学者なのか。20世紀に巻き起こった核物理学、原子力研究の裏歴史。本書で“失

敗談”として語られるエピソードの数々にワクワクせずにはいられない。しかし、本当に“失敗”なんだろうか。なぜなら今で

も、科学者たちは夢を追って研究し続けているのだから…本書は三部作の中では、もっとも現実離れしているという点

で気楽に読めると思うが、他山の石として大きな教訓を与えてくれる内容でもある。「科学は多数決ではない」。本書を

読めば、その意味するところを理解できるはずだ。

4

原発は戦後成長のアイコンだった。フクシマを生み出した欲望には、すべてのニッポンジンが共犯者として関わっている。

それを痛切に思い知らせてくれる新進気鋭の社会学者の登場。

5

福島の放射能問題を語る時、一番大事なのは人々の「幸せ」を願うものとなっているかだ。その角度から各分野の関

係者が多面的に語る。

6

世界史に刻印される原子力災害に襲われた土地で、人間の生活をどのように復興させるのか。漁業・農業・林業経

済学の研究者が現実とかかわり、見出した道筋。

7

原発を受容した地域、拒否した地域、その分岐点とは？「平和利用」と「安全」を信じ、町の繁栄を願って立地を決め

た地域。他方、放射能汚染を恐れ立地を阻んだ地域。実験炉導入前後から現在まで、地域社会における原発の受

容～変容過程をリスクとリターンの交換関係から描く。

8

1933年シカゴ万博、1939年ニューヨーク万博、1958年ブリュッセル万博などにおいてプロパガンダされ、女性の解放と

も結びつけられた中流向け郊外住宅とキッチン。自動車のように大量生産される住宅を夢見た建築家たち。核戦争を

回避するためのアメリカの必死の画策。豊かさを求めたソヴィエトの団地建設ラッシュ。20世紀のドラマを描く。消費は

原子力の平和利用のためにあった！郊外住宅と、それを普及させる博覧会。20世紀が冷戦の中で編み出した戦略と

は？

9

原子力報道の5つの失敗とは？戦後に始まった科学報道を大胆かつ詳細に検証。福島原発事故の責任追究と今

後の原子力政策はどうあるべきか。メディアの在り方、ジャーナリズム報道の姿勢を改めと問う。

10
日本で世界で東日本大震災はどう伝えられたのか。災害時の情報はどうあるべきか―浮き彫りになった課題と可能

性。「報道」がもたらす社会への影響と今後のあり方を徹底検証。大震災以前からの膨大な録画データにもとづく報道

分析は圧巻。

11

世界は原発危機から何を学ぶべきか。
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核の誘惑 KP00009749 勁草書房 201507 PDF ¥13,310 - ¥20,020

中尾麻伊香 9784326602803

原子力発電企業と事業経営 KP00004845 文眞堂 201609 PDF ¥7,040 - ¥10,560

小笠原英司/藤沼司【編著】 9784830949050

応用経営史 KP00004835 文眞堂 201603 PDF ¥6,050 - ¥9,075

橘川武郎 9784830948916

環境法の考えかた KP00016069 慶應義塾大学出版会 201703 PDF ¥8,030 - ¥12,100

六車明 9784766424058

災害と厄災の記憶を伝える KP00009601 勁草書房 201701 PDF ¥13,970 - ¥21,010

山名淳【編著】矢野智司【編著】 9784326251209

原発　最後の選択 KP00015718 東洋経済新報社 201610 EPUBリフロー ¥4,400 ¥8,800 ¥9,900

週刊東洋経済編集部

原発と東電　５つの争点 KP00015519 東洋経済新報社 201307 EPUBリフロー ¥2,200 ¥4,400 ¥4,950

週刊東洋経済編集部

原発復活　今こそ求められる本当の“出

口戦略”
KP00016215

ダイヤモンド社 201307 EPUBリフロー ¥1,485 - -

鈴木崇久/森川潤

エネルギー変換論入門 KP00008602 コロナ社 201305 PDF ¥8,250 - ¥12,375

小沢守/竹中信幸　ほか 9784339046236

放射化学の事典 KP00017827 朝倉書店 201509 PDF ¥30,360 ¥45,540 ¥60,720

日本放射化学会【編】 9784254140989

放射線基礎医学　第12版 KP00018296 金芳堂 201303 PDF ¥12,980 - ¥19,470

青山喬/丹羽太貫【編著】 9784765315593

13

原発が存在することの重大性を、どのように受け止めるべきか。福島原発事故を「マネジメントの失敗」と捉えるならば、

経営学は「原発問題」の検証に積極的に役割を果たす責任がある。本書は「専門家と生活者の新たな協働」という

視点に立ち、経営哲学、電力産業論、組織論、情報論、財務論、会計学の立場から多角的に接近を試みた共同

研究である。

14

どんなに正しい理論が存在しても、歴史的文脈を理解し、隠れた発展のダイナミズムを析出しない限り、問題解決への

道は開けない。その時求められる応用経営史の方法を解説し、東京電力・福島第一原子力発電所事故後の電力・

原子力改革問題への具体的な適用を詳述する。歴史認識・歴史的視野を教える応用経営史の重要性を開示する

力作。

12

科学技術による帝国日本の覇権、科学の進歩がもたらすはずの明るく豊かな未来＝「原子力ユートピア」。日本人

は、核をどのように受け入れ、どんな未来を夢見て、そしてその受容と期待はどのように戦後に引き継がれたか。戦前日

本のメディアにおける核に関する言説と表象を検討し、日本人の核に対する意識をその源流から辿り直す。

15

ひとりひとりにとっての環境という第Ⅰ巻の視点から広げて、社会のなかの、会社や企業にとっての環境というものをとらえ

る。密接な関係にある環境と経済のかかわり、原子力法制、国立マンション訴訟や、日本で最大級の産業廃棄物不

法投棄事件といわれた豊島事件などを題材にして、「ある個人」にとっての法という新しい視点から、企業・会社、その

周りにある人の環境とは何かを考える。

16

災害と厄災の記憶を伝承するという課題に対して、教育／教育学は何をなしうるか。「厄災」をどのように語るのか、語

ること自体の意味や記憶の在り方そのものについて思想的にアプローチすることにより、「厄災の教育学」の可能性を探

る。

17

福島原発の廃炉・賠償問題だけではなく、核燃料再処理、核燃料サイクル、プルトニウム、高速増殖炉、原発施設

等の安全対策など原子力と核をめぐる問題を幅広くピックアップ。原発と核を考える一助となる1冊。

18

わが国の原発が再稼働に向けて動き出した。大きな転換点を迎えようとしている日本の原発政策に死角はないのか。

5つの争点を検証した。

19

20

資源・環境問題を念頭に置きながら、蒸気動力、原子力、内燃機関、ガスタービン、ヒートポンプ、燃料電池、自然

エネルギー、コージェネレーションなどの最新技術について取り上げ、現代のエネルギー変換システムの全体像を紹介す

る。

21

放射性元素や核種は我々の身の周りに普遍的に存在するばかりか、近代の科学や技術の進歩と密接に関わる。最

近の医療は放射性核種の存在なしには実現しないし、生命科学、地球科学、宇宙科学等の基礎科学にとって放射

化学は最も基本的な概念である。本書はキーワード約180項目を1～4頁で解説した読む事典。

22

「放射線の物理学」「放射線の生物学」「放射線障害とその対策」の三部構成からなり、放射線医学の基礎として

の、生命科学としての、放射線安全管理としての放射線基礎医学が修得できる。医学部、看護・保健学部、診療

放射線技師養成校などの学生、教官、研究者などを対象。東日本大震災による原子力施設の事故が社会的問題

に発展していることを受け、今回新たに「26章　原子力施設の事故と被ばく」を設けた。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


