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８月２２日（水）～２５日（土） 

 

概要報告 
 

 

 

注意 本概要報告は、キャンプに参加できなかった方々のために、その

様子を録音、メモ、資料などを基に、事務局にて簡易的にとりまとめた

ものであり、講演者等の責任で記載したものではありません。講演者の

意図に沿わない表現や聞き取り間違いなどは、すべて事務局に責任があ

ります。 

（事務局 小倉）  

  



１日目プログラム：８月２２日（水）［会場 福島グリーンパレス］ 

 

15 時～15 時 25 分  開講式・オリエンテーション 

 

主催者 挨拶    （独）科学技術振興機構理数学習支援センター事務局長 岩渕 晴行 

概要 
このサイエンスリーダーズキャンプは、昨年度からの実施

で昨年度は 3 企画、今年度は 5 企画行われ、発展しつつある

企画である。理科指導で優れている全国の先生方の更なる進

展と相互の交流を図ることを重点に置いた企画である。本年

度は５会場で行われるが、その中でも、埼玉大学の企画は、

埼玉でも実施するが、企画内容が放射線であることから、福

島において実際に研修を行うというものである。全国から 25
名の先生方が集まられており、この研修で、ぜひ親交を深め

てもらいたい。 

 
実施機関 挨拶             埼玉大学大学院理工学研究科長  永澤 明 

概要 
この SLC は JST の事業の一環であり、中学校・高等

学校の理科教育のリーダーになるような先生方に、実際

に実験や実習を通じて 先端の科学に触れてもらい、そ

こで得られた知識を教育現場で生かすことを目的として

いる。企画の段階で、今回のプログラムが科学の 先端

であるのかという点や、このプログラムを先生方が理科

教育のレベルでどの様に理解してもらえるかという点に

ついて多くの議論がなされた。結論として、東日本大震

災とそれに伴う福島第一原発事故というものに科学がど

のように対応するのかということが、現在の科学において重要度と注目度が著しく高い部分

であると認識している。このようなことから、今回のプログラムでは放射線を 先端の科学

と位置付けている。またこの問題が、総合科学的な様相を呈しているという観点から、本プ

ログラムでは多方面の分野の講師の先生方をお招きし、講話をしていただく予定である。 
東日本大震災に伴って、埼玉大学でも様々な問題が起こったが、それ以上に関心を向けた

のが、福島第一原発から放出された放射性物質が埼玉まで拡散してきたということであった。

そのため埼玉大学では急遽チームを作り、市民の方々に放射線・放射能に関する正しい知識

を持っていただくために、埼玉大学のホームページに児童生徒が理解できるような資料を掲

載した。その過程で正しい知識を持つことによって、報道や風評に惑わされず、正しく放射

線を怖がることの重要性を認識した。そのために本プログラムのような機会を通じて、中核

的な理科の先生方に放射線に関する経験や正しい知識を得てもらい、周辺の先生方にそれを



伝えていただくことで、放射線に関する経験や正しい知識の伝達の輪が広がることが 重要

であると認識している。参加者の方々におかれては、本プログラム中に積極的に質疑応答を

繰り返していただいて、より多くの成果を持ち帰っていただきたいと考えている。 

 
オリエンテーション     事務局・埼玉大学教育学部准教授 小倉 康 

概要 
 このキャンプのために，お手元に分厚いフォルダ

を準備した。キャンプ中，常時利用予定である。キ

ャンプ中に使用するほとんどの資料，及び，使用し

ないけれども放射線教育に有用な参考資料を綴じ

ている。大変，中身の濃い内容なので，時間を見つ

けて予習復習などにも利用されたい。 
 プログラムについて補足する。まず，この２日間

の研修をなぜ福島県で行っているのかについてで

ある。放射線や放射性物質について科学的に理解す

るだけであれば，埼玉大学内で実施できる。福島県民は，福島第一原子力発電所から放出さ

れた大量の放射性物質によって，大きな苦悩に見舞われた。ここ福島市もそうであるが，明

日，訪問予定の飯舘村や南相馬市は，非常に悔しい思いや悲しみを抱えつつ，復興を願って，

生活しておられる。私たちは，研修目的で放射能汚染，津波と地震の被災地を訪問するわけ

であるが，決して観光客のように他人事として訪問するのではない。どうすれば元の美しい

村や街，自然を取り戻すことができるのか，住民と一緒に考えるような姿勢で，訪問してい

ただきたい。 
そうした姿勢で視察することで，理科教員として，これから生徒と一緒に考えてみたい，

さまざまな疑問や発想が浮かんでくると思う。放射性物質が，物理的，化学的，地学的にど

のように移動するのだろうか。生物的にどのような影響をもたらすのだろうか。工学的にど

うすれば空間線量を減らしたり放射性物質を除去できるのだろうか，などである。今回のキ

ャンプには，埼玉大学の様々な分野の科学者が参加しているので，ぜひいろいろな疑問を質

問したり意見を述べたりして，理解を深めてほしい。 
福島での放射線汚染の状況を知り，どう回復させていくかを考えながら，放射性物質に関

する理解を深めるための理科教育を生み出していくことで，被災地の方々にも理解していた

だけると思う。また、先生方が教えておられる生徒たちも，そうした社会に役立つ理科教育

を期待していると思う。ぜひ，そうした姿勢でこの２日間の研修をしていただきたい。 
本日は，この後の講演プログラムに続いて交流会を行う。全国各地でご活躍の先生方であ

るので，このキャンプ中に，ぜひとも親交を深めていただき，今後長く情報交換が続くよう

な友好関係を培っていただきたいと願っている。 

 
  



15 時 30 分～16 時 30 分 基調講演「農業と放射線」 

 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 中西友子 

概要 
研究のためのツールとして、放射線を 30 年間に

わたり利用してきている。 
放射線は様々な用途で用いられている。例えば茨

城県の「γフィールド」がある。γフィールドは農

作物の品種改良に利用されてきた場所で、丸い敷地

の中心にあるコバルト 60 の線源によって、周囲の

作物に放射線を照射し様々な品種改良を行ってき

た。 
私たちの身の回りにはγ線照射によって選抜された作物が多々存在している。今回問題に

なった原子炉が開発されるよりも以前からγ線は多方面にわたり使用されてきている。とく

に農業分野では、新品種を作ることと害虫を駆除することを目的として利用されてきており、

日本は発展途上国に対しての農業支援の一環として放射線の利用を伝えている。品種改良の

例としてはキクの花色突然変異体が挙げられる。 
イオンビームを照射した群とγ線を照射した群を比較すると、イオンビーム照射群は変異

が小規模であるのに対して、γ線照射群では大規模であり、11 月の初旬に一斉に様々な色

や形状の花が咲く様子がみられる。 
また、放射線照射による食物中の微生物の死滅に関して WHO では 2 回にわたる報告書

でその方法と安全性を報告している。日本では社会的な認知度の問題もあり、食品への放射

線照射は北海道で一部ジャガイモに対して行われている。それに対しアメリカでは、食の安

全を重要視する考えや、環太平洋間での食物輸出入の制約もあり食品に対する放射線照射は

積極的に行われている。コバルト 60 の線源を中心に置いてダンボールに入れられた食品が

その周囲を約 10 分かけて回ることで微生物を死滅させることができる。世界の様々な国で

食品種の増減はあるが、放射線による食品殺菌は行われている。 
放射線の持つエネルギーは非常に高く、γ線であれば MeV(メガエレクトロンボルト)の単

位である。原子同士の結合エネルギーが数十 eV のエネルギーであるのと比較すると放射線

の持つエネルギーは、化学結合における結合のエネルギーの百万倍のエネルギーを持ってい

る。この大きなエネルギーは上記の新品種の開発や殺菌に利用されている。 
放射線の透過率は線の種類によって異なり、α線は紙一枚で止まり、β線はアルミニウム

で止まり、γ線は鉛で止まることが分かっている。例えば、中性子線と X 線を比較すると、

X 線が原子核の外にある電子と相互作用することによって止まるので電子密度の高い原子

番号が大きい原子では良く止まるが、中性子線は原子核と相互作用して止まるので、水素な

どの軽元素で止まりやすい。その性質から X 線は金属元素を含む物質に対して利用され、

中性子線は主に水素を含む物質に対して利用される。 
生きた植物は 8 割が水分で構成されるので、中性子線を照射すると図のような画像を得る

ことができる。中性子線は水を通過することができないので、水分の多い部分はより白くな



る。そして画像がどの程度黒いかという黒化度

をそこに存在する水分量に変換することがで

きる。このように画像を定量的に扱うことがで

きるのは放射線のみである。この技術により、

切り花のどこからどの程度水分が抜けていく

のかということや、植物中の水の通り道がどこ

にあるかなど様々な現象を調べることができ

る。 
放射性物質は原子核が不安定なものであり、

原子核内の陽子と中性子のバランスが保たれ

ていない場合、余分なエネルギーを放射線として放出して安定になろうとする。放射線の単

位 Bq（ベクレル）は一定時間に崩壊する原子核の数である。ただし、どの原子核が崩壊す

るのかというのは確率的である。現在の技術では 10 の 11 乗個の原子を測定するのが限界

だが、放射性物質は原理的には１つの原子から１つの放射線が出るので、測定において高い

精度を得ることができる。 
天然にある放射性物質には 2 種類あり、地中にもとからあるものと宇宙線によって常時生

成される物がある。地殻中にはウラン鉱床が存在するように、ウランなどの重い元素が多く

存在し、宇宙船によって常時生成しているものには炭素 14 やトリチウム、ベリリウムなど

がある。これらの中には、ウランのように崩壊したときに放射性物質を生成する系列を作る

ものと、カリウムのように崩壊しても放射性物質を生成せず系列を作らないものの 2 種類に

分けられる。系列を作るものは崩壊を繰り返すことで鉛に落ち着くものが多い。 
半減期はもとにあった放射性物質の量が半分の量になる時間のことである。これを利用す

るとその物体がいつ形成されたのかということを判断することができる。炭素 14 と炭素 12
の比を求めて年代を特定する方法や、K－Ar 法(カリウムーアルゴン法)など様々な方法が提

案されている。 
私たちの体の中や試薬中のカリウムの 1 万分の 1 はカリウム 40 であるので、カリウム 40

に関してだけでも、一人当たり 4000 ベクレルの放射線を持っていることや、炭素 14 では

体内に取り込まれる二酸化炭素の 1 兆分の 1 は炭素 14 であるし、雨水とともに降ってくる

トリチウムであればコップ一杯で 1 千万個のトリチウムを摂取することになるということ

は日本では学ばせることはなかった。 
植物に関して、放射性物質はリアルタイムで無機物質がどこに移動したのかという事を確

認できるので、放射性物質を混ぜた栄養を植物に与えることによって、どの葉に養分が行き

やすいのかなどを調べることができる。例えば放射性同位体のリン酸を土耕栽培のものと水

耕栽培のものそれぞれにあたえると、水耕栽培の方がよくリン酸を吸っていて、土耕栽培で

はほとんどリン酸を吸っていないことが確認できる。 
東京大学農学部では、福島においてボランティアベースで様々な支援研究を行っている。

具体的には作物・家畜・土壌・魚介類・放射線測定・科学コミュニケーションなどである。

土壌に関しては土壌の汚染は不均一であり深くなるにつれて放射性物質が減少することが



分かった。結果では深さ５㎝ではほとんど放射性物質が検出されない結果となった。また、

イネやコムギなどに関しては事故当時に既に展開していた葉に放射性物質が主に付着して

おり、事故以降に展開した葉にはそれほど放射性物質での汚染がないことが分かった。そし

て、私たちが普段口にする米に関しては、ぬか部分に放射性物質が集まることが確認された。

玄米では 500 であったのに対し精米すれば 267 まで減少し、洗浄すると 147 まで減少す

ることが確認されている。 
様々な実験から土壌に付着したセシウムを植物が吸収することは難しいが、水に溶けたセ

シウムであれば植物は吸収することができることが判明した。 
樹木に関しては表面だけの汚染に留まっていることが判明した。内部にはほとんど汚染は

なかった。 
ウグイスの尾羽の調査も行ったところ、かなり汚染されていたことが判明した。ただ今年

度の調査では羽の生え換わりによって汚染はほぼなくなっていた。 
1960 年代はアメリカとソ連が多くの核実験を行ってきた。中国は 1980 年台まで行って

きた。そのため、かなりのフォールアウト（降下物）があり、現在の福島の中学生の尿から

約 1.1 ベクレルのセシウム 137 が検出されたが、年代別にみていくと 1960 年代にはその 4
～5 倍の量を検出していた。1960 年代は、日本人一人当たり平均して五百数十ベクレルの

セシウム 137 を持っていたことが明らかになっている。このように現状のみではなく昔の

ことも少し視野に入れながら考えていくことが重要だと考える。 

 

16 時 40 分～17 時 15 分 報告「福島県立福島高校での取り組み」 

 福島県立福島高等学校教諭 原 尚志、SS 部生徒 須田君 

概要 
SS 部生徒・須田君 
放射性物質に汚染された土壌を分析して、土

壌のどこに放射性物質があり、それをどのよう

に除染すればよいかを研究している。 
昨年度までの研究結果から粒径が小さいも

のほど単位質量当たりの放射線が強いことが

判明していたので、土壌の微粒子が放射性物質

に汚染されたために土壌の線量が高くなって

いるのではないかと考えた。 
研究の手法は、 初に実験１として土壌の粒

径を分け、水で洗浄しその微粒子を洗い流す操作によって放射線量がどれだけ変化するのか

を確認した。次に実験 2 として洗浄時に土壌にあった放射性物質が水に移動するのかという

ことを確認した。 
実験 1 の内容は、初めに 5 段階の粒径に篩いで分け、その篩いの上で洗浄し微粒子を除

去した。洗浄前と洗浄後でそれぞれ放射線量を測定した。その後放射能を測定した。結果は、

土壌 100 グラム当たりに換算した放射線量が、洗浄することで約 10 分の 1 にまで減少して



いることが分かった。この結果により放射性物質は 25μｍ以下の微粒子とともに流出した

と考えた。また 25μｍ以上の粒径であれば放射性物質を洗浄して減少させることができる

ことが分かった。また東京都市大学にあるゲルマニウム半導体検出器を利用させてもらい、

セシウム 137 と 134 を放射能として検出した。 
洗浄水を乾燥させて取り出した 25μｍ以下の

粒子からはその他のサンプルに比べかなり高い放

射能を検出した。このことにより、放射性物質は

25μｍ以下の微粒子に付着している事が判明し

た。 
しかし、洗浄水に移動した放射性物質が乾燥の

際に微粒子に再び付着した可能性も否定できない

ので、実験２を行い放射性物質が水に移動したの

か、25μｍ以下の微粒子に付着していたのかを確

認した。実験２ではより目の細かい 7μｍと１μｍの濾紙を利用してさらに細かく分類した。

25μｍの篩いの上で洗浄し、25μｍ以下の微粒子を 7μｍの濾紙で濾過し、7μｍ以下の微

粒子を 1μｍの濾紙で濾過して濾液を回収した。そしてそれぞれの残留物とろ液に対して放

射線量を測定した。結果は、ろ液からはほとんど放射線物質は検出されず、主に 25μｍ以

上と 7～25μｍ以上の微粒子から放射線量が検出された。以上のことから放射性物質は 25
μｍ以下微粒子に固着して離れず水には移動しないことが判明した。 
様々な地域の粒度分布を測定したところ、25μｍ以下の汚染土の割合は 6～38％になって

いることもわかった。 
今後の課題としては、福島高校のグラウンド以外の土で洗浄の効果や除染効率を検証する

ことと、どの程度の大きさの篩いが実際の除染に適するのかを検証することが挙げられる。 

 
原 尚志教諭 
福島高校は平成 15 年に共学化され、平成 19 年に SSH に指

定され、今年度からは改めて SSH に再指定され、同時にコア

SSH の指定も受け地域の中核校として活動を行っている。 
震災当日は、6 講時目の授業中に地震が来て体感では約 5 分

揺れが続いた。その後生徒たちとともに避難し、けが人はいな

かった。現在は 4 棟ある校舎の 2 棟が使用できなくなり、取り

壊しを行っている。翌日から福島高校は避難所となったためそ

の対応に追われ、教師は 2・3 交代勤務を行っていた。その後

は学校再開にともないプレハブ校舎を作ってもらい、そこで

1・2 年生に授業を行っている。 
福島高校 SS 部では、昨年の 5 月に行った校庭の放射線量の

メッシュ調査を初めとして、東日本大震災以降、放射線に関する様々な調査を行ってきた。

放射線量のメッシュ調査では装置の補正などを行い、できるだけ正確な値を計測できるよう



に心がけ、測定結果をホームページに記載した。

この調査結果では基本的に放射線量が校庭で

はほぼ一定の値になっていたことが分かった。

また雨どいの下や側溝などの調査では、放射線

測定器「はかる君」の目盛りが振りきれてしま

い、後日、より高い放射線量を測ることのでき

る測定器で測った際には、20μSv/h の線量率

を測定した。また、地表面下の放射線量を測っ

た際には 10cm 掘り進むとほとんど放射線量

が出ないことから、雨によって電離したセシウ

ムが浸透したのではなく、表土付近の土粒子に付着したセシウムが雨などの影響で拡散し一

様な値になったのではないかと推測していた。この段階では土壌の汚染が支配的であり空気

的な汚染はないと考えていた。 
その後も木造平屋住宅調査やマンションを利用した大気の放射性物質による汚染調査、掃

除機を用いた大気の放射性物質による汚染調査などを行ってきた。 
放射線教育に関する取り組みでは、総合学習の時間を利用して、生徒に放射線についての

講義を行ってきた。また私の中では、福島では放射線から身を守るということを中心に据え

て放射線教育を行わなければならないと感じており、外部被曝と内部被曝の両方について、

どのように対処しなければならないのかということを伝えていくことが重要であると考え

ている。また福島県が農業県であることから、風評被害に関しても一人一人が向き合ってい

くことが必要になってくると考えている。 
私は今、数名の生徒に積算線量計を配布し、自分のものと生徒のものを比較する取り組み

を行っている。福島高校は学外の施設で運動部が活動することが多く、除染が進んでいない

施設で活動する場合の積算線量が高くなっていることが判明し、対策を講じている 中であ

る。内部被曝調査に関しては、ホールボディーカウンターで高校 3 年生に実施される予定で

ある。 

 

17 時 20 分～17 時 55 分 報告「福島県内の中学校における放射線教育の取り組み」 

 福島県郡山市立明健中学校教諭 佐々木 清 

概要 
明健中学校は福島第一原発から約 50 ㎞に位

置しているため放射線量は、事故当時約 3 マイ

クロシーベルト毎時であったが、除染などによ

り 0.3 マイクロシーベルト毎時にまで下がって

いる。 
福島県民は、東日本大震災に対する政府の対

応に様々な不信感を持っている。例えば土壌の

除染作業が遅れていることや安全基準値の変動



による風評被害の継続などが挙げられる。 
また、3 月 11 日に起こった「東北地方太平洋沖地震」という地震の名称を忘れている人

が多い。 
自分の参加する NPO で「なぜ福島は静かなんだ。このままでは全国からの温かい支援が

途切れてしまう。」という言葉をもらい、その時から放射線に関する資料を集めてきた。そ

の後中学校 1 年生の生徒たちに「放射線について学びたいか」という問いを投げかけたとこ

ろ、ほとんどの生徒が「学んでみたい」という回答があり、2 学期に放射線に関する教育を

行うために授業づくりを始めた。 
明健中学校は小中連携校であり、毎年 11 月には研究を行うので、放射線に関する授業を

行った。放射線に関する教育を通してどのような生徒に育ってもらいたいかということを考

えたとき、3 つの項目を考えた。一つ目は自ら放射線量を測定できる生徒、二つ目は自らデ

ータを分析して判断できる生徒、三つ目は互いに助け合って行動する生徒である。生徒たち

に身に付けてもらいたい力としては、一つ目が、空間線量率を正確に測定する力、つまり環

境モニタリング力であり、二つ目が、放射線量の変化に気づく力、つまり科学的なデータ分

析力、三つ目が科学的根拠に基づく情報を選択し判断する力、つまり科学的な判断力、四つ

目が互いに放射線被曝量を少なくする態度、つまりリスクコミュニケーションである。そし

て、普段の授業で身につける力として挙げているものは、一つ目が自ら観察実験をして正確

なデータを得る力、二つ目が実験データを科学的に分析・解釈する力、三つめが、科学的な

根拠に基づき責任を持って意思決定する力、四つ目が思考の練り上げによる科学的な思考

力・判断力・表現力および態度である。この普段の授業で身に付けさせたい力を高めていく

ことは、放射線に関する教育に対しても有効であると考えられるので、普段の授業の重要性

を改めて考えた。 
実際に行った授業では、校庭の中で校庭からはぎ取った表土が埋められている箇所だけ放

射線量が他の場所に比べて高いということを切り口にして授業を行った。まず、「除染後の

校庭の放射線量調査を行った際に放射線量が高い場所がいくつかあった。これはなぜだろ

う。」という質問を生徒に投げかけ考えてもらい、生徒たちに解答してもらった。 
授業では思考の練り上げを重視した。まず生徒一人一人が自分の考えを書き、次にペアと

なって赤ペンで訂正を行う。そして四人グループで考えたことは青ペンで記述を行い、ホワ

イトボードにまとめ、クラス全体で考えるという

方法をとった。 
授業前と授業後に行ったアンケート調査の比

較では、授業内容はほとんどの生徒が記憶してい

た。情意面では、放射線に関する学習を行いたい

かという観点において、授業前と後で大きな変化

はなく高いままであり、放射線は怖いかという観

点において、人体への影響を扱っていないので授

業前と後では大きな変化は見られなかった。放射

線に関してどのようなことを学びたいかという



点では、放射線による人体への影響が数多く挙げられていた。 
明健中学校では、放射線教育研究推進委員会を立ち上げ、どのように放射線教育を行って

いくのかを協議し実践してきた。さらに 8 月 3 日には福島県中教研理科部主催の「放射線

に関する講習会」を明健中学校にて行った。その中では福島大学の共生システム理工学類教

授の山口克彦氏の「放射線物理学の基礎 中学校理科教員のための放射線講義」を行っても

らい、実技研修ということで、霧箱を使った放射線の飛跡観察を行った。 
これからは指導案や関係資料の収集を行い、それを DVD 形式で福島県中教研理科会員へ

配布する予定である。 

 

18 時～20 時   交流会（自己紹介，及び，福島県の理科教育関係者と交流） 

 
初日の夕方、参加者と講師、発表者、

JST からの視察者、翌日同行する埼玉

大学教員に加えて、埼玉県教育委員会

の指導主事、地元新聞記者等も参加し

て、活発な交流会がもたれた。初日に

交流できたことで、参加者が相互にコ

ミュニケーションしやすくなった。会

の中で、各参加者に自己紹介をしてい

ただいたことも有効であったと思われ

る。ただし、時間が不足したため、自

己紹介が途中までとなり、3 日目の交流会に持ち越しとなってしまった。 
 

  



２日目プログラム：８月２３日（木） 

 

借り上げバスで南相馬市に向けホテルを 7 時 45 分に出発した。 

 

バス内 解説「放射線測定について」 

 埼玉大学理工学研究科教授 井上直也 

概要 
キャンプの二日目は、参加者 2 名に 1 台、放

射線測定器を携帯して視察中の空間放射線量を

測定していただいた。使用する放射線測定器「γ

イレブン」（ヤマガタ共同製）を用いた放射線量

の測定方法について、井上教授から解説した。

測定値は、自然放射線も測っていること、測定

器に表示されている『BG』（Back Ground）が

自然放射線の目安になること、測定値は過去一

分間の平均値なので、 低一分間は同じ場所で

測定器を置いておく必要があること、測定値の

誤差は 20％前後あることなどが説明された。 

 

バス内 講話「飯舘村の現状」 

 飯舘村村長 菅野 典雄 

概要 
 東日本大震災が起こるまで、飯舘村は約 6000
人 1700 世帯が生活していた山の中の純農村で

あった。家畜が盛んで 3000 頭の牛を飼育して

いた。他力本願ではなく、無いものねだりでは

なく、『あるもの探し』をしながら、自主自立

で生きていくことでやってきた村である。それ

が、原発事故によって、風にのって放射性物質

が降り注いでしまい、年間 20mSv を超える放

射能に覆われ、概ね 1 ヶ月くらいで全村避難し

なさいという指示が 4 月 22 日に国から出され

た。 
震災の起こった 3 月 11 日、甚大な被害を受けられた南相馬市や浪江町から飯舘村に約

1200 人が避難をしてきた。原子力発電所が爆発し、3 月 15 日に飯舘村で放射線が測定され

ると、44.7μSv/h であった。これにより、避難されてきた方々だけでなく飯舘村民も全員

避難勧告が出た。3 月 19 日に栃木県鹿沼市に避難した。 



他の災害はゼロからのスタートとなるが、放射線のリスクはマイナスからのスタートとな

る。放射線に関して、専門家によって安全とみなす値が異なることや、詳しい理解が困難な

ことから、人々の心を分断する。村から離れてしまってもう戻れないという家族が大勢いる。 
子どもたちは川俣町の幼・小・中・高校に移った。土地を買って、新たに小学校を建てた。 
過去全村避難した自治体の例から、帰村率は 60％くらいだと予想された。放射能だから、

もっと少なくて半分以下になる可能性もある。その中で、どう村を復興するかということに

なると、もう元通りにはならない。したがって、戻らない人は村の人ではないという話しに

すると、ますます先細りしてしまう。戻れない人もいていい、そういう人にもしっかりと向

き合っていく、一人一人の復興を目指すという姿勢で復興計画を作っている。子どもたちに

は、原発事故後、さまざまな制約を強いてきたので、飯舘村では村の子供たちに海外に行っ

てもらう企画を行なっている。現在村にいる子供たち同様、遠くに転校した子供たち全員に

も声をかけるようにしている。小学生を沖縄や北海道に行かせている。何らかの形で声かけ

をしている。 
44.7μSv/h あった放射能は、今では 2～3μSv/h まで下がっている。除染をすれば、間違

いなく下がる。どこまで下がるかは、まだ確立していない。しかし、除染ができませんでし

たでは、世界中の笑いものになる。除染をしっかりとしてもらうよう国に働きかけている。 
原発事故から、私たちが何を学ばなくてはならないか。 
小さな村の生き残り策として「までい（真手）ライフ」（両手という意味、つまりそこか

ら、ていねいに、大切に、念入りに、手間暇惜しまず、心を込めて慎ましく、もったいない）

を進めてきた。大量生産、大量消費、大量廃棄の生活を見直すべきだということ。また、日

本人は元々、他人への思いやりを大切にしてきたが、いつの間にか、自分さえよければ他人

はどうなってもいいという話しになっている。飯舘村の「までいライフ」は、日本の未来の

あるべき姿ではないか。便利さ、物の豊かさを求める発想だけでよいのか。今の世代だけの

豊かさでよいのか。次の世代にどういう日本をバトンタッチするのかを考える試練を、原発

事故が与えてくれたと考えている。足し算的な発想から引き算的な発想が必要だ。五木寛之

さんの「下山の思想」がベストセラーとなっているが、これまで頂上に登ることばかり考え

て頑張ってきたが、下山は悪いことではないだろう。福島だけの問題ではなくて、日本人が

どう生活していくかを真剣に考える機会にしなければならない。 
飯舘村では、原子力発電所の事故により以前の生活が失われてしまった。田んぼは荒れ放

題である。地震ではほとんど被害はなかった。残念ながら原発事故で全村避難になった。低

線量被曝を承知の上で、特別養護老人ホームを継続し、村民がパトロール活動をして泥棒も

捕まえている。菊池製作所は、避難中に、ナスダック上場を果たしている。除染が終わって

いるので現在は 0.8μSv/h くらいになっている。水からは、放射性物質は検出されていない。

粘土質の土壌にセシウムが吸着するということで、ほとんど水には影響が及ばない。といっ

ても安心してはいけないので、食べ物の放射線測定ができるようにし、ホールボディカウン

タを購入して、村民が自由に検査できるようにしている。このように毎日、生産性がないと

ころに、尽力しないといけない。ぜひ、原発事故をきっかけに、日本全体でこの先の生活を

見直す機会につなげていただきたい。 



9 時～10 時頃  視察「飯舘村内の除染（菊池製作所への訪問）」 

概要 
 働く場がなければ村の復興はないという菅野

村長の強い意志で国に働きかけをした結果、操

業継続が認められた飯舘村の菊池製作所で、放

射能の除染のための技術開発や、除染作業の実

際の様子を視察した。 
新技術として、日立製作所にもご協力頂き、

「ガンマカメラ」のデモンストレーションをし

ていただいた。これは、目に見えない放射線（γ

線）を、カメラで撮影している映像上に、その

強度を色分けしてパソコン画面上に同時に表示

出来る装置である。強度が強いものから、赤、

オレンジ、黄色、緑、青と色分けされている。

視察現場では、除染で削った表土が大きな袋に

入れられて並べて置いてあるが、ガンマカメラ

でそれらの袋の場所を撮影した画面は赤くなり

周りはオレンジや黄色に表示されていた。 
ガンマカメラではビデオ映像と測定したガン

マ線の分布データに、対象との距離情報も加味

して画像を合成している。通常の放射測定器で

は、観察地点で四方八方から飛来する放射線の

空間線量を測定しているため、放射線がどの方

向から飛来しているかはわからないが、ガンマ

カメラは、どの方向から来ているかを特定でき、さらにカウントした放射線量を距離で割戻

しして評価対象の表面線量に換算する。 
この技術を用いれば、強い放射線源(ホットスポット)の位置を特定でき、除染作業員の健

康被害を防げる。また、放射線量の高い場所と低い場所が区別できることで、除染の際に削

り取る土壌の深さを加減でき、減量が可能となる。さらに、流水による汚染物質の移動を食

い止め、汚染物質を効果的に除去するために、古新聞を溶かしたものにゼオライトを混合し

て開発されたフィルター（ガードメン）を紹介していただき、フィルターの通過前後で放射

線量が低減することをガンマカメラで捉えた実験について解説していただいた。ゼオライト

は表面のみに吸着作用があるので、ごく少量で高い除去率が出る。この現場で半年以上の試

験を行っている。 
一通りの説明を受けた後、参加者は、携帯している放射線測定器を用いて、しばらく周辺

の空間線量を測定した。高い部分の線量率は 4～5μSv/h 程度を、平均的な値は 1～2μSv/h
を示していた。 
農地の除染作業は、より効果的な除染方法を明らかにするための実験を兼ねて実施されて



いた。実際に、除染作業に携わっている作業員

の方から、作業の様子や難しさについて説明し

ていただいた。空間に舞い上がる放射性物質に

よる内部被曝を防ぐために、防護服とマスクを

着用しての作業は、暑い夏は特に困難であるこ

とが実感できた。また、表土を削る前に線量率

が 2.69μSv/h であった場所で、削った直後に

0.6μSv/h に低減したにもかかわらず、その後

の風によるチリの移動などで 1.34μSv/h まで

高くなってしまい、局所的に除染することでは

効果が低下してしまった例など、効果的な除染作業の困難さの説明も受けた。 
（石川俊氏による解説）草野地区では、除染を 3 箇所行う。生活圏、農地、森林の除染が

行われる。現在、実証実験をしている。農地の除染の基本は、表土を 3cm の土壌を剥ぎ取

る。 終的には、攪拌して米を実験的に作って、セシウムが移行しているかいないかを来年

調べる予定。田んぼは、一様な高さではないので、3cm のところも 5cm のところもある。

そのため、1 トンの土壌を入れるフレコンパック（トンパック）が、現在 3 倍できてしまっ

ている。これを持って行く場所がないので、1 ヶ月作業を中止せざるをえない状況。 
この地区で 200 名の作業員が働いている。夜は住んでいないので皆、川俣町方面から通

ってきているので、毎朝渋滞になる状態。線量計をもっている参加者は、土壌を剥ぎ取った

ところとそうでないところ、トンパック周辺など、測定してもらえると違いがわかる。作業

員は、防護服を着て、N95 規格のマスクをして、必要に応じてゴーグル、足袋をして、毎

日被ばく量を測定し、月毎に作業員に知らせるとともに、半年ごとに白血球の検査をするこ

とになっている。この地区は、飯舘村でも放射能が一番低い場所になる。今後は、より線量

の高い地区をどのように除染していくかも検討していかなければならない。 

 
 

バス内 講義「原発事故と地震予知」 

 埼玉大学地圏科学研究センター教授 渡邉 邦夫 

概要 
 福島第一原子力発電所は、もともと高台であった場

所を掘削して低地として建設された。対して、東北電

力女川原子力発電所は、15m の高さの地盤にさらに

3m の防潮堤のかさ上げをして建設された。 
 全電源喪失となった福島第一原子力発電所では、送

電線の鉄塔が倒れて、送電できなくなってしまった。

この鉄塔は、谷を埋め立てた地盤の弱い場所に建設さ

れた。当時、基礎が不十分だという科学者の意見があ

った。ものを作る時には、科学者や技術者の意見が通



るとは限らない。基礎を丈夫にするには費用がかかる。しかし、この基礎が弱かったために、

東日本大震災で送電線の鉄塔が倒れてしまった。 
原発事故の教訓を生かすために、原因を明らかにしなければならない。原発などを作る際

には科学者の意見が優先されるべきであるが、決定権を持つ人々が重要だ。原発事故で科学

者・技術者が批判されることが多々あるが、このような背景があることも知って頂きたい。 
 東日本大地震では、東北地方の太平洋側は多くの地域で震度 6＋以上を記録した。ところ

が、約 1 年前の平成 22 年に文部科学省が公開した地震予測では、福島県で今後 30 年以内

に震度 6＋以上の地震に襲われる確率は 3％に過ぎないとしていた。殆ど起こらない大地震

に備えるためにどれだけお金をかけるかという議論になってしまう。 
 地震の揺れの加速度（Gal）と建物の倒壊率の関係図（東京都まとめ）によると、東日本

大地震の加速度では全ての建物が全壊すると予測されるが、実際には全壊家屋は殆ど無かっ

たと報告されている。予測は、建築の努力次第で大きく変わることがわかる。 
 東京周辺では立川断層の動きが重要であるが、マスコミの報道によると、東日本大震災で

立川断層での地震発生確率が上がったと書いてあり驚いたが、取り上げられた専門家の表現

は「発生確率が高くなっている可能性がある」ということであった。活断層が動きやすくな

ったとも動きにくくなったとも言えるところを、マスコミはより悲観的な表現で報道した。

立川断層の活動周期は約 5000 年と想定されていて、約 1000 年前に活動していることがわ

かっている。したがって、立川断層はしばらく活動しないと考えられるというのが今までの

説だった。こうした地震の予知に関わる情報の発信は社会に様々な影響をもたらす。不動産

業でも土地の売買に利用されうる。人間の時間感覚では、100 年、1000 年といった時間の

長さを認識することはむずかしく、社会的な混乱につながりやすい。数百年数千人に 1 回起

こるような現象にどう対応して安定的な社会を作るかを考えていくための学問体系が必要

と考えている。 
原発事故で、ヨウ素、セシウム、テルルなどの放射性物質が放出された。原発事故による

健康被害を考えるには、ヨウ素の量が重要になってくる。しかし、ヨウ素は半減期が 8 日で

あるため、空間線量の変化に着目をして 4 月 1 日の核種分布のデータから遡って推定した。

解析を行なったところ、現在放射線量率の低い海岸部（いわき）ではヨウ素のような短寿命

核種による影響が大きかったと推定される。ところが、福島、郡山、白河では半減期の長い

セシウムの割合が高かったため、現在でも高い放射線量率を示している。その他、モニタリ

ング地点のデータをネットワークでつないで、線量の変化をリアルタイムで追跡し、今後の

変化を予測することで除染に役立てる取り組みを始めている。 

 
  



11 時～12 時 30 分頃   「南相馬市社会福祉協議会原町区福祉会館」に訪問 

 

報告「福島県の現場の課題と提言 がんばろう！東北『東日本大震災の教訓を生かそう 東

北からのメッセージ』」 石川建設工業（株）代表取締役社長 石川 俊 

概要 

 建設業界では南相馬市、福島県と災害防災協

定を結んでいる。協定の内容には自衛隊のため

の道路啓開作業が含まれる。道路啓開作業とは、

低１車線道路を交通可能な状態にして消

防・自衛隊の活動が円滑に行われるようにする

ことである。東日本大震災を受けて、この作業

をしていた 3 月 12 日、原子炉が爆発した際に

は、政府から何の連絡もなく爆発のことを知っ

たのはテレビのニュースであった。5km 圏内は

緊急避難、10km は自主避難という指示が出た。3 月 14 日、11 時頃、原子炉 3 号機の爆発

が起こった。その時は原子炉から 25km 程離れた所で作業をしており、鈍い爆発音と共に茶

色のキノコ雲が上がったのを作業員と目撃した。12 時のニュースでは爆発が起こったこと

が知らされたが、甚大な被害はないという説明が官房長官からなされた。この爆発の時も政

府からの連絡は無かった。30km 圏内は屋内退避または自主避難という指示がテレビから伝

えられたために、作業員は集まり、話し合い、午後の作業の中止を決めた。そして、作業員

は家族を避難させるために、渋滞する飯舘村の山道を 4 時間かけて逃げて行った。今思えば、

その日の福島は雪が降っていて、道中、放射能のチリを浴びていたのだと思う。 

防災協定にしたがって、作業員は 3 月 25 日から 5 月の連休まで自衛隊の第一空挺団と共

に遺体捜査を行なった。遺体があると判断した時は、まず自衛隊が棒で調べ確認して警察を

呼び、警察が遺体を収容した。そして、検死は消防が行い遺体を救急車で搬送します。この

ような役割が法で定められている。 

この頃は、放射能の知識が無かったので、埼玉大学の永澤先生に資料をいただいて、作業

を行う社員に作業を行う上で服装等について説明をした。放射能の心配される場所で作業を

行う服装は法で定められていないので、事業主の判断に任せるというのが政府の判断だった。 

こうして、建設業者では、震災後、遺体捜索とともに、瓦礫の撤去と仮設住宅の設置を行

った。福島県は、国道西側を地震災害で、東側を津波災害で、激甚災害法での復旧工事を進

める査定を国に要求した。激甚災害法は 3 年間の適用期間となっているが、地震災害につい

てはある程度進められているが、津波災害については殆ど進展していない現状で、すでに 1

年半が経過している。今後の海岸堤防その他の工事を進めるためには、法律を変えていただ



く必要がある状況である。 

原子力災害の復旧、除染に関しては法的整備が遅れ、なかなか事業が進展しない状況であ

る。復旧復興しながら働く人々の心が荒廃してきている。家族と土日にしか会えない人も多

い。放射能に関しては、個人の判断に委ねられるので、子どもをどこの学校に通わせるかも

難しい判断で、避難先にいる人と戻ってきて生活している人との心の壁が高くなってきてい

る。学者も、正しいことを正確に伝えると御用学者と呼ばれ、煽ると批判されるので積極的

に発言しにくくなっている。教員もストレスがたまっている。子どもたちも、外で遊ぶな、

中でゲームをしろと言われて、うつになりやすい生活を送っている。 

 理科の先生方に、情報を提供したり支え合っていけるようなネットワークをつくって頂き

たいと願っている。 

 

 

 

講話「東日本大震災における南相馬市の状況」   南相馬市長 桜井 勝延 

概要 
 南相馬市において、この１年半でどのような対応をし

てきたかということ、また、今現在どのようになってい

るのかについてお話し頂いた。 
 3 月 11 日から 3 ヶ月間は、頭が真っ白な状況にさせら

れた中で、誰がどういう責任を取るのかが誰にも見えな

かった。自身は首長の立場でそれを言っている余裕がな

かった。政府も 5 月くらいにはようやく落ち着きが出て

きた。 
 鹿島区は、水田だったところが海水が流入して排水場

も破壊されて湾のようになった。小高区では現在もそう

した状況が続いている。地震ではとりわけ小高区が大変

な状況であった。 
津波の第一波は、14～15m、第二波は 20m くらいあって、奥深くまで入ってきた。火力

発電所も破壊された。学校は避難所となり、市民も多くを避難させざるをえなかった。 
30km 圏内の規制によって、南相馬市では、多くの市民が避難し、物流もストップした。

経産大臣に死の町と呼ばれるようになる。その通りの状況であったが、マスコミにたたかれ

て更迭されるということがあった。マスコミには、真っ先に逃げて 3 ヶ月戻って来なかった

ことの憎しみが消えることはない。 
現時点で、南相馬市で、震災で亡くなられた方は 900 人を超え、内 315 人が原発事故の

関連して亡くなられた方々である。電力関係者が、原発事故で放射能で死者は一人も出てい

ないなどと言った方がいたが、全くの間違いで、浪江町などではもっと比率が高い。医療機

関がストップしたり、介護施設などにいた弱者が避難先で多く亡くなったりしている。 



杉並区からは、職員 7 名を派遣してもらっているなど、自治体間で直接的な支援を頂いて

いる。富山県とも歴史的な関係があり、ご支援を頂いた。 
――多くの写真資料を示しながら、震災後の状況についてご説明頂いた。－－ 
 復興計画の中で、「心一つに、世界に誇る南相馬の復興を」というスローガンを掲げた。

なぜかというと、南相馬市で起こった災害は、世界史的な災害であるから、世界的な視点で

復興を考えていかなければならないと考えるからである。マグニチュード 9.0 の地震、高さ

20ｍを超える津波が襲い、さらに、原発事故が起こり、住民が避難を余儀なくされている。

この歴史上かつてない災害をどのように克服したのかを世界に見せなければならない。 
 心一つにというのは、南相馬市は、1 市 2 町の合併でできたところに、原発事故で、30km
圏外、20km 圏内ということで、原町区、鹿島町、小高町がばらばらにされてしまって、そ

れがさらに線引きをされて、警戒区域、緊急時避難準備区域、計画的避難区域等で細かくば

らばらにされてしまった。人が自分の主張だけをしていてはだめで、心一つにしていかねば

復興は思うようにならないということである。 
 いかに、原発災害を克服するか。脱原発は理念ではなく、具体的な政策である。政府は、

原発は残さなければならないと言っているが、では、この実態は取り残していいのですかと

問いたい。東京では何不自由の無い生活をしていて、被災地の生活はどうでもいいのか。世

界史的な災害を克服していくのに、日本の政治は何を考えるべきなのか。 
国民は節電に努めている。日本人を甘く見るな。皆が理知的であるし、考えて行動すれば、

問題は解決できる。にも関わらず、原発を再稼働させるのは、目先の利益しか考えていない

ということ。原発を負の遺産としてしまえば、経営的に問題がでてくるので、稼働させると

いうことだろうと考えている。 
マスコミが、原発事故後、被災地から去って、3 ヶ月帰ってこなかった理由を考えていた

が、放射能が怖くて入れなかったことのか、電力業界から巨額のスポンサー料をもらってい

る立場で実態を伝えられなかったからか、私は後者が強かったと今も思っている。 
エネルギー基本計画での原発依存度が検討されている 中、野田総理が大飯原発再稼働を

決めた際、関係者から「福島は見捨てられたんですね」と言われた。福島の再生なくして日

本の再生無しと言いつつ、仮設の状態は依然変わっていないのに、原発は再稼働と決まる。

住民を代表する立場で、ばらばらにされた状態で復興を目指すには、「心を一つに」しかな

い。補償問題でも、20km 圏、30km 圏などの線引きで、お金で差をつけられたり、20km
圏内にはまだ戻れていない状態がそのままにされていて、なぜ原発は再稼働なのかという怒

りが出てくる。放射能を振りまかれて先が見えなくなった人々の思いをしっかり受けて、政

治は政策展開をしなければならないと考えている。 
 今現在どのようになっているか 
人々は避難した時には助けて頂いたという気持ちがあったが、3 ヶ月半避難の状態が続く

と、いつまでこんな状態が続くのかという気持ちが強くなった。職員は、1 万人まで減った

住民のため、上下水道の復旧も自らしたり、ガソリンスタンドの供給までやってきた。今は

4 万人を超えるまで戻ってきたが、いつまでこんな状況なのかという不満が高まっている。

子供を抱える親はさらに、放射能があるような危険なところには戻ってこられないという気



持ちがある。病院は入院ベット数が一時 0 になったが、医療機関が完全に回復しなければ帰

るのに不安を抱かざるをえない。今も看護師不足に悩んでいる。 
象徴的にニュースが流されるが、現場では対応ができないものばかりだ。除染が進まない

話し、仮設住宅で健康を害している話し、南相馬市でプルトニウムが出たというニュース、

災害関連死について自殺の話し、太陽光発電でメガソーラー発電所の建設が進んでいない話

し、火力発電所の復旧に数多く来られる作業員が寝泊まりするところがないという話し、な

どなど。瓦礫の処理一つとっても、議員からの追究があるが、堤防に利用する案は、環境省

の理解が得られず、焼却場であれば認めるといった形で、単純でない。除染は、仮置き場を

作って 30 年間置いてくださいと国が言っているが、住民同意は簡単でない。原因者である

東京電力の姿は、国の後ろにいて見えてこない。 
東京電力は、原因は自然災害だという立場だ。東京電力の事故報告書によると原発は危険

なものという位置づけではなく安全なものであるというところから話が進められていた。だ

から全電源喪失だという想定が全くなかった。ベントができなくて 2 号炉の圧力が 0 にな

った時に圧倒的に汚染物質が放出された。設計上のミスだ。欠陥商品のままで運転をしてき

たということ。津波が予期されている場所では原発は作るものではないと思っている。 
今の状況として、家族がばらばらにされたことで、賠償に差をつけられたことで、自分の

場所に住むことができなくなったことで、人の心がずたずたにいくばかりだ。遅れているだ

けでなくて、生きる希望が見いだせなくなっている。教育の目的は人にやる気を出させるこ

とだ。人に動機付けをすることが教育の一番の目的だと思うが、今は人に希望を与えられな

い、動機付けできない状況が強いられている。我々はいかにこの状況を抜け出せるかが、一

番克服すべき問題である。こうした人々に対して、東電も国も、心を前に向かせる気持ちが

足らない。復興を急ぐ思いで 4 月 16 日に小高区の警戒区域が解除に同意した。原発からの

距離の線引きで、賠償に差があるため、住民間に不満が生まれる。南相馬市としては、一体

として補償を求めている。 
人の心をいかに前向きにさせることは、自分自身を取り戻す作業である。お金をもらわな

ければ再建できないのではない。人の気持ちをばらばらにすることで、東電や国に対する批

判が、自治体への不満にぶつけられていると感じる状況である。 
どうぞ現場を視察することで、どうか住民の状況を理解していただければと思う。 

 これからの産業復興には、インフラ的には概ね 3 年程度で可能であるが、人の心は簡単に

は戻らない。 終的に復興できる見通しを何年と表現できない。人の心が前向きになってき

たと感じられる時が復興を実感できる時だと考える。現場においては、今を厳しいと思えば

どんどん厳しくなっていくが、今をチャンスだと思えばどう活かすかが考えられるようにな

る。被災した状況で役所に寝泊まりしながら、自分がこういう状況に立たされたのを絶好の

機会を与えられたと意識できたことで行動をすることができた。今は、海の変化や生き物の

変化など、自然の生命力を感じながら、自分が前向きに進む気持ちを得るようにしている。

学生の皆さんにも、使命感をもって、これからの日本を支えていく若い力に期待している。

現場の状況を原点に見据えて自分の生き方を決めていってほしい。 

 



昼食 南相馬市の銘醸館－食彩庵にて、全員で美味しい昼食をいただきました。 

  
 



13 時 20 分～13 時 50 分頃   視察「南相馬市立原町第一小学校」 
概要 
 午後のはじめに南相馬市立原町第一小学校を

訪問し、教頭先生から震災後の学校の対応状況

について、また栄養士の方から学校給食の状況

について説明を伺い、その後、校内の放射線量

を測定した。 
 この学校は、昨年 10 月 17 日に学校を再開し

た。それまでは、南相馬市鹿島区の鹿島小学校

で校舎を間借りして授業をしていた。この再開

までの間、校舎内外で 2 度の除染作業を行い今

の状態になった。 
 再開当初は、校舎外での活動は 3 時間以内と

し、長袖とマスクをつけるという制限があった

が、今年度からは自由に活動しても良いという

状態になった。放射線を気にする保護者のため

には長袖で授業を受けさせたり、プールの時間

は見学にさせるなどといった配慮がされている。

そして、保護者に納得してもらうためにも、教

頭自身で測定している放射線量の結果を毎週学

校便りなどに載せて公表している。 
給食については、食材の検査を欠かさず行い、

セシウム 10 ベクレル以下の食材を用いている。

これまでの検査では 1 度も検出されていないの

で、安心して食べられる給食を提供している。

しかし、保護者の理解を得るのは容易でなく、

現状では、県外産の食材を用いている。 
原町市内の小中学校と公共施設には、モニタ

リングポストが設置されていて、市のホームペ

ージで、時間と放射線量が逐次公表されている。

今回の訪問時には、0.18μSv/h 程度の値が表示

されていた。 

 
 
 
  



14 時～14 時 30 分頃   視察「福島県立原町高等学校」 

概要 
続いて、原町高校を訪問し、教頭先生から震

災後の学校の対応状況について説明を伺い、そ

の後、校内の放射線量を測定した。 
この学校は、昨年の 10 月 26 日に再開した。

また、今年の 4 月から、この学校の校舎の一部

を小高商業高校が使用している。校庭にプレハ

ブの校舎が完成したので、今後プレハブ校舎で

の授業が始まるところである。プレハブ校舎に

は冷房が設置されているが、原町高校の校舎に

は冷房施設がないので、原町高校 PTA が資金を

出して、発電機を借りて冷房を取り付けたとこ

ろである。 
この学校も除染作業が行われたが、80000 ㎡

という広い敷地で、アスファルトで覆われてい

る部分も多く、十分な予算がとれず、グラウン

ド中心に除染をした。まだ、作業を行えてない

場所もある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 時 30 分～16 時頃  視察「小高区駅前通中心部の地震被害の状況、原町区小浜・太田

川河口付近の津波被害状況、及び「ヨッシーランド」の津波被害

の状況」 

概要 
 バスで、福島第一原発 20 キロ圏内であったた

めに、6 月まで立ち入りが規制されていた小高地

区を含め数カ所を訪問し、地震と津波による被害

の状況を視察した。 
小高区駅前通中心部では、 近ようやく、多く

の被災した住宅等の解体整理作業が開始された

状態で、1 年以上経った今も傾いた家屋やつぶれ

た家屋がそのまま残っていて、地震の影響の大き

さが実感できた。 
信号機は点灯しているものの、町には片付けの

作業員以外の人気がない状況である。 

 
 
 
 

 
次に、原町区小浜・太田川河口付近の津波被害

状況を視察した。ここは、草が生い茂ったがれき

とともに、津波によって破壊された家屋が多く残

っていた。津波は堤防を破壊し、住宅に押し寄せ

てきた。地盤沈下によって、広大な農地が海水に

水没し、再開は困難な状態となっていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



そして、多くのお年寄りが亡くなられた介護

施設「ヨッシーランド」を訪問した。参加者は

献花台に黙禱し、静かに施設内外の津波被害状

況を視察した。ここは、海岸から約 3km 離れ

た場所であったが、津波はこの施設まで到達し

た。約 1.5m の高低差がある施設の入り口の道

路を津波は超えなかったにもかかわらず、津波

はがれきや倒木、岩などを伴い押し寄せてくる

ことで、建物の海岸側の柱が折れて、平屋の施

設内部を奥まで破壊しているなど、破壊力の大

きさが見て取れた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その後、福島市への帰路、バス内で、各参加者から視察全体を通じた感想を述べて頂くと

ともに、埼玉大学から同行した物理、化学、生物、地学分野の各教授に対しての質疑を行う

ことで、視察で体験した事柄への理解を深めた。 

 バスで福島市に帰着後、さいたま市へ新幹線で移動したが、移動中の車内と、到着後ホテ

ル近くで夕食を取ったレストランでも、参加者は熱心に話し合いを続けていた。 

 
 
  



３日目プログラム：８月２４日（金） 

 
9 時～10 時 30 分  講義「放射性物質の化学」 

埼玉大学理工学研究科長・教授 永澤 明 

概要 
 永澤教授の講義は、次の 10 の疑問に答える

ような構成で行われた。 
Q1 放射線と放射能はどうちがうのか。 
Q2 放射線にはどんな種類があるのか。 
Q3 放射線の特徴は何なのか。 
Q4 電離放射線はなぜ人体に危険なのか。どう

防ぐか。 
Q5 放射線量の単位ベクレルとシーベルトは

どう違うか。 
Q6 自然放射線・自然放射能とは何か。 
Q7 放射能はなぜ危険なのか。 
Q8 原子力発電所から放射性物質はどのように来るのか。 
Q9 一時的な放射線量と通常の放射線量。 
Q10 ヨウ素とセシウムの化学的性質について。 
まず、放射線、放射能、放射性物質の基本的理解について説明された。途中、まだ名前が

ついていない元素も載っている 新の周期表を用いながら、マリー・キュリーとピエール・

キュリーの歴史的発見の過程が解説された。現在、確認されている化学物質の種類は、一昨

年の暮れに 5000 万種類を超えているが、それらがすべて周期表中の元素でできている。元

素の性質には、周期表における位置である程度類似性があることも利用しながら、次々と発

見されてきた。 
ビッグバン後の宇宙の進化とともに、どのようにさまざまな元素が生まれてきたか、原子

の構造の着目しながら解説された。続いて、放射性同位体について、周期表を用いながら、

「天然に放射性同位体しか存在しない元素」「天然に放射性同位体と安定同位体が存在する

元素」「放射性同位体が宇宙線からできる元素」について説明された。 
 放射線の特徴は、まず、放射線は波と違って直進するため、物質の陰にいれば、放射線に

は当たらない。二つ目に、光と違って、放射線はエネルギーが高く、物質に当たると物質を

変化させる可能性がある。特に、分子や原子を変化させるほどの高いエネルギーをもつもの

を「電離放射線」と呼ぶ。この電離放射線をどう防ぐか。原子核から放射された放射線はそ

の種類によって、物質を用いて遮蔽することが可能で、例えば、アルファ線は紙、ベータ線

はガラス、ガンマ線は鉛の板などで遮蔽できる。中性子を遮蔽する際に水を用いる。続いて、

放射線量・放射能の単位、グレイ Gy、シーベルト Sv、ベクレル Bq の違いについて分かり

やすく説明された。 
 今後の線量変化の予想について、ヨウ素 131 については半減期が 8 日なので、セシウム



134 とセシウム 137 の線量の変化についての解説がされた。セシウム 134 とセシウム 137
は半減期が異なり、その半減期はセシウム 134 が約２年、セシウム 137 が約 30 年であるこ

とにより、約 6 年でセシウム 134 は 初の 10 数パーセント程度しか存在しなくなるため、

セシウム 134 とセシウム 137 の存在比を 1：１とすると、全体の放射能は約 6 年で 初の

半分になる。しかし、６年より先では線量はあまり減らず、30 年経ったときに 初の 4 分

の１の放射量になる。これ以下に低減させるには、人工的な放射性物質の除去、除染が必要

になる。 

 
10 時 40 分～12 時 40 分  実験「放射性物質の特性１：化学実験」 

埼玉大学理工学研究科長・教授     永澤 明 

埼玉大学科学分析支援センター准教授  藤原 隆司 

概要 
 本実験では、東日本大震災で原子力発電所か

ら飛散した元素、ヨウ素とセシウムをとりあげ、

イオン交換樹脂などを用いてこれらの元素を

除去するプロセスを実験によって確認、検証す

るとともに 新の分析装置を用いて定量的な

検討を行った。 
 放出されたヨウ素やセシウムは大部分がイ

オンとなって存在することとなり、これらの除

去はイオンを吸着する素材を用いることで高

い捕捉効率を得ることができると考えられる。

そこで、本実験では、イオン交換樹脂など、セ

シウムなどの放射性同位体の除去剤として検

討されている素材を用いる。素材として、陽イ

オン交換樹脂・陰イオン交換樹脂・合成ゼオラ

イト・モンモリロナイト製剤・バーミキュライ

ト・園芸土・海砂・シリカゲル・活性炭・リン

モリブデン酸アルミニウム・プルシアンブルー

の 11 種を用意した。 
 これらの素材を用いて、セシウムとヨウ素の

吸着実験を行い、ICP 発光分光装置を用いて、

イオンの定量を行った。結果は次の表のように

なった。 

 
 
 



 
イオンと除去剤の関係(濃度 mg/L) 

 Cs I 

濃度 除去率(％) 濃度 除去率(％) 

陽イオン交換樹脂 8 98 430 10 

陰イオン交換樹脂 500 0 12 98 

合成ゼオライト 25 95 475 1 

モントリロナイト製剤 80 84 470 2 

バーミキュライト 400 20 440 8 

園芸土 456 9 480 0 

海砂 500 0 480 0 

シリカゲル 500 0 480 0 

活性炭 500 0 240 50 

リンモリブデン酸アルミニウム 0 100 480 0 

プルシアンブルー 150 70 480 0 

※未吸着時の濃度： Cs,500mg/L  I,480mg/L 

 
 この結果をもとに、それぞれの素材の構造と除去率との関係が考察され、解説がなされた。 

また、二日目に飯館村の除染現場を視察した際に紹介された放射性物質の吸着剤である

「ガードメン」は、バーミキュライトと近い除去率を示した。これに関連して、参加者から

「それぞれの除去剤の単位当たりの価格」についての質問があり、実際に使用するには経済

性も考慮する必要があると考察された。 

 



13 時 40 分～15 時頃  講義「放射線の物理」 

埼玉大学理工学研究科教授  井上 直也 

概要 
午後のはじめは、井上教授による講義「放射

線の物理」である。放射線に関する言葉の定義、

放射線の種類、放射線の利用などの基本的な知

識から、原子力発電所事故の内容、宇宙線など

について解説された。放射線の透過力を利用し

て、その影の濃淡としてものの形を知ることが

できる。β線を利用した電子顕微鏡や非破壊検

査も同様である。また、宇宙線により火山の内

部を見ることや、ピラミッドの中身を知ること

もできる。 
 後の実験で用いるランタンで使うマントル中に含まれる放射性同位元素トリウムについ

て説明された。崩壊してラドンになること、ラドンは半減期 55.6 秒で崩壊しα線を出して

ポロニウムになること、さらにポロニウムは半減期 0.145 秒で崩壊しα線を出して鉛になる

こと。ポロニウムから鉛へ崩壊するときの半減期が非常に短いため、霧箱等で放射線を見る

とほぼ同時に見え、V 字型に見えることなど。 
その後、放射性のキセノン、セシウム 137、セシウム 134 の半減期と崩壊の仕方、GM 管

での放射線測定、自然放射線、宇宙線などについて説明された。 

 
15 時～16 時 30 分  実験「放射性物質の特性２：物理実験」 

埼玉大学理工学研究科教授  井上 直也 

概要 
 講義に続いて、井上教授から実験が指導され

た。4 人１組で班を組み、6 つの班を作り、3
班ずつが異なる実験を行い、途中で実験内容を

入れ替える方法で行われた。 
  実験の 1 つでは、各班で霧箱を作成し、放射

線の軌跡を観察した。霧箱は底にドライアイス

を敷いた容器上に、底に黒い画用紙を貼ったガ

ラス製の容器を載せ、スポンジを容器の内側に

はり、そのスポンジにエタノールを十分含ませ、

真ん中にマントルの切れ端を置き、蓋をして様

子を観察するというものである。ガラス容器の中が十分冷却し気化したエタノールで飽和状

態になると、放射線（α線）の軌跡を見ることができる。結果として、すべての班が軌跡を

見ることができた。 



もう一つの実験は、放射線を出す物質を置き、

その周囲に放射線測定器を置き、放射線量を測

定する。次に放射性物質と測定器の間に厚さ 1
ミリの鉛の板を 2 枚置き、1 分以上待ってから

測定器の数値を読み取る。次に鉛の板を 2 枚ず

つ増やして、板が 10 枚になるまで測定を続け

る。結果として、どの班も鉛の板を増やすほど

放射線量が少なくなることを確認できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



16 時 40 分～17 時 40 分  講義「放射線の生物学的影響」 

埼玉大学理工学研究科教授、理学部長  坂井 貴文 

概要 
坂井教授の講義は、以下のメニューに沿って

進められた。 
✓放射線とはなにか？ 
 ・放射線同位元素、放射線、半減期 
✓原発事故に伴う放射能の拡散と減衰 
 ・どのように広がって、今後どうなるか？ 
✓自然放射線 
 ・自然からどのくらいの放射線を受けていた

か？ 
✓放射線と生物 
 ・放射線による生物への影響 
✓放射線とがん 
 ・がん化に対する放射線の寄与 
✓現状をどう捉えるか？ 
 ・今後の対応は？ 
まず、原発周辺、福島県内、および東京での原発事故に伴う放射線の線量率の推移、放射

性ヨウ素やセシウムが大気の挙動とともにどのように拡散したかのデータ、地形と放射性セ

シウムの沈着量との関係、事故後、外部被曝線量の主原因がテルル 132、ヨウ素 132 から、

セシウム 134、セシウム 137 に変化した様子、半減期の異なる核種の量的割合の違いによっ

て、放射線量が時間とともに変化してきた様子とともに今後どう変化すると予想されるか、

などが説明された。 
続いて、低線量放射線による被曝がとりわけ生物の DNA に与える影響に関して解説され

た。そして、放射線によって DNA が切断されること、発がん性突然変異が誘発されること、

防御機構として、DNA 損傷の修復、アポトーシスによる組織修復、抗酸化物質の生成、免

疫応答の活性化などがあること、がんの原因因子は多様であること、がんのリスクを放射線

とさまざまな生活習慣で比較すると生活習慣によるがんリスクも相対的にかなり大きいこ

となどが説明された。そして、低線量放射線によるがんへの影響の可能性を検討するには、

疫学調査が必要であるが、10mGy 程度の被曝のリスクを検討するには 1000 万人規模の被

験者が必要となり現実的に不可能であり、がんや病気への因果関係が明確にできないこと、

しかし、「しきい値無し直線仮設」によってリスク評価とリスク管理をすることも行われて

いることなどが説明された。 
そして、低線量被曝が、どこまで我慢できるかという視点で、自然放射線の存在、とりわ

け、平均的な成人男性で 60～70Bq/kg を蓄積しているカリウム 40 による内部被曝量を基準

として、放射性セシウムにどの程度汚染された食事をとりつづけることが、相対的にどれく

らいの内部被曝につながるかの目安を年齢別に示したデータを解説された。 



また、一般家庭の食事での放射性物質の量について、実際に福島で陰膳方式による放射性

物質測定が行われていること、結果でほとんどセシウムは検出されていないこと、南相馬市

の食品検査の結果でもセシウムが検出されていないこと、ホールボディカウンター（WBC）

による市民の内部被曝検診の結果も、大人子供ともにセシウムの検出率が下がっていること、

などが紹介された。また、体内のセシウム濃度を、南相馬市の WBC 結果とチェルノブイリ

での WBC 結果、及び福島県のイノシシで比較した結果は、南相馬市の結果が も小さくな

っていること、しかし、イノシシの内部被曝量が著しく大きいことから、油断してイノシシ

と同じ食生活をしたら、内部被曝量が増大すると考えられることなどが説明された。 
そして、安全な被曝というものは無く、被曝量を抑えるために、測定をして対処すること、

現状の内部被曝量は意外に小さいが今後放射性物質が移動したり生物濃縮したりする可能

性もあるので安心してはいけないこと、情報を収集して冷静に対処することが肝要であると

した。 
後に、不安をもっている生徒や保護者に、教員はどう対面するかは悩ましいが、何がで

きて何をすべきなのか。何をすべきでないかを考えて欲しいと促された。 

 
 
17 時 45 分～19 時 45 分  交流会（大学内 参加者の感想・抱負など（教育への反映も含め

て），意見交換） 

 



４日目プログラム：８月２５日（土） 

 
9 時～10 時 30 分   講義「放射性物質の利用」 

埼玉大学理工学研究科教授  大西 純一 

概要 
 埼玉大学の放射線取扱主任者として、アイソ

トープ実験施設／学内学外実験施設での放射

線使用者（の健康・被曝）を管理されている大

西教授の講義は、次のような構成で、大量の資

料・データとともに説明された。 
・福島原発から放出された放射性物質 
・食品中の放射性物質に係る規格基準と検査結

果 
・アイソトープの利用（トレーサーとして、放

射線源として） 
・植物体内の転流を見る 
・放射線は細胞を殺す（がん治療） 
・放射線被曝管理と線量の概念（Gy, Sv） 
・放射線の生物・ヒトに対する影響 
・自然放射線 
・低線量被曝はどれほど影響を与えるか 
・高自然放射線地域の研究 
まず、原発事故後、埼玉大学でも放射性物質

が検出され、実験施設の汚染を防ぐためにしば

らく施設が稼働できなかったことを紹介され

た。 
放射線作業従事者の被ばくの基準は 1 年間で 50m シーベルト以下、かつ 5 年間で 100m

シーベルト以下である。食品中の放射性物質に係る規格基準は、飲料水、乳児用食品、牛乳、

一般食品と区分され、全体で 1m シーベルト以下となっている。 
  放射線量は、どれも高い値ではないが、家庭菜園や流通でチェックされない農産品を直接

購入してしまうとかなり高い可能性がある。 
ヨウ素による甲状腺の異常・ガンの次にまず心配すべきは膀胱炎である。セシウムレベル

が高いと心臓血管系、肝臓、腎臓、免疫系などが広範に影響を受けることが確認されている。 
  アイソトープの利用については、放射性同位元素をトレーサーとして、また放射線源とし

て利用している。安定同位元素は、マススペクトロメータで分析することでトレーサーとし

て使用できる。ここで、トレーサーとは化学的な定量にかからない物質として少量であって

も放射線を検出することで定量できるものである。また、周知されていることではあるが、

Ｘ線などはレントゲン等に用いられていて、目見えない内部の物も可視化することができる。 



 ベクレル、グレイ、シーベルトという単位についても、再度説明がされた。ベクレルは 1
秒間に崩壊して放射線を出す原子の数である。放射線が物体に当たるとき、物体 1 ㎏あたり

に吸収されるエネルギーがグレイである。そして、放射線の種類による生物への影響の違い

をグレイにかけて求めるのがシーベルトである。ベクレルは広さ・体積・重さあたり、シー

ベルトは時間あたりで表わすことが多い。シーベルトは放射線の種類と組織によって影響は

異なる。生物的影響の目安としての線量であり、厳密には測定できない正式な物理化学的な

単位ではない。 
生物への急性的な影響、そして、放射線とガンとの関係が説明された。 
放射線がＤＮＡに及ぼす影響については、γ線の場合は 2 重螺旋構造のうち少し切れるだ

けなので修復しやすいが、α線の場合は 2 本切れることがあるので、修復が困難になり間違

ってつながることもある。そのためα線の内部被ばくは恐れられている。また、内部被曝と

外部被曝の主な放射線の発信源である、宇宙線、大地、空気中のラドンなどの吸収、食物に

ついて説明された。宇宙飛行士の健康などを調べた結果を掲載し、宇宙では相当の放射線を

浴びている。岩石からの放射線については、超新星爆発でつくられた超ウラン元素とその娘

核種に由来している。 
カリウム 40 は、半減期が 12.8 億年であり、崩壊するとβ線を出しカルシウムとなる。食

品中の放射性物質はこのカリウムが主である。また、タバコの葉にもリン酸肥料に由来する

ポロニウムが含まれていて、喫煙を行うことにより内部被曝する恐れがある。 
不安定型染色体異常は生物の線量計であり、短期的な被曝線量がわかる。被曝した人体か

ら取り出した血液細胞で放射線の効果が見られる。血液細胞への照射実験でも放射線の影響

を見ることができる。つまり、放射線は微量でも効果があり、食品の発がん物質を避け、内

部被曝には十分注意する必要がある。さまざまな原因の総和で発がんに至り、がんは放射線

の影響と言い切ることはできないのである。 
結論としては放射線は微量であっても生物に影響を及ぼし、染色体異常で検出することが

できる。しかし、それが病気・発がんにつながる確率は低線量では検出することはできない。

これを安全と考えるか、少しでも害のある可能性があることは避けた方が良いと考えるのか、

参加者に投げかけられた。 

 
 
  



10 時 40 分～12 時 10 分  講義「放射性物質の環境汚染：過去の放射能汚染と福島事故」 

埼玉大学地圏科学研究センター客員教授  廣瀬 勝己 

概要 
 廣瀬客員教授からは、福島第一原子力発電所

の放射能による環境汚染を考える場合、過去の

放射能汚染の歴史を振り返ることが大切であ

るという立場から、以下の 3 つの視点から講義

された。 
1． 大気圏核実験による世界規模の放射能

汚染 
2． 原子炉事故（チェルノブイリ等） 
3． 海洋放射能汚染 

 
まず、大気圏核実験について、過去にどのような大気圏核実験が行われたか、大気圏核実

験の影響はどのように地表に現れたか、大気圏核実験からどのような科学的発見があったの

かを説明された。 
大気圏核実験に関する情報は限られているが、連続したサンプリングが重要である。大気

圏で爆発が起こった場合、数か月から数年の放射能監視が必要となる。また、どの緯度で大

気圏核実験が行われても、中緯度域では高い放射能が観測される。 
1986 年 4 月 26 日に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故は、歴史上 大規模の原

子力発電所事故で、放射性物質が対流圏に放出され、北半球全体を汚染した。日本でも高濃

度の放射能が大気・降水で観測された。この事故から、原子力発電所事故の規模によっては

地球全体に放射能汚染の影響が及ぶこと、事故の正確な情報が必要であること、発生場所（国

外）に依存するが 1 日ないし 10 日程度の遅れで放射能が日本に輸送されること、事故によ

っては、1 月程度の監視が必要なこと、大気放射能の観測の基本は 1 日単位で切れ目のない

データが必要であること、降水があるかないかで、影響が大きく異なることなどがわかった。 
海洋放射能汚染の歴史は、1954 年・アメリカによるビキニの水爆実験、1960 年代・大規

模大気圏核実験のフォールアウト、1970 年代・放射性廃棄物の海洋投棄問題、1993 年・ロ

シアによる放射性廃棄物の日本海への投棄、2011 年・東日本大震災及び原子炉事故による

放射性物質の海洋放出などである。 
福島第一原子力発電所からの放射性廃液は汚染水中の濃度 5.2Ｔベクレル、流出量毎時 2

トン 4 日間放出。およそ 2.7Ｐベクレル。海洋へ加えられたセシウム 137 の総量は 3.5Ｐベ

クレルと考えられている。海水中の放射性ヨウ素は約 3 カ月で濃度が 3 桁下がり、1 年では

12 桁下がるため長期的には重要ではない。セシウム 137 は半減期 30 年であるため長期に

わたり影響する。海洋生物に対しては、放射性ヨウ素は、海草に濃縮されるが、半減期が短

いので将来的には影響は少ない。セシウム 137 は、筋肉部に濃縮しやすいが、生物学的半

減期も短いため、海水中の濃度が減少すると、生体内濃度も下がることから、海洋生物への

濃縮係数は比較的低い。ストロンチウム 90 についても海洋生物の濃縮係数は比較的低い。 



どのようなモニタリングをすべきかについては、陸域海域の初期汚染領域の詳細なマッピ

ング（陸上でも、実行されつつある）、海洋については海洋情報（水温、塩分など）も必要

であるので、観測船を活用する必要があること、放射能汚染域の汚染状況の評価をする必要

がある（チェルノブイリ事故との比較、モデルや土壌分析結果との比較など）こと、日本の

おかれた自然・社会条件で降下した放射能がどのように変化していくか追跡して、放射能の

環境動態を明らかにすること、得られた結果は直ちに日本ばかりでなく世界に発信すること

が重要であることなど、説明された。 
線量率と線量の関係は、測定は線量計で行われ、短時間に高線量を浴びた場合、放射線に

影響は甚大である。低線量を長期に浴びた場合、影響があると予想される。放射線の影響は

線量率ではなく、線量で一元的に評価されている。現存の被ばく状態で、放射線被ばくの影

響をどの程度まで低減化するかを決めることは難しい課題であり、放射線の専門家のみでは

決められず、影響を受ける社会構成員の判断が重要である。 

 
 
13 時～14 時 20 分   討議「参加者の発表と総括質疑」 

埼玉大学教育学部教授  近藤 一史 

埼玉大学教育学部准教授 小倉  康 

概要 
 中学校教師と高校教師に分かれ、各参加者が今後キ

ャンプの成果をいかに活用していくかについて考え

を発表し、質疑を行った。放射線の授業を行う具体的

な方法や、いつの時期、どれほどの時間をかけて行う

べきかなども話し合われた。 

 
 
 
 
 
14 時 30 分～15 時  閉講式 

１ プログラム提案者 挨拶  埼玉大学教育学部長 齋藤 享治 

概要 

理科離れが危惧されている昨今、みなさまの理科に対す

る熱意が、日本の理科教育の発展につながると信じている。

サイエンス・リーダーズ・キャンプにより、みなさまを通

じて中学・高校での放射線・放射能についての教育を充実

させ、その重要な課題に挑もうとする人材が育つことを期

待している。 

 



２ 参加者代表 挨拶 概要 

 

宮崎県から参加のＡ先生 

 みなさんと４日間で多くのことを語りあい、これから日本

の理科教育のためにがんばっていく仲間作りが出来た。福島

の先生が支援に感謝していた。大震災の前、宮崎県でも災害

を受けており、鳥インフルエンザなどの問題もあった。日本

というのは、災害の国であり、サイエンス・リーダーズ・キ

ャンプに参加したのをきっかけにみなさんとまた語り合いと

思う。 

 

 

東京都から参加のＢ先生 

とても濃い内容の４日間だった。自分自身の意識を変えな

ければならない所も見つかり、また自分自身を大きくするこ

とが出来た。大変貴重な経験をさせていただいて、生徒に伝

えたいことがたくさん湧き上がってきている。将来、高度な

研究に携わる生徒の育成に今回の経験を生かしたい。 

 

 

 

 

大阪府から参加のＣ先生 

現場を見たり、現地の先生方の話を聞いたりして、他人事

モードな大阪の先生や生徒たちに伝えたいことが出来て、と

ても充実した４日間だった。今、生活に物があふれていて、

エネルギーもたくさん使っている。幸せな生活ではあるが、

人間の原点にあるようなシンプルな幸せについて教えている

が、それに合わせて福島の現状などを教えて、関西の生徒に

考える機会を与えたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 修了証授与、及び、実施機関代表 挨拶  埼玉大学長 上井 喜彦 

概要 

参加者の皆様に感謝申し上げる。「放射線・放射能除染等

の科学的理解を深める」教員合宿研修であったが、この題

目通りの成果が得られたであろうか。先生方の話を伺うと

ある程度の満足が得られたように思われる。 

大学とは、研究により新たな知識を作り出す場であると

同時に、社会に対して知識を提供する場でもある。それを

通じて様々な社会貢献ができる。東日本大震災によって発

生した原発事故以来、放射線・放射能について理解したい

というニーズがとても高い状況である。埼玉大学では、その社会的ニーズに対してシン

ポジウム・講演会などを行ってきた。 

今回は、教員研修であった。生徒にとって先生の影響はとても大きい。先生方におか

れては、生徒の知りたいという声に対して真正面から向かっていってもらいたい。その

時初めて生徒は、自分できっちりと物事を考え、理科の関心も上がっていくのではない

か。 

放射線について正しく理解することが、日本が社会全体で復興に向けて、協力応援し

ていくことにつながると考える。理科教員であるみなさんに正しい知識の伝道者として

復興を盛り上げていってほしい。 

 

 

 

記念写真 

 



事務局スタッフの学生諸君 

 


