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Case study in Learning “High-level Radioactive Waste Management Risk” with 6th graders in elementary school 
Through World Café Miyuki version 

  2011年の原発事故に起因する問題はエネルギー自給率の低下だけではない．原子力発電の危険性と，放射線，放射性廃棄物処分問題
が顕在化した．ところが，原発事故から4年半が経つ今日（2015年12月）にあっても，放射線教育は学校教育において未だ十分に実施されていないのが現状であ
る．一方で．リスクとは何か，リスクをどのように考えてどのように回避するか，あるいは利用するかなど，リスクの概念も同時に理解することが重要である． 

  本論は，2011年から継続して実施している放射線出前授業の中から2014年度に実施した，高レベル放射性廃棄物処分についての幸式ワールドカフェ  
（複数の課題について，個々がブレインストーミングを連鎖させた結果を基に，グループで討議し結果をまとめて，発表を行うディスカッション方法）の結果に
焦点を合わせて，放射線理解と高レベル放射性廃棄物処分の方法に関する小学校６年生の考えを分析し考察した．授業前に比べ授業後は，放射線に関
心を持つとともにある程度の基礎知識を習得することがわかった．また，幸式ワールドカフェは子ども達の高レベル放射性廃棄物処分問題に対する考えを
広げ深めることができたと示唆される． 

はじめに 

授業実践 
クイズの利用

幸式ワールドカフェとは 

① 

② ③ 

①人が移動

②③紙を移動

（個々がブレインストーミングを連鎖させた結果を
もとにグループ討議を行う，ディスカション方法） 

結果と考察 

 これからの日本のエネルギー

問題を考えるにあたり，どのようなエネルギーを

使うと，どのように環境に影響をおよぼすのか，

どのように経済に影響をおよぼすのか，そして，

私たちの日常の生活にどのような影響をおよぼ

すのか，エネルギー利用の便益だけでなく危険

も併せて考える力を養わなくてはならない．エネ

ルギーに関する重要な決断をするのは，「子ども

達」の世代である．我々は，「子ども達」が，重要

な決断『エネルギーの意思決定』をする事ができ

るよう，放射性廃棄物処分の技術を進めるだけ

でなく，教育にも焦点を合わせる必要がある．

本研究は2013-2014年度  住友財団環境研究助成
133076に基づく．研究協力校の皆様，特に山形県谷地
西部小学校5-6年生と田宮浩先生のご協力に心から感
謝する． 

おわりに 
地層処分 ① 地層処分 ② 

宇宙処分 海洋底処分 

氷床処分 長期管理 

図6（1-6） 幸式ワールドカフェで児童が作成したポスター 

地層処分②からスタートしたAちゃんの書き込み 

• 場所が限られる
• 住宅街に埋められない

• （海が）荒れているとできない
• 原子力発電所の人がやる

• 宇宙が汚れる
• 太陽にぶつかる

• 割れたらどうする？
• 漏れたらどうする？

• もしも氷が溶けたら危ない
• 氷を壊す
• 大人がやる

• 場所がわからない
• 人件費がかかる

地層処分② 

海洋低処分 

宇宙処分 

地層処分① 

氷床処分 

長期管理 
ポスターに書かれ
た言葉の書き出し 

地 
層 
① 

管理しなくていい 地震が起きたらパキッとなる（危ない） 土地がなくなる 植物の根とか触れても大丈夫なのか？ 地割れができたら起きたら大変な
ことになる 地震が起きたらどうする？ 割れたらどうする？ 漏れたらどうする？ 管理している人が忘れたらどうする？ 地層が盛り上がってきたら
どうする？ 材料が多い 会議あり 火山が噴火したらまずいことになる 放射線が漏れないか？ その上に建物ができたら？ 限られた場所 地震が
起きたら危ない 人が管理できない 生物にあたったら大変 掘るのが大変 森を壊す もしかしたら草が枯れるかもしれない 生き物に害を与えない 
もしかしたら植物に害を与えるかも 地層が安全な所 山に影響はないのか 森林を壊す 県知事がOKしないと思う 忘れられるかも お金がかかる  

地 
層 
② 

良い面：地下だから誰も手が出せない 人が管理しなくていい 人間と動物が安全→安全→海に流れない 10万年後に回収できる 埋めるのは簡単 
原子力発電の方に任せる 悪い面：欠点 県の許可が取れないかも 掘るのに時間がかかる←平地に埋める 土地がなくなる 森林を壊してしまう 
場所を決めること 住宅街に埋められない→砂漠に埋める→場所が限られる 材料が多い ピッケル スコップ 地震の時どうする？ 埋めた場所の上
に建物がたったら10万年後取り出せない うめダメ 

海 
洋 
底 

漁に害が出る 海の底に埋める→安全だと思う →埋める場所について外国と問題が起こる 探すのが大変 →だから人が管理しなくいい 海が荒れ
ているときは（工事が）出来ない→時間がかかる 原子力発電の人 船の人 勝手に区域に入る人がいる ロケットより費用がかからない 魚たちが
チーン（死ぬ） 掘るのに時間がかかる 無事で埋められることは出来ない 波で戻ってくる→周りに網を張る 深海に埋める 波で掘られていったら大
変→周りの土を固める 手間がかかる 費用があまり高くない 波で周りの土がなくなる→固定する プレートが割れて地震が起こる 汚れるかもしれ
ない ゴミの成分が見ずに混じる 津波で流れてくる

氷 
床 

もしも氷が溶けたら危ない ホッキョクグマが...？ ケースや氷が割れたらどうする？ 土地が使えない 行くのが難しい 掘るのが大変 流れたらどう
する？ 一理ある←氷が溶けたらどうする？→浮いてくる 海に流れたらどうする？→海に放射線が流れる 掘るのが大変 動物がいるから大変 い
つかは出てくる 氷が溶けたら危ない 生き物に影響 氷を壊す 大人がやる 人が管理しなくていい→その状態がわからない 氷が溶けたら埋めたも
のが出てくるかもしれない→蒸発して 氷が割れたら危ない 温暖化が進み底が見えるのではないか 氷が溶けたら出てくる 生物がいなくなる 氷が
砕けたり溶けたりしたら出てくる 測定できない  

宇 
宙 

ロケットで打ち上げてゴミを捨てる 宇宙が汚れる ロケットが爆発したら？ （ロケットを）作るのに時間がかかる 太陽にぶつかる 費用がかかる 隕
石になって落ちてくる 費用がかかる （ロケットまで）持って行くまで時間がかかる ゴミがいつかロケットに当たる いつか宇宙がゴミだらけになる 10
万年後に回収できない 捨てたゴミが何かにぶつかって壊れたら放射線が飛び散る どこかの惑星にぶつかる←惑星の軌道 また放射線が飛び散る
飛び立つときに失敗するかもしれない （燃料がかかる）←核の燃料にする 宇宙がゴミであふれる→人工衛星にぶつかる 星に放置する ゴミが沢山

宇宙ゴミが増える 生き物に害がない  ゴミだらけになったら地球が危ない 宇宙に行くのが大変 地球もいつかゴミだらけになる 宇宙の圧力 宇宙
で回っている

管 
理 

管理するだけで処分できない 人がいると死んでしまう 人が必要になる→その間，管理する人は一人では出来ない 安全 なんとなく安全 人に被害
を与える 管理しきれない 地上で放射線が出ると人間・動物も危ない 人間は管理すると言ってもいつも寝不足になる 漏れると心配→建物を何重

にもする 人件費がかかる 管理者の責任 人がいるから場所をとる 場所がわからない 爆発が起きると放射線が飛び散る 人間が管理するのが
大変 県知事がOKしなさそう 施設があるためお金が（かかる） 誰も居ないところで管理する どうやって運ぶの？ 場所は安全→大変なのは広い所 
ずっと見なきゃいけない 人が管理するが地上にあるので危険 広い場所でやらないといけない 

図2（1-2） 授業方法と学習活動 

表1 年度別訪問学校数と 
参加人数 

（2015年 3月31日） 

図1 出講先所在地 

（2011.9～2015.3） ただし 

北海道，青森県，山形県，福島県，千葉県， 
和歌山県，滋賀県，大阪府，京都府 

授業
時間

対象学年等
分
野

トピック（学習の目当て） 実験 授業方法，学習活動

五感に感じない 霧箱 モデル提示、体験

身の回りにある 測定 クイズ

放射線から身を守る ベントナイト アンケート

測ることができる 幸式ワールドカフェ

生物に影響する

役立つ

リスクとは何だろう

高レベル放射性廃棄物とは

5つの処分方法

ガラスは割れない？

鉄の容器は錆びない？

１０万年経てば心配ない？

小学校
高学年

90分

放
射
線

放
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表2 授業時間・対象学年別 授業内容と評価方法 

 授業前・中・後に自由回答式アンケート調査を行い第一印象後に注目
して分析評価

 授業中に理解度テスト、授業後に短期的習熟度テストを実施して評価

 Mカフェは児童の考えの変容を調査、活動参加・発表の様子から定性
的にも評価 

授業前の言葉数， 
文字数を100％として 
増減率を確認 

図3 授業前を100とした授業後，Ｍカフェ後の 

言葉数と文字数の変化 

図4 授業前後の放射線にかかる 
 印象の変容 

図5 授業中の授業確認テストと 
授業後の授業内容確認テストの正答率 

授業前 授業後 Mカフェ後

1 危険，危ない
危険だけど役立つこと
もある

廃棄物を処分するには色々な処
分があるけどどれも大変で難しい

2 こわい
たくさん浴びると生き物
に悪い影響がある

処分の方法は色々あるがどれも
危険でお金がかかる

3
生き物に悪い影響
がある

放射能は弱くなる どのように処分すべきか

4 目に見えない 世界中にある 宇宙に捨てるのは危ない

5 原子力発電所
わかっていないと危
険，わかっていれば大
丈夫

お金のかからない安全な方法は
ないのか

6 物を通り抜ける
病気になる（ガンにな
る）かもしれない

放射線を漏らさないための工夫
はないか

7 ガンになる 五感に感じない
やはり人が管理すべきではない
か

8 東日本大震災
いつも食べている食物
にも入っている

色々な方法を考えることができた

9
浴びすぎると死ぬ
ことがある

防ぐことができる
危険なことはないと思ったが、や
はり危険だ

10
人の生活に役立
つ

α線，β線，γ線，X線
放射線はわかっていないと危険
で、ちゃんと知っていれば危険で
もどうにかなる

授業後

授業前

表3 第一印象語上位10語 （授業前後、Ｍカフェ後）


