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アトミック
アクシデント
―放射能の発見から福島第一原発事故まで―

放射線・原子力事故の歴史を辿る、
人間と科学技術のものがたり
著編者：ジェームズ・マハフィー 発行年：2017
同時１アクセス（本体）

同時３アクセス（本体）

¥3,300

¥5,000

電子版ISBN
9784871634755
商品コード
1024556878

 本書は毎日新聞5月18日全国版に
「原子力事故の歴史書」として紹介記事が掲載されました。
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1冊
本書『Atomic Accidents』は，既刊『Atomic Awakening』、2017年6月刊行予定の『Atomic Adventures』
から成る「Atomicシリーズ」3部作（トリロジー）の第2弾で、全体を通じて放射線科学、原子力工学の発展、
現状、将来を一望するシリーズである。
医学教育出版社が手掛ける初の工学書。慶応義塾大学病院予防医療センターの百島祐貴医師（放射
線科専門医）が翻訳し、東京工業大学科学技術創成研究院の林﨑規託准教授が監訳。
2017年5月
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原子力・放射能関連タイトル！
書名

著編者

1

放射線・放射能がよくわかる本

多田 順一郎

2

技術システムの神話と現実
―原子力から情報技術まで―

吉岡 斉

3

原子力災害に学ぶ放射線の健康影響とその対策

4

出版社

発行年

ISBN

同時
１アクセス
（本体）

同時
３アクセス
（本体）

商品コード

オーム社

2011 9784274210624

¥4,200

みすず書房

2015 9784622079156

¥9,600 ¥14,400 1018683911

長瀧 重信

丸善出版

2012 9784621085028

¥5,500

¥8,300 1010548440

原子力発電所の事故・トラブル ―分析と教訓―

二見 常夫

丸善出版

2012 9784621085578

¥6,200

¥9,300 1011492080

5

福島第一原子力発電所事故その全貌と明日に
向けた提言 ―学会事故調最終報告書―

日本原子力学会東京電力
福島第一原子力発電所
事故に関する調査委員会

丸善出版

2014 9784621087435

¥8,300 ¥12,400 1016124042

6

原子力・量子・核融合事典 <全6巻>

田中 知

丸善出版

2014 9784621088746 ¥495,000 ¥742,500 1019023645

7

被爆者はなぜ待てないか ―核/原子力の戦後史―

奥田 博子

8

実務原子力損害賠償 （勁草法律実務シリーズ）

第一東京弁護士会
災害対策本部

勁草書房

2016 9784326403165 ¥12,400 ¥18,500 1020296389

9

核の誘惑 ―戦前日本の科学文化と
「原子力ユートピア」の出現―

中尾 麻伊香

勁草書房

2015 9784326602803 ¥12,100 ¥18,200 1021588076

10

孤立する日本の原子力政策
（J-JEC環境叢書シリーズ 4）

日本弁護士連合会
公害対策・環境保全委員会

実教出版

1994 9784407029581

¥6,400

- 1012748977

11

日本人はなぜ原子力に不安を抱くのか
―日本人の心とリスク―（医療科学新書）

青山 喬

医療科学社

2007 9784860035044

¥3,300

¥9,900 1013790640

12

放射線心身症? ―福島原発放射線より
加藤 直哉
日常にあるはるかに恐ろしいもの―（医療科学新書）

医療科学社

2011 9784860035051

¥3,300

¥9,900 1013790641

13

福島原発事故では何ができて何ができなかったのか
放射線事故医療研究会
（Mook医療科学 . 放射線災害と医療 ; [I] No.5）

医療科学社

2012 9784860034214

¥5,500 ¥16,500 1013790646

14

福島原発事故対応から見えてきたキーワード
（Mook医療科学 . 放射線災害と医療 ; II No.6）

放射線事故医療研究会

医療科学社

2013 9784860034313

¥5,500 ¥16,500 1013790647

15

日本の原子力施設全データ ―「しくみ」と「リスク」を
再確認する―完全改訂版（ブルーバックス B-1759）

北村 行孝

講談社

2012 9784062577595

¥2,400

- 1021590010

16

放射能と人体 ―細胞・分子レベルからみた
放射線被曝―（ブルーバックス B-1859）

落合 栄一郎

講談社

2014 9784062578592

¥2,400

- 1021590013

17

拡大する放射能汚染と法規制 ―穴だらけの制度の現
日置 雅晴
状―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 6）

早稲田大学出版部

2011 9784657113061

¥2,200

¥3,300 1017138696
¥4,200 1016411251

原子力規制委員会の社会的評価 ―3つの基準と3つの

慶應義塾大学出版会

2015 9784766422337

¥5,000 1013073581

¥8,400 ¥12,600 1018441466

18 要件―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 34）

松岡 俊二

早稲田大学出版部

2013 9784657133083

¥2,800

19

人類は原子力で滅亡した ―ギュンター・グラスと
『女ねずみ』―（早稲田大学学術叢書 24）

杵渕 博樹

早稲田大学出版部

2013 9784657137012

¥8,800 ¥10,900 1018822940

20

戦後アメリカの対日政策と日本の技術再興 ―日本の
奥田 謙造
テレビジョン放送・原子力導入と柴田秀利―

大学教育出版

2015 9784864293419

¥2,500

¥4,900 1022311801

21 原発に一番近い病院

小鷹 昌明

中外医学社

2013 9784498048102

¥5,400 ¥10,700 1018937751

22 火力・原子力発電 （電気工学基礎シリーズ）

益山 正人

東京電機大学出版局

1984 9784501100308

¥7,700 ¥11,600 1011600907

23 原子力報道 ―5つの失敗を検証する―

柴田 鉄治

東京電機大学出版局

2013 9784501628000

¥6,200

¥9,300 1013955266

24 原子力帝国

ロベルト・ユンク

日本経済評論社

2015 9784818821927

¥4,200

¥6,200 1018934145

25

海と魚と原子力発電所 ―漁民の海・科学者の海―
（人間選書 135）

水口 憲哉

農山漁村文化協会

1989 9784540881336

¥4,700

¥7,100 1016437765

26

子どもと話そう原子力発電所
―おもしろ学校公開授業の記録―（人間選書 140）

名取 弘文

農山漁村文化協会

1989 9784540890345

¥4,400

¥6,600 1016437766

27

応用経営史 ―福島第一原発事故後の
電力・原子力改革への適用―

橘川 武郎

文眞堂

2016 9784830948916

¥6,100

¥9,100 1022469997

野口 邦和

法研

2011 9784879548573

¥1,400

¥4,000 1018933895

28 放射能からママと子どもを守る本
※ 表示価格は税抜きです。
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