世界の潮流は原子力推進に明確に向かっている
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自ら殻に閉じこもったガラパゴス症候群から日本を救え！
世界は原子力推進の潮流の中、日本では脱原発のうねりが根強く、政治家も原子力推進を
強調できない状況にあるとはいえ、原発停止による年間 4 兆円の外貨をドブに捨てるほど、
日本人は裕福ではないし、フランス人のように「アラブの油に頼らず、フランスの科学技術
を信頼したい」といえないも
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