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安達高校における「放射線教育」 
－大震災・原発事故を乗り越えるためにー 

2012/11/27 Tue 

福島県立安達高等学校 

對馬 俊晴 

安達高校の概況 

生徒の実態   

   １学年：６クラス（男子 ９６・女子１２２／計２１８名） 
    

    ２学年：  〃  （男子 ９６・女子１４８／計２４４名）            

                   ※文系４クラス、理系２クラス 
   
        ３学年：  〃  （男子１０８・女子１２９／計２３７名）               

              ※文Ⅰ(就職・専門学校・短大)２クラス、 

                 文Ⅱ(４年制大学)２クラス、理系２クラス                     
      
     ※全学年を通して、男子よりも女子が多く、８０％以      
     上の生徒が部活動に加入し進学を希望。 

発 表 内 容 

１ 復興教育の必要性 

 

２ 放射線教育の内容 

 

３ 今後の課題 
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• 文科省は「困難を生き抜く力」や「絆づくり」を
復興教育の柱に据えることにした。 

• 岩手県教委「いわての復興教育プログラム」 

• 宮城県教委「志教育」 

１ 復興教育の必要性 

２ 放射線教育の内容 

２．１ 自然科学部の活動 

 

２．２ 「総合的な学習の時間」 

    「化学基礎」 
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２．１ 自然科学部の活動 
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自然科学部の｢東京研修｣  

      平成23年8月23日（火）～25日（木） 

 東京大学先端科学技術研究センター 
 アイソトープ総合センター長 児玉龍彦先生 
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２．１ 自然科学部の活動 
２．１ 自然科学部の活動 
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セシウムの除去はできるか？ 

２．１ 自然科学部の活動 

ＥＳＤ国際ワークショップに参加して 

ワークショップの様子 

●福島は，どんな見られ方
をしているか。 

 

●生徒を傷つけることには
ならないか？ 

２．１ 自然科学部の活動 

● ボランティアや支援に対して，
被災地では，本当はどう思っている
のか？迷惑なのでは？ 

 

●大阪の生徒・児童のみなさんの
やさしさに感動しました。 

 

★先生方の情熱と行動力に感銘を
受けました。スタッフの大学生の思
いや頑張りにも，明るいものを感じ
ました。 

２．１ 自然科学部の活動 

ＥＳＤ国際ワークショップに参加して 

 

世界の中の日本を意識 

生徒は大きく変わっていった。 

２．１ 自然科学部の活動 
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２．１ 自然科学部の活動 

    カタール訪問 
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２．１ 自然科学部の活動 

    アメリカ訪問 

放射性物質の除去は難しい 

論文作成活動 
各種発表会への参加 15 

放射線の測定 

放射性物質除去への挑戦 

カタール国訪問 

米国訪問 

東京への研修 
東大先端研・NEC・千代田テクノル 

現在地点 

壁 

どのように生きるか？ 

ピンチをチャンスに！ 

福島復興 

自分の人生を切り拓く 
理想の未来 

テーマ 

聖心女子大学 

東アジアネットワーク 

大阪府立大学 

ユネスコスクールの集い 

鍵 

生徒の活動から学ぶこと 

復興教育の必要性 

   大震災後，原発事故によって， 

    ① 物理的な制限 

    ② 健康面の心配 

    ③ 精神的なダメージ 

         ↓ 

   特別な教育活動の必要性 

２．２ 「総合的な学習の時間」 
    「化学基礎」 

  不幸な現実ではあるが，この現実を乗り
越えようとする学習活動によって，力強く生
き抜いていく力や，困難な状況を変化させ
る力を育成できるのではないか。 

        ↓ 

   ピンチをチャンスに変えたい！ 

２．２ 「総合的な学習の時間」 
    「化学基礎」 学 習 計 画 
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① 現状を分析し理解する。 

    放射性物質と放射線への正しい理解を図る。 

 

② 将来像を描く。 

      持続可能な社会にするための学習をする。 

 

③ 現状を改善する行動をする。 
           価値観や行動様式を変化させ，学んだことを 

         積極的に発信する。 
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 放射性物質に関するアンケート 

    （平成24年4月18日（水）実施；2クラス分） 
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学習をした。 

特に学習をしていない。 

Q 放射線について学習をしたか？ 

〔人〕 

系列1 
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おおむね理解できた。 

あまり理解できなかった。 

Q 放射線について理解できたか？ 

〔人〕 

２．２ 「総合的な学習の時間」 
    「化学基礎」 
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配布された。 

配布されなかった。 

0
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おおむね理解できた。 

あまり理解できなかった。 

〔人〕 〔人〕 

Q 冊子は配布されたか？ Q 内容は理解できたか？ 

第１回 ガイダンス 

第２回 放射線の学習 

第３回 放射線対策講演会 

第４回  『未来をつくるBOOK』 

第５回 再生可能エネルギー講演会 

第６回 霧箱の実験（「化学基礎」の授業） 

第７回 放射線と再生可能エネルギー講演会 

第８回 振り返りと今後の進め方 21 

２．２ 「総合的な学習の時間」 
    「化学基礎」 総合的な学習の時間 

第1回の授業 6月6日（水）５校時実施 

23 

世界・日本・福島の現状 

文部科学省ＨＰより 

安達高校 

福島の現状 

１．２ 学校の除染 

昨年 ７月～８月末 

第1回の授業 6月6日（水）５校時実施 
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１．３ 安達高校の現状 

第1回の授業 6月6日（水）５校時実施 

総合的な学習の時間 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

１ 放射線とは？ 

光能・・・ 

放射能 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

原子 

原子核 

ゴルフボール 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

原子核 

中性子 

陽子 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

原子番号 

質量数＝陽子の数＋中性子の数 

原子核 

１３３Cs ５５ 

セシウム 

５５個 
１３３－５５ 

＝７８個 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 
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１３３Cs ５５ 
１３４Cs ５５ 

１３７Cs ５５ 
安定 不安定 不安定 

放射性同位体（ラジオアイソトープ） 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

原子核 

原子核 
原子核 

原子核 

Wikipediaより 

β線 
γ 線 

原子核 
α線 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

Wikipediaより 

α線 
ヘリウムの
原子核 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

電子 

Wikipediaより 

β線 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

光，電波の 

なかま 

 

X線（レントゲン）
に近い 

Wikipediaより 

第２回の授業 6月13日（水）５校時実施 

γ 線 

安達高校では？ 

36 

校舎内  

0.08μSv/hくらい 

校庭  

0.1 μSv/hくらい 

中庭など 

0.4～1.0 μSv/hくらい 

正面玄関0.4～0.5 

μSv/hくらい 

平常時  

0.04～0.05μSv/h 

2倍 

2012/12/12 
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第３回 ７月１１日（水） 
放射線対策 講演会 

伊達健康相談窓口担当 半谷輝己 先生 

平成２４年１０月３日（水）６校時 

第一体育館 

39 
岩手県陸前高田市中央公民館 

河北新報社 2012年6月22日 

第４回の授業 10月3日（水）５校時実施 

書き込みは二つあり、ともに
母親へのメッセージ。黒のペ
ンで「大好きなおかあさん、天
国で私たち家族を見守って
ね」「みんなのことを１番に考
えてくれる優しいお母さん
だったね」などと記されてい
る。 
 中央公民館は市指定避難
所の市民体育館と棟続きで、
約８０人が津波で犠牲になっ
た。書き込みには「体育館が
とりこわされても この場所の
事 絶対忘れないからね」と
あり、母親はここで亡くなった
とみられる。 

第４回の授業 10月3日（水）５校時実施 



2012/12/12 

8 

２．２ 再生可能エネルギー 
    教育研究校指定 

２０４０年 

１００％ 

第５回 １０月１０日（水） 
再生可能エネルギー 講演会 

                 いわき明星大学 東 之弘先生 

第６回 １０月中旬 

     化学基礎の授業 霧箱の実験 對馬俊晴 

          （実験キット提供 福島大学 岡田 努 先生） 

第７回 １１月７日（水） 
放射線と再生可能エネルギー 講演会 

                  明治大学 中島 春紫 先生 

「復興教育」生徒の感想 
 

・放射線のことを全く知らなかったので、今日の話の内容は全
部印象に残った。（6月13日） 
 

・ 地球温暖化は確実に、本当にヤバいという現状を知った。
何か自分たちでできることを考えないと、本当にまずいと思っ
た。（10月10日） 
 

・ 私たち高校生でも何かできることがあることが分かった。こ
れからの将来に向かって，真剣に考えていきたい。（6月13日） 
 

２．２ 「総合的な学習の時間」 
    「化学基礎」 
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  11月21日（水）  これまでの学習の振り返り 

  12月12日（水）  復興に尽力された警察の方の講演会 

  12月～       「情報」の時間を使ってのグループ学習 

            クラス内発表会 

   2月20日（水）  クラス代表グループ発表会 

 

 ○２年次      創造性開発、表現力向上学習 

 

 ○３年次前半   小論文・プレゼンテーション学習 

２．２ 「総合的な学習の時間」 
    「化学基礎」 

福島の農作物の安全性， 

CO２増加，人口増加，日本の経済 

政治，外交，学力の低下？ 
日本のあるべき世界貢献とは？ 

風評被害，放射線対策 

生活や生き方の 

価値観の変化を提案 

地球温暖化， 

世界の貧富の格差， 

自然環境，政情不安・・・ 

③現在地点 

④壁 

どのように生きるか？ 

ピンチをチャンスに！ 
福島復興 

自分の人生を切り拓く 

世界の持続可能性 
②理想の 

未来 

①テーマ 

毎日の学習、 

小論文・志望動機 

県内外・世界の高校生との交流、 

高校生からの発信 

⑤鍵 

グループ発表のスライドの作り方 

持続発展教育（ESD) 

持続可能な社会を目指して学習すること。 

持続可能な開発のための教育 

Education for Sustainable Development 

          ↓ 

 文部科学省；「持続発展教育」 

学習指導要領にも盛り込まれた。 

             ↓ 

ユネスコスクールへ申請中（今年10月） 

３ 今後の課題 

• 「放射線教育」への受け止め方の違い 

• 「報道」の良否 

• 県外・海外の受け止め方のギャップ 

  →風評の払拭 

  ｅｔｃ 

52 

① 困難克服の努力によって， 

  今後も訪れる様々な困難に耐えられる力を育む。 

  （短期的には，入試，採用試験の面接・小論文 

   ・志望動機） 
② 高校生の努力は，保護者や県民を勇気づける。 

 

③ FUKUSHIMAからのメッセージ性は非常に高
い。 

Fukushimaから福島へ 

FUKUSHIMA  ＝ 危険，怖い 

FUKUSHIMA  ＝ 奇跡の復興 

      困難を克服すること  「奇跡の福島復興」を目指して・・・ 

Fukushimaから福島へ 


