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放射能汚染・被曝

東電被曝二〇二〇・黙示録
小笠原 和彦／
著

風媒社 2020.7 369.36/ｵｶ20/ 0015535602

福島に学ぶ 放射線総合科学の展開を目指し
て

柏倉 幾郎／編
著

弘前大学出
版会

2020.3 369.36/ｶｼ20/ 0014678890

福島が沈黙した日 原発事故と甲状腺被ばく 榊原 崇仁／著 集英社 2021.1 369.36/ｻｶ21/ 0015724909

核実験被ばく者の真実
赤旗編集局／
編

新日本出版
社

2022.1 369.36/ﾆﾎ22/ 0016004608

放射線被ばくの全体像 人類は核と共存できな
い

落合 栄一郎／
著

明石書店 2022.1 493.195/ｵﾁ22/ 0016003857

告発・原子力規制委員会 被ばくの実験台にさ
れる子どもたち

松田 文夫／著 緑風出版 2020.5 539.091/ﾏﾂ20/ 0015280381

放射線安全管理の実際
日本アイソトー
プ協会／編集

日本アイソ
トープ協会

2020.3 539.68/ﾆﾎ20/ 0015257918

福島第一原発事故10年の再検証 岩井 孝／著 あけび書房 2021.2 543.5/ﾌｸ21/ 0015755747

発電・エネルギー

フクシマ後10年 40編のエッセイで綴るエネル
ギーの未来

橘川 武郎／著 文眞堂 2021.3 501.6/ｷﾂ21/ 0015759038

原発と気候危機
原子力資料情
報室／編集

原子力資料
情報室

2021.3 501.6/ｹﾝ21/ 0015448830

脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入
門

齋藤 勝裕／著
実務教育出
版

2021.6 501.6/ｻｲ21/ 0015821572

エネルギーをめぐる旅 古舘 恒介／著 英治出版 2021.8 501.6/ﾌﾙ21/ 0015912561

エネルギー400年史　薪から石炭、石油、原子
力、再生可能エネルギーまで

リチャード・ロー
ズ／著

草思社 2019.7 501.6/ﾛｽ19/ 0014991715

電力・エネルギー産業を変革する50の技術
電力50編集委
員会／監修

オーム社 2021.2 540.9/ﾃﾝ21/ 0015743180

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜く
わかる本

本橋 恵一／著 秀和システム 2019.7 540.921/ﾓﾄ19/ 0014991699

3.11に学ぶ 歴史が語る未来 荒川 文生／著 現代書館 2021.12 543.1/ｱﾗ21/ 0015968886

最新電力システムの基本と仕組みがよ〜くわ
かる本　発電・送配電の仕組みと概要を摑む

木舟 辰平／著 秀和システム 2020.7 543.1/ｷﾌ20/ 0015534621
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福島第一原子力発電所 事故

視えない線を歩く 石戸 諭／著 講談社 2021.11 369.31/ｲｼ21/ 0015961071

誰が命を救うのか 原発事故と闘った医師たち
の記録

鍋島 塑峰／著 論創社 2020.9 493.195/ﾅﾍ20/ 0015571714

原発時代の終焉 東京電力福島第一原発事故
10年の帰結

小森 敦司／著 緑風出版 2021.3 539.091/ｺﾓ21/ 0015772023

原発は日本を滅ぼす 青谷 知己／著 緑風出版 2020.2 543.5/ｱｵ20/ 0015169758

ふくしま原発作業員日誌 イチエフの真実、9年
間の記録

片山 夏子／著
朝日新聞出
版

2020.2 543.5/ｶﾀ20/ 0015195738

原子力村中枢部での体験から10年の葛藤で摑
んだ事故原因

北村 俊郎／著 かもがわ出版 2021.9 543.5/ｷﾀ21/ 0015910151

東電原発事故10年で明らかになったこと 添田 孝史／著 平凡社 2021.2 543.5/ｿｴ21/ 0015737109

福島第一原発事故の「真実」
NHKメルトダウ
ン取材班／著

講談社 2021.2 543.5/ﾆﾂ21/ 0015745359

フクシマ戦記 上 船橋 洋一／著 文藝春秋 2021.2 543.5/ﾌﾅ21/1 0015745342

「脱」原発か、再稼働か

「反原発」のメディア・言説史 日高 勝之／著 岩波書店 2021.2 070.21/ﾋﾀ21/ 0015794670

脱原発・脱炭素社会の構想
原水爆禁止日本
国民会議／編著

緑風出版 2021.8 501.6/ｹﾝ21/ 0015882665

日本のエネルギーが危ない!
櫻井 よしこ／
監修

ワック 2020.3 501.6/ｻｸ20/ 0015243785

脱原発は中共の罠 現代版「トロイの木馬」 高田 純／著 ハート出版 2021.3 501.6/ﾀｶ21/ 0015755762

原発再稼働と公法 山下 竜一／編 日本評論社 2021.2 539.091/ﾔﾏ21/ 0015743057

原発は日本を滅ぼす 青谷 知己／著 緑風出版 2020.2 543.5/ｱｵ20/ 0015169758

科学者の社会的責任を問う 荻野 晃也／著 緑風出版 2020.8 543.5/ｵｷ20/ 0015568041

原発漂流 福島第1事故10年
河北新報社編
集局／編

河北新報出
版センター

2021.7 543.5/ｶﾎ22/ 0015465172

はじめての原発ガイドブック　賛成・反対を考え
るための9つの論点

楠美 順理／著 創成社 2019.3 543.5/ｸｽ19/ 0014896716

岐路に立つ原子力を考える
五福 明夫／編
著

大学教育出
版

2021.8 543.5/ｺﾌ21/ 0015910201

白書・年鑑

原子力年鑑 2022
「原子力年鑑」編
集委員会／編

日刊工業新
聞社

2021.10 539/5/2022 0015890932

原子力市民年鑑　2018-20
原子力資料情
報室／編

緑風出版 2020.3
543.5/ｹﾝ
01/2018

0014663348

原子力白書 令和2年度版
原子力委員会
／編集

シンソー印刷 2021.9
L539/ｹﾝ
03/2020

0015711054
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