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１．はじめに
　本論では，1970年代初頭に日米の高校生を対象に実
施された「原子力意識」調査をもとに，同じアンケー
ト調査を福島県内の高校生に実施し，調査結果を比較
検討した。3.11の震災による東京電力福島第一原子力
発電所事故以前とそれ以降では，各地の空間線量値の
比較の重要性が指摘されているが，同様に事故の前後
での一般市民とりわけ児童・生徒への「原子力」に関
する意識調査の事例もほとんどなかった。
　東日本大震災後（以下「震災後」）は，学校教員向けの
原発事故による学校教育への影響についての調査1な
ど学校現場への調査は数例見られたが，直接，児童・
生徒を対象としたものとなるときわめて少ない。とり
わけ高校生対象となるとほとんど事例はない。このこ
とは被災者である児童・生徒への配慮や実際に被災
地でのアンケート調査実施に至る困難さを表している
が，その意味で今回，福島県内の高校生に「原子力意
識」のアンケート調査を行うことができたのは貴重な
事例と言える。
　また福島県教育委員会では震災後から児童・生徒の
発達段階に応じた放射線教育を推進しており2，福島
県教育委員会義務教育課では2011年度から「放射線等
に関する指導資料」3を作成し，毎年更新，本年４月に
は第４版を重ね，県内の小中学校における各学年，年
間２時間程度の放射線に関する授業の実施に取り組ん
でいる。しかし高校においては，理科の授業で関連項
目を学ぶが，原子力エネルギーや放射線に直接関連す
る科目の履修は，生徒の希望による選択履修という問
題もあって4，すべての理科の教科で原子力・放射線
を扱うわけでもなく，当然ながら学年や学校全体で放

射線理解のための取り組みを行う余裕はなく，義務教
育で継続実施されている放射線教育との連接が大きな
課題と言える。
　本稿では，福島県内で震災直後から，学校全体で放
射線理解のための授業や行事を実践してきたＴ高校の
１年生を対象に上述の1970年に実施されたアンケート
調査を実施した。その結果から，震災直後に言われ続
けた「放射線への理解がないから恐れる」「ゆとり教
育で30年間中学校から放射線の内容が消えたため学校
で原子力や放射線の基礎知識を教えられなかった」5な
どといった指摘内容について検証する。
　今回の調査対象となった高校１年生は震災時は小学
６年の卒業時で，その後，中学３年間を過ごすことに
なるが，その時期は義務教育における放射線教育の在
り方を県教委や市町村教委が模索している最中でも
あった。すなわちこの年代への調査は本県の震災後の
放射線教育がどの程度の成果があったのかを把握でき
ること，そして放射線教育に学校全体で取り組んでき
た同校の生徒の原子力意識を調査することは，今後の
学校教育や教育行政の放射線教育の在り方に多少なり
とも示唆を与えるものと考え調査を実施した。

２．震災後の福島県内の学校教育と放射線教育の状況
　東日本大震災から４年が過ぎ，５年目を迎えようと
している。震災直後は，県外に避難した県民と残った
家族の分断や，移住した者と県内に残った者との対立，
そして農家と消費者との関係の分断など「地域社会の
分断」6が問題となった。また多くの識者やメディア，
研究者の間にも意見の混乱が見られた。特徴的だった
のは理工系研究者やそこから情報を受けたメディアか

　本論文では，1971年に実施された日米の高校生向けの「原子力」意識調査に関するアンケート結果を
ふまえ，同じ調査を福島県の高校生にも実施し，その結果について，時代背景や震災後の被災地福島県
という切迫した課題を抱える地域の状況との違いを踏まえつつ，現在の高校における放射線教育の方向
性を考察する。特に70年代初頭は，国内外の既設の原子力発電所のトラブルと放射能汚染測定データ偽
造事件（原潜・福島原発），さらに新設の原子力発電所に対する反対運動が全国で起きるなど，原子力
に関する諸問題が次々と生じた時代であり，同時にいわゆる「ゆとり教育」が叫ばれ，学習指導要領か
ら「放射線」に関する内容が削減されていく時代でもあった。これらの２つの時代の課題を比較しなが
ら，これからの福島県での小中高校における放射線の在り方について考察した。
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らは「放射線に関する知識がないから怖がる」「正し
く恐れよ」などと，原発事故の問題を棚上げにして，
一般市民および学校教育を批判する論調も少なくな
かったことである。
　他方，原発事故後２，３年が経過するにつれ，放射
線教育の見直しや再構築を唱える研究や実践も多数見
られるようになった。小野は「多くの日本人が原子力
と放射線についてなぜ学べなかったのか」7という点に
ついて，小中高校の理科教育の特徴を1960年代以降の
学習指導要領の変遷と当該時代の社会状況（原爆被爆
国としての教育，ビキニ諸島での第五福竜丸被曝事件
などの影響）と現代までの状況を取り上げながら，そ
の時々の理科や社会科の学習指導要領の学習内容を比
較しながら論じた。その結果として，教員の各世代に
よる指導力の違いを指摘し，文部科学省のアンケート
調査をもとに一般市民の原子力問題に関する意識調査
や大学生の原発関連用語の理解不足などにも触れ，こ
こ30年間，放射線教育が実施されなかった学校教育の
影響を示した。
　小野の指摘はさらに続き，原子力問題と学校教育を
テーマに，文部科学省と電力会社関係の接近とそれに
伴う放射線教育の内容が原発推進的であることを批判
し，そのうえで，この状況では「日本の子どもたちが
原発や放射線についての正しい知識を身につけ理解を
深めるという学校教育の課題を克服することはできな
い」8と警鐘を鳴らした。さらに，福島原発事故をどの
ように教材化するのかについて，震災後の「県外」の
大学生の視点で放射線教育の再構築を提案した。
　小野のほとんどの指摘は，学校教育において「放射
線」や「原子力」が消えた30年前から現代に至るまで
の時代背景も考慮して展開されている点と，さらに文
部科学省や電力会社等の普及活動への批判的見解を述
べるなど，従来の放射線教育に関する研究の中では重
要な指摘を与えている。
　しかし福島県内で生活をする被災県民の視点すなわ
ち県の内側からの視点で語られるケースは，いまだに
少なく，県内外の認識の違いを認識する識者も多くは
ない9。
　開沼は社会学者の視点から，そうした福島県の状況
が固定化されたイメージ，しかも負のイメージをもっ
て国内外から見られている点を「ステレオタイプとス
ティグマ化」が進んでいると警鐘を鳴らした10。これ
と呼応するように原子力発電所作業員の視点から原発
事故の状況と作業員の日常を描いた漫画11や原発事故
後も，福島県内で放射能汚染の不安を抱えながら生き
る家族の姿を描いた漫画12も出版されてきた。このよ
うに県内で生活する者の視点で，現状が描かれ，固定
化されたイメージを「漫画」という手法により打破し
ようという動きも，ここ最近増加している。
　学校教育においては，福島県教育委員会義務教育課

が震災翌年の2012年度から放射線指導資料を制作し，
様々な批判を受けながらも毎年更新し，2014年には第
3版が発行され，2015年4月には第4版が発行予定であ
る。そこでは県内特有の課題を扱った放射線教育プロ
グラム開発がすすんでおり，理科教員にはおなじみの

「ウィルソンの霧箱」実験による放射線の飛跡観察だ
けでなく，小学校低学年から各教科に関連付けた指導
方法が数多く例示されている。最近では市町村教育委
員会でも独自の放射線教育のための指導資料集を作成
し，各学年，年間2時間程度の授業実施の確保を目指
している。
　筆者はそうした教育行政の取り組みについて，一定
の評価をしながらも，指導資料作成に関わった教員と
学校では，放射線に関する授業が実践可能であるが，
そうではない学校では授業の実施は難しい点と，より
実践可能で，持続可能な校内研修のあり方やそのため
の支援が教育行政や社会教育施設も巻き込んで，必要
であることを指摘してきた13。
　さらに上記の指導資料集作成と放射線教育の取り組
みは小中学校の義務教育において取り組まれてきたも
のであり，高等学校においては，高校のスーパーサイ
エンスハイスクール事業や科学部等の活動でグループ
研究など一部の熱心な教員と生徒による取り組みだけ
であり，原発事故被災県である福島県の高校では，ほ
とんどなされてこなかった点も高校教員に直接へ指摘
してきた。しかしこの状況においても理科教育の関連
学会や研究会等でも，そのほんの一部の事例を取り上
げて，福島は最先端の放射線教育実践県であるとされ
ていたことが少なくなかったことも事実である。
　筆者が知る限り，高校において，理科や部活動以外
で学校や学年全体で放射線教育に取り組んだ高校はほ
とんどなく，今回アンケート調査を実施したＴ高校の
みである。そうした点からも全生徒が少なくとも放射
線教育に関する意識がやや高いと思われることもあっ
て，同高校でアンケート調査の実施に至った。

３．1970年度の日米の高校生と現代の高校生への原子
　力意識調査について
　⑴　日本原子力平和利用基金によるアメリカ原子力
　　機関と教育事情の視察について
　日本原子力産業会議編「アメリカの原子力機関と教
育事情を視察して 1970年度米高校教師視察報告」14と
は，日本原子力平和利用基金が米国原子力平和利用基
金と提携して，高校教師を米国に派遣し，「米国の原
子力平和利用と教育事情のありのままの姿を見聞し
て，我が国の原子力平和利用と自然科学教育の発展に
資」15することを目的に1962（昭和39）年度から同事
業を実施してきた報告書のことである。
　この1970年度の報告書には日米の放射線に関する教
育の比較に加えて，日米の高校生の「原子力意識」に
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関するアンケート調査が記載された。調査の目的は，
我が国の経済高度成長に伴うエネルギー資源需要の増
大に伴うわが国の資源エネルギー問題への困難と，そ
れを打開するエネルギー開発の転換期における原子力
エネルギーの多角的開発についてアメリカの原子力平
和利用の実態調査であるという。この機会に日米高校
生の意識調査を実施し，我が国の原子力開発に何らか
の参考資料を得ることも目的の一つであった。16

　⑵　1970年度に実施された日米高校生の原子力意識
　　調査と2015年度の調査について
　今回，福島県内のＴ高校の１年生にアンケート調査
を実施したが，それは上述の1970年代初頭に日米の高
校生に対して行ったものとほぼ同じもので行った。
　そもそも震災の前後において，児童・生徒の「原子
力」に関する意識調査など存在しなかった。したがっ
て，その違いを調査し，時代背景と社会状況などをふ
まえて現代の放射線教育をとりまく課題を抽出するこ
とは意義あることである。
　また本アンケート内容の詳細な分析等については興
味深い考察もあるのだが，本論では，現代の，しかも
先の震災による東京電力福島第一原子力発電所事故の
影響下で4年余りを過ごしてきた福島県内の高校生に
対する同じアンケート調査を実施し，その結果と1970
年初頭の結果との比較と考察が目的であるため一部の
設問についてのみ取り上げることとする。
　本論で取り扱う1970（昭和45）年度は科学技術庁・
文部省・朝日新聞社の後援を得て「高等学校での原子
力教育のあり方」と題する論文の入選者３名の高校教
員が参加し，アメリカの原子力施設と高校等を１か月
にわたり視察した。渡米に先立ち日米の高校における
高校の理科教育，原子力教育の現状を調査し，日米高
校生の原子力意識についてのアンケート調査も実施し
た。17 この際に実施したアンケート調査を，2015年度
の福島県内の高校生229名にも実施した。
　1970年度のアンケート内容と調査方法は次のとおり
である。
　対象：日本の高校生526名（５校），アメリカの高校
生372名（５校，日本の中学３年生にあたる学年51名
含む）。

　⑶　高校生の原子力意識の特徴について
　ここでは，上記の原子力意識に関するアンケート調
査のうち設問１，２，６，７についての結果を考察する。
①　設問「１．あなたは「原子力」という言葉をいた

時，第一印象として何を思いうかべますか。」これ
については結果は以下のとおりであった。

　ここで気をつけたいのは，1970年の調査では，「戦
争概念」と，発電所等の原子力の利用に関する「平和
概念」，それ以外の，例えば「放射能」という言葉な
どは全て「共通概念」に分類されてしまうことである。
特に「戦争概念」に関しては，「原子力」という言葉
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図１．原子力に関するアンケート（1970年） 
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図１．原子力に関するアンケート（1970年） 

図２．日本の高校生の「原子力」の印象（2015年）

図３．日本の高校生の「原子力」の印象（1970年）

図４．アメリカの高校生の「原子力」の印象（1970年）

１「原子力」という言葉の第一印象（2015年　日本）

１「原子力」という言葉の第一印象（1970年　日本）

１「原子力」という言葉の第一印象（1970年　USA）

戦争概念
259
49％

平和概念
121
23％

平和概念
34
9％

平和概念
46
20％

戦争概念
51
22％

共通概念
81
36％

無回答
51
22％

無回答
77
15％

戦争概念
121
33％

共通概念
109
29％

無回答
108
29％

共通概念
69
13％
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の第一印象として，「原子爆弾」「広島」「原子力潜水艦」
「死の灰」「核実験」など，原爆被爆国（1945年），第
五福竜丸のビキニ水爆実験被ばく（1954年）などの影
響が色濃く残っている時代であった。したがって「怖
い」「危険」という言葉も，「戦争概念」に数えられて
しまうのは現代との決定的な違いである。
　したがって2015年の福島県内で「放射能」や「放射
線」という回答が，「共通概念」概念に分類されると
いうのも現状にそぐわない。調査後，協力高校の担当
教員との議論から，新たに「原発事故」という項目を
加えて「放射線」「放射能」「福島」などの言葉を全て

「原発事故」に分類したところ，下の図５のようにほ
とんどが原子力発電所事故の印象結果となった。また
戦争をイメージした者はほとんどなく，1970年当時と
の違いが明確となった。戦争での核兵器使用という出
来事が歴史上の事象である現代の高校生にとって，「原
子力」という言葉の印象だけをとっても，当然のこと
ながら結果は大きく異なる。

　また未回答者が４分の１近くに及んだことも，特徴
的で，おそらく「原発（げんぱつ）」などといったニュー
ス等を賑わせた言葉であれば未回答者も減少したと推
察される。
②　設問「2.あなたは原子力をどう認識していますか」

に関しての結果は次の図６～図８の通りであった。
　1970年のアメリカの高校生（図６）と日本の高校生

（図７）を比べてみてまず気が付くことは，「原子力」
が「①絶対に危険なもの」と回答した割合がアメリカ
の高校生の方が８ポイント，約２倍以上も多いことで
ある。1970年に訪米調査した，谷本らは現地での「原
子力教育」について，「各高校では特別に行っておらず，
原子物理や核物理のところで原子力に関する知識を深
めているだけ」であることや，実験器具も放射線測定
機器類やウィルソンの霧箱さえも準備していない高校
が多いことを報告している。その点では日本と状況は
似ているのだが，決定的な違いは，線源が容易に入手
できることだという。そのうえで，高校の教員は市販
の実験装置に加えて，陰極線実験装置，小型ガイガー
カウンター，β線のエネルギー測定装置などを自作し，

授業で活用していることを指摘した。すなわち原子力・
放射線の授業では，できるだけ体系的にしかも容易に
入手できる線源を用いて，市販および自作の実験装置
類を使って理解を深めているところがアメリカの高校
での原子力教育の特徴だというのである。ちなみに上
述の自作実験機器は，現在の高校の科学部や科学館な
どでも「身近な材料を用いた実験」として活用されて
いる。
　アメリカの高校では明らかに日本の原子力教育・放
射線教育よりも体系的で実験などを伴う教育プログラ
ムを実施していたのだが，原子力について「①絶対危
険なもの」との回答が多かったことは注目に値する。
さらに1970年当時のアメリカの原子力教育の状況につ
いては，一般市民に対するオークリッジの原子力博物
館を取り上げ，映像や体験を通して身近に感じさせる
手法を多用していて，小学生でも理解可能な展示物を
用意していることを報告している。
　このことから東日本大震災による原発事故で「（放

【原子力発電
所事故】；
109, 22％

【戦争】; 10, 4％

【震災】; 8, 4％

図５．日本の高校生の「原子力」の印象別分類 

未回答；
50, 22％

その他；
19, 8％

【発電】；
33, 14％

１「原子力」という言葉の印象
  原発事故を受けて（2015年版）

  図６．アメリカの高校生の「原子力の認識」（1970年）

③危険ではない
15, 3％

２　原子力の認識 （1970年 USA372人）

②危険だが扱いよう
によっては安全
247, 66％

①絶対に危
険なもの;
57, 15％

①わからな
い;

61, 17％

２　原子力の認識 （1970年 日本52人）

  図７．日本の高校生の「原子力の認識」（1970年）

②危険だが扱いよう
によっては安全
418, 79％

①絶対に危険なもの
37, 7％

③危険ではない
15, 3％

③わからない
56, 11％

図８．日本の高校生の「原子力」の印象（2015年）

２　原子力の認識 （2015年３月 福島県内高校生）

③危険ではない；
1, 1％

④わからない；
21, 9％

⑤無回答；
3, 1％

②危険だが扱いよう
によっては安全;
140, 61％

①絶対に危
険なもの;
65, 28％
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射線に対する）知識がないから恐れる」「正しく恐れよ」
などと研究者やメディアの福島県民に対する上段から
の指摘は，必ずしもそうとは限らないということがこ
の調査から言えるのではないだろうか。さらに原発事
故で，今なお福島県民が放射能汚染と風評被害にこれ
ほど苦しんでいるのに，福島の高校生が原子力につい
ては「危険だが扱い用によっては安全」と61%（図８）
の回答をしている理由の一つは，むしろこの分野の教
育をしてこなかったからであり，そうであれば，今後，
学校教育においてしっかりとした放射線教育・原子力
教育を実施することで，原子力発電所の再稼働や新規
開発，関連技術の輸出等に対して，無批判に受け入れ
ることなく，原子力利用に対して慎重な態度を示すこ
とができる若者を育成できるのかもしれない。
　いずれにしても本論での考察はここまでで，今後の
精緻な調査が必要である。
③　設問「６．自国の原子力利用についてあなたはど

う考えますか」についての結果は以下の図９～11の
通りであった。

　まず原子力が「軍事利用のみに必要」という回答は
アメリカ（70年５％），日本（70年，2015年　０～１％）
と共に低い回答であったが，「戦争と平和の両方に必
要」との回答がアメリカの高校生（70年）が41％を占
め，日本より30ポイント以上も上回っていることが特
徴的である。
　1970年以前の原子力に関する状況を概観すると，
1955年のラッセル＝アインシュタイン宣言により世界
の第一線級の11名の科学者の連名（湯川秀樹も署名）
で，米ソの水爆実験競争という世界情勢に対して兵器
廃絶・科学技術の平和利用を訴え，それを受けて，全
ての核兵器およびすべての戦争の廃絶を訴える科学者
による国際会議，パグウォッシュ会議（科学と世界の
諸問題に関するパグウォッシュ会議）が創設された。
続いて1957年にカナダ・ノバスコシア州パグウォッ
シュで第１回会議が開催され（日本からは湯川，朝永
振一郎らが出席），すべての核兵器は絶対悪であると
された 。
　その後1959年には南極における核実験や放射背廃棄
物の遺棄の禁止を含む「南極条約」の締結，1963年に
はアメリカ合衆国，ソビエト連邦，イギリスによる部
分的核実験禁止条約（大気圏内・水中・宇宙空間にお
ける核爆発実験を禁止する。地下での実験は禁止しな
い）を締結，1967年にはラテンアメリカ核兵器禁止条
約への中南米14か国の署名（68年発効），1968年には
当時の核兵器保有国（アメリカ合衆国，ソビエト連邦，
イギリス，フランス，中華人民共和国）５カ国以外の
核兵器の保有を禁止し，核兵器保有国に対して「誠実
に核軍縮交渉を行う義務」を規定する核拡散防止条約
を採択するなど世界的に核廃絶の主張と原爆保有国を
中心とした各種条約が締結された時代であった。こう

したことからも図９の核保有国であるアメリカの高校
生が「原子力が軍事にのみ必要」「戦争と平和の両方
に必要」に数多く回答した理由も見て取れよう。
　また2015年の日本の高校生が「開発の必要なし」

（15％）との回答数が70年の（２％）に比べて非常に
高い数値であることは，原発事故被災後であることか
ら理解できよう。むしろ70年のアメリカの高校生の「開
発の必要なし」（13％）の回答数は，上述したように
日本よりも体系的な原子力教育・放射線教育を受けて
きた結果とも言える。
　その意味で，アメリカのこの設問への回答は「わか
らない」への回答も含めて，高校生個人の考えが多様
である。これも原子力・放射線に関する正しい知識を
日本人よりも身につけていた結果であるとすれば，理
解できる。
　一方，同じ設問において，原発事故被災地の福島県

①軍事利用にのみ
必要; 20, 5％

①軍事利用にのみ
必要; 2, 0％

６　自国の原子力利用について （1971年 USA）

６　自国の原子力利用について （1971年 日本）

図９．アメリカの高校生の「自国の原子力利用について」（1970年）

図10．日本の高校生の「自国の原子力利用について」（1970年）

⑤わから
ない
59, 16％

②戦争・平和の
両方に必要;
152, 41％

③平和利用に
のみ必要;
94, 25％

④開発の
必要なし;
47, 13％

⑤わからない;
47, 9％ ②戦争・平和の

両方に必要;
41, 8％④開発の

必要なし;
9, 2％

③平和利用にのみ必要;
427, 81％

①軍事利用にのみ
必要; 20, 5％

６　自国の原子力利用について （2015年 日本）

図11．日本の高校生の「自国の原子力利用について」（2015年）

②戦争・平和の
両方に必要;
41, 8％

⑤わから
ない
61, 28％

③平和利用に
のみ必要;
103, 47％

④開発の
必要なし;
33, 15％
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内の高校生の「わからない」との回答数が28％も占め
ていることは，基本的知識がないために回答できな
かったと見ることもできる。
　震災後の放射能汚染問題で，「正しい知識がないか
ら不安がる」などという見方こそ，一面的な見方であ
る点をこれらの結果から再度指摘しておく。
④　設問「７．あなたの住んでいる町に原子力発電所

ができるとしたらどうしますか。」についての回答
結果は次の図12～14の通りであった。

　ここでもやはり注目するのは，アメリカの高校生の
結果であろう。「賛成①②」（22％）「一概に言えない」

（39％）「反対」（39％）と日本の回答に比べ大きな偏
りは見られない。他方，日本の高校生（1970年）の回
答結果は，「一概に言えない」が60％と最多で，賛成
と反対票はアメリカの値より小さい。
　ここにも，原子力や放射線を学校教育である程度学
んでいた影響が現れており，正しい知識を学ぶことで

賛成・反対・その他と，各自の多様な意見を持てるよ
うになるのであろう。
　2015年の福島県内の高校生の回答では「強く反対」

「反対」が併せて47％を占め，1970年の日米の結果と
比較してやはり原発事故の影響を受けた影響が色濃く
表れている。それでもなお「一概に言えない」と「未
回答」だけで50％を占めているのは，今の高校生の「原
子力発電技術」や「放射線とその影響」などを，知ら
ないことによる回答であると推察される。

４．1960～70年代の原子力関連事象について
　以上のように，1970年代の日米高校生に関する原子
力意識調査とそれにまつわる日米の原子力教育の状況
と，震災後の福島県内の高校生に同じ調査を実施し，
比較検討した結果から，今現在の放射線教育の課題と
照らし合わせることが可能となった。そして東日本大
震災後の原発事故で，「放射線についての知識がない
から過剰に怖がる」という指摘が，必ずしも当てはま
らないことを，1970年当時，日本よりも進んだアメリ
カの原子力教育を受けた高校生が多様な回答を示して
いることから指摘した。もっともアメリカの小学校で
は1960年代に「学校へ行くと核攻撃を受けた瞬間に何
をすればよいかを教わった。核爆発の白い閃光にいつ
も備えておかなければならないとか，そのときにはど
う対処すべきか」19 学んだという経験を語る者もいる
ため，高校以前の教育から原子力教育に関しては日本
とは大きな違いがある。
　このことは，1981（昭和56）年４月施行の中学校理
科の学習指導要領において，理科の時数が３学年とも
それまでの140時間から105時間に削減され，原子力や
放射線に関する項目（放射性元素の原子は，放射線を
出して，ほかの元素の原子に変わること。原子は，原
子核と電子とからできており，原子核は，陽子と中性
子とからできていること。）が削除されたことが原因
であると簡単には結論づけられないことを示している。
　1972年日教組の「ゆとり教育」「学校５日制」の提
起後，小学校は1980年度から，中学校は1981年度，高
校は1982年度から新学習指導要領が開始されるのだが
その間の，原子力関連のトピックス（国内外の原発事
故，国内の原子力発電所の建設，原子力エネルギーに
関する啓蒙・普及活動等）と併せて，学校教育から放
射線教育が削除された経緯と，それ以降の社会情勢と
の関連を見ていく必要もあるだろう。
　1940～70年代までの世界の原子力発電所事故（表１），
1960～70年代の国内の原発反対運動（表２），1960～
70年代の放射能関連事件（表３）を見てみると，1966
年に国内初の商業用原子炉，東海発電所の営業運転が
開始されるが，世界各国では1950～70年代にかけて
様々なレベルの原子力発電所事故が起きていることが
見て取れる。その影響も受けて1960年～70年代は国内

①強く賛成; 17, 4％

７　あなたの町に原子力発電所ができるとしたら （1971年 USA372人）

７　あなたの町に原子力発電所ができるとしたら （1971年 日本526人）

図12．「あなたの町に原子力発電所ができたら」（アメリカの高校生 1970年）

図13．「あなたの町に原子力発電所ができたら」（日本の高校生 1970年）

②賛成;
66, 18％

③一概に
言えない;
145, 39％

④反対;
71, 19％

④強く反対;
73, 20％

①強く賛成; 3, 1％

③一概に
言えない;
145, 39％

④反対;
71, 19％

④強く
反対;
49, 22％

①強く賛成; 8, 1％

⑤強く反対;
63, 12％

②賛成; 48, 9％

④反対;
93, 18％

③一概に言えない;
314, 60％

７　あなたの町に原子力発電所ができるとしたら （2015年 日本229人）

図14．「あなたの町に原子力発電所ができたら」（日本の高校生 2015年）

未回答; 10, 4％ ②賛成; 4, 2％
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で多くの原発反対運動が行われ，原発設置取りやめに
追い込まれた事例も見られた。こうした時期に学校教
育における「ゆとり教育」が議論され始めたのであった。

　この時代背景を見たときに，いわゆる「ゆとり教育」
によって「放射線教育・原子力教育」が学校教育から
姿を消し，原発事故後の行動や風評被害を助長した原
因となったという結論だけでは済まされない。むしろ
世界の原発事故や電力会社と国や地方自治体の放射能
測定偽装事件等により，原発反対運動が活発化，全国
展開する中で，「ゆとり教育」の理念を逆手にとって，
原子力発電とそれに関する放射線に関する内容の削減
に便乗したという見方もできるのではないか。
　すなわち原子力や放射線に関する知識を市民に与
え，70年代のアメリカの高校生のように，原発をはじ
めとする原子力の利用に賛成反対等の多様な意見，と
りわけ反対意見をもつ国民を増やさなかったと，見る
ことはできないか。
　図15は，1978年科学技術庁作成の「原子力の日」用
ポスターである。23 ポスター中央には「エネルギー・
アレルギー」と題して，「原子力はすでに身近で使わ
れています。エネルギー不足が予想されるいま正しい
知識が必要です。原子力の日10月26日科学技術庁」と
の説明書きもあった。この時代，エネルギー不足の掛
け声の下で原発建設
の促進，豊かな町作
りが叫ばれていた。
学校教育から原子
力・放射線の内容が
消えた一方で，原子
力とはおよそ関係の
ない女性モデルを掲
載 し， 資 源 エ ネ ル
ギー不足を盾に原子
力広報を展開したと
見ることもできる。
したがって本章で
行った，より精緻な
調査と分析が今後の
課題である。

５．おわりに
　本論では２つの時代の高校生対象の原子力意識に関
するアンケート調査から，福島で生活する高校生の原
子力の認識に関する課題を抽出し，これからの学校教

表１．1940～70年代までの世界の原子力発電所事故20

図15．1978年科学技術庁 
「原子力の日」広報用ポスター 

 
表２．1960～70年代の国内の原発反対運動21

 
表３．1960～70年代の放射能関連事件22

 
表３．1960～70年代の放射能関連事件22
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育での放射線・原子力教育に資することを目的とした。
　現在は「放射線教育」といわれる内容も，1970年前
後は「原子力教育」と言われていた。考えてみれば「原
子力」とはエネルギーの一形態であり，その利用方法
に関しては当時は，特に兵器と発電等を具体的に表す
用語であった。それに対し「放射線教育」は，原子力
エネルギーを利用した結果，人体や自然環境，生活環
境にもたらす影響ならびに諸技術への利活用に関する
内容ともいえる。原発事故後の放射線問題は，そもそ
も1970年当時は，これほど深刻な原発事故を想像でき
ないことなので，現代の高校生向け，しかも原発事故
被災地の高校生へのアンケート調査結果と，単純に比
較できない点でもある。しかし45年の年月を経て，こ
のように原子力・放射線への意識が変化してきている
こと，共通している点を確認できたことはひとまず大
きな成果といえるだろう。
　また上述したように福島県の総合教育計画の基本目
標１の中の重視する観点の一つとして放射線教育の取
り組みも記載されている。（図16）
　福島県では義務教育学校で，指導資料の作成，研究
協力校による授業の研究公開等の開催，各種研修が４
年間継続されている。したがって福島県での放射線教
育の充実のためには高校でも義務教育での取り組みを
継続させる何らかの方法を考えなければならない。そ
れについては，本論で扱った1970年の日米の高校での
取り組みに，今一度，真摯に学ぶ必要があることを指
摘しておく。

○　ふくしまの復興・再生に向けた、生き抜く力をはぐくむ教育の
推進
　子どもたちの「確かな学力」、「豊かなこころ」と「健やかな体」
をバランスよく育て、ふくしまの復興・再生に向けた、生き抜く力
を育む教育を推進します。
　このため、理数教育、放射線教育、防災教育を一層充実するとと
もに、国際的な視点を持ったグローバルリーダーの育成や、学校、
家庭、地域の連携による学力の向上に引き続き取り組みます。（下線，
筆者）

図16．福島県の総合教育計画　基本目標１より23 

［謝辞］本研究の一部は科研基盤（C2353098）の助成
を受けたものである。また本研究にはアンケート調査
協力で学校関係者には多大な協力を頂いた。諸事情で
学校名を明記できなかった。ここに記して謝意を表す。
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