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3 東北大学大学院工学研究科と連携を行う意義

2 背 景

11 構成と目的目 的

Ⅰ．目的と背景

1 目　的

Ⅱ．概要

（1）事業の構成

①東北大学キャンパス体験ツアー 2013

②スタディツアー 2013

図表１　事業全体のフロー及び目的

実施行事 実施目的

■東北大学キャンパス体験ツアー 2013

場所：東北大学

平成 25 年 7 月 30～ 31日

■事前勉強会

場所：東北大学

平成 25年 8 月～ 10 月

■スタディツアー 2013

場所：六ヶ所村

平成 25年 11 月 13～ 15日

■スタディツアー 2013 報告会

場所：東北大学

平成 26 年 1 月 30日

Ⅰ．目的と背景 Ⅱ．概要

　村内の中学生を対象とし、平成25年７月30日、31日の２日間の行程で実施した。参加者数は、
泊中学校６名、第一中学校８名、第二中学校４名、千歳中学校３名の計21名で、東北大学青葉山
キャンパスにて開催した。

　東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻及び量子エネルギー工学専攻の教授等２名、
大学生７名、大学院生１名の計10名が六ヶ所村において平成25年11月13日、14日、15日の３日
間に渡り、スタディツアーを実施し、平成26年１月30日に東北大学青葉山キャンパスにて、また、
平成26年２月19日に、六ヶ所村役場分庁舎三階「大会議室」にて、報告会を開催した。

　東北地方においては、事業の廃業、産業空洞化による地域経済への疲労が懸念されており、地
域経済の活力を養うために新規産業の創造・育成を図り、新たな産業集積の形成を促進すること
や既存の産業施設に新たな機能（価値）を付与（創出）する必要に迫られている。
　このような中で、六ヶ所村にはむつ小川原国家石油備蓄基地、原子燃料サイクル施設等が我が
国のエネルギー関連のプロジェクトとして集積立地し、また、環境科学技術研究所、国際核融合
エネルギー研究センター、風力発電などの立地に伴い産業に新たな価値を付与していくための機
運が醸成しつつある。
　本事業は、地域に存在する産業施設や産業集積を人的交流促進のための資源として捉え、産業
施設を核として地域外からの見学や研修等多様な交流人口を受け入れることで、地域活性化を促
進し、また、今後の地域活性化を支援する人的交流の促進及び人材育成を図ることを目的として
いる。

　平成14年度に国土交通省による調査研究「産業施設を利用した人的交流促進による地域活性化
調査」で、東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻の教授・学生たちが六ヶ所村を訪れ、
立地企業をはじめとする既存の産業施設の視察などを行うスタディツアーを実施した。
　この取り組みを継続していく形で、平成15年度から六ヶ所村と当該専攻が共同で「地域活性化
支援調査事業」を実施し、平成17年度からは、六ヶ所村内の中学生を対象とした「仙台科学技術
体験ツアー（通称逆スタディツアー）」をスタートさせた。なお、平成24年度から地域活性化支
援調査事業は「地域活性化促進事業」に、仙台科学技術体験ツアーは「東北大学キャンパス体験
ツアー」に名称を改めて行っている。

　様々なエネルギー及び技術関連施設を有する本村と、エネルギーや資源利用などによる技術の
研究開発を専攻する東北大学大学院工学研究科の技術社会システム専攻及び量子エネルギー工学
専攻が「エネルギー」という共通項において連携することは地域運営において有意義である。

[東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻]
　平成14年度の発足以来、工学と社会システムの融合を主軸に、工学と技術に関わる現代社会
の複雑な諸問題を分析、その解決策を総合的な視点から生み出す考え方と方法を教育、研究して
いる。
[東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻]
　前身は、昭和33年創設の原子核工学専攻・学科。核融合炉の開発、医療分野や環境分野への
放射線の高度利用、原子炉の安全性向上、使用済の原子燃料に関する科学・技術を含む幅広い分
野を研究している。

東北大学などの見学を通して、科学技術への興味づけ及び将来

に対する進路意識の高揚を図る。

学生はスタディツアーの成果をまとめ発表することで、六ヶ所村

について一層理解を深め、村の地域活性化へとつながる策を考

える。また、行政は学生からの提言を今後の施策に活かせるよ

う参考とする。

■スタディツアー 2013 報告会

場所：六ヶ所村

平成 26 年 2 月 19日

学生達のまとめたスタディツアーの成果を、六ヶ所村やスタディ

ツアー訪問先企業へ提言することにより、地域の活性化におけ

る今後の施策についての参考とする。

視察先及び研究内容について事前に情報収集、研究を行う

ことで、スタディツアーに対する意義、認識を高める。

六ヶ所村を中心とした地域・企業の視察と地域住民との交流

から、六ヶ所村への理解を深めてもらい、学生の視点から

地域活性化について考える。
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1 東北大学キャンパス体験ツアーの開催日と実施内容

Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 20 1 3

図表２　東北大学キャンパス体験ツアー 2013 の概要

開催地

開催日

参加人数

実施内容

宮城県仙台市　東北大学青葉山キャンパス

平成 25年 7 月 30日（火）～ 31日（水）

泊中学校 6名、第一中学校 8 名、第二中学校 4 名、千歳中学校 3 名

企画・防災部門職員 2 名、教育委員会職員1 名

計 24名

①開会式・オリエンテーション及びオープンキャンパス見学

②特殊授業「放射線裁判（怪盗Ｘの巻）」

③講義「放射線～放射線の単位と放射性物質の寿命？～」

④親睦会

⑤事前アンケートによる交流会

⑥ダイナミトロン実験装置（高速中性子実験室）見学

参加者

泊中学校 6名

三角 素史
橋本 真博
板垣 好乃花
中村 虹奈都
中村 涼香
古川 果穂

五代儀 拓見
小笠原 圭祐
坂本 真琉
高田 晴輝
中村 昂平
金浜 望海
中岫 京華
人見 黎

石久保 翔太
木村 美咲
橋本 瑞希
前田 はる菜

石垣 遼
橋本 晃樹
宮川 瞳

第一中学校 8 名 第二中学校 4 名 千歳中学校 3 名

図表３　東北大学キャンパス体験ツアー 2013 日程

2 東北大学キャンパス体験ツアー 20 1 3 の日程

日付 時刻 内容

7 月 30日

 （火）

6:00 → 12:00 六ヶ所村　→　東北大学　移動

12:00 → 12:45

12:45 → 15:30

15:45 → 16:45

16:55 → 17:35
 

 
17:45 → 19:00

 

開会式・オリエンテーション（量子講義棟　大会議室）

オープンキャンパス　見学（5 グループ編成）

特殊授業「放射線裁判（怪盗Ｘの巻）」

講義「放射線～放射線の単位と放射性物質の寿命？～」

　量子エネルギー工学専攻　藤原 充啓 助教

親睦会（キャンパス内広場）

7 月 31日

（水）

9:00 → 10:15 事前アンケートによる交流会（量子講義棟　大会議室）

10:20 → 11:00 ダイナミトロン（高速中性子実験室）見学

11:30 → 13:00 昼食

13:00 → 17:30 仙台市　→　六ヶ所村　移動

3 4
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図表４　東北大学キャンパス体験ツアー 2013 のルート
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場　　所　東北大学構内（青葉山キャンパス／量子講義棟　大会議室）

（１）1 日目　7 月 30 日（火）

①開会式・オリエンテーション及びオープンキャンパス見学

概　要

グループ構成

電子・情報グループ　5 名

橋本 瑞希
前田 はる菜

第二中学校
第二中学校

石垣 遼 千歳中学校
千歳中学校橋本 晃樹

宮川 瞳

引率者：我妻 樹（大学院 修士2年）

千歳中学校

板垣 好乃花
中村 虹奈都

泊中学校
泊中学校

小笠原 圭祐 第一中学校
第一中学校坂本 真琉

金浜 望海

引率者：遠山 翔（大学院 修士1年）

第一中学校

化学・バイオグループ　5 名 機械グループ①　3 名

高田 晴輝
中村 昂平

第一中学校
第一中学校
第二中学校石久保 翔太

引率者：知久 将之（大学院 修士2年）

機械グループ②　3 名

中村 涼香
古川 果穂

泊中学校
泊中学校
第二中学校木村 美咲

引率者：増山 昌孝（大学院 修士1年）
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開会式・オリエンテーション及びオープンキャンパス見学
特殊授業「放射線裁判（怪盗Xの巻）」
講義「放射線～放射線の単位と放射性物質の寿命？～」　
親睦会

5 事前アンケートによる交流会
6 ダイナミトロン（高速中性子実験室）見学

※今回は全て東北大学青葉山キャンパスにて実施した。

材料グループ　5 名
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三角 素史
橋本 真博

泊中学校
泊中学校

五代儀 拓見 第一中学校
第一中学校中岫 京華

人見 黎

引率者：佐藤 由良（大学院 修士1年）

第一中学校

　参加者を希望するテーマ別5グループに分け、各グループを大学生、大学院生が引率し、オー
プンキャンパスを見学する。グループ分けは、参加者がそれぞれ興味を持つテーマを事前に選
択する手法とした。様々な研究室を訪ね、科学の楽しさや面白さを実感することで、科学技術
への興味づけ及び進路意識の高揚を図るという視点で実施した。
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場　　所　東北大学構内（青葉山キャンパス／工学研究科研究棟内　第一講義室）
開催時間　15:45 ～ 16:45

②特殊授業

目　的

　放射線の役割について学ぶ

演　題

　「放射線裁判（怪盗Ｘの巻）」
　大学生、大学院生たちが、演劇形式で放射線についてわかりやすく解説する

内　容

　怪盗Ｘ（放射線）が逮捕された。被告となった怪盗Ｘは有罪（悪いもの）なのか無罪（良いもの）な
のか、放射線の性質や特性を踏まえて検察側と弁護側が法廷で物議を交わす。
　その結果、放射線（怪盗Ｘ）は、取扱線量を守り使用すれば医療等人類のためによく働いてくれる
もの（役に立つ）として無罪となった。

【演劇出演者】東北大学、東北大学大学院　量子エネルギー工学専攻　11名

大学生、大学院生演劇による「放射線裁判」 大学生、大学院生演劇による「放射線裁判」

大学生、大学院生演劇による「放射線裁判」 「放射線裁判」を聴衆

「放射線裁判」を聴衆 聴衆後、アンケートを記入する藤原 充啓 助教から特殊授業についての説明 藤原 充啓 助教から放射線についての説明
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場　　所　東北大学構内（青葉山キャンパス/量子講義棟　大会議室）
開催時間　16 : 55～17 : 35

③藤原充啓助教　講義「放射線～放射線の単位と放射性物質の寿命？～」

目　的

出　席　者

　六ヶ所村職員、六ヶ所村中学生

放射線、放射能について知ってもらう

内　容

放射線～放射線の単位と放射性物質の寿命？～
（1）自然界の放射線から受ける線量
　　人間が自然界の放射線から受ける線量は、一人当たり年間2.4ミリシーベルト。
　　また同じく、日本人が自然界から受ける放射線量は、一人当たり年間1.5ミリシーベルト。
（2）放射線の種類
　　①エネルギーの高い電磁波。（Ｘ線、ガンマ線、放射光）
　　②電荷を持った極めて小さい粒子の流れ。
　　　（アルファ線、ベータ線、電子線、陽子線、重イオンビーム）
　　③電荷を持たない極めて小さい粒子の流れ。（中性子線）
（3）放射線の透過力
　　各放射線（アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線）の透過力の違いと比較。
（4）放射線、放射能、放射性物質、放射性核種
　　①電球 → 放射性物質。
　　②光 → 放射線。
　　③フィラメント → 放射性核種（RI）。
　　④電球が光を出す割合、確率 → 放射能。
（5）半減期…放射能が半分になるまでの時間。
　　①1半減期を過ぎると元の量の1/2になる。
　　②2半減期を過ぎると元の量の1/4になる。
　　③10半減期を過ぎると元の量の1/1024になる。
（6）放射能と放射線の単位。
　　①ベクレル…1秒間に1個の原子が他の原子に変わるとき、放射能は1ベクレル。
　　②シーベルト…放射線が人間の体に与える影響の程度。
（7）日常生活と放射線
　　・放射線は細胞のDNAを傷付けるが、自然に存在する放射線のレベルでは問題ない。
　　・人間を含め生物は放射線によるDNA損傷を修復する能力を持っている。
　　・放射線を浴びたからがんになるのではなく、DNA修復の際に誤った修復が行われるからである。

※講義においての実験では、放射能崩壊模擬キットを使い、120個のサイコロを振って「1」が出た
ら放射線が出て安定になったということで取り除くという行動を繰り返し、全体数量においてＸ軸
（回数）とＹ軸（残ったサイコロの数量）の相関図を図っていく実験を行った。

藤原 充啓 助教による「放射線」講義 藤原 充啓 助教による「放射線」講義

「放射線」講義聴衆 「放射線」講義聴衆

放射能崩壊キットによる実験 放射能崩壊キットによる実験
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放射能崩壊キットによる実験 放射能崩壊キットによる実験



場　　所　東北大学　青葉山キャンパス内広場

④親睦会

大学生活について教えてもらう 大学生活について教えてもらう

大学生活について教えてもらう ツアーのお礼を述べる中学生代表たち

藤原 充啓 助教　閉会挨拶 全員で記念撮影

高橋 信 教授　挨拶 藤原 充啓 助教　乾杯の音頭

大学生、大学院生との親睦 大学生、大学院生との親睦

大学生、大学院生との親睦 大学生、大学院生との親睦

15 16
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場　　所　東北大学構内（青葉山キャンパス/量子講義棟　大会議室）
開催時間　9:00 ～ 10:15

⑤事前アンケートによる交流会

内　　容

 

東北大学キャンパス体験ツアーの１ヶ月前に参加する中学生に対して、
下記６つの質問形式のアンケート調査を行った。

　1.　「人間の脳の働き」についての質問：知久 将之  
　2.　「飛行機の安全性」についての質問：我妻 樹 
　3.　「原子力の安全性」についての質問：我妻 樹
　4.　「加速器を用いたPIXEの応用研究－ミクロンCT－」についての質問：遠山 翔
　5.　「動植物の細胞」についての質問：佐藤 由良
　6.　「放射線治療（粒子線治療）」についての質問：増山 昌孝

これらに対して、5名の大学生、大学院生から次のような回答をいただいた。

　1.　「人間の脳の働きについて」
　　　回答者：知久 将之　大学院 修士2年　　

講　師　高橋 信 教授、藤原 充啓 助教
　　　　大学生、大学院生

（２）２日目　7 月 31 日（水）

17 18
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　2.　「飛行機の安全性について」
　　　回答者：我妻 樹　大学院 修士2年　　

大学院生による回答

参加した中学生

大学院生による回答
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大学院生による回答
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大学院生による回答

77

　3.　「原子力の安全性について」
　　　回答者：我妻 樹　大学院 修士2年　　
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33 44

55 66
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　3.　「原子力の安全性について」
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　4.　「加速器を用いたPIXEの応用研究－ミクロンCT－」
　　　回答者：遠山 翔　大学院 修士1年　　

　　

11 22

33 44

55 66

77
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大学生による回答

11 22

33 44
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　5.　「動植物の細胞について」

　　　回答者：佐藤 由良　大学院 修士1年　　

11 22

4433

6655
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大学生による回答
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　5.　「動植物の細胞について」

　　　回答者：佐藤 由良　大学院 修士1年　　
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六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

　6.　「放射線治療（粒子線治療）」
　　　回答者：増山 昌孝　大学院 修士1年
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33 44

55 66

77 88

101099



27 28

Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013 Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013

大学院生による回答

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

　6.　「放射線治療（粒子線治療）」
　　　回答者：増山 昌孝　大学院 修士1年

　　

11 22

33 44

55 66

77 88

101099



29 30

Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013 Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013

大学院生による回答

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

場　　所　東北大学構内（青葉山キャンパス／高速中性子実験室）
開催時間　10:20 ～ 11:00

⑥ダイナミトロン実験装置（高速中性子実験室）見学

目　的

　原子力、放射線に対する理解を深める

施設概要

　加速器、放射線、ＲＩ（放射性同位元素）は、基礎科学から工学、環境科学、医療などの多方面にわ
たって利用されており、その用途はますます広がっている。これは、放射線と物質との相互作用を物理、
化学的側面から精査、理解して有効に活用する技術の開発によっている。
　当実験室では、放射線の計測技術と物質中の振舞いに関する知識を基礎とし、東北大学ダイナミト
ロンの加速装置を用いて、
　①　粒子線衝撃によるＸ線発生（ＰＩＸＥ）に基づいた超微量元素分析技術の高度化とその環境科
　　　学への応用
　②　生体内での分子レベルでの新陳代謝を画像化できる陽電子断層撮影法（ＰＥＴ）のための新放
　　　射性薬剤の開発手法
　③　核燃料物質・ＲＩの有効活用を目指した先進的な核燃料サイクル・核種高度分離技術開発など
　　　の研究
に取り組んでいる。

実施内容

　●概要説明　講師　松山成男 准教授
　●施設見学

77 88

99 1010

1111
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六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

5 参加中学生によるツアー感想文

六ヶ所村立泊中学校　橋本　真博

「放射線裁判について」
　大学生たちの劇は、とても分かりやすく、面白かったです。おかげで楽しみながら学ぶことがで

きました。また、放射線についてもくわしく学ぶことができました。放射線は、ガンなどの医学的

なことに役立っていますが、とても危険なものでもあり、7シーベルト浴びると死んでしまうとい

うメリットとデメリットの2つがあることが分かりました。人の役に立つためには、安全に使わな

ければならないと思いました。

　大学生や、先生方の話を聞いて、放射線について少し興味がわきました。近くに原子力発電所が

ある自分たちには、とても関係のあるものなので、オープンキャンパスで学んだことを忘れず、放

射線について、もっと詳しく調べたいと思います。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　東北大学キャンパス体験ツアーに参加して、東北大学はどんな場所でどのようなことをしている

のかを知ることができました。また、放射線について詳しく勉強できたり、材料化でたくさんの実

験や研究をみることができてとても面白かったです。

　一番おどろいたのは、ダイナミトロンについてです。ダイナミトロン実験装置である450万ボル

トダイナミトロン加速器を見たときは、とても大きいものだなと思いました。PIXEでは、身の回り

のものを分析して、どんな成分が含まれているのか分かるので、とてもすごい装置だなと思いまし

た。大学生さんたちのとても分かりやすい説明で知らないことがたくさん分かりました。この体験

ツアーは、とてもよい経験になりました。

六ヶ所村立泊中学校　三角　素史

「各研究室の見学について」
　僕は「材料」のグループの見学をしました。材料のグループでは、今までにない新しい材料を研究す

るグループでとても興味深かったです。主に、金属を小さな球にした「マイクロボール」というものを

加工したり、並べたりして新しい材料をつくることにビックリしました。他にも、すごい機械を見たり、

コマを作ったり、不思議な実験をしたりしました。どれもとてもおもしろかったし、「材料」に対して、

もっともっと知りたいと思いました。また、僕も新しい材料を作って世界に貢献したいと思いました。

　また、機会があったら見学したいです。

Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013

松山 成男 准教授による概要説明1 松山 成男 准教授による概要説明2

実験装置　見学風景1 実験装置　見学風景2

実験装置　見学風景3 実験装置　見学風景4
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もっともっと知りたいと思いました。また、僕も新しい材料を作って世界に貢献したいと思いました。

　また、機会があったら見学したいです。
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六ヶ所村立泊中学校　中村　虹奈都

「事前アンケートによる交流会について」
　事前アンケートによる交流会では、大学院生のみなさんが私達の疑問に答えてくれました。今ま

で分からなかったことを大学院生のみなさんがわかりやくすく説明してくれて、とれも充実した交

流会だったと思います。

　その中でも原子力の安全性についての講話が、原子力について自分でよく考えてみる良い機会と

なりました。六ヶ所村は原子力と関係が深いですが、私はあまり原子力について考えたことがな

かったり、よく仕組みがわかりませんでした。ですが講話を聞いて、原子力のメリットや東日本大

震災からどのような対策をねっているのかわかりました。その他にもたくさんの講話を聞いて不思

議だなと思ったことや興味がわいたものができたので、自分でも調べてみたいです。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　私は東北大学キャンパス体験ツアーに参加していろいろなことを学びました。オープンキャンパ

ス見学では、化学、バイオ工学科を見学しました。様々な研究や、研究結果などが知ることができ

て、勉強になりました。

　見学後の放射線裁判では大学生の方々が放射線について裁判形式の劇で教えてくれました。今ま

で放射線についてあまり考えてきませんでしたが、これからはきちんと考えていこうという気持ち

になりました。親睦会では大学生のみなさんとたくさんお話できたので楽しかったです。

　そして体験ツアーを通して自分の今後の進路について考えることができました。たくさん勉強し

ていろいろなことに挑戦していきたいです。

六ヶ所村立泊中学校　古川　果穂

「各研究室の見学について」
　私は機械の班だったので、主に工業系の研究室をまわって行きました。航空宇宙コースの研究室

では飛行機の操縦のシミュレーターを体験しました。バイオロボットコースの研究室では、災害時

に、危険な場所を探索するために開発された「Quince」というロボットがありました。それを実

際に大学生の方が動かし、どのように動くか見せてくれました。ナノメカニクスコースの研究室で

は、大気中に直接的にキャビンテーション噴流を形成した様子を実際に間近で見ることができまし

た。ダイナミトロンの研究室では、思った以上に大きいダイナミトロン加速器がありました。その

他にも難しそうな機械がたくさんありました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　高校に入らなきゃできないオープンキャンパスを中学校という早い段階で見れたのはとれもレア

な事だと思います。オープンキャンパスというだけあって各地からたくさんの人が来て、忙しいの

にも関わらず、各研究室の細かい説明、大学生方の今までの研究結果を私たちに発表してくれる授

業、そして放射線についての劇。私たちのためにたくさんの事を教えてくれました。授業でまだ、

習っていない科目がたくさんありましたが、わからない私たちに少しでもわかってもらおうと一生

懸命説明してくれる大学生たちの気持ちがとても伝わってきました。バーベキューの時もたくさん

話して、コミュニケーションがとれて楽しかったです。

　東北大学のみなさま方には感謝の気持ちでいっぱいです。
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「放射線の授業について」
　放射線授業を受けて、自分の住んでいる六ヶ所村に核燃料サイクル施設があるので、基礎知識を

学ぶことができてよかったと思います。

　私は、放射線が何かよくわからないまま、このツアーに参加しました。藤原先生のお話を聞いて、

とてもわかりやすく、詳しく説明下さり、おもしろく放射線について学ぶことができました。

　この授業で学んだ「放射線は危険なだけではない」ということを忘れずに、放射線に関する

ニュースと向き合っていきたいです。

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　今回の東北大学キャンパス体験ツアーに参加して、とてもよかったと思います。まず、東北大学

という素晴らしい大学を見学できたことが一番うれしかったです。東北大学は、学校もキレイで、

大学自体もとても大きくて魅力的でした。だから、また機会があったら見学したいです。僕は今回

のツアーで初めて仙台に来ることができました。仙台は青森よりもずっと都会で普段見ている景色

とは全然違う、新鮮な感じでした。またいつか仙台に来たいです。
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六ヶ所村立泊中学校　中村　涼香

「ダイナミトロン」
　ダイナミトロンを見学して、私は最初に、初めて聞く言葉だなぁと思いました。ダイナミトロン

とは実験装置で、高速中性子実験室にある450万ボルトダイナミトロン加速器です。450万ボルト

とは、乾電池1.5ボルトの300万倍で、驚きました。また、ダイナミトロンの大きさも大きくてびっ

くりしました。このダイナミトロンでは、加速器で加速した軽イオンを利用して、PIXEによる環境、

考古学試料の元素分析、中性子反応データの収集など、たくさんの分野での実験が行われています。

色々な分野で活躍していて感心しました。また、サブミリPIXEカメラという装置です。PIXEとは、

加速したイオンを試料にあて、出てくるX線により試料中に含まれる元素とその量を調べる方法で

す。私もPIXEを使って色々なものを分析して、何が含まれているのか見たいなぁと思いました。

　大学の実験室を見学できて嬉しかったです。あんなに大きな機械がたくさんあって、実験もやり

がいがあるだろうなぁと思いました。またぜひ、見てみたいです。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　東北大学キャンパス体験ツアーに参加して、私はたくさんのことを知り、学ぶことができました。

まず、大学がどんなところなのかを知ることができました。係のお兄さんに説明を受けながら、大学

内の色々な研究室を見てまわることができ、楽しかったです。

　その中でも一番印象に残っているのは、放射線治療や加速器を用いたPIXEについての研究をしてい

る研究室です。この2つについては2日目の交流授業で大学院生さんが詳しく説明をしてくれました。

中学校では学ぶことができない分野なので、とても興味がわきました。また、「放射線裁判」という

特殊授業では、放射線は必要か不要かを大学生のみなさんが劇を通して教えてくれました。そして、

放射線は正しく使えば非常に役に立つ最先端技術だということが分りました。私は、放射線はおそろ

しいものだと思っていましたが、そんな放射線のメリットを聞いて、見方が変わってきました。

　この東北大学キャンパス体験ツアーは、自分自身を見直すいいきっかけとなりました。きっかけを

くださったみなさんに、感謝したいです。
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六ヶ所村立千歳中学校　石垣　遼

「事前アンケートによる交流会」
　今回、東北大学の先生、学生の方々に、僕たちが思っている事、疑問に思っている事を詳しく教

えていただき、分からなかった事がわかり、とても勉強になりました。

　僕が気になっていた飛行機の安全性なども詳しく教えてもらいました。飛行機の安全性だけでな

く、放射線と放射能の違いや、放射線の透過力など色々教わりました。教わった中で一番驚いた事

は、たくさんの種類の放射線にはそれぞれ通過出来ない物があるという事です。そしてそれに関連

付けられたように原発の話を聞き、とても勉強になりました。

　このアンケートで知った事は、これから学ぶ勉強に役立てようと思います。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　今回の東北大学キャンパス体験ツアーで大学に行って思った事は、とても難しい勉強をしてい

て、今の自分では全然理解できそうにないという事です。次に思った事は、生徒の皆さんがとても

楽しそうだったという事です。自分も入るならこんな大学に入りたいと思いました。

　自分は中学3年生になるまで、高校に入った後どうするかを全く考えていなかったのですが、今

回のツアーで大学に行ってみたいと思いました。

　東北大学で見てきた実験の中で一番すごいと思ったものは、飛行機のシミュレーションの実験で

す。飛行機の安全性を機械でなく人の技術向上から高めようとする新しい考えがとても素晴らしい

と思ったからです。

35 36六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　東北大学のオープンキャンパスに参加して、一番興味を持ったのは植物の遺伝子組み換え栽培で

す。名前を聞いたときは全然何かわからなくて、どんなものかと思っていたけれども、実際見てみ

ると、細胞の組み換えなどで植物を病気から強くしたりと、とても自分が興味を持てる分野でした。

　化学、バイオの分野はペットボトルのリサイクルなどの面でも使われている分野だったので、地

球に優しい製品が開発されているそうです。

　この体験で学んだことを科学の授業に生かしていきたいです。
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　東北大学のオープンキャンパスに参加して、一番興味を持ったのは植物の遺伝子組み換え栽培で

す。名前を聞いたときは全然何かわからなくて、どんなものかと思っていたけれども、実際見てみ

ると、細胞の組み換えなどで植物を病気から強くしたりと、とても自分が興味を持てる分野でした。

　化学、バイオの分野はペットボトルのリサイクルなどの面でも使われている分野だったので、地

球に優しい製品が開発されているそうです。

　この体験で学んだことを科学の授業に生かしていきたいです。



「ダイナミトロンの見学について」

六ヶ所村立千歳中学校　橋本　晃樹

　ダイナミトロンの実験装置を見て思った事は、機器がとても大きいという事です。最初のイメー

ジでは、大きい装置なのではないかとは思いました。しかし、実際行って見てみたら、まさか地下

全体に機器を置くほど大きいものでした。今回入った高速中性子実験室では、ダイナミトロン加速

器で、450万ボルトのとても高い電圧をかけて、これによって加速したイオンを利用して、PIXEと

いう、環境や医学、考古学などに使われているそうです。物質を壊さずに、中に含まれている分析

できるそうなので、科学ってすごいな、と思いました。

　僕は、説明を聞いていても、何がどうなり、こうなるのかがさっぱり分かりませんでした。きっ

と、これから学習していく中で、分かる部分が出てきて、いずれは、説明してもらった事が分かり、

ダイナミトロンとはどんな物かが分かると思うので、これからの学習を一つ一つしっかりやってい

きたいと思います。是非、東北大学へ行ってみたいと思いました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　今回のツアーに参加して思った事は3つあります。1つは、大学生の方々が楽しく大学生活を送っ

ているな、と思いました。自分の好きな分野をトコトン研究している大学生の姿は、とても楽しそ

うに見えました。僕達を担当してくれた我妻さんは、「山の中にキャンパスがあるから、次の授業

は山だわ」という事がよくあると言っていました。でも、楽しそうに話していました。自分の好き

な物、夢にしている物を研究出来る事って素晴らしいなと思います。2つ目は放射線の事です。放

射線裁判では、大学生の方々が、笑いも交えながら、放射線について学ぶ事が出来ました。この後

の授業では、より詳しく学ぶ事が出来ました。今回のツアーに参加して、とても有意義な時間を過

ごせました。自分の世界が改めて開かれたと思います。また、大学生がどのような物をやっている

かを、詳しく理解する事が出来たし、日本の科学ってすごいなと思いました。
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六ヶ所村立千歳中学校　宮川　瞳

「各研究室の見学について」
　各研究室には色んな機械がありました。後、説明しやすいようにポスターなども掲示してありま

した。そのおかげでとてもわかりやすかったです。体験できる場所もあり、良い経験になりました。

学科ごとに建物が違ったので歩くことが多かったですが、所々で熱中症対策として飲み物を配って

いたり、細かいところまで気配りされていました。中学生なので、まだわからない所もありました

が、詳しく説明して下さったのでありがたいです。

　他にも、私達の質問を嫌がらずに真剣に答えて下さり、とても感謝しています。私達が誘導電流

の事などを知っていると答えたら驚かれたので、私は、今学習していることは大学へ行っても使う

ことなのだと思いました。今回の体験を通し、大学生の皆さんとの交流を深める事が出来たので嬉

しかったです。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　色んな体験をして来ました。他校の人達とも仲良くなれたので参加して良かったです。大学生や

大学院生の皆さんが詳しく説明して下さったので、とてもわかりやすかったです。同じ学校からは

3人しか行けなかったのですが、とても楽しい2日間になりました。楽しいだけでなく放射線の事な

ど、六ヶ所村に関係している大事な事を詳しく学習する事が出来て良かったです。

　最終日に買い物をした時、約1時間だけだったのですが、とても楽しく買い物が出来ました。帰

りには皆、疲れてしまって眠っていました。宮城と岩手のパーキングエリアに寄った時の温度差に

も驚きました。県境や県の特徴なども楽しく知る事が出来て良かったです。地元だけでなく、他県

へ出かけてみたりして、その土地の事を知るのも大事な事だと思いました。また、このような機会

があったら行ってみたいです。
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「放射線の授業について」
　今回の放射線についての授業では、放射線と人、地球との関わりについて学びました。放射線に

は、たくさんの種類があって、半減期を有効に利用する事によって地球の年齢や人類の起源を知る

事が出来ます。

　人は年間で、1.1ミリシーベルトを受けていて、200ミリシーベルト以上受けると人体に影響が

出るということを学びました。放射線は便利と裏腹にとても危険な面もあるということを感じまし

た。放射線は正しく使えば、とても便利なので、うまく使って欲しいと思いました。

　放射線は、癌などを破壊することや、腫瘍などの早期発見にも役立っているので、もっと医療に

力を入れて欲しいと感じました。

六ヶ所村立第一中学校　小笠原　圭祐

39 40

Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013 Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　今回の東北大学キャンパス体験ツアーでは、放射線の最先端の応用技術と、身の周りの科学の不

思議について学ぶことが出来ました。事前アンケートによる交流会では、一番聞きたかった、脳細

胞の質問について教えてもらい、脳細胞は飲酒をすることによって死ぬということが分かりました。

　僕は、最初、大学に対してのイメージが暗く、勉強中心のところだと思っていたので、「行きたい」

という気持ちが少ししかありませんでした。しかし、大学院生と接して、好きな事を勉強し、同じ

事を学んでいる仲間と協力し、高め合っている姿を見て、とても楽しそうに見えました。たくさん

勉強して、必ず大学に行き、夢であるロボット開発のための知識を学びたいと思います。

六ヶ所村立第一中学校　坂本　真琉

「事前アンケートの交流会」
　事前アンケートの交流会では、身の回りの原理などの説明だけでなく、事前のアンケートで募集

した、中学生の疑問に、説明していただきました。「原子力の安全性」について、僕が我妻さんに

した疑問は、「なぜ原子力発電所の原子炉から放射線がもれないのか」でした。この質問に我妻さ

んは「放射線が周りで覆っているコンクリートにさえぎられるから」と、とても分かりやすく説明

して下さいました。事前アンケートの交流会で驚いた事は、中学の勉強は、大学の勉強に結びつい

ていたという事です。我妻さんは、飛行機が空を飛ぶ原理を中学校で習った「作用・反作用の法則」

に沿って教えてくれました。僕は、大学の勉強の土台となる中学校の勉強に熱心に取り組もうと思

いました。

「放射線裁判について」
　放射線裁判までは、怪盗Xが無罪か有罪かを弁護士と検事の討論で決めました。怪盗Xの正体はX

線で、良い点と悪い点があります。

　良い点は、癌や認知症を早期発見する医療や、ダイヤやガットを強化する品種改良に使われてい

るということでした。

　しかし一方で、レントゲンでは、体の組織を破壊して害を与えるという悪い点もあります。

　このことから、X線は、人間の使い方によって良いことにも悪いことにも使えることがわかりま

した。そして、放射線は正しく使わないと人体に影響を及ぼしますが、正しく使えば非常に役に立

つ技術だということを学びました。なので、これからもっと人の役に立つ物を開発して欲しいと思

いました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　僕は最初、科学というものは試験管を使って化学変化を調べることをすると思ったので、とても

面倒というイメージがありました。しかし、今回の体験ツアーに参加してみて、イメージが変わり

ました。

　僕の材料グループでは、マイクロボールの利用、新技術FSWを使った鉄の接合や亜鉛の電気分解

などを学びました。

　その中でも特に、FSWを使った鉄の接合について興味を持ちました。この技術は微量の摩擦熱で

鉄同士をくっつけるものです。鉄を溶接してくっつけると、そこの境目の部分が弱くなり、簡単に

折れてしまします。しかし、このFSWを使うと、少しの熱でくっつけることができるので、とても

丈夫な部品を作ることができます。

　このように、科学といっても、色んなことをしているのがわかったので、とても驚いたし、おも

しろい実験もあったので、「行ってよかった」と思いました。この体験ツアーで学んだことを、将

来科学関係の仕事に就きたいと考えているので、生かしたいと思います。

六ヶ所村立第一中学校　五代儀　拓見
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「ダイナミトロンの見学について」
　2日目、僕達はダイナミトロンの見学をしました。正直、ダイナミトロンという語句を聞いたこ

とがなかったので、「何のことだろう？」という疑問で頭がいっぱいでした。

　初めて見たときの感想は、赤くて円柱状で大きな機械だったため、「核兵器かロケットみたいだ

な」と思いました。実際は「450万ボルトのダイナミトロン加速器」という機械で、これで加速し

た軽イオンを利用して、出てくるX線で、含まれている元素とその量を調べることができる「PIXE

（ピクシー）」という方法が実行できる、とてもすごいものだと知る事ができました。

　この機械、方法を利用して、様々な元素と量を調べ、未来の役に立つような実験をこれからも続

けて欲しいと思いました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　今回、東北大学に行ったのは初めてでした。一般の人ではなかなか体験できないことが多く、

行った人にしか分からないおもしろさや、もっと理科に興味がも持てるような体験ばかりで、とて

も自分のためになりました。

　一番印象に残っているのは、オープンキャンパスでの見学で、自動車関係の勉強ができたことで

す。自分はとても車に興味があるので、とても役に立ちました。電気自動車の試乗では、エンジン

音がとても静かで、何も音がしなかっとことにとても驚き、感動しました。これからどんどん電気

自動車の時代になるので、研究を続けて、新しい発見をしてもらいたいです。

　今回の体験で、主に理科に対する興味、関心が前に比べてとても深まったので、一生懸命勉強に

力を入れ、東北大学に入学できるようにがんばりたいです。

六ヶ所村立第一中学校　高田　晴輝

六ヶ所村立第一中学校　金浜　望海

「放射線裁判」
　最初は大学だから、とても難しい話だろうと思っていましたが、聞いてみると、とても分かりや

すく、おもしろかったです。

　X線が医療の面で活躍していて、レントゲンに使ったり、重粒子線治療という癌に集中的にエネ

ルギーを与え、癌だけを殺す方法に使ったりしているということは以前から知っていました。しか

し、初めて知った事の方がたくさんありました。1つ目は、シーベルトとベクレルの違いです。シー

ベルトは人体に対する影響で、ベクレルは1秒間に何発放射線が出ているかの量ということです。

このことから、ベクレルだけでは十分に説明することが出来ないという事も分かりました。2つ目

は、中性放射線が一番透過力が大きいということです。これは、通り抜けられる物質が他の放射線

より多いため、とても便利だが、その反面、通りやすさからくる危険性も高まると思いました。こ

れらのことから、放射線を正しく使い、これからの生活にもっと役立てていければいいと思いまし

た。

六ヶ所村立第一中学校　中村　昂平

「各教室の見学について」
　各教室の見学について、量子講義棟大会議室では、放射線の講義を受けました。学校で受ける授

業よりもパワーポイントでの説明があり、教室で実験しました。毎日受ける授業よりも分かりやす

く、自分たちで実験できる事に驚きました。工学部内では、大学生が今、研究していることを発表

していました。その中でも一番印象に残っているのは、流体を研究している教室です。ここでは、

プラズマの利用について講義を受けました。実際に大学生の作ったプラズマを発生させる機械でプ

ラズマをみました。各教室では、自分たちのできないことをやっていてすごいと感じました。大学

についてとても関心を持ちました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　大学は、高校よりも勉強時間、勉強量が増えて大変な所だと思っていました。初めて大学に行っ

て感じたことは、自分がやりたい事を自分達で研究していたということです。

　僕は「機械」について工学部内を回りました。中学校ではできない事をしました。特に印象に残っ

ているのは、学校が一つではなくたくさんの施設があり、その一帯が学校ということに驚きました。

このオープンキャンパスでは、大学がどういう所なのかが分かりました。また、東北大学に行く前

は、興味がありませんでした。しかし、行った後では、大学はとても楽しく、将来大学に入りたい

気持ちが強くなりました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　東北大学キャンパス体験ツアーでは、いろいろな大学の研究室に入って、その研究室では何をし

ているのか見学に行きました。僕が今まで見てきて、一番印象が強かったのは機械科の研究室でし

た。その研究室では、ドライアイスや液体ちっ素等の極めて低い温度でどのような現象が起こるの

かを調べていました。その研究室の中で、特に印象に残ったのは、そこで研究している大学生の手

でした。その手は、皮がはがれ、白くなっていました。「この手はどうしたんですか」と聞くと、「実

験をしてきた結果です」と答えてくれました。東北大学だから、熱心に実験をしている人が多いと

思っていましたが、まさかここまでとは思いませんでした。僕も、そこまで熱心に取り組める何か

を発見したいと思いました。
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六ヶ所村立第一中学校　人見　黎

「事前アンケートによる交流会について」
　アンケートによる交流会をして、分からなかった事が分かったり、今まで興味を持っていなかっ

たことに興味を持てたりするようになりました。

　私が交流会で一番印象に残った話は「放射線」についてです。私は今まで放射線は浴びると病気

になってしまう危ないものだと思っていました。しかし、話を聞いて、放射線は治療に役立ってい

るいいものだと知りました。レントゲンや器具の殺菌は放射線を使っているとは思っていませんで

した。また、レントゲンが昔からあることに驚きました。レントゲンとは、最新のもので、放射線

というのが分かったのは、最近だと思っていました。放射線には他にも、じゃがいもの芽が出ない

ようにするなど、たくさん良い事をすると分かったので、もっと色々な使い道があればいいと思い

ました。

六ヶ所村立第一中学校　中岫　京華

「放射線の授業について」
　今回体験した放射線の授業で、放射線についてをよく知る事ができました。特に放射線は、宇宙

から、空気から、地面から、食べ物から出ていると初めて知った時は驚きました。他にも、放射線

は浴びすぎると死んでしまうおそれのあるものだと知ることが出来ました。また、放射線裁判のと

きよりも、さらに詳しい内容も教えてもらい、有意義な時間を過ごせました。

　今回体験した貴重な体験のことを忘れずに、学校の理科の時間などに役立てていきたいとと思い

ます。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　今回の東北大学キャンパス体験ツアーに参加して、分からなかった事や、初めて知った事がたく

さんありました。

　アンケートによる交流会では、なぜ飛行機が飛ぶのか、ということを知ることが出来ました。ま

た、飛行機は落ちたらすごく危険で一番危ない乗り物だと思っていましたが、仕組みを図で見たり、

話を聞いたりすると、とても安全な乗り物だと印象も変わりました。私は理科が得意ではないけれ

ど、今回の体験でおもしろいと思いました。

　私は将来大学に進学したいと思っているので、今回の体験で選択肢の幅が広がり、大学の雰囲気

を知ることができ、とてもよい体験が出来ました。この体験を将来に生かしたいと思います。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　私はこの体験ツアーに参加して新しいことをたくさん知る事が出来ました。放射線治療にも種類

があり、それぞれのメリットとデメリットが異なる事や、宇宙に行っても蒸発しない液体があるこ

となどは興味深く、もっと知りたいと思いました。私が特に興味を持ったのは動物の細胞の分野で、

植物は重力にたえるために細胞壁を作った事が、印象に残っています。普段学校で学んでいること

と、関連しているものもあり、とてもおもしろかったです。

　また、1日目の夜は大学院生と親睦会でバーベキューをしました。食べ物もおいしかったし、大

学院生との会話もとても楽しかったです。

　東北大学に行く前に疑問に思っていたこと全てが分かったわけではないけど、それ以上の事を知

ることが出来たとともに、そこからまた知りたい事を見つけることが出来ました。新しい事をたく

さん知ることが出来て、とても良い体験になりました。これからも知識欲を大切にしていきたいと

思います。
「東北大学キャンパス体験ツアーに関して」
　私は今回、体験ツアーに参加してみて、今までよりも大学を近く感じる事が出来るようになりま

した。このツアーで大学を見るまでは、堅苦しくて、暗そうなところというイメージがありました

が、実際に行ってみると明るくて自分のやりたい事を深く研究していて、楽しそうだと思いました。

　私は「材料」という分野のところを見学しました。その中で一番印象に残っているのはFSWとい

うものです。これは、金属を溶かしたり、接着剤を使ったりして接合するのではなく、摩擦によっ

て接合する技術の事です。今まで暮らしていて、くっつけている方法なんて考えたことがなかった

けれど、FSWを見て、他の身近にあるものはどうようにくっついているのだろうと不思議に思いま

した。また、身近なものでも、知らないだけで、こんな最先端の技術が使われていると分かり、驚

きました。私は今回の体験で、今まではただの「もの」だったものにとても興味がわいてきて、一

つ一つのものがおもしろいと思いました。これからの生活でも、もっと色々なことに興味を持とう

と思いました。

六ヶ所村立第二中学校　前田　はる菜

「放射線の授業について」
　私はこの授業で、宇宙から放射線が出ていることを初めて知りました。また、シーベルトやベク

レルという言葉は知っていましたが、意味を分かっていなかったので、とても良い勉強になりまし

た。理科の授業でこのような範囲をやっているので、予習が出来てよかったです。

　講話で、東通村にある原発が津波で被害を受けても、放射線は出ないと聞いて、少し安心しまし

た。放射線は正しく使うと役に立つことが分かったので、利用方法をもっと増やせたらいいと思い

ました。

　難しくて覚えられなかった部分を理科の授業で完璧にしたいです。

　とてもためになる授業でした。
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と、関連しているものもあり、とてもおもしろかったです。

　また、1日目の夜は大学院生と親睦会でバーベキューをしました。食べ物もおいしかったし、大

学院生との会話もとても楽しかったです。

　東北大学に行く前に疑問に思っていたこと全てが分かったわけではないけど、それ以上の事を知

ることが出来たとともに、そこからまた知りたい事を見つけることが出来ました。新しい事をたく

さん知ることが出来て、とても良い体験になりました。これからも知識欲を大切にしていきたいと

思います。
「東北大学キャンパス体験ツアーに関して」
　私は今回、体験ツアーに参加してみて、今までよりも大学を近く感じる事が出来るようになりま

した。このツアーで大学を見るまでは、堅苦しくて、暗そうなところというイメージがありました

が、実際に行ってみると明るくて自分のやりたい事を深く研究していて、楽しそうだと思いました。

　私は「材料」という分野のところを見学しました。その中で一番印象に残っているのはFSWとい

うものです。これは、金属を溶かしたり、接着剤を使ったりして接合するのではなく、摩擦によっ

て接合する技術の事です。今まで暮らしていて、くっつけている方法なんて考えたことがなかった

けれど、FSWを見て、他の身近にあるものはどうようにくっついているのだろうと不思議に思いま

した。また、身近なものでも、知らないだけで、こんな最先端の技術が使われていると分かり、驚

きました。私は今回の体験で、今まではただの「もの」だったものにとても興味がわいてきて、一

つ一つのものがおもしろいと思いました。これからの生活でも、もっと色々なことに興味を持とう

と思いました。

六ヶ所村立第二中学校　前田　はる菜

「放射線の授業について」
　私はこの授業で、宇宙から放射線が出ていることを初めて知りました。また、シーベルトやベク

レルという言葉は知っていましたが、意味を分かっていなかったので、とても良い勉強になりまし

た。理科の授業でこのような範囲をやっているので、予習が出来てよかったです。

　講話で、東通村にある原発が津波で被害を受けても、放射線は出ないと聞いて、少し安心しまし

た。放射線は正しく使うと役に立つことが分かったので、利用方法をもっと増やせたらいいと思い

ました。

　難しくて覚えられなかった部分を理科の授業で完璧にしたいです。

　とてもためになる授業でした。



45 46

Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

Ⅲ．東北大学キャンパス体験ツアー 2013

六ヶ所村立第二中学校　橋本　瑞希

「放射線裁判について」
　私は、はじめ「放射線裁判」と聞いて何の事なのか、どのような事をやるのか、不思議で、とて

も興味がありました。実際に話を聞いて、楽しそうだなと思いました。放射線裁判の中で、私は、

裁判員に選ばれました。そして、怪盗Xは有罪なのか、無罪なのかを判定することになりました。

裁判が始まってから早々、怪盗Xが登場してきたのですが、白い仮面を付けていて、とてもおもし

ろかったです。また、検事と弁護士が言い合っている時も、細かい動きをしていて楽しかったです。

大学生みんなの演技が上手で、びっくりした半面、本当の裁判のようで集中することができました。

裁判の後半で、私は怪盗Xの無罪を主張しました。結果、放射線である怪盗Xは使い方を守れば、

プラスの部分が多いということで無罪でした。裁判の45分の中で、放射線について詳しく知ること

ができたので良かったです。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　私は、さまざまな体験をして、X線や放射線のありがたさを感じました。ツアーに参加する前ま

では怖いものとしか思っていませんでした。でも、放射線裁判や、体験をしてみると新しい発見が

たくさんありました。

　X線の裁判では、演技も上手でしたが、一人一人の説明が聞き取りやすく楽しんで授業を受ける

ことが出来ました。また、最終日のアンケートの交流会では、分からないことを詳しく説明してく

れたので、理解が早かったです。

　私は理科が嫌いでしたが、高学歴の人達から教えてもらい、これからの授業に役立つと思いました。

　男性の方が多いと思いましたが、女性の方々もたくさんいたのですごいなと思いました。

　とても楽しかったです。3日間あったも良いと思いました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　私は、このツアーに参加して、本当に色々な事を学ぶことが出来ました。放射線は、どのような

ところで使用されていて、害はどのくらいなのか、また単位についても「シーベルト」と「ベクレ

ル」の意味を知ることが出来ました。食物中の放射能で昆布が一番多いと聞いて、「やっぱり乾燥

ものは多いんだ」と改めて勉強になりました。

　1日目の夕方に大学生の方々とバーベキューをして、会話をしたり、質問したりなど交流を深め

る事が出来て、楽しかったしとても嬉しかったです。2日目は事前アンケート1つ1つに丁寧な答え

を出してくれてとても勉強になりました。仙台駅での自由時間では、時間を守る大切さを改めて感

じました。

　今回のツアーに参加して学んだ事がたくさんで、本当に参加して良かったと思っています。学ん

だ事を将来や今後に少しでも役立てていきたいです。

六ヶ所村立第二中学校　木村　美咲

「各研究室の見学について」
　私は機械グループで増山さんに案内をしてもらいながら見学をしました。各研究室では、中学生

の私達にも分かりやすいように説明して下さり、とても勉強になったし、ありがたかったです。で

も、全てを理解できたわけではないので、もし、東北大学に入ったら工学部に入りたいと思いまし

た。見学をして、1番説明がおもしろかったのが、核融合炉の写真があった所です。その機械につ

いては、詳しくはわからなかったけど、核融合炉は未来のエネルギー炉らしく、エネルギーの取り

合いになる戦争を防いで、世界中の人々が幸せに暮らしていけるようにと、説明して下さり、具体

的な目標を実現するために、研究していると教えてもらいました。また、宇宙探査ロボットや災害

対応ロボットなどの研究も進められていて、福島原発の事故で活躍していたのが、東北大学で作ら

れていたことを初めて知りました。どの研究でも、世の中の役に立つものを作ろうとしていて、私

も世の中の役に立てるような人になりたいと思いました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　この2日間は私にとって、とても有意義な時間となりました。大学に進学するのは、まだまだ先

の話になりますが、将来どんな方向に進んでいきたいのかを深く考えさせられ、また学生の方々の

向学心の強さに感動しました。放射線について、特殊授業や講義で詳しく説明してもらい、再処理

工場がある六ヶ所村に住む私達にとって、放射線の正しい知識を教えてもらいました。原子力発電

は、事故が起これば危険だし大変だけど、電気代が安くすんだりとメリットも大きいし、放射線治

療も同じで放射線の量を間違えば死に至るけど、だからといって全てを否定するのではなく、放射

線治療の良い所を生かし、より良いものにするためには、時間と労力も必要になってくると思うけ

ど、これからの日本のため、世界のためにがんばって欲しいと思いました。また、改めて、挑戦す

ることの大切さを感じ、ツアーに参加させていただき、ありがとうございました。
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Ⅳ．スタディツアー 2013

Ⅳ．スタディツアー 20 1 3

1 スタディツアーの開催日と実施内容

図表 5　スタディツアー 2013 の概要

開催地

開催日

参加者

実施内容

青森県上北郡六ヶ所村

平成 25 年 11 月 13 日（水）～ 15 日（金）

東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻、量子エネルギー工学専攻

教授１名　助教 1 名　大学生 7 名　大学院生 1 名

計 10 名

①むつ小川原国家石油備蓄基地視察
②㈱トヨタフローリテック視察
③（公財）環境科学技術研究所視察
④交流会「講演の部」
⑤交流会「中学生との交流の部」
⑥交流会「意見交換の部」
⑦交流授業（六ヶ所村立第二中学校）
⑧六ケ所原燃 PR センター視察
⑨日本原燃株式会社視察
⑩交流事業（青森県立六ヶ所高等学校）
　　　　　　　　　　東北大学教授講演会「環境問題の実態－本当にそうなのか－」
⑪交流事業（青森県立六ヶ所高等学校）　パネルディスカッション
　　　　　　　　　　「地球温暖化問題について～答えが一つではない問題を考える～」

参加者

教授等

東北大学大学院工学研究科　技術社会システム専攻　量子エネルギー工学専攻（兼任）

高橋 信 教授

東北大学大学院工学研究科　量子エネルギー工学専攻

藤原 充啓 助教

大学院生

東北大学大学院工学研究科　1 名
量子エネルギー工学専攻　木村 友哉

大学生

東北大学　工学部　7 名
比嘉 貴大、稲野 浩太郎、伊藤 亮平、山本 洋平、丸山 隆史、佐藤 剛志、番場 工

六ヶ所村立第二中学校　石久保　翔太

「ダイナミトロンの見学」
　ダイナミトロンを見たとき、大きい、というのが僕の第一印象でした。しかし、これよりも大き

く、長さ1kmのものもあると聞いたときは、想像もつかない程の驚きでした。加速器から出てきた

ビームを様々な方法で曲げる機械もあり、どのような方法で曲げているのかを詳しく知りたくなっ

てしまいました。

　また、PIXEという装置もあり、その装置は物体に含まれる元素とその量を調べられるというので

す。そのような物は今までに1度も見た事が無かったのでとても興味を持つことができました。腕

時計を調べる実験もさせていただける事になったのですが、時間の関係で中止になってしまいまし

た。だから、将来東北大に入学することが出来たら、自分でやってみようという目標が出来ました。

「東北大学キャンパス体験ツアーに参加して」
　1日目のオープンキャンパス見学では、人生で初めて電気自動車に乗らせていただきました。や

はり、ガソリン車よりもはるかに静かだということを実感しました。

　放射線裁判では大学院生の方々がおもしろい劇をやって下さり、楽しみながら放射線について知

ることができました。

　2日目の交流会ではそれぞれの分野の解説を詳しくしていただき、専門的な部分まで教わること

ができました。

　この2日間を通して、今回は工学部しか見学できなかったけど、まだたくさんの学部があるので、

それぞれに興味が出てきたし、大学の様子を見ることが出来て、良い経験になりました。
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図表 6　スタディツアー 2013 日程

日付 時刻 場所及び内容

11 月13 日

 

（水）

9:15 → 12:00 仙台市　→　六ヶ所村　移動

12:00 → 12:40 昼食：ろっかぽっか（六趣醸造工房見学）

13:00 → 13:30 むつ小川原国家石油備蓄基地視察

13:50 → 14:20 （株）トヨタフローリテック視察

14:30 → 15:30 （公財）環境科学技術研究所視察

15:45 → 17:00 交流会「講演の部」

17:15 → 18:00 交流会「中学生との交流の部」

18:00 → 19:30 交流会「意見交換会の部」
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（木）

9:00 → 11:30 交流授業（六ヶ所村立第二中学校）
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10:05 → 10:50 交流事業（六ヶ所高校）「パネルディスカッション」

11:30 → 12:00 昼食：道の駅みさわ

12:00 → 15:25 道の駅みさわ　→　仙台市　移動
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図表 7　スタディツアー 2013 のルート

1 むつ小川原国家石油備蓄基地
2 株式会社トヨタフローリテック
3（公財）環境科学技術研究所
4 六ヶ所村中央公民館
5 六ヶ所村立第二中学校
6 六ケ所原燃 PR センター
7 日本原燃株式会社
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4 スタディツアー 20 1 3 の詳細

場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又 525-2
開催時間　13:00 ～ 13:30

（１）1 日目　11 月13 日（水）

むつ小川原国家石油備蓄基地視察

目　的

　石油備蓄に関する理解を深める

訪問先概要

実施内容

　●概要説明
　●施設見学

大学生所感

　●日本の12日分のエネルギーを1ヶ所で備蓄しているということで実際にタンクを眺めたが、想
　　像以上の規模で驚いた。
　●タンクの数と大きさに圧倒された。備蓄した石油を開放する基準や日常の業務などについて個
　　人的に調べてみようと思う。
　●航空写真や模型によって、備蓄基地の施設について理解しやすかった。原油タンクの構造が興
　　味深かった。

設　　立
事業内容

主な特徴

昭和 54 年 12 月
　わが国のエネルギー自給率はきわめて低く、石油はそのほとんどを海外から輸入
している。むつ小川原国家石油備蓄基地は、石油の安定供給を確保するための国内
第一号基地として昭和58年に操業を開始した。

　原油は、むつ小川原港の沖合3kmに設置された一点けい留ブイバースに着標した
タンカーから4kmの海底配管を通り、一旦中継ポンプ場のタンクに入り、ポンプに
より加圧され、全長8kmの陸上移送管を通り、貯蔵基地に移送される。備蓄基地
は、11.1万KLタンク51基（貯油量約491万KL）の他、各設備の運転操作・監視等を
行う総合計器室を備えた管理事務所がある。タンクは、冬期の積雪に備えて浮力の
大きい二重構造の浮屋根とし、屋根上には融雪用の蒸気配管を張り巡らせている。
万が一の火災時には計器室からの遠隔操作で消火活動を行えるよう固定泡消火設備
と、大規模火災に対応する大容量泡放水設備も設置されている。
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場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前4番32
開催時間　13:50 ～ 14:20

株式会社トヨタフローリテック視察

目　的

環境負荷の低減と自動化された大規模花卉栽培温室について理解を深める

訪問先概要

設　　立
事業内容
主な特徴

実施内容

　●概要説明
　●施設見学、質疑応答

平成 11 年 10 月
花卉（鉢物）の生産・販売
トヨタ自動車（株）が種苗の輸入商社である（株）ハクサンと共同出資して設立。
コージェネレーション（熱併給発電）システムに加え、同システムで排出された
CO2も温室に供給する一歩進んだ「トリジェネレーションシステム」を導入。環境
負荷低減・品質向生産性の向上を同時に達成。
ミニバラ、ミニポインセチアをはじめ、全30種の鉢花を栽培。アジア最大規模の
栽培温室と自動潅水、自動養液供給システムにより植付けから約3ヶ月で全国へ出
荷している。

株式会社トヨタフローリテックでの参加者集合写真

視察風景 視察風景

視察風景 視察風景
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大学生所感

　●トリジェネを採用した施設を見学したのは初めてで、また、水やりや物の移動などがオートメー
　　ション化されていたのがすごいと思った。
　●トリジェネレーションシステムによって、二酸化炭素削減の意識の高さを伺えた。
　●世間で減らそうと思われているものも、どこかで必要とされている可能性があると感じた。
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場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1-7
開催時間　14:30 ～ 15:30

（公財）環境科学技術研究所視察

訪問目的

身の回りの放射線について理解を深める。

訪問先概要

設　　立
事業内容

主な特徴

平成２年12月
1．青森県内の空間放射線（能）の分布を明らかにするとともに、核燃料再処理施設
　　工場の立地安全審査に採用されたパラメーターの妥当性を実証する。
2．放射性物質の環境循環機構を明らかにする。
3．低線量率放射線照射の生物に与える影響に関する実証的研究を行う。
4．放射線（能）やその生物影響等に関する知識の普及・啓発を行う。
　敷地内の主な施設として、低線量生物影響実験施設、閉鎖型生態系実験施設、全天
候型人工気象実験施設から成り立っている。また、本館施設とは別敷地に先端分子生
物科学研究センターがある。六ヶ所村をはじめとする青森県内の空間放射線分布の調
査、放射性物質の環境循環機構の明確化、低線量率放射線照射の生物に与える影響に
関する実証的研究。調査・研究で得られた成果等の情報の発信を行っている。
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実施内容

●概要説明
●施設見学

大学生所感

　●放射線や放射性物質に関する実験施設は重要だと感じたし、そのために研究員自ら被検者となっ
　　たりしていて感心した。
　●人工お天気システムが「やませ」の環境を再現できると聞いて、天候が各地域で特性が異なる
　　ことを考慮していることに感心した。
　●低線量照射されたマウスの子孫にどのような影響があるか実験中とのことだったが、実験結果
　　が出たら国民に広く知れ渡るように頑張ってほしいです。
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視察風景 視察風景

視察風景 視察風景

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

実施内容

●概要説明
●施設見学

大学生所感

　●放射線や放射性物質に関する実験施設は重要だと感じたし、そのために研究員自ら被検者となっ
　　たりしていて感心した。
　●人工お天気システムが「やませ」の環境を再現できると聞いて、天候が各地域で特性が異なる
　　ことを考慮していることに感心した。
　●低線量照射されたマウスの子孫にどのような影響があるか実験中とのことだったが、実験結果
　　が出たら国民に広く知れ渡るように頑張ってほしいです。



場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附478-２　六ヶ所村中央公民館　1Fホール
開催時間　15:45 ～ 17:00

交流会「講演の部」

講演演題

　「福島第一原子力発電所事故におけるヒューマンファクター」
　講演者　東北大学大学院工学研究科　技術社会システム専攻　量子エネルギー工学専攻（兼任）
　　　　　高橋 信 教授

講演内容

1.福島原発事故による放射性物質汚染
2.放射線の健康への影響
　1）内部被曝
　2）外部被曝
3.粘土が福島・宮城を救った！
4.汚染土壌の除染とその処理
5.汚染土の除染の実践
6.山及び平原に降った放射性物質の除去

出 席 者

東北大学大学院　教授１名　助教１名　大学院生１名　大学生７名
東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻六ヶ所村分室
泊小学校、南小学校、千歳平小学校、第一中学校、第二中学校、千歳中学校、六ヶ所高校
青森日揮プランテック㈱ （公財）環境科学技術研究所
清水建設㈱東北支店 （独）日本原子力研究開発機構青森研究開発センター
むつ小川原国家石油備蓄㈱ 六ヶ所地域振興開発㈱
エコ・パワー㈱ 日本原燃㈱
日本風力開発㈱
六ケ所原燃PRセンター
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高橋 信 教授講演「講演の部」村長挨拶

高橋 信 教授講演 高橋 信 教授講演

講演会参加者聴衆 講演会参加者聴衆

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業
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場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附478-２　六ヶ所村中央公民館　1Fホール
開催時間　17:15 ～ 18:00

交流会「中学生との交流の部」

目 　 的

村の将来を担う中学生に体験発表の場を設け、人材育成の一助とする。

実施内容

７月30～31日に開かれた東北大学オープンキャンパスを見学した中学生８人の体験発表。

■発表内容・発表者
　①各研究室の見学について 木村 美咲（第二中学校）
　②放射線の授業について 小笠原 圭祐（第一中学校）
　③放射線裁判について 金浜 望海（第一中学校）
　④ダイナミトロンの見学について 橋本 晃樹（千歳中学校）
　⑤事前アンケートによる交流会について 中村 虹奈都（泊中学校）
　⑥キャンパス体験ツアーに参加して 三角 素史（泊中学校）
　⑦キャンパス体験ツアーに参加して 宮川 瞳（千歳中学校）
　⑧キャンパス体験ツアーに参加して 石久保 翔太（第二中学校）

■講評
　高橋 　信氏
　（東北大学大学院工学研究科　技術社会システム専攻　量子エネルギー工学専攻（兼任）教授）
　藤原 充啓氏
　（東北大学大学院工学研究科　量子エネルギー工学専攻　助教）

橋本 晃樹さん発表金浜 望海さん発表

中村 虹奈都さん発表 三角 素史さん発表

宮川 瞳さん発表 石久保 翔太さん発表木村 美咲さん発表 小笠原 圭祐さん発表

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業



59 60

Ⅳ．スタディツアー 2013Ⅳ．スタディツアー 2013

場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附478-２　六ヶ所村中央公民館　1Fホール
開催時間　17:15 ～ 18:00

交流会「中学生との交流の部」

目 　 的

村の将来を担う中学生に体験発表の場を設け、人材育成の一助とする。

実施内容

７月30～31日に開かれた東北大学オープンキャンパスを見学した中学生８人の体験発表。

■発表内容・発表者
　①各研究室の見学について 木村 美咲（第二中学校）
　②放射線の授業について 小笠原 圭祐（第一中学校）
　③放射線裁判について 金浜 望海（第一中学校）
　④ダイナミトロンの見学について 橋本 晃樹（千歳中学校）
　⑤事前アンケートによる交流会について 中村 虹奈都（泊中学校）
　⑥キャンパス体験ツアーに参加して 三角 素史（泊中学校）
　⑦キャンパス体験ツアーに参加して 宮川 瞳（千歳中学校）
　⑧キャンパス体験ツアーに参加して 石久保 翔太（第二中学校）

■講評
　高橋 　信氏
　（東北大学大学院工学研究科　技術社会システム専攻　量子エネルギー工学専攻（兼任）教授）
　藤原 充啓氏
　（東北大学大学院工学研究科　量子エネルギー工学専攻　助教）

橋本 晃樹さん発表金浜 望海さん発表

中村 虹奈都さん発表 三角 素史さん発表

宮川 瞳さん発表 石久保 翔太さん発表木村 美咲さん発表 小笠原 圭祐さん発表

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業



61 62

Ⅳ．スタディツアー 2013Ⅳ．スタディツアー 2013

スタディツアー報告 スタディツアー報告聴衆

講評　高橋 信 教授 講評　藤原 充啓 助教

講評　戸田副村長 記念品の贈呈

場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附478-２　六ヶ所村中央公民館　2F和室
開催時間　18:00 ～ 19:30

交流会「意見交換会の部」

目　　的

　地域住民との交流機会を設け、今後の六ヶ所村の地域活性化について考える

実施内容

1.　開　　会
2.　乾　　杯　東北大学大学院工学研究科
　　　　　　　　技術社会システム専攻　量子エネルギー工学専攻（兼任）　高橋 信 教授
3.　懇　　談
4.　中　　締　六ヶ所村副村長　戸田 衛
5.　閉　　会

意見交換 中締　戸田副村長　

乾杯　高橋 信 教授 意見交換

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業
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六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

六ヶ所村立第二中学校での集合写真

藤原 充啓 助教による実験の説明 パン生地を作る様子

パン生地を作る様子 電気の回路を作り、交流電流計を接続する様子

（２）2 日目　11 月14 日（木）

場　　所　青森県上北郡六ヶ所村倉内湯沢112-1
開催時間　9:00 ～ 11:30

交流授業（六ヶ所村立第二中学校）

目　的

実験（直接抵抗加熱、電気パン）を交えた授業を通して、科学に対する興味を生徒に与える。

対　象

六ヶ所村立第二中学校　生徒（３学年）

実験内容

実験の流れ

実験結果、まとめ

　ホットケーキミックスに直接交流を流すと内部抵抗により熱が発生し、そのまま電気を流し続
けると、水分が蒸発して電気抵抗が大きくなり、その後電流が流れなくなる。この状態になれば
焼きあがりとなる。この様子を電流計を用いて観察することで、電流計の使い方や電気について
復習することができた。

　私たちが日頃から口にしているパン（ホットケーキ）を身の回りにある牛乳パックを用いて電
気で焼く実験を行った。実験は生徒を５グループに分け、グループごとに大学院生・大学生を配
置し、また電気を使用するため、事前に藤原助教から取り扱い等の注意事項を伝達した。

  1．牛乳パックをハサミで加工し、ホットケーキミックスを入れる為の容器を作る。
  2．パン生地の材料のホットケーキミックスと牛乳を混ぜる。
  3．容器の両端にステンレス板をセットする。（電気の回路を作る）
  4．回路に交流電流計を接続する。
  5．容器にパン生地を入れる。
  6．プラグをコンセントに差し込み通電する。交流電流計を見て電流の値を２分毎に確認し、
　　ペーパーに記録する。パン生地からパンに変わる（液体から個体に変わる）様子を測定する。
  7．電流が流れなくなったら（ホットケーキが焼けたら）プラグをコンセントから抜く。
  8．焼けたパンを取り出し、試食する。
  9．使用備品、後片づけ。
10．宿題としてペーパーに記録した時間経過（横軸）と電流（縦軸）を基にグラフを作成し、
　　担任の先生に提出する。（液体から個体に変わる時間の経過理解する）
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焼けたパンの試食パン生地を容器に入れる様子

焼けたパンの試食 お礼を述べる中学生代表

大学生から中学生に向けて一言 大学生から中学生に向けて一言

場　　所　青森県上北郡六ヶ所村尾駮字上尾駮 2-42
開催時間　13:00 ～ 14:00

六ケ所原燃 PR センター視察

目　的

原子燃料サイクルに関する予備知識と情報を得て、サイクル施設見学の際に役立てる。

訪問先概要

実施内容

　●概要説明
　●施設見学

開 館 日
開館時間
事業内容

主な特徴

平成 3 年
9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0
原子燃料サイクル情報の発信基地であり、原燃各施設に関する情報の表示、
展示紹介、広報活動。
　原子力、原子力エネルギー、原子燃料サイクル施設について紹介している。
施設の3階は360度パノラマの展望室になっており、原子燃料サイクル施設や
風力発電施設など六ヶ所村内の各施設が見渡せる。ウラン濃縮工場、低レベル
放射性廃棄物埋設センター、再処理工場などの「原子燃料サイクル施設」を大
きな模型や映像、パネルでわかりやすく紹介している施設。また、原子燃料サ
イクルにとても関係の深い、原子力・放射線についてのコーナーもある。

大学生所感

　●再処理とそれを受け入れる地域の考え方を知ることができた。
　●PRセンターと実際の施設を見学することで漠然としていた再処理の理解が鮮明になった。高線量
　　の処分候補地が早く決まるといいと感じた。
　●実物の８割サイズの模型を利用した説明が分かりやすく、意義のあるPRセンターだと感じた。地
　　域住民の信頼を得るために、１つ１つの仕事をしていることを知れて良かった。
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開催時間　13:00 ～ 14:00

六ケ所原燃 PR センター視察

目　的

原子燃料サイクルに関する予備知識と情報を得て、サイクル施設見学の際に役立てる。

訪問先概要

実施内容
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開 館 日
開館時間
事業内容

主な特徴
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場　　所　青森県上北郡六ヶ所村尾駮沖付 4-108、野附 504-22
開催時間　14:10 ～ 17:00

日本原燃株式会社視察

目　的

原子燃料サイクル施設を見学し、エネルギー政策、科学技術研究について考察する

訪問先概要

実施内容

●低レベル放射性廃棄物埋蔵センター見学

●再処理工場中央制御室見学
●高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター見学

設　　立

事業内容

主な特徴

昭和 55 年 3 月　日本原燃サービス株式会社発足
平成 4 年 7 月　日本原燃サービス株式会社と日本原燃産業株式会社が合併し、日本原燃株

式会社となる
１．ウランの濃縮
２．原子力発電所等から生ずる使用済燃料の再処理
３．前記２に関する海外再処理に伴う回収燃料物質および廃棄物の一時保管
４．低レベル放射性廃棄物の埋設
５．混合酸化物燃料の製造
６．ウラン、低レベル放射性廃棄物および使用済燃料等の輸送
７．前各号に付帯関連する事業
　ウラン燃料を繰り返し利用し、純国産エネルギーとする「原子燃料サイクル」の
完結を目指し、「ウラン濃縮工場」「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター」「低レ
ベル放射性廃棄物埋設センター」の3施設を操業している。また、原子燃料サイク
ルの要となる「再処理工場」の操業開始と「MOX燃料加工事業」に取り組んでい
る。いずれの施設も厳重なセキュリティのもと管理運営されており、同じく六ヶ所
村にある国家石油備蓄基地とともに我が国の重要なエネルギー拠点となっている。

六ケ所原燃 PR センターでの参加者集合写真

視察風景 視察風景

視察風景 視察風景
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場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎305
開催時間　9:10 ～ 9:40

交流事業（青森県立六ヶ所高等学校）

第１部　東北大学教授講演会「環境問題の実態－本当にそうなのか？－」

目　的

　高橋教授によると、地球温暖化問題は、世間で言われているほど驚異でもないし、心配もしな
くてよい。テレビやインターネットなどによる情報、あるいは高橋教授の講演を聞いて、自分が
それを信じるか、どう判断して考えていくか情報社会について考える。

（３）3 日目　11 月 15 日（金）

内　容

①発がん性物質問題　　
②ガンは増えていない！
③ダイオキシン問題
④オゾンホール問題　　
⑤赤祖父氏の主張
⑥温暖化懐疑派の主張
⑦地球温暖化問題に関する議論
⑧地球温暖化は非人為的な要因による

　地球環境問題はメディアによって多くが「大変だ大変だ」と報道されイメージ化されてきてい
る。一般的に地球環境問題といわれている事象について本当にそうなのかを考えていった。

高橋教授の出張

地球温暖化は怖くない（１）
「海面上昇で都市や耕作地が浸水し陸が沈む」？
・過去5000年では、上昇率は一世紀あたり18cm。
→ツバルは沈んではいない！

地球温暖化は怖くない（２）
「今後一世紀で世界の野生種100万種以上が絶滅する」？
・生物種は急激な温度化に対応できる。
・世界の生物種は現に過去100万年で何度もの温暖化や寒冷化を生き延びている。
・地球温暖化の影響で森林の生物多様性はかえって拡大する。
・現在見られるサンゴ礁の多くは２億年前からある。
→サンゴの脱色は突然の温度変化に適応する手段！
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よさこいソーラン　Welcome Event吹奏楽の演奏で大学生入場

高橋 信 教授　挨拶 高橋 信 教授による講演

高橋 信 教授による講演 講演会聴衆

【東北大学教授講演会　参考資料】

11 22

33 44

55 66
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意見を述べる高校生パネラー

意見を述べる高校生パネラー パネルディスカッションの様子

意見を述べる大学生パネラー

意見を述べる大学生パネラー

高橋 信 教授　挨拶

目　的

　今の生徒たちは全ての問題には正しい一つの答えがあると考える傾向がある。しかし、実社会
では必ずしも正しい答えが一つある訳ではない。このテーマでは誰もが疑問を持たず信じている
「地球温暖化問題」をとりあげて、反対する意見を紹介し、その是非について議論を深める。科
学的と言われていることにもまだ不確実な部分があって、全てが明確に判断できるものではない
ということを理解する。

参加者

コーディネーター：東北大学大学院工学研究科
　　　　　　　　　　技術社会システム専攻　量子エネルギー工学専攻（兼任）　高橋 信 教授
パネラー　　　　
【東北大学】　①藤原充啓　東北大学大学院工学研究科　量子エネルギー工学専攻
　　　　　　　②比嘉貴大（工学部４年）
　　　　　　　③稲野浩太郎（工学部４年）
　　　　　　　④伊藤亮平（工学部４年）
　　　　　　　⑤山本洋平（工学部４年）
　　　　　　　⑥丸山隆史（工学部４年）
　　　　　　　⑦番場　工（工学部４年）
　　　　　　　⑧佐藤剛志（工学部４年）
　　　　　　　⑨木村友哉（修士１年）
【六ヶ所高校】３年生　小野貴雪、久保健人、高梨浩一郎、鳥山　諒、赤石千尋、赤石のぞみ、
　　　　　　　　　　　木村美優、野田あかね
　　　　　　　２年生　橋本彪雅、千葉晃裕、橋本大佑、沼端未久、松橋花寿奈
　　　　　　　１年生　鳥谷部　翔、中村日香莉
　　

考えてほしいこと（高橋教授より）
・世界の気候は本当に温暖化しているのだろうか？
・今の気候の温暖化は長い地球の歴史の中で本当に異常なものと言えるのだろうか？
・二酸化炭素の増加は本当に人間活動に全て原因があるのだろうか。
・今の気候の温暖化は本当に人間活動による二酸化炭素の増加によるものなのだろうか？
・この温暖化の傾向は21世紀も続いて更に大きな気候の変化をもたらすのだろうか？

場　　所　青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎305
開催時間　9:45 ～ 10:25

交流事業（青森県立六ヶ所高等学校）

第２部　パネルディスカッション　テーマ「答えが一つではない問題を考える」
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①グループ１

発表者　

東北大学工学部　量子サイエンスコース
石井研究室　稲野 浩太郎、伊藤 亮平、山本 洋平

発表内容

《グループ共通テーマ》

テーマ①：六ヶ所村のイメージの変遷
【訪問前】
●原子力発電関連の工場ばかりで、無機質なイメージがあった。

【訪問時の感想】
●はじめて村を訪問したときは、食べ物がおいしく、自然がとても豊かでいいところだと感じ、また交流した子供達のパワーに圧倒さ
れつつも心が癒された。
●スタディツアーに参加して初めて、六ヶ所村には原子力関連施設だけではなく、様々なエネルギー施設があることを知った。また、帰
仙後の調べで、ショッピングモールなどの商業施設や観光地も数多くあり、魅力的な村であることを知った。

【訪問後】
●村民の方々はとても心が温かく、村を良くしたいという熱意を感じた。
●（原子力関連ばかりでなく）様々なエネルギー関連施設が充実しており、その事業内容について具体的に知ることができた。
●子供達が元気で素直だったことがとても印象的であった。

テーマ②：六ヶ所村次世代エネルギーパークを発展させるための担当者に就任した場合の方針・方策
●本村は、多くの風力発電施設、原子燃料サイクル関連施設やエネルギー関連施設が集まっている全国でも珍しい地域であることか
ら、「太陽光、風力、バイオマス」などの新エネルギーの導入拡大が求められる。
●次世代エネルギーパークの整備目的は、多くの人が見て触れる機会を増やし、理解を深めることであり、それが村に人や産業が集ま
ることで、六ヶ所村の観光・地域振興に結びつけることである。

テーマ③：六ヶ所村の中高生との交流で感じたことと、アドバイスについて
【中学生との交流】
●村の中学生たちはとても元気で素直な生徒が多かった。
●オープンキャンパス見学が、大学進学や将来のことについて深く考える良いきっかけとなったのではないかと感じている。

【六ヶ所高校生との交流】
●生徒による歓迎アトラクションを目の当たりにして、自分達のために一生懸命練習してくれたと思うと嬉しかった。また、披露して
くれたよさこいソーランの完成度も高かった。
●パネルディスカッションにおいて「地球温暖化」という難しい問題に対しても深く考え議論する力があり驚かされた。

【中高生へのアドバイス】
●食わず嫌いをせずに何にでもトライしてみてほしい。
●好きなことを見つけて精一杯やりきる力を養ってほしい。

《グループごとのテーマ》

グループ１：村の広報に対する提言
●仙台市のホームページと比較しても統一感があり、非常に見やすいホームページだと感じた。
●二年前の報告会で提案した「観光マップと観光地の写真のHP上でのリンク」を実現してくださり嬉しく感じている。

【提言】
●村のホームページに「読み上げボタン」を設置することで、高齢者や視力の弱い方、パソコン初心者などにもさらに利用しやすいもの
となるのではないか。
●ウェブツイッター上で、村の観光マスコットである「メジロちゃん」と「ロクジロー」が、日々の村の出来事をつぶやくという形で、村
の魅力を全世界に発信することが可能になるのではないか。
●ツイッターやフェイスブックなどのSNSへの参加により村民の方（特に若い方）が興味をもってくれると考える。
●村のホームページ上にツイッターアカウントのタイムラインを設置すれば、ツイッターをやっていない人でも見ることができると
考える。

（2）報告内容詳細5 スタディツアー報告会

（１）仙台市での報告会の概要

図表８　スタディツアー報告会（仙台市）の概要

大学4年生、大学院生がスタディツアーで「学んだこと」「感じたこと」をまとめ、成果を発表することで、

地域活性化について一層理解を深めるとともに、学生からの提言を今後の行政施策の参考とする。

日 時 平成26年1月30日（木）　14：00～16：00

場 所 東北大学　青葉山キャンパス　量子エネルギー工学専攻　大会議室（本館4階）

参 加 者

①東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻、量子エネルギー工学専攻、

藤原 充啓 助教、大学生7名、大学院生1名

②六ヶ所村　六ヶ所村職員　3名

次 第

①

挨　　　拶　東北大学　長谷川 晃 教授②

開会の挨拶　東北大学　藤原 充啓 助教

③スタディツアー成果報告

グループ１ 東北大学工学部量子サイエンスコース

石井研究室　稲野 浩太郎、伊藤 亮平、山本 洋平

グループ２ 東北大学工学部量子サイエンスコース

石井研究室　丸山 隆史、番場 工、佐藤 剛志

グループ３ 東北大学量子エネルギー工学専攻

高橋研究室　木村 友哉、比嘉 貴大
④報告会総評

東

六ヶ所村副村長　　戸田 衛

北大学大学院工学研究科 量子エネルギー工学専攻 藤原 充啓 助教

実 施 内 容

共通テーマ

スタディツアー（11/13・14・15実施）に参加した大学生・大学院生は、六ヶ所村に
訪問した際の印象、村内企業を見学した際の感想、六ヶ所村立六ヶ所第二中学校におけ
る交流授業、青森県立六ヶ所高等学校における交流会の感想を基に六ヶ所村に対する提
言を発表した。発表に対し、六ヶ所村職員による質疑・回答など活発な意見交換が展開
された。

①今回の六ヶ所村訪問（各自複数回目の六ヶ所訪問）までの六ヶ所村に対するイメージ
の変遷を時系列で教えてください。（訪問前→前回訪問→今回訪問で変わった点変わ
らなかった点を時間の経過とともに示してください。
②もし、皆さんが六ヶ所村エネルギーパークを発展させるための担当者に就任した場
合、どのような方針や方策を打ち出しますか。
③六ヶ所第二中学校交流授業や六ヶ所高校訪問で皆さんが感じた事を教えてください。
また、六ヶ所村の中学生や高校生にアドバイスをするならば、どのようなアドバイス
をしますか。
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①グループ１

発表者　

東北大学工学部　量子サイエンスコース
石井研究室　稲野 浩太郎、伊藤 亮平、山本 洋平

発表内容

《グループ共通テーマ》

テーマ①：六ヶ所村のイメージの変遷
【訪問前】
●原子力発電関連の工場ばかりで、無機質なイメージがあった。

【訪問時の感想】
●はじめて村を訪問したときは、食べ物がおいしく、自然がとても豊かでいいところだと感じ、また交流した子供達のパワーに圧倒さ
れつつも心が癒された。

●スタディツアーに参加して初めて、六ヶ所村には原子力関連施設だけではなく、様々なエネルギー施設があることを知った。また、帰
仙後の調べで、ショッピングモールなどの商業施設や観光地も数多くあり、魅力的な村であることを知った。

【訪問後】
●村民の方々はとても心が温かく、村を良くしたいという熱意を感じた。
●（原子力関連ばかりでなく）様々なエネルギー関連施設が充実しており、その事業内容について具体的に知ることができた。
●子供達が元気で素直だったことがとても印象的であった。

テーマ②：六ヶ所村次世代エネルギーパークを発展させるための担当者に就任した場合の方針・方策
●本村は、多くの風力発電施設、原子燃料サイクル関連施設やエネルギー関連施設が集まっている全国でも珍しい地域であることか
ら、「太陽光、風力、バイオマス」などの新エネルギーの導入拡大が求められる。

●次世代エネルギーパークの整備目的は、多くの人が見て触れる機会を増やし、理解を深めることであり、それが村に人や産業が集ま
ることで、六ヶ所村の観光・地域振興に結びつけることである。

テーマ③：六ヶ所村の中高生との交流で感じたことと、アドバイスについて
【中学生との交流】
●村の中学生たちはとても元気で素直な生徒が多かった。
●オープンキャンパス見学が、大学進学や将来のことについて深く考える良いきっかけとなったのではないかと感じている。

【六ヶ所高校生との交流】
●生徒による歓迎アトラクションを目の当たりにして、自分達のために一生懸命練習してくれたと思うと嬉しかった。また、披露して
くれたよさこいソーランの完成度も高かった。

●パネルディスカッションにおいて「地球温暖化」という難しい問題に対しても深く考え議論する力があり驚かされた。
【中高生へのアドバイス】
●食わず嫌いをせずに何にでもトライしてみてほしい。
●好きなことを見つけて精一杯やりきる力を養ってほしい。

《グループごとのテーマ》

グループ１：村の広報に対する提言
●仙台市のホームページと比較しても統一感があり、非常に見やすいホームページだと感じた。
●二年前の報告会で提案した「観光マップと観光地の写真のHP上でのリンク」を実現してくださり嬉しく感じている。

【提言】
●村のホームページに「読み上げボタン」を設置することで、高齢者や視力の弱い方、パソコン初心者などにもさらに利用しやすいもの
となるのではないか。

●ウェブツイッター上で、村の観光マスコットである「メジロちゃん」と「ロクジロー」が、日々の村の出来事をつぶやくという形で、村
の魅力を全世界に発信することが可能になるのではないか。

●ツイッターやフェイスブックなどのSNSへの参加により村民の方（特に若い方）が興味をもってくれると考える。
●村のホームページ上にツイッターアカウントのタイムラインを設置すれば、ツイッターをやっていない人でも見ることができると
考える。

（2）報告内容詳細5 スタディツアー報告会

（１）仙台市での報告会の概要

図表８　スタディツアー報告会（仙台市）の概要

大学4年生、大学院生がスタディツアーで「学んだこと」「感じたこと」をまとめ、成果を発表することで、

地域活性化について一層理解を深めるとともに、学生からの提言を今後の行政施策の参考とする。

日 時 平成26年1月30日（木）　14：00～16：00

場 所 東北大学　青葉山キャンパス　量子エネルギー工学専攻　大会議室（本館4階）

参 加 者

①東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻、量子エネルギー工学専攻、

藤原 充啓 助教、大学生7名、大学院生1名

②六ヶ所村　六ヶ所村職員　3名

次 第

①

挨　　　拶　東北大学　長谷川 晃 教授②

開会の挨拶　東北大学　藤原 充啓 助教

③スタディツアー成果報告

グループ１ 東北大学工学部量子サイエンスコース

石井研究室　稲野 浩太郎、伊藤 亮平、山本 洋平

グループ２ 東北大学工学部量子サイエンスコース

石井研究室　丸山 隆史、番場 工、佐藤 剛志

グループ３ 東北大学量子エネルギー工学専攻

高橋研究室　木村 友哉、比嘉 貴大
④報告会総評

東

六ヶ所村副村長　　戸田 衛

北大学大学院工学研究科 量子エネルギー工学専攻 藤原 充啓 助教

実 施 内 容

共通テーマ

スタディツアー（11/13・14・15実施）に参加した大学生・大学院生は、六ヶ所村に
訪問した際の印象、村内企業を見学した際の感想、六ヶ所村立六ヶ所第二中学校におけ
る交流授業、青森県立六ヶ所高等学校における交流会の感想を基に六ヶ所村に対する提
言を発表した。発表に対し、六ヶ所村職員による質疑・回答など活発な意見交換が展開
された。

①今回の六ヶ所村訪問（各自複数回目の六ヶ所訪問）までの六ヶ所村に対するイメージ
の変遷を時系列で教えてください。（訪問前→前回訪問→今回訪問で変わった点変わ
らなかった点を時間の経過とともに示してください。
②もし、皆さんが六ヶ所村エネルギーパークを発展させるための担当者に就任した場
合、どのような方針や方策を打ち出しますか。
③六ヶ所第二中学校交流授業や六ヶ所高校訪問で皆さんが感じた事を教えてください。
また、六ヶ所村の中学生や高校生にアドバイスをするならば、どのようなアドバイス
をしますか。
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②グループ２

発表者　

東北大学工学部　量子サイエンスコース
石井研究室　丸山 隆史、番場 工、佐藤 剛志

発表内容

《グループ共通テーマ》

テーマ①：六ヶ所村のイメージの変遷
【訪問前】
●原子力関連の施設が立ち並んでいるイメージしかなかった。

【訪問時の感想】
●むつ小川原石油備蓄基地については、館内のパネルや展示物によって、石油と私たちの生活との関連性を十分知ることができた。
●エネルギーの循環的な利用と地球温暖化対策の意識の高さを感じた。
●六ヶ所村再処理や新エネルギーの探求だけでなく、エネルギーを無駄なく使う社会のモデルケースにもなっていると感じた。
●六ヶ所村原燃PRセンターについては、大型模型による施設案内が印象深く、アミューズメント性に富んでおり、理解しやすかった。

【訪問後】
●次世代エネルギーの施設や他のエネルギー施設も充実しており、エネルギーと自然が融合した魅力的な村だと感じた。
●豊かな自然に恵まれており、食べ物も美味しかった。

テーマ②：六ヶ所村次世代エネルギーパークを発展させるための担当者に就任した場合の方針・方策
●地元の人々にエネルギー技術に触れる機会を増やし、理解を促す。
●エネルギーをテーマに六ヶ所村の観光や地域の発展を促す。

テーマ③：六ヶ所村の中高生との交流で感じたことと、アドバイスについて
【中学生との交流】
●時間の経過とともに雰囲気も和やかになり、会話も弾んできた。
●電気パンの製作に対し士気があがるにつれ、中学生の初々しさを感じることができ、充実した授業が展開できた。

【六ヶ所高校生との交流】
●ウェルカムイベントの入場の際に、久々に「照れ」という感情を生じた。
●よさこいソーランの演舞を目の当たりに、全身に鳥肌が立ち、非常に感動した。
●「地球温暖化」についてのパネルディスカッションにおいて、高校生の多くは「地球温暖化の原因」よりも「地球は温暖化しているから
危ない・怖い」という感情が全面に出ているように感じた。

【中高生へのアドバイス】
●六ヶ所村内で留まらず、もっと広い世界を積極的体験するべきである。（都内や国外での学校訪問など）

《グループごとのテーマ》

グループ２：村の特産品や観光スポットの宣伝に関する提言
●「六趣」が隠れた逸品、幻の焼酎として注目されがちだが、知らないだけで美味しいモノがたくさんある。

【提言】
●郷土料理でB-1グランプリに出場してみたら良い。
●むつ小川原石油備蓄基地について、「バスツアー」を実施することで、間近で貯蔵タンクを見られたり、興味と理解をさらに深められ
ると考える。
●㈱トヨタフローリテックについては、施設見学コースにおいて、図やグラフを使ったパネルによって「地球環境への貢献」実績を、も
っとアピールするべきである。
●環境科学技術研究所については、閉鎖型生態系実験施設の内部構造模型を製作し、さらに詳しく理解できるよう仕掛けをすれば良い
と考える。
●六ヶ所村原燃PRセンターについては、付近の他施設と連携したイベントの開催により、より充実した施設サービスと集客につなが
ると考える。
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③グループ３

発表者　

東北大学工学部　量子エネルギー工学専攻
石井研究室　木村 友哉、比嘉 貴大

発表内容

《グループ共通テーマ》

テーマ①：六ヶ所村のイメージの変遷
【訪問前】
●何となく原子力関連のニュースで聞いたことがある。
●原子力廃棄物置き場など、悪いイメージで発信されて可哀想。
●青森のどの辺に位置するのかわからなかった。
●田舎。寒い。りんごが美味しい。

【訪問後】
●風力発電が盛んな地域なのは感心した。
●原子力関連施設の存在に肯定的な人が多い。
●原子力関連施設の立地で財政が豊かであり、立派な施設が多数存在している。
●原子力以外の重要な施設も多数あるのに、上手に発信できていなくて勿体ない。
●原子力エネルギーから日本を支えている誇りを感じた。
●国際教育への参画・取り組み時期が早い。
●それでもやっぱり青森は寒い。

テーマ②：六ヶ所村次世代エネルギーパークを発展させるための担当者に就任した場合の方針・方策
広報戦略を強化するべきである。
●ゆるキャラやマスコットを作成。
●ツアーの企画（例：石油備蓄基地見学ツアー）
●原子力発電施設以外の電力施設も充実していることを広く発信する。
●中央都市において六ヶ所村や下北半島のエネルギー事業をPRする。

テーマ③：六ヶ所村の中高生との交流で感じたことと、アドバイスについて
【中学生との交流】
●（自分の出身である）沖縄の学生と大きな違いはないように感じた。

【六ヶ所高校生との交流】
●よさこいソーランの迫力に圧倒され感動した。

【中高生へのアドバイス】
●やりたいことをやろう。
●村のことについて知ろう。
●村のことを好きになろう。
●勉強は楽しい。
●夢や目標を持つ。
●自分の信念を大事にする。
●時代に流されない。

《グループごとのテーマ》

グループ３：東北大学と六ヶ所村とのエネルギー（原子力）を通した共生に関して今後必要なこと
【提言】
●研究施設やキャンパスの設立。
●六ヶ所村を学外見学の訪問先に追加。
●大学の講義の中で六ヶ所村を紹介。
●六趣飲みニケーション。
●外国人研究者と東北大生との国際交流。
●六ヶ所村出身東北大生の育成。
●日本原燃㈱との産学連携。
●東北大所有の実験炉を建設。
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戸田副村長の総評質疑応答

グループ３の報告風景グループ３の発表

グループ２の報告風景グループ２の発表報告会会場　東北大学青葉山キャンパス
量子エネルギー工学専攻大会議室（本館4階）

開会の挨拶　藤原 充啓 助教

挨拶　長谷川 晃 教授 聴衆風景

グループ１の発表 グループ１報告風景の総評
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Ⅴ．まとめ

1 事業の効果

　行　政
　外から見た六ヶ所村の率直な印象を知ることができ、村の誇れる部分、村に足りない部分に気付
くことができ、業務の改善や工夫に繋げることができる。スタディツアーに参加した大学生、大学
院生の共通の感想として、「原子力産業だけではない六ヶ所村」を挙げ、「六ヶ所村の印象が変わった」
という意見が多かった。
　大学生、大学院生からの意見を行政に反映することで、地元への技術者、研究者の就業、地元産
品の新たな開発、販売手法など、地域の可能性を導く手助けとなり得る。

　東北大学工学研究科技術社会システム専攻・量子エネルギー工学専攻
　自分たちの研究と係わりのあるエネルギー並びに技術関連施設（企業）を見学することは、社
会における工学を認識し、さらなる研究意欲の向上に繋がることが期待できる。
　また、当該専攻に在籍する学生は、東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻量子フ
ォーラム室主催の「量子エネルギー工学フォーラム」、日本原子力学会東北支部主催の「東北原子
力シンポジウム」で本村へ来る機会があるが、地域交流の機会は当事業のみで、人と交流をして
立地地域を知ることで立地企業の理解に繋がり、就職先の候補になることも期待できる。

　村内の中学生、高校生
　中学生が東北大学のオープンキャンパスを体験することは、進学・就職という進路選択を考え
る、将来に期待を抱かせる契機になっている。
　また、昨年度に続き、大学生、大学院生と六ヶ所高校の生徒の交流を継続して実施し、科学を
通して生徒の視野が広がっていくことを期待している。
　いずれも、中学生や高校生が様々な分野の人と交流をすることは人材育成に大きく寄与するも
のと期待できる。

　訪問先企業
　村の将来を担う中学生、高校生に対しては人材育成のための情報発信の場であり、東北大学の
大学生、大学院生にとっては企業理解を深める場所である。
　事業内容について大学生、大学院生を対象に広報する機会があることで、企業理解が深まると
共に、大学機関と連携した技術革新、新たな雇用機会、人材確保など多くの可能性がもたらされ
ることが期待できる。

本事業を実施することにより、下記の効果がもたらされると期待できる。

Ⅳ．スタディツアー 2013

六ヶ所村地域活性化促進事業 六ヶ所村地域活性化促進事業

（３）六ヶ所村での報告会の概要

図表９　スタディツアー報告会（六ヶ所村）の概要

ツアーに参加した大学生、大学院生の報告内容を地元の多くの方に伝えると共に、地域活性化事業の重要

性、可能性を共有する。

日 時 平成26年2月19日（水）　10：30～12：00

場 所 役場分庁舎　三階　大会議室

次 第

①

今年度の地域活性化業務の説明

スタディツアー　成果報告

東北大学大学院工学研究科　量子エネルギー工学専攻　藤原 充啓 助教

　１．村のホームページなどに対する感想や意見

　２．村の特産品や観光スポットの宣伝に関する提言

　３．東北大学と六ヶ所村とのエネルギー（原子力）を通した共生に関して今後必要な事は？

③

②

質疑、応答　④

挨拶　六ヶ所村副村長　戸田 衛

藤原 充啓 助教によるスタディーツアー成果報告戸田副村長　挨拶

質疑応答報告会参加者聴衆
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性、可能性を共有する。

日 時 平成26年2月19日（水）　10：30～12：00

場 所 役場分庁舎　三階　大会議室

次 第

①

今年度の地域活性化業務の説明

スタディツアー　成果報告

東北大学大学院工学研究科　量子エネルギー工学専攻　藤原 充啓 助教

　１．村のホームページなどに対する感想や意見

　２．村の特産品や観光スポットの宣伝に関する提言

　３．東北大学と六ヶ所村とのエネルギー（原子力）を通した共生に関して今後必要な事は？

③

②

質疑、応答　④

挨拶　六ヶ所村副村長　戸田 衛

藤原 充啓 助教によるスタディーツアー成果報告戸田副村長　挨拶

質疑応答報告会参加者聴衆
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Ⅴ．まとめ

2 今後に向けて【担当所感】

（１）東北大学キャンパス体験ツアー

　昨年度からツアー名称を改めて行っているが、本ツアーは参加した中学生に対しての、科学技
術への興味付けや進路意識を高揚させ、今後高校、大学進学を目指す道標としての効果をもたら
している。今年度も交流会にて、参加した中学生が本ツアーの感想を述べる、という報告の機会
を設けたことで、中学生がより真剣に本ツアーに参加すると同時に、大学への興味、科学に対す
る面白さが増す効果が期待できると思われ、今後も継続して行われることを期待する。

（２）スタディツアー

①交流授業
　村内中学校において周期的に実施している交流授業は定着し、大学生と中学生で班を編成して行う実験型
授業は、作業を通して自然と会話が生まれ、大学生と交流を図るにあたって時間がかからず効率的である。
　本村では、東北大学大学院工学研究科のご協力で小学校での出前授業も実施している。出前授業は児童への
「学習」の色が濃いのに対し、当交流授業は、授業の様子を見ていても生徒が進路を意識するきっかけになっ
ているようだ。今後は当事業と出前授業の棲み分けを考え、当事業の意義や効果を見ていく必要がある。

②六ヶ所高校での交流事業
　六ヶ所高校での交流事業は、講演の部とパネルディスカッションの部の２部構成で実施し、その内容は高
校と協議をして決定、実施した。生徒に科学の面白さを知って頂く機会になればと平成24年度から実施して
いるが、一定の事業効果を得るには継続した実施が求められる。しかし、現行の態勢では大学、高校におけ
る事前準備と指導が必要不可欠であるため、高校を理解したうえで事業内容を見直し、継続の可否を検討し
ていく余地がある。

③交流会
　当事業が参加した大学生にどのような影響を与えているのか興味があったので、今後の参考資料になれば
とアンケートを実施させて頂いた。
　アンケートには、「実際に会わなければ聞けない話を伺うことができた」「普段、社会人の方と話をする機
会は多くないので貴重な経験になった」「企業の方と話をすることができ、就職のイメージなどをつかむこと
ができた」などの所感が見られ、本村に住む人、本村で働く人、様々な立場で村に係わる人と交流を図って
頂くことが、本村の理解促進、学生にとっては社会体験の一部となっていることが伺えた。
　今後も交流対象を模索しながら継続できれば良いと思う。

④報告会
　スタディツアー実施時期（11月中旬）から報告会in仙台及び六ヶ所の開催時期変更は難しく、現状、学生
による報告は不可能である（卒業論文提出時期など）。学生の提言は藤原助教による代理報告であっても十分
に地域に伝えられ効果はある。
　今年度は学生に聞きたいことなど担当の意見を大学に提示し、協議をして報告テーマを決めたことで具体
的な提言が得られた。今後、報告テーマは村側から提示していくべきである。
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