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" 減思力 " を防ぐ
後藤   忍（福島大学共生システム理工学類 准教授）

■教訓としての "減思力 "
2011 年 3 月に発生した、東京電力福島第一

原子力発電所（以下、福島第一原発）の深刻な
事故により、いわゆる「原子力の安全神話」が
崩壊しました。この神話は、国策としての原子
力を推進する側に偏った教育や広報によってつ
くられてきました。今回の原発事故で教訓とす
べき点の一つは、偏重した教育や広報により国
民の公正な判断力を低下させるような、いわば
" 減思力（げんしりょく）" を防ぐことです。
原子力に関する神話がつくられた原因を徹底的
に洗い出し、二度と同じ過ちを繰り返さないよ
うにしなければなりません。原子力の利用に関
する是非の判断は、国民への公平な情報提供の
もとで、社会的に意思決定されるべきであり、
個人の認識の形成には教育や広報の内容が大き
く影響するからです。
■原子力に関する副読本のあり方

子どもたちへの教育における主要な道具の一
つと位置づけられるのが、原子力や放射線に関
する文部科学省（以下、文科省）の「副読本」
です。日本出版労働組合連合会が主催した「原
発と教育」学習会（2011 年 12 月 1 日）でも
指摘された通り、文科省の副読本は原子力の推
進側に偏った内容となっており、多くの問題点
があります。2012 年 7 月 21 日に開催された

第 2 回の学習会でも、筆者はその話をさせて
いただきました。

文科省の新副読本に強い危機感を覚えた筆
者は、同僚などと協力して独自の副読本「放
射線と被ばくの問題を考えるための副読本〜 "
減思力 " を防ぎ、判断力・批判力を育むために
〜」（以下、福大研究会版副読本）を作成し、
2012 年 3 月に公開してウェブサイト（https://
www.ad.ipc.fukushima-u.ac.jp/~a067/index.
htm） から自由にダウンロードできるように
しました。その後、一部内容の訂正や加筆修正
を行った改訂版を 2012 年 6 月に作成し、公開
しました。

福大研究会版副読本は、「子どもや一般の
人々の公正な判断力の育成」に貢献することを
目的として、内容を編集しました。具体的に
は、①文科省の旧・新副読本の問題点を改善す
る、② " 減思力 " を防ぐためのヒントを掲載す
る、③公平性にも配慮する、の三つを主な編集
方針としました。読者として、中学生以上の子
どもたちから一般の方々まで幅広く想定して、
できるだけ平易な表現となるように心掛けまし
た。

文科省の旧・新副読本における問題点を改善
するため、第一に福島第一原発の事故の事実と
教訓を取り上げ、第二に人工的な放射性物質や
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放射線は身近にあるべきではない（だからこそ
追加の被ばく線量限度や放射線管理区域が設定
されている）ことを説明し、第三に低線量被ば
くによる健康影響などは完全には解明されてい
ないことを述べました。また、" 減思力 " を防
ぐためのヒントとして、原子力に関する文科省
の副読本やコンクール、人々が原子力を受け入
れる PA（Public Acceptance）方策の考え方
など、これまで使われてきた手段を理解するた
めの情報を載せました。そして、「放射能のこ
とを心配しすぎるほうが健康によくない」と
いった、巷でよく耳にする「楽観派」「原発推
進派」の見解を取り上げ、そのような見解の論
理的・倫理的問題点を指摘しました。これらの
内容により、判断力や批判力を育むことができ
るよう工夫しました。

公平性については、文科省の旧副読本・新副
読本における記述や、原発推進派の見解を積極
的に載せることでバランスに配慮しました。ま
た、公的な副読本における公平性のあり方を考
えるため、参考としてドイツの副読本を紹介し
ました。

福大研究会版副読本は、おかげさまで国内外
の多くの方々からご賛同・支援の声をいただき
ました。福島県教職員組合をはじめ、学校教育
現場の先生方からも支持しようという動きが広
がっていて、たいへん心強く感じています。
■判断力・批判力の育成

判断力・批判力が求められる場面は、さまざ
まにあります。2012 年 7 月に、福島県内の学
校の先生方による勉強会で、筆者が福大研究会
版副読本に関する話をさせていただいた際、あ
る先生からこんな相談を受けました。「原発の
問題を授業で公平に扱わなければならないと
考えて、政府の示した三つのエネルギー選択
肢シナリオ（2030 年の原子力発電比率 0％、
15％、20 〜 25％）をもとに生徒に考えさせ
ているけれども、どう思うか」という質問でし
た。筆者は、「三つの選択肢そのものがどう
作られているかから考えないと、誘導されます
よ」と答えました。実際、真ん中の 15％を選
ぶ子が多かったそうです。

公平性への配慮は大切ですが、同時に批判力
をもち、巧妙に仕組まれた意図的な操作を見抜
けるようにならないといけないと思います。そ
のためには、小さい頃からの教育も重要と考え
ます。筆者は、小学生を対象とした環境教育事
業の講師を福島市で 2001 年度から担当してい
ますが、2012 年度には初めて、小学生向けの
メディア・リテラシーを学ぶ企画を考案し、実
施しました。原子力に関して、小学生でも日常
的に接する可能性が高いメディアとして、テレ
ビコマーシャル、インターネット・コンテン
ツ、文科省の副読本、原子力ポスターを取り上
げ、内容を分析することで、メディアに用いら
れる工夫やテクニックを理解できるようにしま
した。福島第一原発の事故前に福島県の子ども
が描いた、原子力を賛美するポスターを見せた
際に、子どもたちが「あり得ない！」と言った
ことが心に刺さりました。子どもたちを洗脳か
ら守り、判断力・批判力を育成することは、私
たち大人の責任です。

判断力や批判力は、環境教育や持続可能
な 発 展 の た め の 教 育（ESD：Education for 
Sustainable Development）でも重視されてい
ます。子どもたちをはじめとして、多くの方々
が " 減思力 " を防ぎ、判断力・批判力を育むた
めに、福大研究会版副読本が一助となることを
願っています。
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人類には原子核反応を制御することはできない！
前田能成（日本標準労働組合）

東京電力の福島第一原発１号機が水素爆発を
起こしたとの報道に接したときは慄然とした。
しかし、水蒸気爆発ではなかったことがわか
り、少し安堵した。

誰もが「爆発」という言葉からすぐイメージ
するのは、ガスやガソリンなどの燃料に引火し
たことによって発生する急激な燃焼ではないだ
ろうか。水素爆発は水素ガスの急激な燃焼だ。

これに対し、水蒸気爆発は燃焼ではなく、気
体の急激な膨張によって起こる爆発現象だ。水
が高温の物質に触れると瞬間的に気化して水蒸
気になるが、その水蒸気がさらに過熱され膨張
して爆発を引き起こす。膨張した高圧の水蒸気
が逃げ場をなくして容器を破壊するケースや、
水に接した高温の物質自体が水蒸気と反応し
て破壊され飛散するケースが考えられる。「爆
発」という聞き慣れた現象でも、一括りには語
れないことを改めて考えさせられる。

私は、科学技術の進歩について考える際に、
現在の到達点をもとに帰納的に考えることにし
ているつもりでいた。その到達点をベースに、
私たちの身の回りに起きている事例を見ていけ
ば、自ずと原発の危険性に気づいていたはず
だったのだが……。

福島の事故以前は、原発の必要性を説く電力
会社の CM に出演している俳優やタレントを
批判していた。原発推進の片棒を担いでいると
いう意味で。しかし、彼らが出演しているテレ
ビ番組をなるべく見ないようにしたり、CM に
出て奨励している商品を極力買わないようにし
たりする以上の行動は何もしてこなかった。

結局、頭の中では原発の存在を否定していな
がら、電気を使うことの便利さに慣れた体が積
極的な行動を鈍らせていたのだ。無責任な話で
ある。だから、3.11 の後は、もっと主張しな
ければ、行動しなければ、と考えるようになっ
た。それからである。その当時、出版労連の中

央執行委員だった私が、その立場から「原発は
即時停止しなければだめだ。人類には原子核反
応を制御することはできない」と強く主張する
ことを自分に課すようにしたのは。

原子核反応では、反応によって放出されるエ
ネルギーの大きさが化学反応の比ではない。核
分裂反応が臨界に達したら、制御棒を使って核
分裂反応を引き起こす中性子をコントロールし
なければならない。その核分裂反応からは、物
理的半減期が人類の歴史をはるかに超える放射
性物質が生成される。

私たちの身の回りには化学反応が数多く見ら
れる。建築物や道路に使われているコンクリー
トは、セメントと水などによる化学反応によっ
て作られている。重曹を調理に使うときにも化
学反応（熱分解）が起きている。

しかし、制御できるような安全な化学反応ば
かりではない。日本の高速増殖炉「もんじゅ」
では、冷却材として金属ナトリウムが使われて
いる。加熱・溶融して液体にしたものである。
理科の実験などで知られているとおり、金属ナ
トリウムは水と反応して発熱し、水酸化ナトリ
ウムを生成する。たとえば、金属ナトリウムの
破片を、水を薄く張った容器に入れると、炎を
上げながら水面を走り回る。

「もんじゅ」では 1995 年にナトリウムの漏
えい事故を起こしている。幸い、福島原発のよ
うな大災害は起こらなかったが、金属ナトリウ
ムを冷却材に使う高速増殖炉は、化学反応にお
いても危険要素を持っている。原発以上に危険
な施設といえる。

原発に反対するとりくみを自分の中でどのよ
うに位置づけるか、それは行動するなかで見え
てくるものと考える。金曜日に官邸前に行く。
様々な集会に足を運ぶ。デモに参加する。署名
活動をする。周囲の人たちと原発の問題を語り
合う。どれもやらなければならない。さらに、
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３・１１という分岐点
齋藤匡康（筑摩書房労働組合）

■原発事故
東日本大震災当時、わが家は幼稚園に通う４

歳の娘と妊娠７か月の妻と三人家族だった。３
月 11 日は夕方まで会社にいて、６時ごろ街を
行く人たちの流れにまじり、埼玉の自宅まで
７時間かけて歩いた。帰り着いたのは夜中の１
時ごろで、停電のため街灯や信号機も消えてい
た。その時点では津波と停電、交通機関の麻痺
が問題で、原子力発電所の危機というのは、も
う少し後になってわかってきた。

福島第一原発事故では、３月 15、16 日と
21 日に首都圏に放射性物質の多くが降下して
いるという。鉄道は間引き運転で、15 日は途
中駅まで、16 日は帰りに途中駅から１〜２時
間歩いている。

このころ天皇陛下のメッセージが放送され、

17 日にはヘリや放水車で発電所に水をかけて
いた。21 日の春分の日のことはどうしても思
い出すことができない。書いたものも残ってい
ない。22 日火曜にガソリンが買えないので出
かけられないとあるので、家でじっとしていた
のならよいのだが。

くわしい情報を得るのが難しく twitter が情
報源となった。23 日に水道水からヨウ素が検
出され、乳児には飲ませないようにとラジオな
どでも言っていた。幼稚園の春休みを待って３
月 27 日から１週間、娘と妊娠中の妻は福岡の
妻の姉の家に遊びに行くことにした。東京駅の
ホームで見送った。娘は新幹線に乗れるので大
いに盛り上がっていた。この時点で発電所はう
まく冷却しても冷温停止まで５年はかかるだろ
うと言われていた。

福島へ行くことも。
７月 22・23 日、南相馬市の小高区にボラン

ティアに行ってきた。総勢 10 名で、炎暑の中、
墓地の草刈りや被災したお宅の蔵の片づけをし
てきた。今年１月、中執会議に「出版労連・震
災ボランティア運営委員会」の設置を提案した
のだが、その提案に賛成し、積極的に関わって
くれた人たちの支えによって実現したものだ。

南相馬市には津波と地震の爪痕が生々しく
残っていた。そしてそこには、放射能汚染に
よって立ち入れなかったことによる、時間の流
れの停止があった。さらに、片付けることはで
きても除染が済まなければ住むことができない
という現実も、そこに横たわっていた。南相馬
市に向かう途中に通った飯館村もまた、住むこ
とができない状況にあった。

故郷を奪われた人々の現状を知ること、その
人たちに対しできることをさせてもらうこと、
そのために福島に行くことが必要だと、私は
思っている。出版労連は、11 月にも南相馬市

へのボランティア活動を計画している。
福島の人たちに起こっていることは、私たち

にも起こっていることだという認識に立ちた
い。それは、東京にいる私たちが福島の原発で
つくられた電気を使っているという負い目から
ではない。これだけ地震の多い日本では、どこ
にいても、誰にでも起こりうることだとの認識
においてである。

それは、日本だけの問題でもない。日本を放
射能による汚染列島にしてしまったら、私たち
は世界中の人々に、生物に、そして地球環境に
対し、責任をどのようにとれるというのだろう
か。しかも、何世代もの将来にわたって。

原発問題は、私たちの生存に直結する問題だ
と思う。これを、政治だとか思想だとかの問題
に矮小化してはならないと考える。

原発に反対するとりくみは、私たちの生存権
を掛けた重大な課題へのとりくみだという認識
に立って、これからも活動していきたい。
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飲み水はペットボトルの水を買い、野菜は産
地のわかる宅配のものを買うようにした。５月
にウクライナ製のガイガーカウンターをネット
で注文したが、６月１日に品物が揃わないとの
ことで向こうからキャンセルのメールが来た。
すぐに別のところへ注文して、６月７日には家
の前で測った記録がある。

６月９日 0.14μSv/h。年間１mSv なら退去
しなければならないところだが、室内はまだ低
かった。娘は発電所の火事が消えないと北海道
のおじいちゃんのところへ行かされると察知し
ていて、お父さんも一緒じゃないと行かない、
と言っていたという。

第二子の出産予定日は６月 29 日だったが少
し遅れて７月８日に男の子が生まれた。

住宅の頭金に貯めてあった貯金で生命保険を
掛け、自分が死んだときに家族が毎月決まった
お金を受け取れるようにした。

生後１か月を過ぎて飛行機に乗せられるよう
になったので８月９日〜 28 日の間、妻と子ど
も二人をぼくの実家の北海道に送り出し、お盆
休みに一緒に過ごすことにした。
■東北本線を北上する

2011 年８月 12 日、飛行機が取れず、上野
から夜行列車で北上した。18:30 上野駅プラッ
トフォーム 0.11μSv/h。

21:15 豊原（列車内）0.17μSv/h。21:53 郡
山駅付近（列車内）0.30μSv/h。線量計の警
報が鳴って一旦オフに。食堂車の売店では若い
女性が接客している。ここを毎日往復している
のだろうか。警報の設定を高く変更。22:30 福
島駅付近（列車内）0.49μSv/h。23:30 仙台
駅付近（列車内）0.11μSv/h。

日付が変わり８月 13 日。4:30 青森駅付近
（ 列 車 内 ）0.07μSv/h。10:05 苫 小 牧 付 近
（列車内）0.07μSv/h。11:15 札幌駅プラッ
トフォーム 0.09μSv/h。12:30 北海道深川市
0.11μSv/h。
■埼玉県富士見市の放射線量の推移

家の前のガンマ線はほぼ毎日 twitter で発信
しているが、フォローしてくれているのは近所
の方が多いと思う。2011 年６月〜 2012 年８

月で見ると、0.09 〜 0.17μSv/h の間で推移し
ている。残念ながら減少傾向とは言えない。風
向きや、おそらく発電所の状況、瓦礫の焼却な
どの影響を受けて増減しているのだと思う。

屋外で元々の年間１mSv の放射線管理区域
の規定（0.114μSv/h）より低くなることは稀
だ。危険なのはホットスポットだけなのか、首
都圏がまるごと危ないという厳しい見方もあ
る。また水や食品に気を配らなければ、日本中
どこにいても内部被曝してしまうとも言えると
思う。
■一年を経過して

事故後生まれた息子は、３か月で RS ウィル
スに感染、５か月で尿に白血球が出て一泊入院
と、抵抗力が弱かったが大事にはいたらず１歳
を迎えた。

６、７月は官邸前抗議行動、反原発デモ等に
参加した。代々木では娘も一緒に歩いた。

2012 年の夏も妻と子どもたちは先に北海道
へやり、後から夜行列車で合流した。

８月３日、19:03 上野駅プラットフォーム
0.10μSv/h。21:20 豊原（列車内）0.20μSv/
h。21:55 郡山（列車内）0.24μSv/h。22:15
　二本松（列車内）0.38μSv/h。22:31福島（列
車内）0.29μSv/h。

８月４日、4:17 青森（列車内）0.07μSv/h。
9:32 東室蘭（列車内）0.08μSv/h。11:15 札
幌駅プラットフォーム 0.09μSv/h。

実家のある深川市は屋外で８月６日 0.10μ
Sv/h だった。

福島・郡山などは１年前と比べて下がってい
ると言えるだろうか。

息子は検査をしようとするたび熱を出したり
風邪をひいたりしていたが、ようやく腎臓を調
べてもらった。その日室内の放射線量が急に上
がり、いよいよ逃げることになるかと覚悟した
が、その原因は放射性物質を点滴して流れを調
べる〈腎臓シンチグラフィ〉を受けてきた息子
だった。線量計を身体に近づけると数値が跳
ね上がり警報が鳴った。あまりの高さに驚いた
が、疑われていた腎臓は無事なようである。
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首相官邸前デモに参加して
塩尻親雄（岩波書店ＯＢ）

40 数年ぶりだろうか、集会・デモの類に、
私が、自分の意志で参加するのは。

40 数年前、記憶にあるデモの情景といえば、
周りを取り囲む青い乱闘服を着た機動隊員の面
付きヘルメットとジュラルミンの盾に反射する
光だけ。集会・デモの内側と外側は隔絶された
世界だったような気がする。

昨年の 9 月、明治公園を埋め尽くして林立
している組合旗、団体旗にいささか違和感を覚
えながらも、会場の隅で呼びかけ人の方たちの
スピーチを聞いていた。多分すべての方が私よ
り年長の著名人の呼びかけによる集会。これも
昔ながらのスタイルで、もちろん、それが悪
い、というわけではないのだけれど。

今年の 2 月、代々木公園から千駄ヶ谷に向
かうデモの隊列が原宿の駅前に差しかかった
時、いかにも「よそ行き」という装いの年配の
女性（私は、特に女性の年齢はわからないのだ
が、私と同年配だっただろうか）が一人、歩道
からごく自然にスッと隊列に入って来た。そし
て明治通りの交差点までいっしょに歩いて、
またさりげなく抜けていった。個人参加者の隊
列だったので入りやすかったということもある
だろうが、私は、「いいなあ。こういうことが
有り得るんだ」という強い印象を受けた。そし
て、沿道の人々がにこやかに手を振り、声を合
わせてくれたことにも。

6 月の末、初めて官邸前の行動に参加した。
上空には報道のヘリコプターが飛び交い、若い
人も多いデモは車道一杯に広がり、まるでお
祭りのような大変な熱気だった。「いろんな人
が来ているが、サラリーマンはほとんど来てな
い」と聞いたので、スーツを着て出かけると、
早速、テレビ局の取材を受けた。

「会社帰りに駆けつけて来られたのですか？」
「はい。走ってはいませんけど」（これは笑っ
てもらえなかった）
「デモをして効果があると思いますか？」
「一度や二度のデモで効果が出るわけはない。
継続することが大事だと思う」
「続けていけば、野田さんも聞いてくれる
と？」
「聞いてくれる、じゃなくて、聞かざるを得な
くなる時が、きっと来ると思う」

エラそうなことを言ってしまった手前、私は
継続せざるをえなくなった。

7 月、官邸前の様子は様変わりしていた。大
勢の警察官（40 数年前と違って武装はしてい
ないし口調は優しいが）の管理下に置かれ、
「お祭りのような」熱気は消えていた。

組合旗、団体旗の禁止とあわせて、こうし
た形に同意している主催者への批判も当然あ
るだろう。しかし、明らかに参加者の層は広
がった。一人で来た会社帰りのＯＬさん風の女
性、老夫婦らしい二人連れ、子ども連れの家族
……。おなかが空いたら食事をし、汗をかいた
ら風呂に入り、観たい映画があるから見に行く
ように、集会に参加する——自然な日常性が感
じられて、私にはこれもまた新鮮だった。

とりわけいいと感じたのは、参加者に次々と
スピーチさせるというアイデア。

時に国会議員のもの慣れたスピーチもあり、
活動家風アジ演説もあるが、私がうたれたの
は、まったく人前でしゃべるのに慣れていな
い、たどたどしいスピーチ、あるいは声を張り
上げることなく、淡々と想いを語る、普通の人
のスピーチだった。

ある女性がスピーチしていた。「マザーテレ
サも言っています。愛の反対は無関心です、
と」。それ自体は聞きなれた言葉だが、こうい
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う場で、一生懸命な口調で話されるのを聞く
と、胸に沁みるものがあった。確かに私は、原
発がこの日本に次々と作られていくのを、何の
危機感もなく、他人事のように見過ごしてい
た。何基あるのかも知らなかった。

昨年、日本の首相が初めて「脱原発」を表明
した。そして今年 9 月 14 日、明らかに世論に
押されて、2030 年代に原発ゼロという「革新
的エネルギー・環境戦略」を発表した。

それが何の戦略もない思いつき発言であった
としても、財界、立地自治体、さらに外国の批
判をうけて、中断していた原発の工事は続行
し、「原発ゼロ」は閣議決定にしないなどと、
早くも腰砕けの態ではあるにしても、それはそ

れで、画期的なことだと私は思う。半世紀もの
間、国をあげての事業として膨大な予算をつぎ
込んで進めてきた政策を転換することが、そん
なに簡単なこととは思えない。原発問題は国内
問題ですらないのだから。この先いくつの政権
を相手にすることになるのか解らないが、気長
に続けるしかないだろう。

9 月も半ばを過ぎ、日も短くなり、暑かった
官邸前にも秋風が吹いている。参加者も明らか
に減っている。しかし今、様々な場所で、様々
なスタイルの意思表示、抗議活動が広がってい
る。何も同じ場所で同じスタイルで統一行動で
なければならないという理由はない。もちろ
ん、「労働組合が反原発で、何わるかろう」だ。

福島発リレーエッセイ「被災と向き合う日常から」①〜この社会からあきらめをなくそう〜
地脇聖孝（子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク）

福島県民 1324 名を集め、福島原発告訴団が６月 11 日に行った告訴は、８月１日、検察当局に
よって受理された。東電経営陣や原子力安全委員会メンバー個々人の責任を問うものである。

告訴団は、これから全国で告訴人を集めることになるが、告訴団を全国化する最大の理由は、今
回の原発災害があまりに巨大で被害が全国に広がっていることである。福島と「それ以外」を離
反させ、被害を福島だけの話にしようとする動きに対し抵抗を示すことも理由のひとつだ。この地
球に生きるすべての人類に、原発災害を自分のこととして考えてほしいという狙いも込められてい
る。

私は団体職員をしている。全国転勤の職場で、縁あって 2007 年から福島県に住んでおり、原発
事故に遭遇した。たまたま転勤で来た福島でこんな目に遭うなんて、あまりに理不尽だと初めは
思っていたが、最近は、原発社会を変えるために天が自分に与えた仕事なのだと前向きに考えられ
るようになった。福島原発告訴団に関わることになったのはこうした理由からである。

福島県民が押し黙ったまま行動を起こさなければ、他地域の人たちが何か運動を始めるたび「福
島県民が怒ってないのになぜあなたたちが怒っているのか」と冷や水を浴びせられることになりか
ねない。福島県民こそが最も怒っているのだということを明白な事実をもって内外に見せなければ
ならないという思いもあった。

過去に政府や大企業がどんな罪を犯しても、被害者が「仕方ない」とあきらめてしまい、同じこ
とが何度も繰り返されるのがこの国の歴史だった。私たちの目標は、日本社会から「仕方ない」を
追放することである。そのためには罪を犯した者たちを追い詰める本気の闘いが必要だ。ひとりで
も多くの人が告訴人となり、検察に起訴を求める声を上げることがその重要な一歩となる。

現在、告訴団は、11 月の第２次告訴に向けた準備を進めており、全国から告訴人を募集してい
る。私たちは、多くの人々とともに、被害者が一方的に切り捨てられる社会を変えていきたいと決
意している。
（告訴団ブログ　http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/）
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『黒い雨』

井伏鱒二著

1966 年 10 月発行
新潮社

（現在新潮文庫）

『3.11後の放射能
「安全」報道を読み解く』

影浦 峡著

2011 年 7 月発行
現代企画室

『さようなら核時代』

桐生広人著

2011 年４月発行
メディアイランド

（電子図書）

書　評

舞台が地元ゆえか学生の時父親から贈られた『黒い雨』の
記憶は、田舎暮らしの身辺雑記に被爆体験が淡々と書いてあ
るというもの。再読すると８・６直後に書いた「被爆日記」
を清書する小説というメタ小説だった。必読！

（伊豆野 潔）

地震列島日本で危険なのは原発だけではない。運転するだ
けで放射能を原発より多く出す 再処理工場も危険だ。原発廃
止の決定後も完成できない再処理工場の建設続行は、無駄だ
と示す電子の書。

（桐生広人）  
発売：App Store
http://itunes.apple.com/jp/app/id431761349?mt=8 

「安全」と「安心」の違いは何？　人体に影響を及ぼす「基
準」は一体何を基にしている？　メディアリテラシーの専門
家による、「放射能汚染報道」の読み方を解説。「言葉が壊
れた時代」の言葉の再構築のために、「言葉のプロ」なら読
んでおきたい一冊。

（郭 敬樹）


