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埼玉大学サイエンス・リーダーズ・キャンプ参加者の皆様     埼玉大学実施担当者 

 埼玉大学が企画し実施しました今回の研修プログラムについて，ご意見ご感想をお聞かせくださ

い。回答の一部は，協力いただきました講師・機関への感謝状に転用させていただくほか，今後の

企画の参考とさせていただきます。よろしくご協力ください。 

 

（１）以下の①～⑲から５つ以上，皆様のご意見ご感想を記述してください。 

１日目：８月２２日（水）［会場 福島グリーンパレス］ 

① 基調講演「農業と放射線」中西友子・東京大学教授 

・放射能についての被害や汚染など，マイナス面の話からスタートするかと思ったので，新品種の

開発や，害虫駆除などで利用しているという「プラスの面」からの話からスタートしたことで，逆

に新鮮な気持ちになりました。中西先生の講話のおかげで，放射能に関する今回の研修を，フラッ

トな目線でスタートすることができ，たくさんのことを吸収できたと思います。本当にありがとう

ございました。（中学校） 

・ 先端の放射線の農業への応用に関する話を聞いて、科学技術に対して改めて、驚異を感じるこ

ととなった。また、この分野について興味が高まった。放射線は研究や品種改良などのツールの１

つとして、我々の現在の食や医療など生活の全般を支えているのだなと実感した。具体的な話が聞

けて、放射線をより身近なものに感じることができた。放射線のみならず、化学物質や薬品などに

は二面性があるので、その特徴について深い知識を持ち利用することで、上手に付き合っていくこ

とができるのだと感じた。（高校） 

・今後に希望と夢が持てる大変良い講演であった。研究２年目の報告が楽しみである。渡利・大波

地区の米から基準値を超えるセシウムが検出された事件について、微生物がセシウムを水に溶解さ

せたことが原因と聞いた。そのことを利用して、除染できるのではないか、と考えた。また、キノ

コ類が地表のセシウムを集める性質があることも学んだ。このことも利用して、地面からセシウム

を除染できる可能性があると考えた。（高校） 

・放射線が様々なところで利用され，その利用がなされていないのは，日本であることに驚いた。

今回の原発事故による福島県・県民への見方と同様，遺伝子組換食品同様，一般市民に受け入れら

れるためには，非常に大きな壁が立ちはだかるというのを実感した。理系・文系という受験のため

の分類が，科学的な事象やその見方に大きく影響していると思った。文理にかかわらず，科学に対

する基本的な知識・理解は，全国民が一定の力を持っていなければ，物事の正しく判断できないこ

とを改めて考えさせられた。また，感覚的に避け否定していることによって，国益を損ない，他国

に先んじられていることに危機感を覚える。原発の事故で，さらにブレーキがかかるのは，好まし

くない。（高校） 

・中学生に教えるものとして、放射線の有効利用という観点からも、 先端の研究を学ぶことがで

き大変有意義でした。中学生にもわかる内容を厳選し、教材化できればと考えております。ありが

とうございました。（中学校） 

 



2 

・人類は品種改良等で放射線を有効に使用してきたということがわかりました。特に，植物内の水

を写し出した映像はとても興味深かったです。実際にガンマーフィールド等で使われている線量が

低線量であるのか，またＤＮＡに対して影響を与えるためにどのくらいの線量，時間が必要なのか

を知りたいと思いました。（中学・高校） 

・放射線の利用について具体的に知ることができました。放射線には，様々な活用方法があること

を知り，マイナスのイメージを持ちがちな放射線の効果的活用に対する考え方を深める絶好の機会

となりました。植物や動物に放射線を放射することによる変異は実に興味深く伺うことができまし

た。中性子ラジオグラフィターゲットによる画像は，水の通り道が目で確認できるということもあ

り，授業で活用できる貴重な資料になると思います。ありがとうございました。（中学校） 

・放射線が農作物の品種改良などに使われているという話はとても興味深いものでした。 近、放

射線に対するイメージはあまり良くないものですが、メリットもたくさんあることを生徒に伝えた

いと思います。とにかくさまざまな角度から放射線について理解しなければならないことを先生の

話を聞いて改めて実感しました。（高校） 

・放射線というものが特別なのもではなく、これまで身のまわりに存在し、活用されてきていたと

いうことを改めて知ることができた。少々高度な内容のこともあったが、名前だけで恐れているも

のだが、我々の生活に生かされているということを実感することができた。（中学校） 

・放射線と食に関する課題は、現在も山積みとなっています。中西先生のお話を興味深く聞かせて

いただきました。「イメージングプレート」を活用した研究については、農業分野において多く活

用できることと感じました。福島被災地における研究が更に進められ、苦労されている方々に役立

てることを期待しております。（中学校） 

・放射線と農業の関わりについて詳細に知る良い機会となった。リンなどの土壌からの吸収と水か

らの吸収に大きな差があることが、セシウムによる植物・野菜等の汚染状況に影響していることが

わかった。放射性物質の汚染に関して物理化学的視点から捉えようとしていたが、幅広い視野から

のアプローチの重要性を感じた。（高校） 

・「放射線」の危険性を漠然としかとらえていなかった私にとって，非常に勉強になる講演でした。

特に，農業の視点でとらえた内容が分かりやすく，授業で早速扱えるものであったと思います。小

麦や米に実際にどのような影響が出たのかが大変分かりやすかったです。授業で扱う際には，放射

線は品種改良などにも有効に活用されてきたことをきちんと伝える必要があると改めて感じまし

た。ウグイスの羽根からも汚染が検出されたことについては衝撃を隠せませんでした。この研修の

初の講演として，非常に印象に残った内容でした。（中学校） 

・イメージングプレートやリアルタイムイメージングシステムの 新研究による画像や動画はどれ

も迫力あるものばかりで、今後の放射線活用分野に多くの可能性が秘められていることがわかった。

また、東京大学農学部が地道な現場研究を続けてきていることなど、素晴らしい研究の成果を知る

ことができた。農業分野は、放射線のデメリットばかりが取り上げられることが多いが、長年研究

され続けてきているベネフィットにも注目していくことを忘れてはいけないと感じた。（中学校） 

・放射線というと、原子力と直接関係する利用を思い浮かべることが大半であったが、様々な用途

でも利用されている事を、改めてわかりやすく学べた。（中学校） 
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・農業への利用について詳しくご講演頂き、大変勉強になった。特に中性子線を使って植物の水分

吸収をリアルタイムで見ることができることは驚いた。福島の農業への支援も大いに期待したい。 

（中学校） 

・放射線が自分たちの身近な食生活の中に入り込んでいることがよくわかりました。そして，その

放射線の科学技術によって，人の食生活や文化，人間社会そのものが支えられていることを理解で

きました。つまり，放射線なくして人間社会は成り立たないところまで来ているのかもしれないと

感じさせられました。放射能汚染，原爆や原子力発電の恐怖など，さまざまな負の遺産があります

が，これをどうしていくのかということと直接向き合って，これから考えていかなければならない

と感じました。（中学校） 

・放射線の有効利用という観点は資料等からも推測できたのですが、透過写真映像の美しさに驚き

ました。科学の世界には現象に対する興味もですが、美に対するあこがれも研究の動機となるのだ

と改めて感じました。プレゼン資料の放射能と放射線、シーベルトとベクレルの違いの解説図は

も分かりやすく、中学生などに説明するときの資料として活用します。（中学校） 

・品種改良や害虫駆除を目的として放射線が使われているという事でした。キクの花の形が変化 

したものを写真で見せて頂きましたが、「きれいだ」と思うのと同時に、「怖さ」も感じました。生

物を変化させてしまう放射線の有用性のみを主張することは大変危険であると思いますが、今後も

効果的に、しかも安全に使用していきたいものですね。（中学・高校） 

・大変興味深かった。現状、現実を正しく理解し、今回の課題は何なのか、学ぶことができた。 

福島からの転校生もいるので、今回の授業を是非活用していきたい。（中学校） 

 

② 発表「福島県立福島高校での取り組み」SS 部生徒・原尚志教諭 

・昨年度からの積み重ねの取組がすばらしいと思いました。地元の問題について，真剣に考えて取

り組んでいる高校生の姿から多くのことを考えさせられました。質問に対する高校生の受け答えも

すばらしく，原先生の指導力を感じさせられ，本当に勉強になりました。ありがとうございました。

（中学校） 

・講演後、原先生と話ができる機会を得た。来年度以降の研究として、原子力に代替のエネルギー

として、どのような再生可能エネルギーが利用できるか、ＳＳＨである福島高校と協力して、研究

を進め、提言していきたい。（高校） 

・地元福島で、先生方や生徒たちが放射線に対してただ恐れて逃げるだけじゃなく、積極的に研究

し、追求していこうとする姿勢に感動と勇気をもらい、若い力を頼もしく感じました。実験対象と

して放射線を扱い、放射線について知識を深めていく中で、放射線を身近に感じることで、その怖

さに鈍感になることのないよう気をつけなければならないと感じた。（高校） 

・いつも一緒に研究や仕事をさせていただいている福島高校の原先生だったが，全国の先生方を前

にして，特別のメッセージが込められていた。支援への感謝の気持ちや悩みながら生活しているこ

とを力強くお話しいただいた。普段，私たちには見せていない姿であるだけに，私もさらに頑張っ

ていかなければならないと思った。生徒・教員一体となってこの困難を乗り越えようとする姿勢に，

学ぶところが多かった。（高校） 
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・原発事故を受け、それに対して前向きに研究している須田くんをはじめとする SS 部のみなさん、

またそれを指導する原先生の発表は、とても興味深いものでした。同じ教育者として高校進学後に

そのような研究に興味を持って取り組めるような生徒を一人でも多く育てられるように、毎日の理

科の授業に工夫して取り組みたいと思います。（中学校） 

・SSH 生徒研究発表会のポスターでも，福島高校の取り組みを見させてもらいました。継続的な研

究，そして発表もしっかりしており，原先生がしっかりと生徒を育ててきた印象を受けました。こ

のような継続的な科学研究を本校でも実施したいと思いました。（中学・高校） 

・高校生による発表が実に印象に残っています。もちろん先生方の熱心なご指導があってこそとは

思いますが，あれほどの研究，そして発表ができる高校生に感動しました。研究内容も生活に関わ

ってくる放射線量の測定ということで，研究成果が生活に活用されている，つながっていることが

わかりました。福島で生活する方々にとって，放射線が実に関心が高いものになっていることを肌

で感じることができました。（中学校） 

・生徒発表後の質疑応答で、生徒さんが質問に対してしっかりと答えられていて感心しました。今

後、SSH 関係で発表会の指導を行う機会が増えると思いますのでとても参考になる内容でした。 

（高校） 

・放射線ということが非常に身近になり、意味もなく恐れるということではなく、積極的に自分た

ちの置かれている状況について調べていこうという姿勢に、素晴らしいと感じた。実際に数値を測

定する方法を明確化して調べるなど「調査」の基本に忠実に実施されており、今後も継続して調べ

てほしいと感じる内容であった。今後の生徒の皆さんがこの経験をどのように生かしていくかも気

になる。（中学校） 

・被災地ならではの、実用的な研究発表でした。原先生の発表の中の「放射線から身を守る」とい

う内容では、抽出生徒の線量調査を実施した結果が出されました。学校外の活動が異なるために放

射線量にも差が生じていることから、自分自身で放射線から身を守るために、放射線についての正

しい知識をともに、防御策をしっかりと子どもたちに伝えて行く必要性を感じました。（高校） 

・まず，ＳＳ部の生徒達の取組とその意識の高さに感心しました。土壌の粒径が小さいほど放射線

が強いという報告を聞き，実際に調査した努力の成果を聞くことで，改めて被災した地域の危機感

の高さを感じました。被災した地域のみならず，放射線の影響について自ら調べることは，今後必

要な活動であると思います。なぜなら，この件は決して他人事ではなく，いつ自分たちの地域でも

起こるか分からないことだからです。そのことを，地域の生徒たちに伝えていきたいと思いました。 

（中学校） 

・ＳＳ部の須田君と原先生の研究からは、「被災地の高校として何とかしたい」という強い意志を

感じた。放射性物質が微粒子に固着し、水には移動していないとする結論も大変納得がいくもので

あった。現場で得られた数値を多数集め整理し、論理的にまとめていく過程は、高校生の域を超え

た素晴らしい研究だと感じた。（中学校） 

 

 

・高校生でもここまで考えてできる、ということが印象的だった。本発表の先生も、③の中学校の
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先生も、冒頭に「被災地への支援、ありがとうございます」と述べていたのがとても印象的であっ

た。（中学校） 

・現地の高校生が現状に対しきちんと向かい合い、科学的な手段を用いて前向きに前進していこう

とする姿勢に感銘を受けた。交流会の中で、福島県の先生が「現地の生徒は意外に悲観的ではない」

との話をしていたが、やはり中学生・高校生の実際の姿を知ることは重要なことのように思えた。

また、発表内容の「直径 25μm 以下の粒子に、放射性物質が吸着された」との考察も、イオン交換

樹脂の実験とも相まって、興味深く感じる。（中学校） 

・高校生が自分たちの手で放射能問題に取組み、理解を深めている姿が大変素晴らしいと思った。

主体的な態度の育成が十分できている実践であった。（中学校） 

・日本理科教育学会の学会誌で読んだことがある内容だったので，とても興味を持って発表を拝見

させていただきました。これからの日本の中心となっていく高校生が，放射能汚染について真剣に

向き合っている姿が印象的でした。関西の中学生や高校生にはないものを感じ，同じ日本にいなが

ら，これだけの温度差はどうして生まれてしまうのか，これは子どもたちを教える教師に問題があ

るのではないかと，真剣に考えさせられました。この温度差を変えていくことが教師の使命ではな

いかと感じました。（中学校） 

・生徒の調査活動が、これほどまでに切実なものであり、実生活に活きる活動は他になかったと思

います。まさに研究の原点ともいうべき取り組みを、紹介し研究の本質を中学生にもつかませてい

きたいと思います。（中学校） 

・今回の研修で、除染後の土壌の量が多くなってしまうことが大きな問題になるということを理解

することができました。除染視察の際に「トンパック」ごとの線量を計測してみましたが、かなり

ばらつきがあると思います。貯蔵施設や処理施設も十分に準備されていない今、除染効率に関する

研究は非常に意味があると思います。学校に持ち帰って、参考にさせて頂きます。（中学・高校） 

・被災したまさにその現場において、サイエンスの視点から冷静な調査をされていることに驚き、ま

た尊敬の念を抱きました。単に恐れるだけではなく、起こっている現実に対し冷静に調べていこうと

する勇気ある探求心に感心させられました。生徒の探求心と、安全性に関する保護者の考え方との間

にギャップもあるでしょうし、また、生徒達がこれからそこで生きていくための教育といった概念か

らの指導も必要だろうし、指導される先生のご苦労を感じました。（中学・高校） 

・生徒が自分で興味を持ち、活動できている様子をうかがうことができた。 

内容についての質疑応答についても、自分の言葉で討議できており、すばらしかった。 

是非、日頃もどのように活動されているのかについても知りたいと思った。（中学校） 

 

③ 発表「郡山市立明健中学校での取り組み」佐々木清教諭 

・今回の震災から学ぶべきことをしっかりと子供たちに伝え，考えさせようとする佐々木先生の強

い意志を感じました。校地内の放射線量を測定するという身近な作業から子供たちの意識を高めよ

うとしており，とても勉強になりました。２日目の現地視察の際に，削った表土を埋めた部分の放

射線量を自分も実際に確かめることができました。（中学校） 

・生徒たちのために、放射線を扱った授業づくりが展開できる。単純にこのことに感動しました。
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私自身、震災の話題からは逃げていた自分がいました。自分の中で、まだ消化できていないし、悩

んでいる部分も多いので、自信をもって授業で話すことができずにいました。正しい知識を習得し、

自分の中で消化して、生徒に対するということを目指して頑張っていきたいと思いました。（高校） 

・佐々木先生にもお世話になっている。佐々木先生は水環境の研究第一人者であり，その実践はす

ごいものがあるにもかかわらず，放射線やその対策の教育活動をせざるを得なくなってしまったこ

とを，とても残念であると感じた。しかし，こうなったからには，今後，一層の情報交換をし，ご

指導をいただきながら，私も頑張っていきたいと思った。取り組み方や県内外の教員への指導法講

習など，大いに参考になった。（高校） 

・実践例が少ない放射線教育にいち早く取り組んだ佐々木先生の発表は大変実り多いものでした。

実践例を他の先生方に取り組んだり、自分自身でも授業に取り組んだりして相馬支部でも研究を進

めていきたいと思います。（中学校） 

・とにかく自分から行動しなければいけないという強い思いを，発表を通じて感じました。生徒の

ため，地域の教員のために，今何ができるか，何をしなければいけないかを感じ，放射線教育とし

てご尽力された先生の話を聴くことができたのが良かったです。（中学・高校） 

・放射線をテーマにした授業の実践について具体的な実践を含めて分かりやすくお話を頂くことが

できました。実際に放射線教育を実践することには大きな不安があるのが現実です。その現実に対

し，放射線教育の目標，目指したい生徒像をわかりやすく示して頂けたことが実に大きかったよう

に思います。実践に向けて，大いに参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。 

（中学校） 

・「放射線について学習するのは中学３年生である」といった固定観念が自分にはあったのだと感

じた。中学校３年間をかけて少しずつ学習を進め、理解を促していくという手法に感銘をおぼえた。

具体的な実践を示していただいたので、自分がどのように活用できるかもう一度復習し、今回の発

表を生かしていければ、と思う。このご時世なので、このような取り組みが大きく広がっていくと

良いと思うのだが。（中学校） 

・放射線教育が進んでいる地域での取り組みに、興味深く聞かせていただきました。放射能につい

ての授業が取り上げられているが、なかなか効果的な授業が進められていないのが現状です。発表

資料にあった指導計画や指導案を有効に活用し、知識に偏った授業展開でなく、生徒の思考を高め

られるような授業実践を行いたいと感じました。（中学校） 

・「先生，教えて！」という中学校１年生の言葉，姿勢を聞き，言葉が出ませんでした。改めて，

私たち理科の教員は，常に生徒たちの学ぶ意欲に答え，何を教え，何を伝えるのかを意識していな

ければならないと実感しました。佐々木先生の取組では，生徒たちにどんな力を付けさせたいかが

明確になっており，私もぜひ先生の実践を見習った学習活動を展開したいと思いました。私の勤務

校では，地震の学習を３年間のカリキュラムの中で継続的に位置づけて学習する研究を行っていま

す。ここに新たに放射線の内容も加えた指導計画を作成し，取り組んでいこうと考えています。貴

重な提案をありがとうございました。（中学校） 

 

・今までの環境教育・放射線教育を抜本的に見直そうとする様々な試みは私だけでなく多くの教員
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の心を動かしたに違いない。とくに、１年生から放射線教育を行い、段階的に放射線への理解を深

めていく教育課程の試みは現在２年目を迎え、今から来年が楽しみである。また、佐々木先生自身

が２日目の現場視察のときに「自分がもっともっと動かなければ」と考えていることを知り、遠い

東京の地からも何か協力できないものかと感じた。（中学校） 

・「生徒に考えさせる中学校での授業」の実践を聞き、自分でも是非実践してみようという思いを

持つことができた。まずは一人で考え、次に二人、四人と考える輪を広げていく方法がとてもよい

と感じた。（中学校） 

・中学校での実践は興味深かった。中学 1年生も放射線について学習したいと思っていることがよ

くわかり、１，２年生への授業の取り組みも参考になった。そして、放射線の授業は福島と関東で

は、教え方も変わってくることがわかった。また、②、③ともに、福島で生活しているからこその、

わき上がる思いを感じることができた。（中学校） 

・先生の思いがすごく伝わる発表であった。普段の科学的思考力・判断力・表現力の育成に常に努

めることで、このような危機的状況にも、主体性を発揮できるリテラシーが身についていることを

実感させられた。素晴らしい実践であった。（中学校） 

・日本理科教育学会の学会誌で読んだことがある内容だったので，とても興味を持って発表を拝見

させていただきました。私も小学生から中学生に対して，「放射能のリスク」をテーマに放射線教

育に取り組もうと考えていたので，とても参考になりました。そして，佐々木先生から多くのアド

バイスをいただき，これから自分が実践しようとする計画がうまくたてられそうな気がします。必

要な資料もいただけるということでしたので，それらの資料も活用しながら授業実践を行いたいと

思います。（中学校） 

・同じ中学校での取り組みということで、共通の実践や、独自の取り組みを紹介していただき理科

教育としても参考になりました。もちろん放射線教育では、様々な先進的な取り組みやチェルノブ

イリの実情、また、線量計の事など細かくご指導いただき本当にありがとうございました。宮崎に

帰り早速、線量計の選定をしているところです。（中学校） 

・集団学習の方法は大変参考になりました。Oneself→Pair→Gloup→All の流れや色ペンを使う

という方法を実践したいと思います。（中学・高校） 

・チェルノブイリの現状については、非常に興味のあるところだったので、いただいた資料をとて

も興味深く読ませていただきました。（中学・高校） 

・改めて、実物や、現実が伝えることの大きさを感じられた。現地付近でなければ得ることのでき

ない、当時の資料など、とても興味深かった。今後とも是非、情報交換を続けさせていただきたい。

（中学校） 

 

④ 交流会（初日・３日目） 

・全国各地の先生方と和やかな雰囲気の中で，たくさんの情報交換ができたことはとてもよかった

です。目的意識の高い理科教員が全国にこんなにもたくさんいることを知り，自分にとっても励み

になったし，いい刺激になりました。これからますますがんばりたいと思います。初日に自己紹介

の時間をしっかり確保していただけると，打ち解けるのがもっと早かったと思います。（中学校） 
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・２日間に渡りましたが、時間が短く感じるほど、有意義に過ごせました。全ての先生方と話をす

るには時間が足りず、残念でしたが、日程上、仕方がないと思います。（高校） 

・全国の先生方と親しくなれる良い機会であった。とても有意義な時間を過ごした。やはり重要だ

と思った。（高校） 

・同じ時間を共有できた全国の理科教員と交流できたことが，これからの教員人生における財産に

なったと同時に，よきライバルでいたいと思いました。（中学・高校） 

・全国から集まる先生方との交流を図ることができたことが何よりも大きな財産となりました。自

己紹介を聞かせて頂くことを通して，話題のきっかけとすることができたように思います。すべて

の先生方の自己紹介を聞かせて頂くことができなかったのは残念ですが，自己紹介用のプロフィー

ルから，それぞれの先生方の実践や経験を知ることができたのでよかったと思います。（中学校） 

・多くの先生方と研修内容に限らず多くの話ができてよかった。（高校） 

・交流会・・・という催しであるが、自己紹介の時間が非常に多かった。皆さんの顔と名前等が一

致する貴重な機会となったが、少々そこに重きが置かれすぎてしまったような気もする。また、一

旦位置取りが決まった後はなかなかいろいろな方と話をすることができなかったので、皆の前で話

すとともに互いに自己紹介をするような機会をもてればよかった。（中学校） 

・他の参加者の先生方や講師の方々と積極的に交流する良い機会であった。放射線に関することだ

けでなく、各都県での学校の状況についても情報交換することができた。研修に参加する意欲の高

い教員の集団であり、限られた時間でも密度の濃い意義深い交流ができたように思う。各参加者の

これまでの取組について、ポスターをもとに初日の交流会で紹介することがあれば、会話の動機づ

けとしてより交流会の意義を高めることができたように思う。（高校） 

・今回の研修の内容を，いかに現場で伝えていくかをお互いに深め合う良い機会となりました。全

国から集まった先生方の実践やご意見はどれも貴重なもので，私自身が も勉強になった，充実し

た時間も，この交流会にあったように思います。今後も参加された先生方とのネットワークを大切

にしていきたいと思います。（中学校） 

・数多くの先生方と交流することができ、とても楽しく有意義な時間が過ごせた。（中学校） 

・横の繋がりを持ち、今後につながるネットワーク作りのために、とても有意義な時間となった。

事前に作成したそれぞれのポスターをプロジェクターで映したりできれば、限られた時間の中での

自己 PR をもう少し行いやすかったかもしれない。（中学校） 

・多くの先生方とまずは知り合うことができた。できれば、一日目に全員の自己紹介ができたなら

よかった。（中学校） 

・全国から集まった先生たちですが，放射能汚染に対する思いは同じで，夜遅くまで熱く語り合う

ことができました。関西にいると，放射能汚染に対する教育はタブーな領域，もしくは無関心な事

柄で，誰も触れようとしない感じがありますが，今回，一緒に過ごした先生たちから，大きな力を

得た気がします。すぐには何も変わらないでしょうが，今，自分にできることを京都から発信して

いこうという決意に満ち溢れています。（中学校） 

 

・全国の理科教育に携わる先生方と交流を持つことができ、大変有意義でした。それぞれの想いを

伝え共感する部分、感化される部分様々でした。特に東北の先生方の震災からこれまでのお話を聞
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くことができたことは大変貴重なことでした。（中学校） 

・２日間に渡って先生方の自己紹介など、大変参考になりました。期間中はプログラムが盛りだく

さんなので、先生方の作られたプリントを十分に読むことができませんでした。先生方には経験さ

れた取り組みについてもう少しお話しいただけると良かったと思います。（中学・高校） 

・学校の先生方というだけあって、やはり皆さんお話も上手ですし、また、様々な取り組みをされ

ている個性的な方々が多く、自己紹介を聞いているだけでも自分にとってよい刺激になりました。

（中学・高校） 

・時間的なこともあり、仕方がないことだと思うが、初日の交流会で、自己紹介が途中で終了した

のにはびっくりした。交流会では、とても貴重なつながりや、忌憚のない意見交換も行われ、今後

の財産となった。（中学校） 

 

２日目：８月２３日（木） 

⑤ 飯舘村・菅野典雄村長による講話（バス移動中） 

・今回の原発事故で大きな被害を受けた飯舘村のリアルな現状を，村長さんの本気の訴えから強く

感じ取ることができました。科学の発展は，罪のない人々の犠牲の上に成り立ってはいけないと感

じました。そして，自分たちさえよければ・・・ではなく，次世代のことも考えて，持続可能な社

会であることが大切だと思いました。もちろん，飯舘村が一日も早く復興できるように日本全体で

力を合わせていくべきだと強く思いました。（中学校） 

・研修中は言いませんでしたが、私の初任校は、相馬農業飯舘分校でした。私も飯舘村民として３

年間、住民票を移し、飯樋地区に住んでいました。夜には飯舘村のソフトボールリーグ戦に参加し、

地元の方々と楽しい時間を過ごしました。菅野典雄村長とも何度か飲み会で一緒でした。「学校は

保守的で遅れている。」との指摘をその飲み会で受けたことを記憶しております。飯舘村勤務の

後の年（平成１１年度）に社会科の先生と共に分校生からの提言をさせていただきました。菅野村

長には忙しい時間を割いていただいて、分校生の発表を聞いていただきました。生徒の発表に、常

時西風が強い比曽地区の風力発電と大倉ダムを利用した水力発電の提言がありました。小さいスケ

ールで実験をした提言でした。その様子は翌日の地方新聞にも大きく取り上げられました。菅野村

長も「風力発電については、検討の余地がある。」との回答もいただきました。現在は、放射能災

害からの立ち直りで、村の行政も精一杯でご苦労が多いことと存じますが、落ち着いたら、未来の

ため、子どもたちのために、再生可能エネルギーの開発も検討していただけたらと思います。その

際は、何かお手伝いがしたいです。（高校） 

・一般の自然災害と放射線汚染との違いについて熱くお話されていたのがとても印象的でした。 

「津波は０から始められる。放射線汚染はマイナススタートだからいくら頑張っても０だ」のよう

なことをおっしゃっていました。ただ、津波ではたくさんの人が亡くなりました。そして、東京電

力からの補償もありません。亡くした命は絶対に戻ってこないし、悲しみは一生消えませんので、

ご遺族にとっては０ではなく、永遠のマイナスなのだと思います。震災直後、地震や津波の被害が

ほとんどなく、避難民を受け入れた自治体だからこそ、誇りをもって、あまり弱音を吐かずに頑張

って行かなきゃいけないと、反論するようで申し訳ありませんが、個人的には感じました。（高校） 



10 

・ＴＶや新聞などでよく拝見・拝聴していたが，実際にお話をうかがって，そのご労苦や抱えてい

るあまりにも大きな問題に，胸が痛くなった。震災前の飯館村の取り組みやそのすばらしい自然環

境が思い出され，失ったものがあまりにも大きいと再認識した。頭では分かっていたものの大きな

衝撃を覚えるお話ばかりであった。（高校） 

・「『ないものねだり』から『あるものさがし』」という話が印象的でした。村の代表として，そし

て代弁者として，未来に向けた取り組み，考えを聞けて参考になりました。また，一人ひとり，見

えない放射線に対して考えが異なり，分断されてしまうという話は，とても重く感じました。見え

ないものに対する恐怖を痛感すると共に，科学の目で物事を考える大切さを感じました。 

（中学・高校） 

・放射能汚染による災害は，「住民の心の分断を引き起こす」というお話が実に印象に残っていま

す。震災当日の様子から，住民が避難をする様子まで，具体的にお話を聞けたことが良かったです。

村長という立場での決断，行動，一つ一つに責任の重さが感じられ，そのときのご苦労が伝わって

きました。全村避難となっている飯舘村の方々の思いがひしひしと伝ってきて，我々にできること

は何かを真剣に考えさせられる機会となりました。（中学校） 

・日頃目にするニュースなどではわからない、村長さんのご苦労や、現地の方々の苦しみがよくわ

かりました。聞かせていただいた話は生徒にも話をして、自分たちに出来ることは何か改めて考え

させたいと思いました。また、本当の幸福とは何か考えさせられるお話でした。（高校） 

・自分自身が栃木県鹿沼市に住み、鹿沼市で教職員をしている立場もあってなのか、飯舘村の話は

すごく身近に感じられたし、心に残る話であった。真夏のあの時期に田畑に作物が植えられていな

い景色を見ながら聞いたさまざまな辛い話・そこに立ち向かう話・・・。村の存在が時間とともに

意識の中で風化していかないようにしよう、と心に強く感じた。（中学校） 

・震災発生後から原発事故による全村民避難等でたいへん苦悩されていることがよく伝わりました。

しかし、そんな中でも村のためにご尽力されている姿に感銘を受けました。村長さんのお言葉の中

に感じる放射能への怒りやそのために起こった様々な問題については、被災地以外の人にも伝えて

いくことは、とても大切なことであると感じました。（中学校） 

・までいライフを掲げている飯舘村については、以前何かで知っていましたが、菅野村長に話しを

伺えて感激いたしました。村の中では、人影が少なく、今回の研修で初めて、放射線に苦しむ現場

であると捉えることができました。特に菅野村長の「心の分断が起きている」ことについては、風

評という人それぞれの感じ方の違いから起こる大問題を深く考えることができました。これらのこ

とは、現場で多くのことを生徒に伝えていく義務があると感じています。（中学校） 

・飯舘村の実態については，ニュース等でしか聞いたことがありませんでしたが，自分たちの住む

村が悲惨な状態になってしまった，生の声を聞くことで，現実に起こっていることの恐ろしさを知

り改めて背筋の凍る思いがしました。実際，バスの移動中，飯舘村に近づくにつれて確実に増えて

いく放射線の量を目の当たりにして，恐怖を感じました。メディアを通して得られた情報だけでは， 

現実に起こっていることを実感することはできないのだということを改めて感じたお話でした。 

（中学校） 

・いきなり全村避難という現実をつきつけられた村の村長さんのお話からは、国の対応への怒りだ
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けではなく、「ただ避難だけすればいいという話ではない」と前向きな力強さが感じられた。とく

に、室内だけで仕事をする会社の営業を国に認めさせ、村民の生活を守ろうとする様々な政策に心

を打たれた。（中学校） 

・現地での生の声は、やはりどんな TV や記事よりも「体温」を感じた。科学と社会のあり方につ

いて、様々な事を考えさえられた。（中学校） 

・とても説得力のある講話だった。首長としての決断力の大切さはもちろんであるが、郷土愛にあ

ふれているからこそ、一連の活動ができたことを実感した。（中学校） 

・森林に囲まれたのどかな風景，しかし，そこには何も人の気配がない。このギャップに言葉には

言い表すことができない，切なさというか，怒りというか，複雑な感情が入り混じりました。特に，

村長の話の中で，「高望みをせずに地道に生きてきた村」という言葉が印象的でした。なぜ，苦し

められなければならないのか，絶対にあきらめない，村の過去を取り戻そうと必死になっている熱

い気持ちが，柔らかい話し言葉の中から伝わってきて，心を打たれました。（中学校） 

・本当にまだまだ大変な日々に貴重なお話をいただきありがとうございました。住民に寄り添い、

村に生きる人、生きていた人隔たりなく今後の人生を考えておられる姿に教育と重なるものだと感

じました。学級の生徒に話をしたところ宮崎の中学生も大変感銘を受け、郷土愛やあきらめない心、

福島への想いをそれぞれ強くしたところです。（中学校） 

・バスの車窓から景色を眺めるお顔つきと、言葉を選びながらお話しされるその様子から、村への愛

と、現状への苦悩を感じました。国レベルでの行動力ある支援がもっと進むことを願うばかりです。

（中学・高校） 

・実際に活動されている方の言葉だったので、とても心に響くものがあった。リスクコミュニケー

ションのお話や、災害に対して、「若い・老い、男性・女性、出た人・残った人などで感じ方が人

それぞれ違い、心が結集せず、心の分断を起こしている」と話してくださったことが心に特に残っ

ている。（中学校） 

 

⑥ 飯舘村・菊池製作所での視察 

・防護服を着て除染作業をしている作業員の姿を見て，改めて村の深刻な状況を詳しく知ることが

できました。隣の県に住む者として，もっと自分にできることがないかと，自分の無力さを痛感し

ました。放射線量を可視化する装置などもあり，多くの技術者たちの努力も垣間見ることができま

した。削った表土が８．５μSｖ／ｈもあり，かなり驚きました。飯舘村の地形も実際に見て，原

発から離れているにも関わらず，放射線量が高いことも体験的に学ぶことができました。菊池製作

所のみなさん，日立の方々，本当にありがとうございました。（中学校） 

・放射線量が高い飯舘村の中でも地域のために努力し続けている企業が存在することに深い感銘を

受けました。実験のデータ取りなど何でもいいので手伝いができることがあれば、いつでも声をか

けてもらいたいです。（高校） 

・ガンマカメラを見ることができて良かった。社長のお話だけでなく、社員のみなさんのお話や実

際除染作業をしている作業員の方の苦労などの話も伺えたら良かったです。（高校） 

・村を維持し，帰村を願う人々の仕事や生活を垣間見ることができた。一生懸命に除染をし，工場
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を維持しようとしている様子に感動した。日立製作所の線量測定カメラが特に印象的であった。県

内広くあのような機器が必要であると強く思う。学校や地域行政単位で使用できるといいと思う。

靴にカバーや防塵マスクを半分くらいの先生方がしていたが，放射性物質と放射線との違いやその

量的な分析と解釈の難しさ，知識と現実など，県内外での見方や感じ方の違いを目の当たりにした。

どのように，福島を見ているかも分かる現象だと思う。（高校） 

・除染作業のようすやガンマカメラを実際に見ることができたのはとても参考になりました。また、

産業なくして復興はないということが実感できました。被災地での菊地製作所のような前向きな取

り組みが、飯舘村をはじめとする福島県の復興や発展につながればと思います。（中学校） 

・除染の現場を視察できたことは非常に良かったです。早く除染を進めたい政府，地域の人の期待

とは裏腹に，現場での除染の大変さを改めて感じました。また見えない放射線を「見える化」した

ガンマカメラや，放射能を含んだ水を除染するものなど，人間の発想の素晴らしさを感じました。 

（中学・高校） 

・猛暑の中で，全身防護服で除染作業に携わる方々に頭が下がる思いです。除染をしなければ生活

できない状況の責任を誰がとるのか，日本全体で真剣に考えていく必要があることを痛感しました。

何もなければ，稲穂が揺れる季節を迎えるであろう飯舘村の悲惨な姿を見て，胸が詰まる思いでし

た。その状況を伝えること，そして，原発について真剣に考えること，これが急務であると感じま

した。（中学校） 

・除染作業の現場を実際に見ることができて良かった。しかし、それと同時に汚染された土地を完

璧に綺麗にすることの大変さを思い知らされました。また、除染した後の汚染土の処理方法がまだ

確立していないということが気になりました。とりあえずは、近くに埋めるということでしたが今

後どうするのか。この問題の根深さを実感しました。原子力発電所の使用済み燃料もこの問題と似

ているように感じた。（高校） 

・非常に貴重なガンマカメラを見せていただいたり除染作業の現場にふれるなど、普段の勤務をし

ていては体験をすることができないことを見せていただき、非常にありがたかった。取り除いた表

土の線量と除染が済んだ後の線量の違いをまざまざと見ることができ、勉強になった。また、その

取り除いた表土に関わる処理施設の課題などについても、身近に感じることができた。個人的には、

マスク無しで勤務されている皆さんから、非常に冷えた飲み物を頂き、感謝するともに、何と表現

したらよいか分からない気持ちにもなった。（中学校） 

・「除染作業」のようすは、報道等である程度知っていましたが、やはり現地でのようすを見ると、

たいへんな作業であることがよく分かりました。また、効果的に除染を進めるために、「γカメラ」

「ガードメン」など、多くの企業が研究開発を進めていることに興味深く感じました。しかし、中

間貯蔵施設の問題については、被災地だけの問題として捉えるのではなく、日本全体で考えていく

必要はあると思いました。（中学校） 

 

・ガンマカメラを通した，表土から放出されるγ線の映像に，本当に恐怖を感じました。また，除

染作業をしている様子を間近に見ることで，何とも言えない感情がこみ上げてきました。実際に，

靴袋をかぶせて，その現場の視察をしましたが，短時間の視察の中でもかなりの土埃が付着しまし
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た。一瞬，靴の上の放射線量を測定しようかと考えましたが，やめました。この状態で，震災被害

後ずっと作業を続けている菊地製作所の皆さんの思いを考えると，本当に大変なことなのだという

ことが分かったように思います。（中学校） 

・除染現場に実際に足を踏み入れると、色々な感情が湧き出てくる。分厚い防護服に身を包み、暑

いなか連日もくもくと作業されている姿を遠い東京の地で何人が意識しているだろうか。震災から

一年半の間、止むことがなく、今後も長期にわたって続けられていくであろうこの作業のことを決

して忘れまいと強く思った。（中学校） 

・現地での雇用をまもる姿勢、そして地元企業としてできること。様々な制約がある中で、 

 こうした方たちがいるおかげで村は守られている。そんな感想を持った。（中学校） 

・飯館村を訪問し、実際に放射線量をはかることによって、放射能汚染の深刻さが理解できました

し、同時に、除染の効果の大きさも実感することができました。また、ガンマカメラが稼働してい

る様子を実際に見ることができたのも勉強になりました。やはり、可視化するというのは情報を伝

える手段としてもっとも優れた方法だと思います。（中学校） 

・社長さんだけでなく、製作所で働いている人にも話を聞くことができた。村長の話とはまた少し

違った、実際の生活のことが聞けた（夜の村の様子やその人が今どのように暮らしているかなど）。

多くの村民の中の一部の考えだと思うが、飾らない話を聞ける良い機会だった。（中学校） 

・やはり、全村避難地域の現場を見て大いに考え、学ぶことができた。今も懸命に戦っている人々

の実際の様子を目の当たりにできた事と、数値として実感できたことは、今後語り継がなければい

けないと思った。（中学校） 

・白い防護服を着て作業をしている作業員の姿を目の当たりにしたとき，周りののどかな風景との

違和感に，放射線の恐ろしさを感じました。村の復興のために，日々活動している姿に頭があがら

ない思いと，そんなことを何も知らず，のほほんと過ごしている関西の人々に対する怒りと恥ずか

しさを感じました。自分は，震災以後，何をしていたのだろうと自問自答しても，何も答えが見当

たらないことに，情けなさを感じました。絶対に，この事実を京都の子どもたちに伝えようと思い

ました。（中学校） 

・菅野典雄村長が守り抜いた本当に意味のある・価値のある企業でした。従業員の皆様もお忙しい

中あたたかく迎えてくださりありがとうございました。除染作業は、あの炎天下の中防護服を着て

の激務と気の遠くなるような範囲に、改めて除染の困難さを痛感しました。（中学校） 

・除染作業は気の遠くなりそうな作業でした。除染作業には様々な機器が取り入れられ、ガンマカ

メラの様子も確認できて良かったです。⑤、⑦の内容とも重なりますが、飯舘村の線量は他の地域

と比べて高くなっていました。ご紹介いただいた本にも書かれていましたが、同心円の区切り方の

問題を実感しました。（中学・高校） 

・除染による効果があんなにもあるものだとは正直思っていなかったので、線量計の数値やPC画面上

に示された色など、目に見える形でその効果を実感できて驚きました。しかし、あの酷暑の中、あの

防護服で毎日作業されているのかと思うと、その多大なご苦労に胸が痛みました。見学させていただ

く立場としては、苦労もわからないよそ者が来て…といった思いをもたれないものか、少し変な気を

遣ってしまう面もありましたが、まったくそんなことを感じさせない皆さんの丁寧な応対と前向きな
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様子を見て、本当に、心折れず頑張っていっていただきたいという思い、応援したい気持ちがわいて

きました。（中学・高校） 

・実際に除染現場を視察することができ、興味深かった。目で見ることができないものを視覚化す

るための技術なども体感することができた。授業などでも活用できそうなので、検討していきたい。 

（中学校） 

 

⑦ 簡易放射線測定器を携帯しながらの現地視察 

・原発に近い南相馬市が意外と放射線量が低く，原発から離れている飯舘村が高くなっているのを

実際に測定し，放射線についてしっかり学ぶことの大切さをあらためて感じました。飯舘村の南側

の斜面に近づくと分析通り数値が高くなっていくのを測定できました。放射線は目に見えないので，

こうやって足を使ってデータをしっかりと取ることが必要だと思いました。誤解や風評被害に対し

ても，こういった地道な調査で対応することが重要だと思いました。（中学校） 

・勤務校には, 放射線測定器がなく,放射線の定量的な数値を見たことがなかったため, 数値の変

動には驚いた。福島市からのバスの移動中にも数値の大きな変動があり，あらためて，目には見え

ないという放射線の特質を確認できた。地図などにプロットしながら，地点ごとに放射線量を測

定・記録できれば良かったと思う。（中学校） 

・測定器を携帯しながらの現地視察は常に測定が可能でしたので、良いと思いました。だた、全員

が測定すべきポイントをいくつか設定して、値を記入できるようなワークシートのようなものがあ

ると良かったと思います。２人に１台ということだったのですが、自分のペアと行動を共にしない

といけないのですが、測定ポイントがあいまいだったので、連携がうまくいかない部分もありまし

た。測定ポイントを絞った方が、班ごとの値の比較もしやすいと思いました。（高校） 

・他県の人に線量を意識してもらうのに，非常に重要な視察であると思う。実際に自分で確かめな

がら理解するということから，福島への理解が深まっていくのだと思った。相対的な高低であるが，

他の地域よりも高いというのは，人の感情に与える影響は大きく，それによってその土地や人々を

見る見方も異なってくるという，この問題の難しさも痛感させられる。（高校） 

・測定器の数値が変わるごとに一喜一憂していましたが，やはり１μSv／h を超えると強いなとい

う印象がありました。除染した土を集めたトンパックの表面では 10μSv／h を超える値を検出し，

驚きました。（中学・高校） 

・測定器の値がいつの間にか上昇し，その数値に鈍感になっている自分がいました。その上昇した

値が，人体に影響があるのか否か，その真実を知りたいというのが本音です。放射能を正しく恐れ

るというお話がありましたが，やはり，放射能についての正しい知識，認識が必要であって，その

事実をどう捉え，どう判断していくか。国民一人一人にとって意識を高めていかなければならない

と思いました。（中学校） 

 

・自分自身 SV という単位はなんとなく理解しているつもりではいましたが、線量計の値を確認し

ながら視察することで、各場所での線量の違いが相対的に実感することができて、SV という単位

がより身近なものになりました。世の中には地震のマグニチュードや、LED の光量の単位ルーメン
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など一般の人には実感しにくい単位がたくさんありますが、科学を理解する側が一般の人たちが簡

単に理解したり身近なものになるような方法を考える必要があると思います。SV や Bq が人々の生

活により身近なものになるように、教育者である我々も含めて国や県は努力すべきだと思います。 

（高校） 

・なかなか普段携帯して歩くことはないのだが、経験できてよかった。１分間経過しないとその場

の正しい計測ができないことや、その時によって計測の値が少しずつ異なるということもわかり、

勉強になった。（中学校） 

・放射線測定器の使用は、授業の中でも取り扱うことになるので、そのしくみや正しい測定の仕方

などを身に付けるのに、たいへん役立ちました。また、被災地の汚染状況は、正直予想よりも低い

数値であることに驚きを感じました。「福島＝危険な場所」という認識をもっている人も多いので、

具体的な数値を提示しながら風評被害の歯止めとなればと思いました。（中学校） 

・放射性物質による汚染状況は報道などで多くの情報があるものの、計測器を携帯して実測するこ

とにより、より具体的な知識とすることができた。バスの移動中にも測定値は大きく変化し、地域

（局地）による汚染状況の違いや、取り除いた表土の汚染と除染後の測定値の差、また、原発から

の距離よりも、風向き、降水による汚染がより影響が大きいことなど、他の講義と関連して理解す

ることができた。測定器を用いて放射線を可視化することが放射線の理解に効果的であることを実

感し、今後の教材作成・指導計画に活用していきたい。（高校） 

・福島駅よりの移動中のバスの中で、地図に記録しながらその変化を見ていました。一部高い値を

示している地区がありましたが、原発の近くに行くと高くなるというわけではなく、事故後の飛散

状況で違いが出るということを知りました。また、除染現場において、集めた土の放射線量は非常

に高く、これらを移動させる場所を考えていかねばならないと感じました。（中学校） 

・放射線量について，普段まったく意識していなかったのですが，今回常に各地で計測することで，

放射線について関心を持つようになりました。特に，原町高校を視察した際に，駐輪場や排水菅周

辺で急激に放射線が高くなったのを観察し，このような環境にいる生徒達がいかに大変な状況にあ

るのかを知りました。一方で，汚染された表土は，深く埋めていれば地表にまで影響がないことを

数字で理解することができ，その点は意外に感じました。（中学校） 

・目に見えない放射線を自分自身が意識するためにも、他の人を意識させるためにも、やはり一番

は「数値」であると思っている。その場の数値を知り、その数値が意味することを理解し判断する

力を早く身につけたい。教育現場にも今後なくてはならない測定器であることを強く感じた。 

（中学校） 

・除染をするとしないとで、ここまではっきりと違いが出るとは思っていなかった。これからの生

活を考える上で、除染の必要性を改めて強く認識した。（中学校） 

・やはり、現地で測定器を使って測るのが、放射能汚染を理解するのにもっとも良い方法なのだと

感じました。空気汚染ではなく土壌汚染である点、除染によって放射能が確かに取り除かれている

点、同心円状の避難区域の無意味さ、汚染されやすい場所、除染しにくい場所等の理解など、本当

に多くのことを体験として知ることができたと思います。（中学校） 

・目で見て確認することのできない放射線であるが、数値を逐一確認しながらの移動であったため、
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放射線の存在について実感を伴うことのできる視察だった。飯舘村周辺で数値が急上昇したことな

どは、特に印象的だった。測定値に大きな変動のない埼玉に生活する者にとって、貴重な経験だっ

たように思う。（中学校） 

・飯舘村に入ると本当に数値が上がっていく様子や、除染で積まれた土からの高い放射線など、実

際に測定できたことは、よかった。また、他の先生の線量計と比べることによって、誤差について

も考えることができた。（中学校） 

・数値が現場に近づくにつれ変動していく様子を見ていくことだけでも福島の現状を実感できた。

（中学校） 

・福島市で 0.3μSｖであったのが，飯舘村に近づくにつれて 0.6μSｖに上がり，そして，飯舘村

では 1.6μSｖ，除染の土は 10.3μSｖでした。放射線量の値が高くなっていくことに，恐怖を感じ

ましたが，それと同時に，どこに行っても同じように高い値を示し，放射線量に対する感覚が麻痺

をしていくのが感じられました。匂いもない，何も見えない，そんな放射線であるだけに存在を知

ることができる数値ですが，実感を伴わないことに不安を感じました。（中学校） 

・これまでの研修で、放射線測定のコツが分かり、予想を検証し他の先生方と意見を交換しながら

測定することができました。（中学校） 

・各学校のトレンチや側溝など、部分的に線量の高い場所が確認できました。校庭での活動が制限

されている状態が早く解除されると良いと思いますが、汚染土壌の保管場所も決まらない状態です

と、作業も進まないという状況も確認することができました。（中学・高校） 

・目に見えない放射線というものを数値として確認しながら歩いてみて、特に除染の効果について

実感できました。土をはいでいない植え込みのところで急に数値が高くなったことが非常に印象的

でした。説明として聞くだけでなく、実際の数値として目に見える形で理解するとリアリティがあ

りました。（中学・高校） 

・放射線測定器を活用したことはあったが、安全管理のために測定器を携帯しながらの測定は初め

てだったので、実はとても緊張していた。また、実際に数値にも変化があり、安易に考えてはいけ

ないことを改めて感じた。（中学校） 

 

⑧ 講義「原発事故と地震予知」渡辺邦夫・埼玉大学教授（バス内） 

・地震の予知のスパンは確かに長いですが，事故対策や災害への備えというものは，人命がかかっ

ているので，絶対に万全でなければならないと自分も思います。万が一を常に考え，「 悪の事態」

は絶対に避けるようにしておくべきだったし，今後は絶対（原発事故は）あってはならないことだ

と思います。（中学校） 

・バス内での講義はもったいないと思いました。できれば教室内できちんと受けたいと思いました。 

（高校） 

 

・バスの中ではもったいないお話であった。科学者の見解が必ずしも行政・政策に生かされない問

題は，様々なところで存在するものの，経済観念や問題先送りの様子の結果，こうした現状に至っ

たという憤りを覚える。この原発事故に学ぶべきことをしっかりと得て，後世に活かしていかなけ



17 

ればならない。私もそういった考え方も忘れずに，理科教育の在り方を問うていきたい。（高校） 

・山間部の移動の中での講義でしたが、送電線鉄塔が倒壊した原因や福島原発と女川原発の立地条

件の違いなどがよくわかりました。地震の確率のように不明確な論理に対して、どのような対策を

とればよいのかということはとても難しいと思いますが、地震が発生したときにどのように対応す

ればよいかということを中学生にもしっかり教えていきたいと思います。（中学校） 

・社会に対して客観的な視点にたつ科学者の意見が，物事を決める際に参考程度に扱われてしまう

寂しさを感じました。特に電源保持のために不可欠な送電線鉄塔の基礎が，コストがかかるという

だけで，不十分な状態にされたという事態について，なんとも言えない不条理さを感じました。 

一方で， 新の研究でも地震予知が難しいことを改めて感じ，各地の過去の地震の被害を早急にま

とめる必要性を感じました。（中学・高校） 

・福島第一原子力発電所の立地条件を地学的な観点からわかりやすく講義していただきました。津

波被害が大きくなった原因を考えると，想定外の災害に対し，事前に備えることができなかったの

かと思ってしまいました。科学的な根拠も， 後に決める時にはお金であるというお話も実に印象

に残りました。何が真実で，何を 優先にしなければならないのか，真剣に考える必要があるとつ

くづく感じさせられました。（中学校） 

・今回の原発事故は人災とも問われていますが、日本の各地にある原発が今後起こるであろう 地

震によって同じようなことが起こりかねません。そのためにも地震予知は大切なことだと思います。

特に活断層の動きについては、なかなか予測しずらいと言われています。更なる地震予知の研究が

発展していくとともに、福島のような原発事故を引き起こさないための方策をしっかりと立ててい

く必要性を感じました。（中学校） 

・地震大国である日本で生活していくためには，いつ起こるか分からない地震のことを常に想定し

ていなくていけないことを再度認識するお話でした。しかし，震災当時は全国的に意識が高まった

ものの，現在は，国民の気持ちが「収束」してしまったように感じます。原発事故も，日本全国ど

こで起きてもおかしくない。そのことを意識できるような授業を全国で取り組むことの必要性を感

じた講義でした。（中学校） 

・福島第一原発の事故において、地学的な研究が課題とすべき事実が大変多いのではないかと感じ

る。地震の予知もそうだが、地盤の研究が大きく進むことを強く望む。（中学校） 

・電源を供給する鉄塔の倒壊について。予算を削ってしまったために起こるべくして起こったので

はないかという指摘は誠にその通りだと思う。科学、技術に関わる者として、当時の方たちは忸怩

たる思いをしたことだろう。その思いを、今後にどのように活かしていけばよいのか。科学と社会

のあり方として、今後の大きな課題だと感じた。（中学校） 

・事故原因が解明できる大変興味深い内容であった。ただ、バスの中での講義で乗り物酔いしそう

だった。（中学校） 

 

・いつ起きても不思議ではないと言われている東海地震が起きずに，東北で大きな地震が起きたこ

と，科学技術による地震予知の限界を感じていました。また，大きな地震が起きたり，被災しやす

いところに，なぜ原発がたくさん造られてしまっているのか，疑問を感じました。（中学校） 
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・科学や命の前に経済や効率性が優先されてきた現状がよくわかりました。日本には優れた科学技

術力があり、多くの熱意ある優秀な研究者がいるにもかかわらず、人災とも思える事故が起きたの

は非常に残念です。改めて教育によって、命の大切さ、物の本質を見る力を育てていかなければな

らないと感じました。（中学校） 

・技術者よりもお金を出す人に決定権があるというお話しが印象に残っています。理科的な研究を

追求するばかりではなく、その研究結果に耳を傾け正しい判断のできる社会構造であることが重要

なんだなと思いました。 

（中学・高校） 

・1000 年に 1 度のリスクに対し、どれだけの備えをしたらよいのかなど、科学技術の面だけでな

く、経済面、実際に建設する立場の視点などからの意見もお話しいただき、大変興味深かった。 

その上で、今後どのようにしていったらよいのかなど、考えさせられた。ありがとうございました。 

（中学校） 

 

⑨ 南相馬市・桜井勝延市長による講話（原町区福祉会館） 

・「見捨てられた街」という気持ちを持ったと語る市長の言葉に胸がつまる思いでした。「前向きな

心」「強い気持ちを維持することの難しさ」など，津波で壊滅した石巻市雄勝町から来た自分にと

っても共感するところがたくさんありました。しかし，そんな中でも「現場での一歩を踏み出すこ

と」そして日々の変化に対応するとともに，癒しを求めながら「自然の心を大切に」という言葉も

心にとめて，自分も復興に向けて頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。 

（中学校） 

・桜井市長の話からは，市民を守っていく首長としての強い信念が伝わってきた。甚大な被害を受

けたにもかかわらず，力強く，前向きに復興に向かう毅然とした態度には，胸を打たれた。市長の

話の中にあった，東日本大震災によって｢人々の心が分断されてしまった｣という言葉が強く印象に

残っている。｢頑張ろう日本｣，｢絆｣・・・など，日本各地でいろいろなスローガンやメッセージを

掲げているが，果たして，どれほどの人がこの被災地の現状を理解できているのだろうか。自分も，

この研修に参加しなければ同じであったと思う。自分の住んでいる自治体では，がれき処理受け入

れの問題で揺れている。（市長は受け入れの姿勢だが，住人が反対多数・・・）放射線量が０（ゼ

ロ）でなければダメという考えである。自分にできることは，この被災地の現状を正しく，広く伝

えていくことである。飯舘村・菅野典雄村長，南相馬市・桜井勝延市長の話を聞けて本当に良かっ

たと思う。（中学校） 

・リーダーシップ溢れる市長にふさわしい人物であると思いました。原発事故は人の心を分断する

という話は、同じ福島県人としてとてもよく分かります。南相馬市の議員さんたちに言いたい。心

ひとつにするならば、まず自分たちも一致団結して、市長さんを支えてください。「除染はどうす

るか？」「市長は何をやっているか？」と責めるだけでなく、自分でもアイデアを出さなければな

りません。自分の政党など関係なく、知恵を出し合って、心ひとつにしなければ、この難局は乗り

越えることができないと思いました。（高校） 

・市長自身が迷いながら悩みながら、自己を奮い立たせて頑張っているのだなと感じました。お疲
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れの様子を見て取ることができ、原発問題の深刻さを伺うことができました。（高校） 

・何度もＴＶで拝見しているが，直接お話をお聞きして衝撃を受けた。小高町，原町市，鹿島町と

合併して間もない大震災であったので，噴出してきた問題はすさまじいと感じた。高校生まで原町

市で過ごした私にとって，小高町，鹿島町それぞれ全く違うといっていいほどの地域性であること

を知っている。それ故，大震災後の対応，原発事故による避難地域と勧奨地域の問題，津波による

甚大な被害など壮絶なものであることが伝わってきた。合併したからこそ 善の対応ができたと，

自分に言い聞かせるようなお話になっていたのが印象的であった。原発事故が及ぼした被害があま

りにも様々な面に及んでいるので，その責任が問われて当然であると再認識した。（高校） 

・まずは強いリーダーシップを感じました。現状を冷静に把握し，何をすれば復興できるか，一つ

一つを丁寧に考えておられる市長の話を実際に聴くことができてよかったです。特にマスコミを情

報発信の有効な手段として活用されている裏に，大変なご苦労があったと察しました。 

（中学・高校） 

・人の気持ちをいかに前向きにし，自分自身を取り戻すこと。そのことが急務であり，一方で困難

なことであるというお話が印象に残りました。原発事故が南相馬市に残した課題が，果てしなく困

難で，それに向かって戦わなければならない現実を，桜井市長から直接うかがうことができたこと

は，実に貴重な時間となりました。この現実を多くの人に伝え，南相馬市の抱える問題を共通の課

題として捉える意識を高めていきたいと思いました。（中学校） 

・実際に原発事故の中心にいる方の話を聞くことができたことは、大変ためになった。３月１１日

その日からどのようなことが起こりそのような対処をし、現在どのような問題に直面しているかな

ど、隣県にいながらもなかなか身近に感じることができなかったことを教えていただいたような気

がする。テレビなどのメディアだけでは分からないことに触れることができた。（中学校） 

・市長の講話は、たいへん楽しみにしていました。震災から苦悩な日々でありながらも、市長とし

ての責任を全うする姿に感銘を受けました。「心をひとつに」という言葉は、まさに市長の願いを

感じる言葉でした。そして、原発によるエネルギー問題については、もっとしっかりと現状を見つ

め、安易な考えで決断をすべきではないと改めて感じました。学校現場でも、今後の未来を築く子

どもたちの目線で、エネルギー問題を考えさえたいと思います。（中学校） 

・地震・津波、更にその後の原発事故という大災害の中、市長のリーダーシップが住民を導いてい

たことが強く感じられた。情報が少なく、様々な意見がある中でも決断・実行していくことは非常

に困難であったと想像するが、緊急時のリーダーにはその責任を負う覚悟が必要である。事故後現

在に至るまで、南相馬市が抱える諸問題について説明を受け、特に人の気持ちがバラバラになり、

地域・家族などの連帯が困難になっている状況は復旧・復興は単に社会的インフラ整備ではなく、

住民の心理的復興の視点が必要であることを考えさせられた。（高校） 

・市長のお話ももちろんですが，スライドで見せていただいた津波の押し寄せる映像，当時の被災

状況に衝撃を受けました。また，災害との戦いだけでなく，いかに行政とも戦ってこられたのかを

知り，ニュース等のメディアからの情報だけでは分からないことをたくさん学ばせていただいたよ

うに思います。そんな厳しい状況の中でも，必死で頑張ってこられた桜井市長の姿勢に感動すら覚

えました。また，「やる気」と「希望」を与えるのが教育だという言葉を聞き，教員としての自分
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の責任の重さを再確認しました。震災以来，「絆」「がんばれ日本」という言葉が流行となりました。

その言葉を悪いとは思いません。しかし，現地で心をバラバラにされ，生き残るために必死になっ

ている人たちの生の言葉を聞くと，軽々しく使って良い言葉ではないように思いました。（中学校） 

・南相馬市は今回の震災を象徴する市の一つであることは間違いない。市長の言葉一つ一つからは、

市民の苦しみやこつこつ積み重なってきた希望やら国やマスコミへの怒りなど全てを背負ってき

た重みが感じられた。津波による被害は予想を超えており、いまだに復旧には程遠い現実はこの場

に足を踏み入れて、市長の言葉を直接聞くことで、恥ずかしながらやっと現実のものとなる。１年

半もの間、震災と絶えず全力で向き合っている人がいることを東京の地でも伝えていかなければな

らない。（中学校） 

・被災地での思い。筆舌に尽くしがたい辛酸もなめたことだと思う。そのような思いをどのように

復興に活かしていくのか。改めて考えさせられた。⑤の村長も市長も、異口同音に「（地域や人が）

ばらばらになってしまった」という感想を述べていたのが印象に残った。（中学校） 

・震災の本当に苦しい中、市長が市民のために尽力されている様子が伝わってきました。様々なこ

とを前向きにとらえようというお話もありましたが、これは、危険性を正確に見積もることが困難

な放射能汚染において非常に大切なことなのだと思います。同じ情報を聞いても、危険だと思う人

と安全だと思う人がいる。解釈の違いによって必要のない諍いが生まれる。前向きな発想は、それ

を打開する手段に成り得ると感じました。内部で、そのような考えを発信している人がいるという

ことをぜひ生徒たちにも伝えたいと思います。（中学校） 

・現状がよく分かり、思いがとても伝わる講話だった。やはり現地の方の話を聞く事ができたのは

大変有意義であった。理科だけではなく、教員として知っておかなければならない話であると思っ

た。 

・あらかじめ単行本を読ませていただいていたので，今回の市長の熱い思いがとても伝わりました。

市長の講話の中で「南相馬市は見捨てられたんですね」という官僚のことばの話と「われわれはマ

イナスからの出発なんです」という言葉がありましたが，これらのことがとても印象に残っていま

す。なぜなら，自分のふるさとがまさしく南相馬市と同じことになりかねない掛川市だからです。

自分のことのように感じられ，今で自分にできることは何か，話を聞きながら，常に考えていまし

た。（中学校） 

・菅野典雄村長と同じく、住民に寄り添い住民のために闘争しておられる姿に感銘しました。現場

の声がなかなか反映されない、住民のためにならない復興策が出てしまう現状にこの国の在り方を

根本から変えていかなければならないと感じました。（中学校） 

・本で読んだ話も出てきましたが、実際に聞かせていただいて、重みを感じました。「心がバラバ

ラ」になるという点も大きな問題ですね。（中学・高校） 

・研修前に推薦本を読んできてはおりましたが、実際にお話を聞くことができ、苦悩されている様

子がさらにリアルに感じられました。お話しの 後に、学生へ向けたメッセージを投げかけておら

れる様子も印象的でした。復興に長い時間がかかることを考え、若い人力の育成に期待されている

のだろうなと思いました。（中学・高校） 

・放射能汚染の災害について、「長くなるほど人の心がズタズタになる」「生きる希望が見いだせな
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い」「人の心をいかに前向きにさせるか、自分自身を取り戻す作業が必要」といったお話が特に心

に残っている。自然災害の中でも、新たな側面でも考えなくてはならないことを考えさせられた。 

（中学校） 

 

⑩ 南相馬市・石川俊氏（石川建設工業（株）社長）による説明（原町区福祉会館，市内各所） 

・地元福島のために尽力している姿は，本当にすばらしいの一言に尽きます。石川さんに会って，

たくさんのことを熱心に語っていただいて，自分も頑張らなきゃいけないと思いました。雄勝（宮

城県石巻市）も津波によって壊滅してしまいましたが，復興のために自分も全力を尽くしたいと思

います。本当にありがとうございました。（中学校） 

・石川社長のような人がいるから、南相馬は少しずつ復興に向けて歩んでいるものと思います。ぜ

ひ、安全な福島県産の食材を学校給食で使用してほしい。ＰＴＡ役員が、科学的根拠を知りたけれ

ば、第三者である私がいくらでも説明します。この研修で学んだ知識を活かして何か協力したいと

思いました。（高校） 

・南相馬市の震災状況、現状、教育、全般にわたり精通しているその知識と気迫に圧倒されました。

パワーポイントも見やすく、説明も非常にわかりやすかったです。冷静さの中にも復興に向けた熱

い心を感じ、非常に頼もしく感じました。（高校） 

・本当にすばらしい説明とそのお気持ちに深く感謝したい。地元を知り尽くし，その復旧・復興の

ために相当尽力されている様子がうかがわれて胸が熱くなった。案内いただいたすべてのところで

お聞きしたお話と合わせて，深く心に残った。言葉以上に感ずるものが多く，私もふるさと福島の

復興に教育分野から全霊をかけて努力したいと思った。（高校） 

・災害復興を現場で指揮している石川社長の話を聞けて，大変参考になりました。強いリーダーシ

ップを感じると同時に，日本の縦割り行政の欠点を感じました。また現場のコーディネーターとし

て，いろいろご尽力いただいて感謝しております。（中学・高校） 

・南相馬の津波被害，震災から今日までに至る苦労を具体的にわかりやすく教えて頂けたことが良

かったです。震災当初，がれき撤去作業の 前線で活躍された方のお話を直接聞くことで，震災被

害の大きさ，悲惨さを少しでも理解できたような気がします。小浜地区や老人養護施設など，短い

視察時間の中で南相馬の震災被害を肌で感じることができました。（中学校） 

・現地で実際に震災からの日々を戦っている方の声を聞くことができ、またさまざまな我々からの

質問にも真摯に対応してくださり、大変ありがたく思った。今回石川氏の震災や原発に対する気持

ちも聞くことができたが、それ以上に自分たちが今できることは何なのか、地元の人の気持ちがど

うなのか、現地でその時何が起きていたのかその土地土地でどんな感情であるのかさまざまな側面

から見ることができた。感謝したい。（中学校） 

・石川社長の震災からの復興に向けてのさまざまな献身的な取り組みに感銘を受けました。そして、

バス内でのさまざまな解説が、実に分かりやすく南相馬市の現状を理解することができ 

ました。（中学校） 

・原発事故直後から現在に至るまでの現地での復旧・復興の現場についての説明は、災害現場の状

況に対する認識を改めさせるものであった。協定に基づいた地元建設業者による災害時の対応・復
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旧工事など、科学的な側面を重視してこれまで考えてきていたが、社会的な視点が不足していたこ

とを痛感させられた。また、説明からは地元に対する熱い思い・責任感を感じることができ、復興

に向けた意識も強く感じられた。教育を含め様々な分野で人々が役割を果たすことにより、より早

く確実な復興が成し遂げられるよう、私自身も積極的に行動していきたい。（高校） 

・石川社長さんには、福島での視察の全般を案内していただきました。震災から今日まで必死にな

り復興を目指して活動されている姿を拝見できました。 前線での話は本当に生々しく、今回の研

修に参加できたからこそ拝見でき、また感じることができたものばかりでした。特に私は、現地に

入ることが初めてでありましたのですが、丁寧に様子を教えていただき感謝しています。これから

も南相馬の復興の応援ができたらと考えております。（中学校） 

・石川さんのお話は、南相馬をめぐる歴史背景から震災当時の生々しい話まで、大変興味深いもの

ばかりであった。とくに南相馬の歴史背景や伝統文化といった話からは、南相馬の歴史と自然への

大きな愛情が感じられた。（中学校） 

・地元復興への熱い思いを感じた。被災して初動の段階での法律の壁（例えば、亡くなった方をど

う運ぶのか）や、復興する段階での壁（大手ゼネコンしか大がかりな工事には関われない）など、

今後の社会作りをどうするのがよいのか、大きな問題提起を受けた気がする。（中学校） 

・当時、現地で多くの出来事を体験し、今回の研修ではそれらを惜しみなく提供してくださってい

たように感じた。また私たちのために、たいへん骨を折ってくださっている様子もうかがえ、心か

ら感謝したい。お話の中から、あの時行った作業やあの時思ったことなどを、生々しく感じ取るこ

とができ、あの震災に対する理解を深めることができた。（中学校） 

・自衛隊などと協力しての作業の話が印象に残った。視察の途中も、細かい質問にも答えてくれ、

参考になることが多かった。 

（⑥、⑨、⑩）福島で生活している人として感じていることを教えてくれたのは、関東で生活して

いる私としては気づかされることが多かった。テレビで見たり、関東の講習などで話を聞くのとは

全然違う、思いのつまった話が多かった。原発や放射能についての理論的なことも大事だと思うが、

人としてどう感じるか、考えるかが実際の社会の動きに反映してくると思うので、現場の話はとて

も参考になった。（中学校） 

・懇切丁寧にいろんな事を教えて頂き大変有り難かった。避難して戻ってこない人、地元に残った

人との様々な思いや、政府に対する思い、地元に対する思いなど、すべてが有意義であった。同行

して頂けたことが大変よかった。（中学校） 

・会社の利益よりも，自分の故郷を守るんだという使命感，そして故郷を愛する強い思いを感じる

ことができました。石川さんや桜井市長がいるから，南相馬市は救われているように感じました。

この二人の強いリーダーシップ，熱い郷土愛，もっと中央官庁の閣僚や国会議員は知るべきだし，

こういう人が国会議員でなければならないと思えました。今回，私に課せられた使命は，この福島

の事実をちゃんと関西の子どもたちに知らせることではないのか，ということを感じました。 

（中学校） 

・企業人また地域の代表として、首長さんたちと同じように住民目線で活動をされており、その活

動には頭が下がります。このように地域のために活動されている方々主導で復興が行われていくこ

とを切に願います。（中学校） 
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・原発建屋爆発後も建設作業員には連絡がない状況だというお話もありました。混乱の様子が感じ

られました。作業員に対する作業の安全基準（服装など）が決まっていない中、独自に判断をしな

がら指示を出されていたという点などは、国としても問題があるのではないかと感じました。 

（中学・高校） 

・どんなことがここで起こり、どんな風に対処されてきて、今どのような現状なのか、非常にわか

りやすくお話を聞かせていただきました。石川さんの強い信念と行動力に、ただただ、感心させら

れました。今の日本には、石川さんのような強い人間力のある人がもっともっと必要だと思うし、

そんな知識と行動力を養っていければ…とも思いました。（中学・高校） 

・様々な調整が大変な中、講義までしていただき、とてもありがたかった。地元をどうにかしよう、

しなくてはといった気持ちが、話の端々から受け取られた。また、避難の際に、雪の中、混んだ道

を非難した話など、被災者としての体験の話も心に残っている。ありがとうございました。 

（中学校） 

 

⑪ 学校敷地の視察（南相馬市立原町第一小学校・福島県立原町高等学校） 

・実際に被災地の学校の現状を視察できたことは貴重な経験であった。特に，小学校では保護者か

らの要望の対応に苦慮しているという印象を受けた。給食の問題，体育の授業，学校行事など，他

にもたくさんの課題があると思う。学校として，保護者のニーズにどう応えていくのかが今後の課

題であると感じた。もし，自分の勤務校であったならばどんな対応をしていくのかということを考

える機会となった。（中学校） 

・夏休み中だったので仕方がありませんが、校舎や校庭で児童や生徒が活動している様子や実際、

児童や生徒が何を思っているのか、何に苦労しているのか等、伺う機会があれば尚良かったと思い

ます。（高校） 

・学校が抱える様々な問題を共有した。県内の各学校で，同様の悩みを抱えていることを知った。

また，地域によって保護者や子供たちの感じているものも多少違ってくるということも分かった。

中通りと言われる福島市近郊は，南相馬よりも放射線量が倍近く高いにもかかわらず，原発からよ

り近い地域であるがゆえに，また，原発事故でほとんどの人が避難した地域だけに，より深く心配

されていることを知った。（高校） 

・放射線が強い場所がある学校を生徒はどう受け止めているのか，生徒の話を聞くことが出来れば

と思いました。また，教職員の放射能物質に汚染された学校についての印象を聞く機会があればと

ても参考になると思いました。（中学・高校） 

・いまだなお放射線と戦う学校現場がそこにあることを痛感しました。日々，放射線量を測定，監

視を続けざるを得ないその現状を目の当たりにし，そこで生活する児童生徒がどれほどの苦労を背

負わされているのか，やりきれない思いになりました。除染したもののその処分ができず，校庭の

中央に仮置き場として保管している現実にも驚かされました。（中学校） 

・我々が一番自分の置き換えて考えられる「学校」という現場でどのような対応が取られており、

どのような問題が起きているのか触れることができたことが非常に有意義であった。自分としては

原町第一小学校の校庭が砂浜のような柔らかさであったこと、小高商業高校の校舎が別の高校の校
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庭に建てられていること、地中に表土が埋まっていること、児童生徒の数が変化していることなど、

印象に残ることがたくさんあった。（中学校） 

・授業再開のためにいろいろな課題を乗り越えてきたようすが伝わりました。除染の問題は、少し

ずつ改善ができているものの、保護者の立場にたって考えると、まだまだ課題も多いのかと思いま

す。特に給食の問題については、深刻な課題と感じました。学校現場ではたらく者として、子ども

はもちろん、保護者にも正しい情報を提供し、安全に暮らせる学校づくりを目指していく必要があ

ると感じました。（中学校） 

・学校現場における汚染状況や除染の効果について、説明を受けるとともに実際に測定することで

知識が経験と結びけることができた。栄養士の方の「給食に福島県産の食材は使っていない」との

説明が印象的であり、地元農家・保護者などに配慮し、苦労を重ねながら進めているのだろうと感

じた。（高校） 

・何より，グラウンドの真ん中に汚染された表土が埋まっていることに，改めて驚きました。また，

川砂をもってきたというグラウンドの状況はひどいもので，これでは満足に運動できないだろうと，

学校の苦労も実感しました。また，給食の食材はすべて県外からということを聞き，やはり現地で

住んでいる人ほど危機感が強いのだということが分かりました。実際，数字上は安心だと言われて

も，自分の命にかかってくればそうなっていくのが自然だと思います。物質的なことだけでなく，

いかにして，人々の心を復興するかという点も，重大な問題であると思いました。（中学校） 

・学校を視察すると、どうしても自分自身が勤務しているとして、そこでどのような行動をとれる

かを考えてしまう。震災に負けずに強く前を向いて生きていこうとする児童・生徒を育てていきた

いと思っているが、現場の学校では、より現実的な様々な問題が山積みなのだと感じた。特に、給

食の材料は県外からのものでしか許されない現実は、色々な意味で心が痛い。（中学校） 

・福島県の人が、かえって地元産を敬遠している。今回の事故の影響の根深さについて、考えさせ

られた。（中学校） 

・グランドの土には驚いた。（中学校） 

・教育現場の現状を生で見ることができて大変良かった。自分としてできることは、このような状

況でもがんばっている生徒がいること。先生方がいることを伝えていくことであると思った。 

（中学校） 

・子どもたちが遊ぶ運動場の下に，汚染された土が埋められていて，これで果たして安全といえる

のか，そして，この大量の土はどこで保管するのか，永遠にたまっていく一方ではないのか，解決

策は果たしてあるのだろうか，安全安心とは何なのか，など，次から次へと疑問が湧き上がりまし

た。そして，この現状を国はよしとしているのか，なぜ終息宣言が出されたのか，まったく信用の

できないことであることに，国に対する不信感と怒りを感じました。（中学校） 

・除染が進んでも、植え込みやスポット的に線量の高い所を実際に確認でき、改めて除染の難しさ

を痛感しました。（中学校） 

・給食や水泳にも配慮をしなければならない現状が聞けました。（中学・高校） 

・草の生えた砂地のグランドを見て、自分の勤める学校のグランドとの大きなギャップに心が痛み

ました。本校は人工芝グランドなので、昼休みなどは生徒達が裸足でわいわいと遊んだり寝転んだ
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りする様子がよく見られます。除染作業後、人工芝を引いたらよいのではないかと思ったりもしま

した。お金の面や作業効率を考えるとそう単純に進む問題ではないのでしょうが、同じ年代の子供

たちで、こんなにも行動が制限される理不尽な現状があるのだということを実感しましたし、また

一方で、除染の効果についても実感できました。できることから進めていこうという現場の方々の

前向きな姿に頭の下がる思いでした。もっと国レベルでの強い支援がないものなのか、はがゆさを

感じました。（中学・高校） 

・除染をした校庭では、校庭の端よりも中心のほうが値が低かった。こうした点からも、除染をす

ると、効果があることを実際に体感できた。また、給食では、県外産のものを扱っているなど、食

に対する安全の話についてもお話を伺え、とても勉強になった。（中学校） 

 

⑫ 地震・津波の被災地視察（小高区駅前通り，原町区小浜・太田川河口付近，老人介護施設「ヨ

ッシーランド」） 

・かわいそうだけでは済まさないためにも、地震や津波に強い建造物の開発。塩害に負けないイネ

の品種改良や減塩技術など、科学としてやらなければならないことがまだまだあると思った。 

（高校） 

・内部がきれいに片付いた建物は、人の気配が感じられず、非常に寂しく津波の被害の恐ろしさを

物語っていた。（高校） 

・津波の襲来がどれだけ怖かったか，そしてその被害の大きさに圧倒された。景色そのものは想像

を超えなかったが，石川様のお話を聞きながら想像すると胸が痛くなった。原発事故による立ち入

りが制限されたかどうかで，その対応が異なってしまったことのさらなる悲劇に愕然とする。 

（高校） 

・被災地視察はとても衝撃的でした。どの場所もかつては人がいて，賑わいがあったはずの場所に

人間が一人も生活していないという寂しさ，異様な静けさを感じました。震災発生後１年以上経っ

ているのに，未だに震災の爪痕が生々しく残っているのを見て，複雑な思いでシャッターを押した

のを覚えています。この被害の凄さ，恐ろしさを生徒に何とか伝えられたらいいなと思います。ま

た，駅前通りには，今年５月から販売再開した自販機を見つけました。この惨劇のかでも頑張って

いる人がいることがわかり，素直に応援したくなりました。（中学・高校） 

・現場で実際に見ることができたことが，この研修のもっとも大きな成果だったような気がします。

テレビ，書物などから得られる情報も数多くありますが，直接行って自分の目で見ることが一番で

した。津波被害，地震による建物倒壊，避難地域とされ人が住めない街，多くの方々の命が奪われ

た施設，震災被害の大きさを痛感し，そこに住んでいる方々の思いを知るきっかけとなったような

気がします。（中学校） 

・現地におつとめの先生方は「きれいに片付けられている」と表現していたが、それでも数々の現

場は衝撃的なものであった。テレビや新聞で見ていたような景色も多かったが、その土地の持つ雰

囲気というかチカラのようなものを感じ、言葉がうまく出なかった。３方向から津波が押し寄せて

きたという話や道路一本隔てて津波の被害が大きく異なることなど、実際のものを見られて勉強に

なった。（中学校） 
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・以前、石巻市へ訪問した際にも津波の被害状況は、あまりにも辛いものでした。しかし、今回の

視察場所は一年半も経過しているにも関わらず、復興に向かっていかない状況に驚きを感じました。

画像や動画などを用いながら、ぜひ生徒たちにこの現状を伝えていきたいと思います。（中学校） 

・２日目の現地視察で， も大きな衝撃を受けた場所でした。何より，手つかずのまま放置されて

いる「小高地区」は本当に人の気配が感じられず，この地区に住んでいらした方々の無念さが伝わ

ってくるような思いがしました。河口付近の視察では，まさかという高さまで津波が来たことを改

めて痛感しました。そして，橋が流されてしまったという海岸近くの様子も，「何でこんな大きな

橋が流されてしまうんだ！？」という思いが。やはり，テレビ等でみた映像では，この壮絶さは分

からないと思いました。ヨッシーランドの窓から見た海岸線はあまりにも近く，当時，津波が押し

寄せる光景を目にした皆さんの恐怖が伝わってくるような思いがしました。すでに取り壊しが始ま

っていた建物でしたが，当時のままになっている屋内の光景は，あまりにも生々しく，見ているの

が悲しくなりました。しかし，実際に目にしたことは大変意味のあることだと思います。この研修

に参加した以上は，自分が目にしたこと，聞いたことを伝えていく義務があります。そのことを再

確認できた視察でした。（中学校） 

・「言葉が出ない」とはこのことであることを初めて知った。ある程度予想していた景色であった

と思うが、やはり目の当たりにすると「言葉がでない」。特に「ヨッシーランド」では一言も発す

ることができなかった。なぜ、この施設がこの状態で残っていなければならないのか。亡くなった

方とその遺族、避難されている方々の気持ちを無視した国の政策に、今更ながら唖然とする。地域

の方の意見に国はどれだけ耳を傾けたのか。目を覆いたくなるほどの津波の被害だけでなく、目に

見えない放射線の被害を痛烈に感じた。（中学校） 

・地震と津波の影響、原発からの距離と復興格差。ただの情報としてでなく、自分の目と耳などで

とらえることができた。東京に住んでいると、風化が始まってしまった感もある今回の震災。現地

ではとてもそんな状況で無いことを肌で感じた。（中学校） 

・震災直後はこんなものではなかったという話もありましたが、それでも、被害の悲惨さに言葉を

失いました。一方で、これだけの地震を受けても、揺れだけでは倒壊しなかった家が多くあるとい

う事実には、日本の建築技術のすばらしさを強く感じました。技術を過信してはいけませんが、同

時に、技術の進歩によって備えられる部分には万全の備えをすべきだと感じました。（中学校） 

・本研修のメインテーマである「放射線」からは外れた感のある視察内容であったが、正直なとこ

ろここの部分が も印象的だった。私たち教員にとって「放射線を如何に教えるか」は、重要な課

題となるのは間違いないだろうが、また「あの震災を風化させずに、如何に伝えていくか」も、教

員の重要な役割の一つであると思う。実際の風景を見、現地を歩くことができたことは、今後必ず

活かすことのできる経験だったと強く感じている。（中学校） 

・海が見えないこんな遠くまで津波がきたことに驚いた。（中学校） 

 

・生で悲惨さを感じることができた。被災地の先生方はこんな物ではないとおっしゃっていた言葉

が印象的であったが、２０ｋｍ圏内の悲惨さは誰もが考えなければいけないと思った。（中学校） 

・津波の大きさに驚きました。そして，津波から逃げようと高台に上れば，その高台を乗り越えて
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くる津波があり，津波から逃げようとしても逃げることのできないお年寄りたちがいて，そのとき，

どれだけの恐怖を感じて亡くなっていったのか，津波にのまれて亡くなっていった人たちの思いを

考えると，やりきれない気持ちになりました。また，放射線の被害により，３月１１日から時間が

止まってしまっている街に，放射線の風評被害が実質的な被害の大きさを実感させられました。 

（中学校） 

・理屈では分かっていても実際に地盤の強弱で、これほどまで被害に違いが出ている現状を知るこ

とができました。また、同心円状の画一的な制限区が復興に大きな弊害をもたらしていることをこ

の目で見、ここに住む人々の想いを考えると本当に現場に立った細やかな復興策が望まれる所です。 

ヨッシーランドでは、ドアの少し上位にのこる津波や水しぶきの跡が痛々しく、ここに入居されて

いた方々の当時の状況を察するに言葉を失いました。まだピカピカの屋根瓦と、１室に残された汚

れた３月のカレンダーが目に焼き付いています。窓越しに見えたヒマワリも非常に印象的でした。 

（中学校） 

・ヨッシーランドについては言葉が出てきませんでした。津波の後もしっかりと残っており、広く

見学させていただきましたが、この場所でも多くの方が亡くなられているという事で、自然の怖さ

を改めて感じました。（中学・高校） 

・小高区駅前通りでは、すぐ近くで普通に暮らしている地域があるのに、何故あそこだけ…という不

思議な境界線を実感しました。地盤の違いであんなにも如実に被害の状況が違うものなのだというこ

とに驚きました。太田川河口付近では、津波から1年以上たっているにも関わらず、今なお瓦礫の残る

現状を見させていただき、初めて津波の被害地を見る者としては衝撃的でした。放射線量が福島市内

よりも低いくらいだったのに、あれだけ手つかずになっている現状にもどかしさや疑問を感じました。  

 ヨッシーランドでは、本当にあの場の空気感がたまりませんでした。胸の詰まる思いでした。一

瞬の出来事であったことが、その現場からひしひしと伝わってきました。自然の無情な恐ろしさを

痛感しました。（中学・高校） 

・実際に現場、現物の語るすごさを改めて感じた。写真や新聞、ニュースで見たことはあったが、

実際に見るのとでは、迫力が全然違った。あまりの迫力に、一所懸命資料を集めたが、どのように

活用していったらよいのかが今後の大きな課題である。（中学校） 

 

⑬ 南相馬市から福島市へのバス中での質疑 

・質疑応答だけでなく、色々な人の感想が想いを聞けて良かったです。自分自身も色々考えるきっ

かけになりました。（高校） 

・全国の先生方の感じ方を知って良かった。福島の人々の思いが伝わったような感じもした。単に

知識の理解では，伝わらないものが伝わったと思う。各学校での指導にも大きく影響することは明

らかである。また，共有できたものがあるというのは，非常に良いことであった。（高校） 

・日本各地から集まった先生方の思いを聞くことができたことが大きな収穫となりました。福島に

生活する先生の思いが心に残っています。福島の放射能汚染による風評被害，それが，そこで生活

する子どもたちにまで及ぶことがあってはならない，この先何年，何十年が経過したとき，その風

評だけが一人歩きをしてしまうことがないよう，事実を伝え正しく理解することが大切だと感じま

した。（中学校） 

・このへんはだんだん疲れも出てきました・・・・少しゆっくりしたかったというのが本音です。 
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もう一泊福島でも良かったですよね。（高校） 

・先生方からの質問で、たくさんの「人体への～」という質問が上がっていたが、やはり気になる

のはそこなのだと感じた。（中学校） 

・どの質問にも永澤教授を始め，講師の先生方が丁寧にお答えくださったので，大変充実した車内

になりました。私自身が，菊地製作所の視察で感じた放射線の怖さについても，除染作業で気をつ

けるべき点をご指導いただいたことで，やや安心することができました。必要なのは，正しい知識

だということを再認識しました。また，参加された先生方の感想・質問を聞くと，どの方も高い意

識をもって参加されているということが改めて分かりました。（中学校） 

・２日目の現場視察を共に行った仲間として、全員が同じ方向を向いたことを確認できた。 

（中学校） 

・様々な先生方の感想や質問を聞き、新たな視点などを学ぶことができた。（中学校） 

・多くの先生方の意見が聞けて大変良かった。どの先生方も強烈な印象を受けたように、私も同じ

であった。また、中核教員としての決意を固めることができたのも、このときの考察があったから

だと思う。（中学校） 

・やはり，現状を自分の目で見ることが，一番大事なことであることがよくわかりました。また，

参加された先生たちの熱い思いも知ることができ，とてもよかったと思います。（中学校） 

・関東と関西での今回の災害に対する考え方の違いなど、様々な先生方の考えを伺うことができ、

とても参考になった。ただ、自分も含め数名の先生方のお話を伺う機会が、 後までなかったのが

残念だった。（中学校） 

 

３日目：８月２４日（金）［会場 埼玉大学］ 

⑭ 講義「放射性物質の化学」永澤明・埼玉大学教授，及び，実験「放射性物質の特性１：化学実

験」永澤明・埼玉大学教授，藤原隆司・埼玉大学准教授 

・除去剤と除去率の関係を実験を通して体感的に学ぶのはとても効果的だと思いました。ICP 発光

分光分析装置は高額なので中学校では分析が難しいが，炎色反応でも十分な理解が得られると思い

ました。ぜひやってみたいと思います。（中学校） 

・放射性物質の除去については，今後も更に必然となる切実な課題である。イオン交換樹脂を使っ

た除去能力についての実験は，短時間ではあったが大変有意義であった。中学校教員の立場から言

うと，科学研究でも十分に取り扱える内容，また，個人的にも取り組んでみたい内容であった。（発

光分光装置などは大学などに依頼しなければならないが）（中学校） 

・放射性物質を化学的な視点で詳しく解説して頂いた。元素の周期表を見ながら、原子、分子レベ

ルでの放射性同位体の動きや性質に対する理解が深まりました。エネルギーの受け渡しに関する部

分が非常に面白く、多少難しく感じる部分もあったが、わかりやすい説明と興味を引くトピックス

が豊富で楽しみながら受講することができました。実験も面白く、手順もわかりやすく、炎色反応

はやっていて楽しかったです。ただ、実験器具とくに、分析器などの機器は高校にはないので、一

般の生徒への還元の仕方には工夫が必要かなと思いました。（高校） 

・非常にすばらしい講義・実験であった。永澤先生のご講義では，化学・物理との間で，これまで
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断片的にしか知らなかったものや理解が浅かったものが一気に結びついていった。周期表における

（放射性）物質の化学的な性質や挙動の意味が分かって，大変充実した時間であった。また，実験

では，セシウムを吸着する物質の存在に感激をした。ただ，土に吸着してしまったセシウムは頭が

痛い。また，藤原先生のお話を頂戴する時間が無くなってしまったのが非常に残念であった。 

（高校） 

・放射性物質の科学は、放射線の特徴など中学生に教えるときに、とても参考になるお話でした。

この講義の資料などをもとにして、中学生への指導の教材化をはかりたいとおもいます。イオン交

換樹脂を用いたセシウムの除去の実験については、高濃度汚染水から放射性物質を取り除く原理が

わかり、また自分自身でも実験ができたこともよかったです。発光分光分析装置など 先端の装置

も見ることができ、とても貴重な体験ができました。（中学校） 

・先生方が事前に色々と準備されたため，非常にわかりやすい内容で，特に実験でイオン交換樹脂

はかなりの Cs を吸着できることがわかりました。やはり実験あっての理科だなと思いました。講

義の中の「中性子線を遮蔽するには水を用いる」という説明を聞いて，今までの疑問を解消するこ

とができました。と同時に，中性子線を止めるのにホウ素を使うのかがわかりました。 

（中学・高校） 

・放射線，放射能についての理解を深めることができました。原子のモデルなどを用いて説明して

頂いたことで大変わかりやすかったです。内容も実に豊富で，時間を忘れてしまうほど集中してお

話を聞かせて頂きました。実験については，放射性物質の除去という観点で様々な研究がなされて

いることを知ることができました。高価な分析機器を用いての実験で新鮮でかつ，充実した内容に

大変感動しました。（中学校） 

・実験で行ったことなど、除染に関わることを知ることができてよかったと思う。（中学校） 

・これまでに放射性物質についての詳細は、全くといって無知であったので、基本的な知識を身に

付けることができました。また、除染に関する実験を取り上げていただいたことで、除染のしくみ

を化学的に理解することができたように思います。（中学校） 

・放射性物質の化学的性質について詳細に知ることができた。特に周期表を基にした放射性元素の

性質に関する内容は、様々な知識を統合して理解することができ、放射性物質の理解に非常に有効

であると感じた。また実験では実際にセシウムを扱いその吸着に関して実験することにより、セシ

ウムの性質をもとに、原発事故での放射性物質の拡散や汚染状況、除染の方法などを考察できた。 

（高校） 

・化学の分野での放射線の知識を頂きました。スライドが丁寧で大変わかりやすく聞かせていただ

きました。色んな質問をさせていただいてもすぐに答えていただける安心感を受けました。やはり

授業は、専門性が非常に大切であると感じました。私ももっと専門的知識と経験を身につけ、生徒

に科学の素晴らしさ・有用性を伝えていけたらと感じました。（中学校） 

・放射性同位体の除去方法についての講義は，大変興味深いものでした。実際に実験を行うことで，

放射性物質の除去を具体的にどう行っていくのか，実感のわく理解ができました。イオン交換樹脂

の存在や役割を理解できた一方，これが非常に高額なことも分かりました。その上で，比較的安価

なゼオライトの有効性がより納得できたように思います。（中学校） 
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・自分自身が大学時代にクロマトグラフィーで物質を分けていたことを思い出し、放射性物質の除

去方法として活用できることがわかり、非常に興味深かった。もう少し簡易化することで、中学校

での生徒実験としても利用できるのではないかと感じた。吸水性ポリマーの利用も検討していると

のことであったが、今後の研究結果が楽しみである。（中学校） 

・今後の除染をどのように考えていけばよいのか。その基礎となる知識を習得できたように思う。

さまざまな”論”より実験結果が大切だと改めて感じた。（中学校） 

・なぜ、セシウムやヨウ素なのかがわかった。そして、ゼオライト使用の意味も分かった。実験も

興味深く、 先端技術を比較的簡単な実験で確認することができるとても有意義な物であった。 

（中学校） 

・放射線の基本的な知識の確認ができました。また，放射線は科学的にコントロールできるもので

あることも理解できました。ただ，今，現存する汚染物質や原発の燃料の問題を解決するような画

期的なアイデアはあるのかどうか，というところを知りたくなりました。実験は大学時代以来の実

験で，懐かしさを感じながらできました。中学生には難しい実験ではありますが，除染の仕組みを

教えるには効果的な教材になりうると思いました。（中学校） 

・周到に準備をしてくださりありがとうございました。（中学校） 

・基礎的な内容からお話いただけたので、また自身の勉強に活かして行きたいと思います。実験に

関しては、高校生でもできると思いますので、実際にさせてみたいと思います。ICP がないので中

和滴定で差を見ていく方法をとりたいと思います。（中学・高校） 

・色んな物質について雑学的なお話をふんだんに交えながらお話いただき、本当に愉しく講義を聴か

せていただきました。内容的なことだけではなく、お話の手法としても勉強させていただいた気がし

ます。中学校や高校ではグループ実験が主なので、1人ずつ実験させていただけることに驚きました。

お陰様で、普段あまり使うことのない試料を間近で見ながら実験することができました。普段は実験

をさせる側だけに、準備や片付け等大変でしょうに…という発想がわいてしまい、本当に頭の下がる

思いでした。（中学・高校） 

・なぜ地下水は比較的大丈夫だったのか、より除染効率を良くするためにはどのようにしたら良い

のかなど、実際に実験でも確かめることができ、とても興味深かった。また、理論だけでなく、実

際に現場で使用している材料が効果があることなど、実践面についてもお話しいただき、とても参

考になった。ありがとうございました。（中学校） 

 

⑮ 講義「放射線の物理」及び，実験「放射性物質の特性２：物理実験」井上直也・埼玉大学教授 

・霧箱の実験は大成功し，ずっと見ていたいと思うほどでした。目に見えない放射線を感じ取らせ

るという点でも，生徒たちは興味をもって取り組むし，放射線学習の動機づけになると思いました。

今回の成功したポイントをおさえて，ぜひ授業でも挑戦したいと思います。（中学校） 

 

・自然放射線強度測定の実験は，自然放射線の存在について確認でき，放射線測定器があれば手軽

に行える実験である。カウント値（ＬＥＤ光の数）が目に見えて確認できるので，小学生や中学生

でも興味をもって取り組める。また，霧箱の実験はこれまでに一度研修を受けたことがあったが，
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今回の実験で使ったものの方が，手軽に安価で購入できるものであった。放射線の飛跡が確実に見

えるようにするためには，工夫の余地がありそうである。今後，自作の教具を作ってみたい。 

（中学校） 

・放射線測定器のしくみについて詳しく理解することができた。また宇宙放射線についてもその存

在について具体的にイメージできるようになりました。新たな視点が生まれたような気がします。 

実験は、高校生でもイメージしやすい内容だと思いました。目に見えない放射線をきり箱の実験で

確かめて、それを測定器で測らせて数値として捉えさせることで放射線への理解を深めることがで

きると思います。（高校） 

・大変ご丁寧に，ご説明いただき実験を経験して，とても楽しかった。測定器の測定に関して，何

となく使用していたものが，その反応機構によって解釈されるものも動くということが分かり，使

用に関しては常に意識していきたい。実験を通して体得したものも多く，非常に有意義であった。

特に，すぐに実践できる実験や測定を教えていただき，とても良かった。（高校） 

・遮蔽の実験や霧箱を使った実験が非常によかったです。中学校でも生徒の活動にすぐ取り入れら

れると思うので、今年度中に実施したいと思います。また放射線の物理や市民講座の資料を利用さ

せていただき、中学生にも理解できるような教材を作成したいと思います。（中学校） 

・GM 管がなぜ GM 計数管なのか，シンチレーションプローベの測定原理とともにわかり，参考にな

りました。また自然放射線の存在をどのように生徒に伝え，原発事故以前から放射線をほんの少し

ずつ浴びていることをわかってもらうかが大切だと考えました。実験では，他の先生方からアドバ

イスをいただき，なんとか自作霧箱で観察までこぎつけました。霧箱のコツがつかめ，とても良か

ったです。（中学・高校） 

・霧箱の実験については何度か実践したものの，なかなかうまくいかず，試行錯誤したことを覚え

ています。今回の観察においては，放射線の軌跡を容易に観察することができたことに感動しまし

た。また，遮蔽に関する実験についても，容易でかつ科学的な実験ができることに驚きました。測

定器に関する詳しいお話も聞かせて頂き，正しく測定する方法を知ることができました。測定器の

仕組みについては全く知らなかったので，大変興味深く聞かせて頂きました。（中学校） 

・講義内容は大変わかりやすいものでした。私自身、物理の教員ですので内容的には知っているこ

とが多かったですが資料の見せ方、話し方がとてもわかりやすかったと思います。霧箱に関しては、

すでに多くの先生が経験されている内容だったのではないでしょうか。失敗しないでやる方法はい

ろいろあると思いますが、いずれにしても予備実験を何度も重ねる必要があると思っています。γ

線の遮蔽の実験は、放射線の危険性、管理の難しさを体験できる良い実験だと思いました。学校で

も実践してみたいと思います。（高校） 

・なかなかうまくいかないという霧箱の実験で飛跡を見ることができてよかった。この取り組みを

どのように今後に生かしていくか悩みどころに感じた。（中学校） 

 

・宇宙線について、とても興味深く感じました。また、物理実験では、以前から霧箱を多くの生徒

に観察できるような手立てがないか思案中だったので、今回のような実験方法で授業の中でも取り

扱いと思います。また、放射線の遮断についての実験は、これまでの研修の中でも見る機会があっ
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たのですが、鉛板の枚数を増やしながら調べるのは初めてだったので、今後の参考にしたいと思い

ます。（中学校） 

・井上先生からは、人にものを伝える迫力を感じさせていただきました。大学時代の教授の授業を

思い出していましたが、それとは違い、非常に熱心に説明していただけ、大変感謝しています。も

のを伝えるときの情熱を忘れずに現場でも生徒に向け、発信できたらいいなとを思います。実験で

は、霧箱、遮へい実験と授業ですぐに触れることのできる身近な題材を使いやすく提供していただ

きました。早速試してみたいと考えております。（中学校） 

・本講義では，宇宙線の存在についてより深く理解できました。放射線測定装置のＬＥＤが点灯す

るたびに放射線が通過していることが分かり，改めて放射線が日常的に私たちに降り注いでいるこ

とを実感しました。自作霧箱の実験は，非常に観察がしやすく，とても印象に残りました。ぜひ，

学校でも自作して，より多くの生徒に放射線を観察させたいと思います。その上で，何を考えさせ

ていくのかも，熟考した上で指導計画を改善していきたいと思います。（中学校） 

・現在、中学校の放射線教育で も扱われている「霧箱」の実験と「放射線測定器」を用いた遮蔽

の実験であるが、いかに「考えさせる授業」ができるかが課題としてある。鉛版を装着できる装置

が出てきたが、鉛の代わりに他の金属板や水など他の物質を色々と装着できるようになると面白い

と感じた。（中学校） 

・放射線についての基礎知識を確認でき、また学校現場でも扱える実験も学べた。霧箱については、

ぜひ生徒実験として実施してみたいと思う。（中学校） 

・自分自身が物理の教員であり、物理に強い興味を持っていることもあり、放射線の物理的側面に

ついて有意義に学ばせていただきました。特に、機器によって数値に大きなばらつきがある現象に

ついて、機器の原理から詳しく知ることができて良かったと思います。（中学校） 

・普段理科の授業をするうえで、実験・観察などの作業をさせる時間は大切だと感じている。そう

した実感から、それぞれの講義で実験を学ぶことができたのは、たいへん有り難かった。「放射線

の測定」についての実験は、実践的で、そのまま中学校の授業で行うことのできるものだった。霧

箱の実験をより確実に行うための技術的なアイデアもいろいろと伺うことができたので、ぜひ参考

にしたい。一方「除染」についての実験は、中学校で行うのは不可能だろうと思う。ただ、イオン

交換樹脂を用いた除染について、その仕組みなども勉強させていただいたので、何かしら方法を工

夫し中学校の現場でも似たような実験を実施していきたい。（中学校） 

・線量計の仕組みも理解することができたし、何より霧箱が久しぶりにはっきり見ることがで き

て良かった。鉛遮蔽の実験も効果がはっきりと出ることが分かり、生徒対象の実験にも利用できる

と思った。（中学校） 

・放射線の基本的な知識の確認ができました。 

放射線がどこにでもあることを，子どもたちに理解させるために，線量計以外に何かないか，と考

えていました。霧箱では，自然放射線を見るのは難しいと思いますが，中学生にとって，デジタル

化したものよりアナログのものの方が，教育的効果は高いので，もし，何か良いアイデアがあれば

教えていただきたいと思います。（中学校） 

・放射線を実際に測定しながらの実験や霧箱など、実践に生かせるような内容でした。宮崎でも仲
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間と研究実践をしていきたいと思います。（中学校） 

・霧箱実験は生徒にやらせたいと思います。ただ見るだけで終わらないように、指導法を検討した

いと思います。（中学・高校） 

・特に実験の中で、遮へい効果について調べる実験は、別の研修会に参加した際にも体験させてい

ただいたのですが、放射線源として「福島の土壌」を使われていたことがとてもリアルで印象的で

した。また、霧箱の実験方法も非常に参考になりました。（中学・高校） 

・放射線測定器の概要や、種類の違いから、実際に線源を用いての測定など、とても興味深かった。

また、測定する際には、どこで、どのように測定し、どのようなデータが入ってくるのか意識する

ことなどご指導いただいた。自分の班では、時間のない中、測定の方法を試行錯誤させていただき、

比較的良いデータが取れたように思う。ありがとうございました。（中学校） 

 

⑯ 講義「放射線の生物学的影響」坂井貴文・埼玉大学教授 

・私にとって一番関心のある分野のご講義でした。結果として、私にとっては十分満足できる内容

でありました。ありがとうございました。科学者は確定的なことは言えないとは言いますが、坂井

先生のご講義の全体から、先生ご自身のメッセージを私なりに受け取ることができ、安心感を覚え

ることができました。私は福島（相馬市）で生きていくことを決めました。イノシシには気をつけ

たいと思います。また、無駄な被爆はさけたいと思います。癌発生の抑制には免疫力も大事ですの

で、正しく怖がり、できることはして、あとは自信をもって幸せを感じて生きていきたいと思いま

した。それを生徒たちへも伝えたいです。ありがとうございました。（高校） 

・多くの人が も知りたいと思いっているのは，生物学的な影響である。福島県での生活は，気を

つけながら，注意しながら生活すれば大丈夫だという考え方をしたい。一方，事故前のような山や

川での産物を食することはできなくなってしまったことを実感した。また，事故後の緊急対応的な

知識・状況判断の時期は終わりを迎え，今後は，数年，数十年単位で評価していかなければならな

いことを残念に思うのと同時に，途方ないという気持ちになる。福島県の教師は，どのように向き

合っていくのか，更なる課題を出された気がした。（高校） 

・福島県民としては一番興味があった講義でした。放射線による生物への影響やがん。また今後の

対応をどうするかなど、この講義をもとに中学生に向けてわかりやすく授業を組み立てていきたい

と思います。（中学校） 

・低線量の人体に対する影響を調べることの難しさを知りました。でも，一般市民はこのことを知

り，不安を取り除きたいというのが本心だと思います。マウスなどの実験データがあれば，教えて

いただきたいと思いました。またここでも自然放射線の話が出ており，普通の生活をしていても放

射線は浴びているということを，市民にどのように伝えれば良いのか，とても難しい課題であると

思います。放射線が０か０でないかの二値的な考えではいけないことを，がんの原因因子で示され

たものは，わかり易かったです。（中学・高校） 

・放射線の生物学的影響については，もっとも関心の高い講義内容でした。低線量被爆がどれほど

の生物学的影響を与えるのかを科学的に証明することの難しさを理解することができました。だか

らといって安全な被爆はないことを知り，被曝量を抑えることが肝要であり，正しい測定が必要で
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あることを改めて認識しました。その低線量被爆に対し，教員としてどのように伝えていけばよい

のか，実に難しい問題だと感じました。（中学校） 

・今回の研修でもっとも興味のあった内容です。これに関しては自分自身もかなり勉強してはいま

したが、イノシシやきのこの話など 新のデータを題材とした話を聞くことができてよかった。し

かし、研修に参加前から私もよく理解していたことだが、結論はわからない・・・・ということ。

今後、生徒に人体に対する影響を話をする上でどのように教えたらよいか改めて考えさせられる内

容でした。私が今考えていることは、放射線に関してよく理解することはもちろん必要だか、放射

線によるリスク以外のリスクと比較しながら考えを深めさせるような展開が良いかなと考えてい

ます。（高校） 

・放射線と普段の生活がどのように関わっているのか知ることができた。また、福島県で行われて

いる取り組みについて知ることもできてよかったと思う。（中学校） 

・私たちが放射線によって、どのように人体に影響が及ぼされるのかを知るよい機会となりました。

ＤＮＡの損傷については、実に衝撃的な内容でした。しかし、後半に話されていたように放射線の

影響は、個々でどこまでが限界の量なのかをしっかりと考えておく必要があるように感じました。

また、教師として、地域の子どもや保護者が放射線に対する疑問があれば、現状の放射線による影

響をしっかりと伝えるとともに、自分自身の放射線に対する考えを押しつけるのではなく、個々の

考えを尊重していくことが必要だと感じました。（中学校） 

・今回の放射線の研修の中で一般市民が も知りたい内容の講義でした。データの裏付けが難しい

部分について理解することができました。放射線のからだへの被害については、 終的には自らの

判断をしないといけないということも知ることができました。それだからこそ今回の震災での「風

評」という大問題が生まれてくるのだと感じました。（中学校） 

・生物体への影響は， も関心の高い内容でしたので，非常に興味深く聞くことができました。コ

ープ福島の，陰膳調査は大変意味のあるものだったと思います。しかし，それでも給食の食材は現

地のものは使えないという現状に，人々の生活に与えたダメージは計り知れないと思いました。ま

た，食材毎の放射線量についても詳しく説明があり，すぐにでも授業で使えるデータでしたので，

大変有意義でした。一方で，キノコやタケノコといった食材の放射線量が高いことを聞き，やや不

安になりました。私の地元では，タケノコが名産であり，消費量も多く，つい数ヶ月前，タケノコ

から放射線が検出された話題が出ていました。それこそ，私たちが正しい知識をもって地域の方々

に説明できるようにしていく必要性を感じました。（中学校） 

・放射線の人体への影響を中学生へどのように伝えるべきなのかは、今回の研修を通して、私が

も学びたかった部分である。坂井先生から教えていただいたＨＰを見ながら日々勉強しているが、

やはり難しい。過去のデータと現在のデータを上手にリンクさせ、今後の考え方・放射線との付き

合い方を生徒と一緒に考えていく授業をできればと思っている。（中学校） 

 

・福島の食材について、どのように考えていけばよいのか。その根拠となる考え方を学べたと思う。

（中学校） 

・放射線教育において、放射線の生物学的な影響というのは、もっとも重要であり、かつ生徒たち
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の関心も高い事柄だと思います。自分自身も、非常に興味深く聞かせていただきました。単に安全

性を強調するわけではなく、不安材料も含めて総合的な知識を話していただけたので、自分自身の

思考を深めることができました。自分自身が生徒に伝えるときも、情報が一面的にならないように

気をつけたいと思います。（中学校） 

・線量被ばくについてとてもわかりやすい話だった。今、多くの人が知りたいと思ってる内容だっ

たと思う。「安全かどうかではなく、我慢できるかどうか」というのは納得できた。（中学校） 

・これまで自分にとって一番知識が少なかった生物学的知識を身につけることができた。流通食材

の安全性は分かったが、自給自足は難しいことも共に分かり、まだまだ課題が多い事が実感できた。 

（中学校） 

・福島事故の放射線の食被害の少なさに驚きました。それだけ，流通の段階で厳しく検査されてい

て，安心してよいということがわかりました。ただ，シイタケの汚染の高さにびっくりしましたが，

このシイタケを使えば除染が自然界で進められるのでは？とも思いました。関西では風評被害で福

島や東北地方の食材はほとんど売れていないように感じます。ちゃんとした事実を子どもたちには

伝えていく必要があると感じました。（中学校） 

・おそらく、生徒や保護者などからもっとも質問を受けそうな所だと思います。今回の講義を参考

に正しい知識と正しい判断力を育てていきたいと思います。（中学校） 

・シイタケなど食からの放射線の影響の大きさを改めて知らされ、とても勉強になった。福島県で

の放射線量測定から、キノコやコケ類などへ蓄積する傾向についてなどのお話もあったので、より

実感が湧き、伺うことができた。ありがとうございました。（中学校） 

 

４日目：８月２５日（土）［会場 埼玉大学］ 

⑰ 講義「放射性物質の利用」大西純一・埼玉大学教授 

・すばらしい講義でした。豊富なデータに圧倒されました。自分の能力不足のため、消化不良とな

ってしまった部分もあるので、勉強しなおして少しでも自分のものにしていけるようにしたいです。 

（高校） 

・現在，知られる様々な知見と比較しての原発事故の放射性物質影響の判断指針が示された。多く

の点で，安心材料が多いものの，気をつけて解釈していかなければならい。特に，小さな生物に見

られる低被曝線量，放射性物質を吸収しての異常等，監視する必要があることが分かった。また，

世界各地に存在する大地からの高被曝地域の研究も気になるところである。数百年・数千年単位で

どうなのか，歴史的に見て，どのように民族に受け入れられたのかなかったのか，さらに，染色体

異常はあるが，発がんへの有意な差がないというのを，子孫への影響をどう見るのかなど，研究が

進むことを望んでいる。安心したい知見と冷静に見るべき内容があり，正しく解釈できるよう，発

信できるよう私自身，教育方法を研究していきたい。（高校） 

 

・大西先生の講義は、今までの学習の総まとめのような中身で、この講習で学んできたことが一つ

一つ確認できました。また、パワーポイントのスライドに引用先等が書かれており、自分で教材を

作成する手引きにもなります。頑張って中学生にもわかりやすい教材を作成したいと思います。 
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（中学校） 

・放射線によって染色体異常が現れてしまう画像を見て驚きました。染色体が切れ，異なる相手同

士で組み合わさってしまうことを知り，改めて放射線の持つエネルギーの大きさを知らされました。

しかし，その染色体異常ががん発生率の向上にはつながらないという事実を知り，放射線による生

物学的影響を議論することが本当に難しいことが分かりました。（中学校） 

・気になっていた放射線の生物への影響を知ることができてよかった。特に、ＤＮＡに与える影響

など、質問がきそうな事柄に対しての説明をいただいたので、非常に学ぶべきものが多かった。 

（中学校） 

・放射線による人体の影響については、やはり世間一般的にも不安視されることであるが、環境放

射線レベルの高い地域でのデータなどから、見ると極端に大きなリスクがないことに驚かされまし

た。私たち自身が、しっかりとデータを掲げながら、不安視される現状を少しでもやわらげること

ができたらと感じました。また、染色体異常についても、修復機構が働くということは、一般の人

たちにも伝えるべきことなのかと感じました。（中学校） 

・特に放射線によるガン死のリスクについてのお話が印象に残りました。一方でガン治療にも放射

線が有効活用されている。放射線は諸刃の剣のような存在であることを実感しました。ただし，Ｄ

ＮＡの二重鎖を切断するという，具体的な話を聞くと，「やはり放射線は怖い」という印象が強く

なります。生徒達に話すときに，慎重に扱わなくてはならないと再認識しました。（中学校） 

・目に見えない放射線の害を目に見える形で生徒へ伝える方法として、放射線によってＤＮＡが傷

ついている様子を見せることは効果的であると感じた。もちろん同時に修復機能についても教える

わけだが、閾値をどこまで伝えるかの課題とともに、どの程度まで教えるかで、その後の生徒の考

え方を左右しかねないため、難しい。大西先生が用いたＰＰのデータは是非欲しいです。（中学校） 

・放射性物質をどのように扱い、安全についてどのように考えれば良いか。これまでの講義と違う

視点から学ぶことができた。（中学校） 

・これまでの講義の再確認ができた。その上、結論はやはり知識を身につけた自分自身にゆだねら

れることであり、生徒たちにもそれなりの知識を与えなくてはならないことを実感することができ

た。（中学校） 

・放射線が今回の福島の原発事故以前にも大量の放射線を浴びていることをあらためて確認できま

した。子どもたちは，福島の事故の放射線の広がりのことすら詳しく知らないので，これまでの歴

史も含めて，事実をしっかりと伝える必要がると感じました。（中学校） 

・今回の事故で放射線のデメリットばかりがクローズアップされる中、正しく私たちの生活に有効

に役立っていることや必要以上に怖がってはいけないことをしっかり教育の中で伝えていきたい

と感じました。（中学校） 

・放射線による染色体異常は非常に怖いですね。生徒も興味を持って聞いてくれる内容だと思うの

で、授業で紹介したいと思います。（中学・高校） 

・ベクレル、グレイ、シーベルトの中で、特にシーベルトについて「生物的影響の目安としての線

量であり、正式な物理化学的な単位ではなく、厳密には測定もできない」といったお話に改めて考

えさせられた。ありがとうございました。（中学校） 
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⑱ 講義「環境放射線」廣瀬勝己・埼玉大学客員教授 

・地球規模での放射性物質の拡散の様子について理解を深めることができた。また、幅広い年代の

データを見ることで、広い視野と客観的な視点を持って「福島の原発事故」について考えることが

できた。海洋放射線汚染についてもきちんと考えなければいけないと感じた。（高校） 

・昨年の事故以来，早々に気象研究所のデータが公開され，1960 年代に飛来していた放射性物質

の存在は知っていたものの，それが，今回の飛来した量や核種と比較してどのように評価できるの

か，まさに知りたいお話であった。こうした事実や状況であったということをもっと多くの人が理

解できれば，現在おかれている福島への捉え方も違ってくるのかもしれないと思っている。米ソ，

フランス，中国等の核実験や不法投棄などの問題など，政治・外交も絡み難しい問題であることを

感じた。（高校） 

・核実験をはじめとする過去の放射能汚染について知ることができ、とてもよかった。どの緯度で

核実験を行っても、中緯度地点で高い放射能が観測できるというのは自業自得ということであろう

か。福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の測定なども、大気の流れと現在の汚染状況

との関連がわかりました。海洋生物に対する影響も影響が少ないことを祈りたいが、モニタリング

の重要性や難しさ。また得られた結果が正確に発信されることを願います。（中学校） 

・放射性物質の拡散が地球規模で展開されることをデータとして示して頂き，大変わかりやすく興

味深い内容でした。100ｍＳｖ以下の生物学的影響については，放射能の専門家のみでは決められ

ないということ，影響を社会構成員の判断が重要であること，というお話が印象に残りました。影

響が分からない以上，放射線被爆を 小限におさえていくことが重要であることを改めて知ること

ができました。（中学校） 

・日常生活している上で放射線というものは無縁なものではなく、存在していること。今回の事故

でクローズアップされているが、それまでにも身近にあるものということを学んだ。このような話

を、どのように学校現場で伝えていくべきか、ということの難しさについても考えた。（中学校） 

・気象的な観点から放射線の汚染状況を分析すると、いろいろな同時の判断の甘さを痛感しました。

特に航空機モニタリングのデータが、もっと早期の段階で効果的に活用できれば、放射線への対応

が変化したのではないだろうと感じました。今回の原発事故で多くの環境が汚染されてしまったこ

とは、とても残念に感じるとともに、もとの環境にどのようにすればもどすことができるのか、今

後の研究に期待をしたいです。（中学校） 

・放射性物質による環境汚染についてデータをもとに深く理解することができた。過去の事例から

学ぶべきことは非常に多く、大気圏核実験やチェルノブイリの事故と福島における事故についてき

ちんとデータを比較整理し、考察する重要性を感じた。質問させていただいた茨城の空間線量率は

非常に特徴的なグラフであり、私自身そのグラフの示す意味を探求していたが、この研修で得た知

見と教授の回答により、ようやく正確に説明することができるようになった。このグラフは原発事

故で起きた現象の説明に非常に有効なツールではないかと考えている。原子炉内で生成する放射性

物質の種類、元素の性質による拡散方法の違い、同位体による半減期の違い、降水による土壌の汚

染とセシウムの吸着性などがこのグラフを中心として説明することが可能であると考える。教材と
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して活用する可能性を検討していきたい。（高校） 

・何をモニタリングすれば良いのか， 後の講義にふさわしく，今後の対応の実際がよく分かりま

した。チェルノブイリ事故に由来する汚染をみれば，同心円上の汚染ではないことは一目瞭然です。

しかし，今回の原発事故以降の国の対応を見ると，事故対応の理解が不十分であることは否めない

ように思います。低線量被爆の影響がまだ明瞭でないことも，危機感の低さの原因なのかもしれな

いと思いました。とはいえ，漠然と怖いと思うのではなく，廣瀬先生が提示してくださったような

データを踏まえた，科学的な提言を繰り返していかねばならないと思いました。（中学校） 

・チェルノブイリを含めた数多く・世界各地の詳細かつ継続的なデータは初めてみるものばかりで

あった。特に、大気圏核実験前後の放射線量の変化については、生徒にもぜひ考えて欲しい部分で

もあるため、授業でも利用できるこのようなデータは大変助かりました。（中学校） 

・過去の核実験や原発事故から学べること。特に核実験の影響については世代的に知らなかった 

こともあり、興味深かった。（中学校） 

・特に印象的だったのが、大気圏核実験の影響であった。福島の自己がクローズアップされている

が、６０年代の影響もあることが詳しく理解できた。負の遺産としてこの事実は綱得なければなら

ないと思った。（中学校） 

・福島の事故の放射線がどのように観測されたのか，しっかりと理解することができました。また，

放射能の塵の拡散の仕方や吸着し，減退していくメカニズムもよくわかりました。中学生には難し

い内容ですが，子どもたちが必ず疑問に感じる部分なので，それを教師側が知っておく必要はある

と思いました。（中学校） 

・原発事故後の拡散の様子を知ることができました。航空機モニタリングや SPEEDI の予測システ

ムがあるにもかかわらずうまく機能できなかったことはここでも残念としか言いようがありませ

ん。（中学校） 

・大気や、海洋といった場面についてもどのような影響があったのか、興味深くお話しいただいた。

「不十分だったことを認め、見直しをしている中で、原子力発電所の再稼働の話はいかがなもの

か。」など、今後についてのお話もあり、考えていきたいと思った。ありがとうございました。 

（中学校） 

 

 

⑲ 討議「参加者の発表と総括質疑」近藤一史教授，小倉康准教授 

・既知な事項もあったが、今まで物理・化学・生物・地学を教える中で、ばらばらであった知識が、

横につながり、知識がより強固のものになった。今後の授業に活かせることが多くあった。（高校） 

・全国の先生方と話合う機会がもてて良かった。時間がもっともっと欲しかった。残念でした。 

（高校） 

・研修を踏まえての意見交換がなされた。科学的事実の上でも感じ方，捉え方が違うので，それを

教育現場で取り扱う内容もそれぞれだと思った。しかし，福島での現実に接して思いを共有してい

る部分があるので，それぞれの授業の中にもこの問題を少しでも良い方向に導こうとしてくださっ

ている様子が分かり，福島県の教師としてありがたくうれしく思った。福島県内と県外という２通

りの放射線教育が必要と思われる。（高校） 
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・ 後に、全国の参加者と同じ中学校の立場で情報交換ができたのは大変有意義でした。（中学校） 

・様々な先生方の計画を聞かせて頂き，大変参考になりました。放射線教育，実に難しいテーマだ

と，私は感じています。そのテーマに対し，具体的なお話を聞くことができました。また，先生方

の様々な取り組みを聞かせて頂くことで，大変刺激になり，自分自身のこれからの実践に対する意

欲を高める機会となりました。先生方の実践についても，教えて頂く機会があれば幸いです。 

（中学校） 

・多くの先生は、この討議のために資料を準備したり考えがある程度まとまっていて発言内容がわ

かりやすく参考になりました。自分自身は考えや感想がうまくまとまらず、もう少し準備をして望

めばよかったと思いました。（高校） 

・多くの先生方がそれぞれ自分の立場で案が出ており、非常に参考になった。自分の未熟さも改め

て知ることになったが、しっかりと自分なりの答えを出すようにしなければならないと感じた。 

（中学校） 

・研修内容を，今後の理科教育にどう活かしていくか，積極的な討論ができました。私は中学校グ

ループでしたが，どの先生方もはっきりとしたヴィジョンを持って，今後の計画を練っているなと

感心するばかりでした。他教科からのアプローチや，地域への還元，何より，今回の出来事をいか

に正しく事実として伝えるかという点が大事だと思いました。また，理科教育という視点で考えれ

ば，何を伝え，何を考えさせるかが も大事なことであり，正しく事実を見つめ，それについて考

える力を養っていくことが私たちの急務であると思いました。人の心をいかに前向きにさせるか。

このテーマは も深くのしかかってきました。自分がどこまでできるか分かりませんが，今回共に

学ばせていただいた皆さんとのネットワークを活かしながら，子ども達や地域に還元していきたい

と思います。（中学校） 

・放射線教育をどのように学校で行っていくかは、学校の被災状況、教育課程によって様々であり、

理科教師１人だけの力で難しい部分が多々ある。学校全体を巻き込んだ放射線教育を計画していく

ことが大切だと感じた。（中学校） 

・今後、自分がどのように放射線と放射能教育を実践していくか。様々な先生のアイデアを 

 聞くことができ、非常に参考になった。（中学校） 

・多くの先生方から様々なアイディアを頂いた。現場に出る機会が少ないが、出たときに使えるよ

うに、今から準備をしておこうと思った。（中学校） 

・参加された先生たちの志の高さに感動しました。そして，この先生たちがどのような実践をされ

ていくのか，そして，その子どもたちがどのように成長していくのか，定期的に報告会を持ってほ

しいと思いました。また，子どもたちだけではなく，同僚たちに幅広く伝えていうことも，今回の

研修を受けた者の使命ではないかと感じました。（中学校） 

・多くの先生方から様々なヒントを頂きました。ありがとうございました。（中学校） 

・それぞれ、地域によって先生方の感じ方やとらえ方は違う面もあり、また、今後の指導に対する

方向性や考え方も様々でした。色んな立場からのお考えが聞けて、なるほど…と考えさせられまし

た。（中学・高校） 

・討議の際には、「四日間ありがとうございました」という気持ちでいっぱいでした。様々な先生

の様々な思いを今後につなげるためにも、今回の経験や、学んだことを授業に活かしていかなくて

はと改めて感じました。今後ともこの仲間との交流が続くとよいなと思いました。（中学校） 

（２）今年度中に，研修成果を生かして，授業や科学部活動，教員研修会での実践など，何らか

の取組を実施して頂き，その様子をご報告頂く予定ですが，現時点での構想をお書きください。 

・①１分野の放射線の学習で，今回やった霧箱の実験などを取り入れたい。 
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②終章「地球とわたしたちの未来のために」において「持続可能な社会を目指して」をテーマに

生徒にそれぞれの課題をもって取り組ませる。その際，今回の研修で学んできたことやデータな

どを活用していきたい。具体的には、「放射線の値とその影響・安全性について」「原発の被害を

受けた町や村の声」「過去の放射能汚染と福島原発事故」等 

（中学校） 

・①勤務校職員への研修報告 

②小・中学校での授業（２時間程度） 

【内容】「放射線を知る」→霧箱の実験や汚染物質の移動の実験 

「放射線利用について考える（ディベート）」→エネルギー問題について 

「教員研修会での報告」 

「科学実験教室での提示（霧箱の実験など）」 

（中学校） 

・菊地社長・石川社長と連絡をとって、福島復興のために共に働きたい。（高校） 

・理科の授業の中で放射線についての授業を行いたいと思っております。目に見えない放射線をき

り箱の実験で確かめたあと、放射線に関する基本的な知識と、生物に対する影響など話したいで

す。（高校） 

・早速，研修の成果を生かしていくつもりである。現時点では，次のように考えている。 

①  1 年生「化学基礎」の授業 9 月～10 月 

②  1 年生「復興教育（総合的な学習の時間）」２学期 

③  自然科学部での研究活動 9 月～3月 

④  教育研究大会での発表 9 月 8 日（土） 

⑤  福島大学教職実践演習ワークショップ「教師の仕事を考えよう」講師 11 月 14 日（水） 

⑥  その他，発言の機会が与えられた講演，発表会などでの伝達 

 あらゆる機会を使って，福島復興のために，研修内容を生かしていきたい。岩手，宮城でなされ

ている「復興教育」の福島版は絶対に必要であり，現場を通して研究していくつもりである。本研

修は，そのための理論的な支えになる。（高校） 

・①中教研相馬支部庶務として、研究会での報告や、支部内の連携、県中支部との連携を図り、情

報交換を進めていきたい。 

②授業については、例えば DNA を教えるときに、内部被爆の話をしたり、イオンやエネルギーの

所でも、関連しそうな内容を少しずつ取り入れたりし、学年の 後に放射線学習をまとめて行い

たい。（中学校） 

・現段階では，自分が所属している茨城県高等学校教育研究会理化部物理研究委員会と理化部の地

区研究協議会で，今回の研修について発表しようと考えています。また，中３の授業も担当してい

るので，授業実践をしたいと考えています。（中学・高校） 

・茨城県では，原子力教育に関する研修が年に一度実施されています。その研修において，実践を

含めて今回の研修の報告という形で発表させて頂くことが予定されています。授業実践については，

中学２年生を対象に環境教育，原子力教育，放射線教育と関連させながら実践していきたいと考え

ています。放射線については，怖いというイメージだけが一人歩きするのではなく，これからのエ

ネルギーの問題とも関連させながら，生徒が原子力について考えるきっかけとなるような授業を目

指していきたいと考えています。（中学校） 

・3年の物理Ⅱの放射線に関して教えるタイミング(10 月)で以下のことを指導したいと思っていま

す。四クラスを講堂に集めて実施。 
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①� 福島の復興や除染作業の現状について 

②放射線とは何か。放射線の人体に対する影響について 

③我々は世の中に満ち溢れるリスクとどのように生活していくべきなのか 

授業の前後にアンケートも実施したいと思いますが、その内容に関してアドバイスいただければと

思います(アンケート案を後日メールしますのでアドバイスお願いします)。さらに、霧箱と放射線

遮蔽の実験をやりたいと思っています。（高校） 

・自分の勤務校で生徒に教えることはもちろんであるが、本校では毎年地域の先生方対象に公開授

業兼授業参観という試みも行っているのでその際に何かできればよいかと考えられる。また、自分

は安全教育主任と環境教育主任という立場でもあるので、そういった方面からも何かできればよい

かと考えられる。その際には、放射線についてはもちろん、自分の目で見た津波や放射線の被害を

受けた現場の話もできていれば、と思うが。（中学校） 

・福島の現状について道徳の時間などで触れながら、放射線と食に関する学級活動を考えています。

また、学年や学校全体での放射線教育を、何らかの形で実施予定です。しかし、今回の研修を通し

て感じたことは、理科の教員としてはデータ上でリスクは低いといえるが、理科専門以外の人た生

徒、保護者は一様な考えがあると思います。そのあたりをどのように伝えていくかが課題となるか

と思っています。（中学校） 

・①授業での実践……物理Ⅱにおける「放射線」及び「物理学が拓く未来」の指導において、放射

性物質の性質や原子力発電所の事故について今回の研修の成果を取り入れて

いきたい。 

 ②SSH 活動での実践……空間線量率のグラフをもとに、事故で起きた現象、放射性物質の性質、

汚染状況などの説明をする教材を作成し、授業として実践したい。（高校） 

・初任者研修にて、講師の予定でありますので、そこで新任の先生方に放射線についての理解と今

回の研修の現地での様子を伝えたいと考えております。また、霧箱の実験など、生徒に放射線を伝

えるための教具について紹介できたらと思っております。（中学校） 

・まず，今回の研修内容を，地域の理科部会で伝達したいと思います。今回学ばせていただいた内

容は，どの学校にも伝えて欲しいものばかりでした。地域全体で放射線学習についての理解を深め，

各学校で指導計画の工夫を図り，それをお互いにフィードバックしながら，より良いものをつくっ

ていきたいと思います。次に，９月中旬に地域の「児童生徒科学作品展」の開催を予定しています。

土日開催なので，多くの児童生徒，保護者，地域の方々に見ていただくことができる機会です。そ

こで，例年教職員の教材・教具等を展示・発表する取組をしていますので，ここでも研修成果を発

表できたらと考えます。特に。霧箱の実験はインパクトが強いので，ぜひともやりたいと思います。

そして，少しでも多くの児童・生徒に関心をもたせたいと考えます。授業では，現在３年生を１ク

ラスもっていますので，討議の中でも話題となった，各単元への関連付けをしながらの展開をした

いと考えています。（生物分野で，ＤＮＡとの関連，地球と宇宙の単元で宇宙線の存在とその影響，

化学変化とイオンの単元で放射線の効果について等） 後の総合的な単元においては，放射線につ

いてのレポートも書かせたいなと考えています。（中学校） 

 

 

・３年生の授業を受け持っているため、１０月から１２月ごろにかけて放射線の授業を６時間ほど

で行う予定。知識２時間、実験２時間、現実を伝え考える時間を２時間とりたいと考えている。そ

のためのＰＰを作成中である。（中学校） 

・①放射線・放射能についての授業実践を行う予定。 
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 ②一方的に知識を伝えるので無く、生徒が考えることを大切にした授業にしたい。（中学校） 

・現在、可能性を探っているのは、 

① 物理Ⅱの授業内での実験、解説 

② 教員研修会での研修報告 

③ 1 年生対象の理数課題研究内での講義 

④ 3 月の SSH 校内生徒研究発表会の中での発表 

のいずれかですが、その中で取り組み易いのは①です。11 月頃には教科書の範囲が終わって演習

の授業になるため、その中に霧箱の実験と、放射線の物理、化学、生物学的側面を含めて 2時間程

度を使って授業を行い、 後には生徒同士のディスカッションを行えると良いと思います。 

また、多くの生徒に知ってもらいたいと思った場合には④が良い機会だと思いますが、元々時間枠

が非常に厳しいため、発表ができるかどうかはわかりません。（中学校） 

・①本研修の内容及び資料をもとにして、「霧箱」「除染」などの実験や実習を構想し実施する。 

②放射線についての事実（知識や測定データ等）を説明した後、放射線や原子力を利用すること

の意義について生徒間で議論させる。 

③これらの内容を何らかの方法で、さいたま市内の先生方へ公表・報告する。（中学校） 

・中学３年生で放射線についての授業を行います。その中では、今回の研修で学んだ知識を、わか

りやすく伝えたいと思う。多くのデータを示しての講義が多かったので、そのデータはそのまま授

業で使うつもりである。時間数が限られているので難しいが、放射線についての長い講義は中学生

には向かないので、実験などの作業を多く取り入れたい。福島で見たり聞いたりした内容は、放射

線の授業に限らず、多くの場面で話ができる。特に、関東の人の感覚とのズレについて話ができた

らと思う。川崎市の理科研究会では、どこか（２月？）で報告をすることになると思う。（中学校） 

・ＣＳＴ受講者との情報共有、教員志望者への情報提供、授業実践（中学校） 

・【現時点で決定していること】 

① ９月第１週の授業後：教育実習生（３回生）に対する「放射能汚染のリスク」の授業 

② ９月～１０月上旬：小学５年生から中学３年生に対する「放射能汚染のリスク」の授業 

③１０月１日（月）午後：豊橋市立大崎小学校４・５年生に対する出前授業「福島の現状」 

【今後の計画】 

①２月の研究発表会で「福島の現状」を伝える授業またはポスター展示 

②科学的リテラシー育成プログラムの作成 

（中学校） 

・①道徳での実践（８月２８日に実施済）郷土愛・強い意志 

 ②総合学習での実践 

  環境問題の一環として身のまわりの放射線量を調べる 

 ③理科指導のための研究活動 

  霧箱の作成や放射線量の測定について、学びたい教員を募り講習を行う。 

（中学校） 

 

 

・①視察に関して、可能な限りありのままを伝える。 

 ②今回の災害に関して、場所、時間、リスクなど多面的な視野で情報を与え、生徒に考え方を学

ばせる。 

③期間中に行った実験を行う。 
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④まずは、理科教員に向けて、報告する機会を設ける。（中学・高校） 

・まずは、理科教員を対象とした教員研修会を開き、今回の研修会で勉強させていただいたことを

伝えていきたいと思います。その後、特活の時間などを利用し学年集会などの形で生徒達へも還元

していければと考えています。（中学・高校） 

・今回の研修の内容を活用し、9月 26 日（水）に研究授業を行います。よろしければぜひお越し

ください。（中学校） 

 

（３）キャンプ全体を通じてのご意見やご要望がありましたらお書きください。 

・たくさんの講師の先生方による様々な視点からの内容で講義を受け，バリエーションに富んだ研

修になったと思います。福島からの合宿スタートで現地視察もたくさん行い，目的意識も高まった

ように感じました。その一方で，スケジュールがタイトだったために，一つ一つの講義や実習，見

学などをじっくり噛み締めて理解することが自分自身は不十分になってしまったように思います。

もう少し，ゆとりある日程で行ってもらえたら・・・と思うところもありましたが，総合的に見れ

ば，たくさんの資料を得ることができて，自分の理科教員としての財産がものすごく増えてよかっ

たと思っています。本当にありがとうございました。（中学校） 

・大変有意義な四日間の研修でした。この研修の準備・実施に関わりになったすべての方々に感謝

申し上げます。ありがとうございました。（中学校） 

・ 後に中学と高校に分かれたように、中学生と高校生では、教える内容が異なると感じたので分

けたのは良かったと思う。また福島県の教員と他県の教員でも意識が異なったが、それは実際に体

験したわけではないので仕方がないと思う。今後も福島から発信し続けなければならないと強く感

じた。（高校） 

・小倉先生はじめ、スタッフの学生のお陰で、４日間を快適に気持ちよく過ごすことができました。

講義や実験にも集中して取り組むことができたと思います。研修内容も豊富ですばらしく、放射線

について多面的にたくさんの知識を得ることができました。ただ、日程が若干、過密になってしま

ったため、予習復習もままならず、消化不良になってしまった部分もありました。これについては

自分で勉強していければと考えています。また、バス移動中の講義は、乗り物酔いしやすい私には

辛かったです。資料や手元の線量計を見ると酔ってしまうので、あまり講義に集中することができ

ず、残念でした。景色と音声だけの講義（バスガイドの説明のようなもの）なら可能ですし、有効

であると思います。この度は、このような貴重な機会に参加でき、全国から理科教員のみなさんと

知り合い、色々議論できたことは財産になりました。このような機会をつくっていただいた、埼玉

大の関係先生方に、御礼申し上げます。ありがとうございました。（私個人としましては、あと１

泊欲しかったです。学生たちとも教育について語り合う時間等あれば良かったな～と思いました。）

（高校） 

・お力添えをいただいたすべての講師の先生方に感謝を申し上げます。人選や講義内容，実験・実

習，視察，どれもよく考えられたすばらしい内容でした。非常に有意義でした。そして，埼玉大学

のすべての先生方が，丁寧にご説明くださったので，すべてが分かりやすかったと思います。その

データや事象の解釈は，おそらく県内外の先生方やその感じ方で違いがあるとは思いますが，福島

県内に住むことを決めた私にとっては，前向きにとらえることができる情報が多くありました。確

かに心配要因はあるものの，リスクの相対的な評価なども含めて，自信を持って福島で教育活動に

かかわることができると言えます。初めて触れられた先生方には，難しいものも多かったのではな

いかとは思います。しかし，このくらいの講義内容は，必要なことであり，来年度以降も数年は，

この研修を絶対にやるべきだと思います。また，福島県の学校や地域から，全国への発信も引き続
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き必要であるのは言うまでもありません。末筆ながら，埼玉大学の先生方のお人柄にも感激しまし

た。こうした環境で学べる学生さんは幸運だと思うことと，素晴らしい先生方を抱えていらっしゃ

る埼玉大学に心より敬意を表します。（高校） 

・過密な日程でしたが，先生方や被災現場の石川社長を始めとする様々な方々の色々な想いを私た

ちに託して頂いたと強く思っています。講義等に関して，参考となる書籍等を紹介してもらえると，

今後自分で放射線について勉強したり，他の先生方に参考資料となる情報を流したりすることがで

きるので助かります。よろしくお願いします。（中学・高校） 

・放射線，放射能除染等の科学的理解については，なかなか研修の機会がなく，知りたいという思

いはありながらも，その機会に出会えなかったのが現実でした。この研修に，幸運にも参加させて

頂く機会が得られ，本当に良かったと思っています。 南相馬市，飯舘村の視察は現場を見るとい

う点で，実に貴重な体験をさせて頂きました。また，埼玉大学での講義，実験については，現場視

察での課題を科学的に捉えることができ，２日目の内容とうまくリンクしていて大変興味深く研修

を受けることができました。また，全国各地から集まる素晴らしい先生方と交流できたことも大き

な財産となりました。今後も，いろんな意見交換ができればと思っています。今回，このような素

晴らしい研修を企画して頂いた埼玉大学の皆様，ＪＳＴ担当者の方々に感謝申し上げます。ありが

とうございました。（中学校） 

・今回の研修で も良かったのは現地を視察できたことと、現地で生活する人の生の声を聞けたこ

と。そして、ここで感じたことは多くの人たちに伝えたいと思います。講義に関しては素晴らしい

ものばかりでしたが、内容が重複している部分もあったのでそこは調整いただいたほうが良いかも

しれません。その分、現地視察をゆっくり回ったり、他の先生方と交流する時間をもう少しとって

もよかったような気がしています。（高校） 

・各地の優秀な先生方とともに、多くのことを学ぶことができて大変ありがたく思う。多少「宿題

やその後の課題はない」などはじめに聞いた話と異なることがあり戸惑う部分もあったが、それ以

上に現地を実際に見て、現地で中心となって活動されている方々の話を聞くことができたことは今

後の自分の財産になるのではないかと考えられる。特に印象に残ったのは、「正しく怖がる」「賢く

怖がる」という言葉であった。理科に関わる人間である以上、そういった力を育てていかなくては

ならないのかと感じた。また、埼玉大学での講義では、少々難しい内容でありはしたものの、さま

ざまな方面からの放射線についての話が聞くことができてよかった。科学者の方の話を、どのよう

に学校現場で生徒たちに伝えていくか、それが教員に求められているものなのだと感じた。非常に

厳しい日程で進められたが、そこで得たものもあったように感じた。２日目が特に厳しかったので、

３日目を少々優しくしていただけるとありがたかったようにも思いますが。このような機会でない

と関わることができなかった各地の先生方とさまざまな話をすることができたことも大きな財産

になっている。これで終わりではなく、いろいろな情報交換がこれからもできるといいと感じた。

また、同じような試みとして全国各地で行われているキャンプではどのような内容を行い学んでい

るかも気になった。なお、自己紹介のポスター作成については、非常に苦慮した。自分の未熟さ故

なのだが、慣れておらず、どのようなものを作ればよいか本当に分からなかったため、時期的にも

さまざまな事柄が重なり、非常に重いものだった。「苦慮した」ということで他の参加者の方と『共

通の話題』として話が盛り上がったのはよかったものの。。。貴重な機会を頂いた小倉先生をはじめ

埼玉大学の先生方に、運営に走り回ってくれた学生の皆さんに感謝したいと思います。ありがとう

ございました。（中学校） 

・たいへん有意義な、そして貴重な体験をさせていただきました。普通では視察できないような場

所にいかせていただいたり、 新の科学に触れることができたりと、本当にありがとうございまし
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た。また、久しぶりに大学生にもどったような錯覚を感じました。難しい内容もありましたが、知

らなかった知識を身に付けるができたり、新しい発見に出会えたりと、実に充実していたように思

います。これも、すべてスタッフの皆様のおかげです。本当にありがとうございました。（中学校） 

・研修に参加させていただき、ありがとうございました。各分野の講義・実験、現地での説明・視

察、実際の計測など放射線・原発事故への多様なアプローチが用意されており、放射線、災害、原

発事故に関して多面的に物事を考えることの重要性を認識しました。研究者の科学的視点と市長・

村長や現地の方々の社会的視点の違い（乖離）について考えさせられ、科学的視点に立ちながらも

社会的責任を負う必要性を感じました。私自身、物理教員として単に放射能・放射線について説明

するのではなく、積極的に役割を果たしていこうという意欲を持つことができました。意欲のある

多くの先生方との交流もでき、今後も活かしていきたいと思っています。（高校） 

・今回の研修では、小倉先生をはじめ、多くの方々にお世話になりました。研修を成功させようと

されていた意気込みは、日程を見た中で多く感じました。「せっかく放射線を扱うのだから、福島

の視察も入れないと。」というご配慮は、今回の研修を充実させた も大きな要因であったと思い

ます。この視察があったからこそ、学ぶ動機が我々側にも生まれ、成功したのだと思います。いろ

んな面でコーディネートすることが困難な場面も多々あったと思いますが、小倉先生の熱意でここ

まで企画できたのだと思っています。本当に感謝しています。また是非連絡させていただきますの

でその時は教えて下さい。（中学校） 

・非常に充実したキャンプでした。若干日程が厳しくも感じましたが，移動中の先生方との会話の

中では，「これだけの経験ができれば，大して気にならない」とみんな満足していました。私自身，

このような研修があるのなら，今後も参加したいと思いました。スタッフとして一生懸命お手伝い

をしてくれた，学生の皆さんにも感謝したいと思います。また，本研修をコーディネートしてくだ

さった，小倉先生，本当にありがとうございました。（中学校） 

・本当にためになる大変充実した４日間でした。関係者の方々には大変感謝申し上げます。要望と

しては、授業で使用するためのＰＰデータを可能な限りいただけると助かります。研修に参加され

た多くの先生が私と同じようにＰＰを作成して授業に臨むと考えられます。先生同士でのデータの

共有が手軽にできるといいなと思います。（中学校） 

・今回のキャンプを通じ、自分自身あいまいであった知識を深めることができ、また被災地の 

”体温”を感じることができた。とても有意義な研修だったと思う。ぜひもっと数多くの先生方に

も参加していただきたい内容であった。（中学校） 

・非常に内容の濃く、興味深くもあり、勉強にもなり、また、考えさせられることの多い研修でし

た。日程がタイトで体力的に厳しかったのは確かですが、それも仕方ないことだったと思います。 

一つ、意見としては、個人的には、先に埼玉大学で講義を受け、その後に福島を視察したかったと

いう感触があります。それは、自分自身が勉強不足だったというのが原因ですが、やはり知識を持

った上で現地にいくことができれば、より一層得るものが大きかったのではないかと思います。 

もちろん、日程の関係上、そのようなスケジュールを組むのは非常に難しいかとは思いますが、ご

一考いただければと思います。 

もちろん、その他の点に関しては申し分なく、すばらしい研修内容だったと思います。ありがとう

ございました。（中学校） 

・多岐にわたる視察・講義・実習と、綿密に練られた濃密なスケジュールで、充実して参加するこ

とができました。計画から準備まで、大変なご苦労だったと思います。一方で内容が膨大であった

ため、今後私たち自身が研修内容を精査・吟味し、中学校教育現場に還元していくための手立てを
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模索していくことも、また難しいように思います。４日間、とても貴重な経験をさせていただき、

ありがとうございました。（中学校） 

・放射線について、知識の量がとても増えました。「何となく知ってる」だったことが、多くの講

義により理解できました。どの講義も 新の資料が多く、説得力のあるものだった。中学校の教科

書等の資料は３～４年前のものが多く、もちろん自分で調べればよいのだが、今回の講義で使われ

た資料をまとめたら、生徒に対してわかりやすい授業ができると思った。大きなファイルをもらっ

たときは、「こんなに勉強するのか」と思ったが、わかりやすい内容のものが多く、講義を聴いた

今は、ファイルのうしろにある参考資料もとてもよく理解できる。理科の教員として、今まで知識

が足りなかったことは恥ずかしく思う。福島での視察や村長、市長の話をとても期待してキャンプ

に参加した。その点に関しては、期待通りの結果だった。そして、自分の認識や感覚が福島の方々

とは違うことにも気づかされた。とてもよい経験になった。 教育委員会などの研修と比べて、内

容的にも時間的にもぎっしりと詰まったものだったと感じる。頭の中を整理する余裕はなかったが、

この内容のものならば、どれもやりたい（学びたい）と思うものだったので、たくさんの研修がで

きたことを感謝している。もっと時間があれば、（理科とは少しずれてしまうが、）放射線や原発に

ついて社会の動き・どのように関わっていくか（社会学の話？）についても学びたいと思った。 

今回は、教育委員会から指名されての参加だったが、これほどの内容なら、また受講したいと思っ

た（ＪＳＴの方には無理と言われたが）。他の先生にも薦められる内容だった。埼玉大学が力を入

れて研修を計画・実施してくれたことに感謝しています。（中学校） 

・とても有意義な時間を過ごすことができました。ご協力頂いた皆様には感謝の言葉しか見つかり

ません。今後はこの成果を必ず還元して行きます。ありがとうございました。（中学校） 

・今回集まった教師たちで，年に１度は集まって，お互いの報告会・交流会の場を設けてほしい。

今回限りで終わりにしてしまうのは，もったいないと感じます。あれだけ熱い思いのある先生たち

の集まりです。日本を変えていくような，大きな波になるかもしれません。（中学校） 

・本当に多くの方々に支えられた素晴らしいキャンプでした。ありがとうございました。（中学校） 

・プログラムが盛りだくさんで、体力的にはきつい面もありましたが、非常に貴重な経験をさせて

頂きました。現地に行って状況を見ることが本当に大切だということも改めに認識されられました。

現地と東京の意識の違いも強く感じましたが、まだ災害は終わっていません。このことを強く訴え

て行きたいと思いました。（中学・高校） 

・非常に内容の濃い有意義な4日間でした。本当にありがとうございました。（中学・高校） 

・このキャンプを開催するにあたり、本当にたくさんの方々の協力を得られてこその企画だと思い

ました。実際に現場に行って、生の声や本音を聴くことができたり、実験で体験したり、仲間との

交流があったりなど、充実した 4日間でした。ありがとうございました。盛りだくさんの内容でし

たが、どれも貴重な体験だったので、一つ一つにより時間を割くためには、期間を延ばすしかない

のでしょうか。また、日程的には、東京でも 25 日始まりの学校が多くなりましたので、もう少し

前のほうがありがたいです。 後になりましたが、今回講義をしていただいた皆様、調整にかかわ

ってくださった小倉先生はじめ皆様、埼玉大学の学生の皆様、本当にありがとうございました。 

（中学校） 
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埼玉大学サイエンス・リーダーズ・キャンプ参加者の皆様     埼玉大学実施担当者 

 埼玉大学が企画し実施しました今回の研修プログラムについて，ご意見ご感想をお聞かせくださ

い。回答の一部は，協力いただきました講師・機関への感謝状に転用させていただくほか，今後の

企画の参考とさせていただきます。よろしくご協力ください。 

（１）以下の①～⑲から５つ以上，皆様のご意見ご感想を記述してください。 

１日目：８月２２日（水）［会場 福島グリーンパレス］ 

① 基調講演「農業と放射線」中西友子・東京大学教授 

 

 

 

 

 

② 発表「福島県立福島高校での取り組み」SS 部生徒・原尚志教諭 

 

 

 

 

 

③ 発表「郡山市立明健中学校での取り組み」佐々木清教諭 

 

 

 

 

 

④ 交流会（初日・３日目） 

 

 

 

 

 

２日目：８月２３日（木） 

⑤ 飯舘村・菅野典雄村長による講話（バス移動中） 
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⑥ 飯舘村・菊池製作所での視察 

 

 

 

 

 

⑦ 簡易放射線測定器を携帯しながらの現地視察 

 

 

 

 

 

⑧ 講義「原発事故と地震予知」渡辺邦夫・埼玉大学教授（バス内） 

 

 

 

 

 

⑨ 南相馬市・桜井勝延市長による講話（原町区福祉会館） 

 

 

 

 

 

⑩ 南相馬市・石川俊氏（石川建設工業（株）社長）による説明（原町区福祉会館，市内各所） 

 

 

 

 

 

⑪ 学校敷地の視察（南相馬市立原町第一小学校・福島県立原町高等学校） 
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⑫ 地震・津波の被災地視察（小高区駅前通り，原町区小浜・太田川河口付近，老人介護施設「ヨ

ッシーランド」） 

 

 

 

 

 

⑬ 南相馬市から福島市へのバス中での質疑 

 

 

 

 

 

３日目：８月２４日（金）［会場 埼玉大学］ 

⑭ 講義「放射性物質の化学」永澤明・埼玉大学教授，及び，実験「放射性物質の特性１：化学実

験」永澤明・埼玉大学教授，藤原隆司・埼玉大学准教授 

 

 

 

 

 

⑮ 講義「放射線の物理」及び，実験「放射性物質の特性２：物理実験」井上直也・埼玉大学教授 

 

 

 

 

 

⑯ 講義「放射線の生物学的影響」坂井貴文・埼玉大学教授 
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４日目：８月２５日（土）［会場 埼玉大学］ 

⑰ 講義「放射性物質の利用」大西純一・埼玉大学教授 

 

 

 

 

 

⑱ 講義「環境放射線」廣瀬勝己・埼玉大学客員教授 

 

 

 

 

 

⑲ 討議「参加者の発表と総括質疑」近藤一史教授，小倉康准教授 

 

 

 

 

 

 

（２）今年度中に，研修成果を生かして，授業や科学部活動，教員研修会での実践など，何らかの

取組を実施して頂き，その様子をご報告頂く予定ですが，現時点での構想をお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）キャンプ全体を通じてのご意見やご要望がありましたらお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

お名前・ご所属          

 

他参加者とのメールアドレス共有の提供 （ 可 ・ 否 ） 


