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CPD 行事から

2017 年 6 月 23 日開催，原子力・放射線部門・平成 29 年度特別講演から

福島高等学校スーパーサイエンス部放射線班として
東日本大震災後の取り組みで学んだこと
High School Super Science Division radiation team activities
what we learned from East Japan great earthquake disaster

中田

よしみ

Nakata Yoshimi

福島県立福島高等学校スーパーサイエンス部放射線班所属の 3 年生 2 名，同校教諭

原尚志氏を招き，そ

の活動報告および放射線教育についての講演後，意見交換を行った。講演では，放射線被ばくの現状を比較
した結果，福島高校生の個人被ばくについては減少している傾向を確認できた。また，放射線防護に関する
関心が薄れてきているように感じること，知識だけでは安心につながらない，情報を共有し判断を練習する
ことが必要と説明された。意見交換では，議論を通じ技術者とは何か，何ができるのかを再考するきっかけ
となった。
Nuclear & Radiation subcommittee invited two students and teacher, Mr. Takashi Hara, of
Fukushima High School Super Science Division Radiation team. We exchanged opinions after the
lecture on activity report and radiation education. In the lecture, as a result of comparing the current
situation of radiation exposure, we can confirm the tendency of their individual exposure to decrease.
And they feel that interesting radiation protection has been faded. Knowledges do not lead to just
the peace of mind. They have been described to need practicing about sharing to determine the
information. There was a chance to rethink what is the engineer and what we could do.
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はじめに

原子力・放射線部会の年次大会のあとに行われ

ある「感じたこと」
，
「考えたこと」を知ることに
もある。同じ現象・状況にいても，個人の立場，
考え，それまでの経験によって，
「感じるもの，

る「特別講演」は，例年，原子力・放射線業界に

こと」は異なる。小学校 5 年生の春に東日本大

おける時事に関して，「講演」が行われている。

震災を経験した彼女たち。この数年間でいろいろ

今年度は福島県立福島高等学校（以下福島高校）

と経験し選択してきただろう。彼女たちの目は何

スーパーサイエンス部（以下 SSH 部）の部員（3

を見て，そして感じてきたのか。意見交換等を通

年生）および顧問の先生を招いて彼女たちが取り

じ，今までの公表，報道されていることからでは

組んでいる，D-shuttle Project（生活空間にお

分からないものを，それが何かを少しでも知りた

ける被ばく線量を測定評価。福島およびフランス

いと思い臨んだ。

で実施）の研究調査した結果の紹介および「意見

今回の報告は，すべての事柄を記載できないた

交換」を行うことにした。SSH 部は福島第一原

め，印象に残った意見交換の様子，その場の「空

子力発電所の見学，学術論文の発表等活発に活動

気」
「存在感」を伝えることにする。発表の詳細

しており，すでに知っている人も多いだろう。そ

は当部会 HP（会員のみ閲覧可）
（https://www.

れでも高校生が講師であるということに不安や，

engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/

心配が先にたった参加者もいただろう。いったい

topics/005/005141.html/） を 見 て い た だ

どんな講演，意見交換ができるのか，と。

きたい。ただ，それを読むときにはぜひ，はっき

今回の特別講演の「ねらい」は，彼女たちの研

りとした声で「ここは・・・を示しています」
「そ

究成果を知ることだけが目的ではない。その奥に

の結果・・・であると考えました」と，話す様を
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思い浮かべながら確認していただけると幸いであ

なる様子を，
身をもって感じている原教諭の姿に，

る。

技術士の「研鑽」との共通性を感じた。

2

講演・報告概要

3

2.1

D-Shuttle Project

講演の後，質疑応答が行われた。

～福島県内外における高校生個人線量調査～

参加を希望しても全員が参加できないこともあ

はじめに，福島高校 SSH 部の「部活」で行っ

る。事前に彼女たちへの質問，意見を集め，その

ている放射線量の研究，東日本大震災後，個人の

場にいなくても参加できるようにした。それらを

被ばく線量はどう変化しているのかについて，熊

整理し会場からの質問も交えて意見交換が行われ

谷りささん（高 3），法井美空さん（高 3）から

た。

質疑応答と意見交換

講演があった。自己紹介のあと日常生活において

はじめに，講演内容についての質問が彼女たち

一定期間，フランスと日本の学生に測定器を携帯

に投げかけられた。どう応えるのだろうか。心配

してもらった結果についての報告があった（図

する視線を向ける参加者もいる中，理路整然とし

1）。多くの技術士を前にして行う発表。緊張し

た返答。

ていないか心配する視線が多い中，落ち着いた様

その後，意見交換が始まった。一番初めの質問

子で発表が行われた。時間内に説明しないといけ

は，なぜ，SSH 部に入部しようと思ったのか。

ないと思ったのか，多少早口の中，はきはきした

震災当時小学 5 年生だった彼女たち。中学生の

言葉遣いで，要点を得た説明が行われた。きちん

ときに福島高校を受験することを決め，その後，

と参加者のほうを向いて，ポイントを押さえなが

SSH 部に入部する，そのきっかけは何だったの

らの講演。福島高校の個人被ばく線量が減少して

だろうか。

いる傾向を，データを元に，科学的知見に基づい
て発表している様子は，とても「高校生」とは思

「先輩の出した英語論文を見て憧れ，入部を決
めました」
「はじめは，別の部活に入ろうと思っていまし

えない。
続いて，原教諭の講演は福島高校における放射

た。しかし私も，先輩の英語でのプレゼンを聞い

線防護教育の現状と取組みについて，落ち着いた

て，
憧れをいだき，
SSH 部に入ろうと思いました」

声で，実直に話された。その言葉の様子から教育

憧れる先輩との出会いが，彼女たちに影響を与

者としての苦悩もうかがえた。教育という言葉は

えたことを聞き，自分が技術者を目指すきっかけ

教えるだけではなく育む必要もある。生徒の成長

を思い出した。

に喜びを感じることもあるだろう。放射線防護教

その後，次々と問いが投げかけられ，それに応

育の重要性を感じる中，周りの人々の関心が薄く

える。その様子は「技術者」
「研究者」としての
質疑および応答であった。「な
ぜ，フランスで？」という質問
だけは，当時の状況を知らない
ので，というと，その経緯を原
教諭が説明した。その経緯につ
いてなんとなく聞き及んでいる
だろうが明確でないから「知ら
ない」と答える様子に，ここに
いる二人はしっかりとした研究
者だという印象を受けた。

図1

測定地域

また，震災後に変わったこと，
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分かったことについて質問が投げかけられた。

ことができ，見学に行くことができました」

すると自宅の庭にブルーベリーの木があるのを

一緒に暮らしているから，
身近にいるから，
きっ

知った，と話し出した。なぜその回答か，という

とお互い理解しているだろう，伝わっているだろ

疑問は，続けて説明された経緯を聞いて納得した。

うと思っていたが，違っていた。そうではないと

「自宅の庭にブルーベリーの実がなったとき，

分かったとき，丁寧に理解してもらえるように話

SSH 部放射線測定班に所属する私に，その実を

したことで，
「伝わった」ことが嬉しかったのを

食べて良いか母から質問されました。丁寧に放射

思い出したかのような明るい顔で答えていた。

線に関する知識を家族に説明した結果，自宅のブ

さらに，意見交換が進み，福島の現状を知って

ルーベリーを再び食べるようになりました。この

もらうためにはどうしたら良いと思うのかという

質問がきっかけで，自宅の庭にブルーベリーがあ

質問がでた。

ることを知りました。自分の知識が家族に役立っ
たのが嬉しかった」
この経緯の説明を受けたとき，彼女たちは普段

参加者の顔を見渡しながら次のように話した。
「福島に来てもらうのが一番いいと思います。
福島に行って大丈夫なのか等，
尋ねる人もいます。

から，身近なところでサイエンス・コミュニケー

大丈夫だと言葉で伝えることも必要ですが，なか

ションを普段からしているのだと，また学んだこ

なか思うように伝わらないこともあります。しか

とを生かして貢献していることを喜びとして感じ

し，
実際に来てもらうと，
いろいろな現状を
「スッ」

ていることに感銘を覚えた。

と理解してもらえたと感じます。福島に来て，い

その後，他の地域，他の国に住む人たちとのコ
ミュニケーションを通じて感じた思いなどについ
て，活発なやり取りが行われた。

ろいろ食べてもらって，見てもらうのがいいと思
います」
この言葉の影に，彼女たちの多くのことを経験

「自分たちの活動を伝えていますが，身近な人

したこと，それについての考えをしっかりと持っ

に伝わっていないと感じることがあり，残念に思

ていると感じた。実際に見る，感じるということ

うことがあります。学内では「もう良いよね」的

が福島の現状を理解するために，とても重要なこ

な感もあります。しかし，不安は消えていないと

とではないか。この言葉に今後の活動について多

思います。伝えるということについて，継続が必

くのヒントを得た参加者がいたようだった。

要で，今が正念場だと思っています」
改めて向き合うことの困難さ，これ以上の変化・
解決策を見出せない「あきらめ」に似た感じがあ
る。しかし，あきらめるのではなく，それに向かっ
て行動が必要であると考えている様子がうかがえ
た。この活動の継続に技術士として何ができるの
か，と考えた参加者が多くいたように思えた。こ
の回答を受け，同じような思いを感じたことがあ
るのだろうか，身近な人に伝わっていないと感じ
るのはどういう時だったのか，という質問が参加
者からあった。
「例えば，福島第一に見学に行くといった時に，

写真 1

会場の様子

そして，風評被害の質疑から，報道についての
話題となった。会場から「福島の状況が発信され
る際，広島，長崎，チェルノブイリ等と同列に報

親がすごく心配しました。話しているうちに放射

道されることについてどう思うのか」との投げか

線についての知識が共有されていないのだと分か

けに対し，
「今年（2017 年）3 月に海外で福島

りました。そして予想される被ばく線量はレント

の甲状腺がんについて講演したとき，福島の現状

ゲン撮影よりも低いのだと説明して，理解を得る

と（他の地域・事故等との）違いを説明しました
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が，あまり信用してもらえませんでした。この経

る。それは，質疑応答・意見交換を通じ「探究心」

験から，それぞれの違いを比較して，違うことを

が満たされただけでなく「未来への可能性・希望」

説明すればよいと思います。メディアが，これら

を感じ，自分がこれから何をすべきなのか，何が

を取り上げること自体が問題ではなく，これらの

できるのかを再考するきっかけとなったからだと

違いを正確に説明されていれば良いと思います」

考える。

正しいことを，きちんと伝え，伝わることの難

科学技術の発展の始めは，たったひとりの技術

しさを経験した彼女たち。その思いをそのままに

者がきっかけかもしれない。それらを伝えて，発

しないで，将来に向かっていく。その様子は「研

展させていくことは常に行われている。ひとりの

鑽」という言葉では表しきれないのではないか。

声，手は小さいかもしれないが，多くの人が参加

最後に将来に向かって，これからの目標・夢に

することにより何かできるかもしれない。

ついて質問をした。これまでの意見交換の様子か
らきっと科学的知識を背景とした目標や希望がき
けると思っていたが，それは，違っていた。
「以前，二人でそのことについて，話したこと
があります。その後，夢が変わっていなければ，
二人とも同じ夢をもっています。貧困地域に行っ
て子どもたちを助けたいと思っています。私たち
は今，毎日の生活を懸念することなく暮らしてい
ます。明日の衣食住を心配することない環境にい
ます。しかし，世界中にはまだまだ貧困に苦しん
図2

でいる子どもたち，人たちがいます。明日の食事

事前質問意見～将来に向かって～

について，健康について心配して暮らしている子

事前に募集した質問・意見のひとつに，福島高

どもたちがいます。私たちは将来，このような人

校の卒業生である技術士から，後輩の活動を誇り

たちを少しでも助けられるような活動がしたいと

に思っている旨のメッセージが寄せられた。（図

思っています」

2 中央付近）これを読んだとき「思い」はつながっ

この言葉に会場中が一瞬，息を飲み込んだ。
彼女たちの気持ちが会場中にあふれた状況で閉

ていることを感じた。
未来への道は多数あり，それを創り繋げていく

会となった。

のも技術士の役目の一つである。そのために私た

4

ちが今できることは何か，何をすべきなのか。

所感

当日の様子を言語で記すだけでは，この講演で
得たことを伝えきれてないと感じている。
それは，

それらを自問自答し，それをさらに仲間と共有
しようとする気持ちが沸き起こるような講演・意
見交換会であった。

本講演および意見交換会が，各々の心に抱いてい
る気持ちや熱い思いの中，数々の質疑・意見交換
が実施されており，それらが言葉では表現できな
いからである。それでも，少しでもその『感じ』
を所感として伝えられることができれば，
と思う。
この講演では「技術者倫理」を講演者含め参加
者すべてから感じた。丁寧な質疑，回答，探究心
そして実直さ。参加者の感想，アンケートからは
とても充実した時間を共有できたことが感じられ
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