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　The aim of this paper is to provide some suggestions on translation of the Fukushima nuclear 
power plant accident in schools by considering the case of the Chernobyl nuclear power plant 
accident in Ukraine. Ten years have passed since the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Plant, and until now, it is the important issue to reconstruct the disaster. From now on, 
it is necessary to think not only about reconstruction, but also about how to translate on the 
history of the accident. Ukrainian schools are advanced examples of the transmission of the 
lessons of the Chernobyl disaster. The schools in Ukraine have tried to share the problems of the 
nuclear accident with other regions and to pass on the problems to them, not only to the region 
that suffered the most damage, although there are still issues to be addressed. In Japan, when 
considering the transmission of the nuclear accident, it is important to consider how to share the 
issues with people in other regions and how to pass them on to future generations, in addition to 
the issues of Fukushima Prefecture, which was severely damaged by the accident.
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1 　はじめに

　2011年に発生した福島第一原発事故から10年
が経とうとしている。時の経過とともに事故に
ついての話題を目にする機会は徐々に減少し、
事故の「風化」が進んでいると言われる1。一
方で、全国で相次ぐ原発再開の流れを見ていれ
ば、原発事故の事実を不可視のものとするので
はなく、むしろ積極的に後世に継承し、その是
非についての関心を高めていくことが必要であ
ろう。また、災害伝承を学校で積極的に実践し

ていたことで東日本大震災時に多くの子どもが
助かった「釜石の奇跡」の事例2を考慮すれば、
原発事故の次世代への継承においても、学校教
育が果たす役割は見逃してはならないものであ
ると考えられる。日本の学校現場では、2011年
以降、放射線教育の副読本が配布され、そこに
は福島第一原発事故についての情報が掲載され
ている。また、福島県においては県独自で教員
向けに放射線に関する指導資料の配布が行われ
ている。しかしながら、全国における放射線教
育の副読本利用率は、令和元年度時点で、小学
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校は約50％、中学校は約60％、高等学校は約
30％ 3であるように、学校現場における原発事
故伝承の活動は道半ばである。一方で、原発事
故の「国際評価尺度（INES）」において福島第
一原発事故と同じ「レベル 7 」（最も深刻なレ
ベル）とされたチェルノブイリ原発事故の被災
地であるウクライナでは、事故の伝承に関する
様々な取り組みが学校で行われている。事故か
ら約35年が経つが、ウクライナの学校において
どのような伝承活動が行われ、どのような課題
があるのかを明らかにすることは、今後日本に
おいて福島第一原発事故をどのように伝承して
いけるのかを考える上で、非常に重要であると
考えられる。しかしながら、ウクライナの学校
における伝承活動の実態について明らかにした
論文は管見の限り見つけることができなかっ
た。こうした背景のもと、本研究は、特に学校
における原発事故の伝承方法について、チェル
ノブイリ原発事故で被害を受けたウクライナの
事例を調査してその可能性と課題について考察
するとともに、今後の日本における原発事故の
伝承方法に関する示唆を得ようとするものであ
る。以下では、2020年 2 月末から 3 月頭にかけ
て筆者らが実施した現地調査をもとに、「学校
内学習」「校外学習」「教員へのサポート」の 3
つの観点からウクライナの学校における原発事
故伝承の事例を考察していく。

2 .　研究対象と方法

２.１.　ウクライナの教育制度
　本研究が対象とするウクライナでは、初等教
育は 6 歳又は 7 歳入学で 4 年間、前期中等教育
は 5 年間（初等中等教育学校の第 5 ～ 9 学年）、
後期中等教育は 2 年間となっているほか、高等
教育は 4 ～ 6 年の学士課程の大学や 3 年の高等
職業・技術学校などがある。そのうち、義務教
育は 6 ～15歳の 9 年（又は 7 ～15歳の 8 年）で
あり、初等中等教育学校で行われる。また、基
本的に初等中等教育学校入学時から卒業時（ 1
年生～11年生）まで 1 つの学校に在籍して学習
する。
　教育行政制度としては、中央に置かれる教
育・科学省が、教育政策の立案、教育法令の整
備、教育課程基準の策定、教科書の編集・出版、
国立学校 ( 主に高等教育機関 ) の設置等を行う
仕組みとなっている 4 。

２.２　研究方法
　筆者らは、2020年 2 月27日～2020年 3 月 7 日
の10日間、ウクライナを訪問して現地の学校関
係者やチェルノブイリ原発事故に関連する施設
の関係者へ半構造化インタビューを実施した。
本稿ではそのうち、(1) ジトーミル州オブルチ
市（原発から約100キロ）にある A 学校の教員
8 名と生徒 3 名、(2) ジトーミル州ジトーミル
市（原発から約200キロ）にある消防署職員 1
名、（3）キエフ州イヴァンコウ市（原発から約
70キロ）にあるチェルノブイリ保護区域組織職
員 1 名へのインタビューを分析したものであ
る。なお、インタビューの言語は英語、ウクラ
イナ語、ロシア語である。ウクライナ語、ロシ
ア語を使用する際には、通訳を介してインタ
ビューを実施している。これらのインタビュー
をすべて文字起こしし、日本語に翻訳したもの
を今回は分析した。

2.3　インタビュー対象者のプロフィール
(1) 　ジトーミル州オブルチ市にある A 学校の

教員 8 名と生徒 3 名（表 1 ）
（2） 　ジトーミル州ジトーミル市にある消防署

職員 1 名
　 ・ M さん：原発事故が起きた際に処理作業

に従事した消防士の 1 人。事故後、ジトー
ミル市にある13の消防署の組織を作り、
事故処理を行った消防士たちについて伝
える活動などを行なっている。

（3） 　キエフ州イヴァンコウ市にあるチェルノ
ブイリ保護区域組織職員 1 名

　 ・ N さん：チェルノブイリ保護区域組織の
職員として、学校などとの連携や情報を
得たい人のために専門家を見つけると
いったコーディネートの仕事に従事して
いる。組織で働き始めて 3 年目。
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表１　オルブチ A 学校インタビュー対象者一覧

教員

勤務年数 役職・専門

a 先生 30年 校長・歴史

b 先生 30年 小学校

c 先生 15年 ダンスやイベントのための先生

d 先生 11年 司書

e 先生 23年 副校長・英語

f 先生 5 年 ウクライナ語・社会

g 先生 35年 小学校

h 先生 13年 サブのダンスやイベントのための先生

生徒

年齢 備考

i さん 15歳 2018年に学校代表として日本にホームステイをするプログラムに参加した。

j さん 16歳 2018年に学校代表として日本にホームステイをするプログラムに参加した。

k さん 14歳 2019年に学校代表として日本にホームステイをするプログラムに参加した。

３ .�　チェルノブイリ原発事故に関する学校教
育と伝承の実態

　筆者らが訪問したオブルチ市にある A 学校
では、子どもたちがチェルノブイリ原発事故に
ついて学習することのできる 3 つのプログラム
が準備されていた。オブルチ市は、原発事故に
よる放射線で汚染された地域の一つであり、未
だ放射線量が高い場所も残されている。また、
A 学校に通う児童生徒は合計365人であるが、
そのうち355人が事故の被災者として補償を受
ける権利を持つことを示す手帳を保持してい
る。このことを踏まえれば、A 学校に通って
いる子どもたちの多くは原発事故の影響を現在
に至るまで受けていると考えられていることが
わかる。それでは、以下で A 学校で取り組ま
れている 3 つの原発事故に関連したプログラム
について述べていきたい。

３.１．福島との文化交流プログラム
　A 学校では、チェルノブイリ原発事故のあっ

た 4 月26日と福島第一原発事故のあった 3 月11
日に、福島にある学校との文化交流プログラム
を実施している。実際にウクライナの子どもた
ちが日本を訪問したり、日本の子どもたちがウ
クライナを訪問したりすることもあるが、オン
ラインでの交流も行なっている。文化交流プロ
グラムでは、小学生から中学生までの児童生徒
が参加してウクライナと日本の文化について互
いに紹介し合う。例えば、ウクライナで盛んな
ダンスや歌を発表したり、日本の折り紙を紹介
したりする。さらに、文化の紹介のみならず、
チェルノブイリ原発事故や福島第一原発事故に
ついての発表も子どもたちによって行われる。
この発表では、事故はどのような状況だったの
か、なぜ爆発したのかといったことが非常に詳
しく説明される。そして互いの国の発表終了後
には、被害にあった人たちへの黙祷、福島と
チェルノブイリの 2 つの事故が収束することへ
のお祈りが行われる。
　上記のような活動に加えて、学校代表に選ば
れた生徒のみが日本に行ってホームステイをす
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ることができるプログラムも実施されている。
このプログラムは学校の中で特に人気があり、
3 ～ 4 人の応募枠に40人ほどが応募するそう
だ。このプログラムの選抜課題を通して、生徒
たちはチェルノブイリ原発事故のみならず福島
第一原発事故についても学ぶこととなる。例え
ば、 2 度プログラムに応募し、 2 回目で合格を
勝ち取ることのできた j さんは次のように福島
やチェルノブイリについて語っていた。

　試験の １つの課題は福島についていくつか
自分の意見を書かなければなりません。そし
てもちろんそのストーリーを描くために準備
しました。そして準備をしたときに福島の事
故についていろいろな情報を見ました。
　福島は今一生懸命除染されているんです
ね。もう近い将来、福島はとても綺麗な街に
なると思っています。そして実際にそこ（福
島：筆者による補足、以下同様）に行って、
ガイガーカウンターをもらったんですね。ガ
イガーカウンターで放射能のレベルはそんな
に高くなかったです。そして将来にはチェル
ノブイリは福島のように綺麗になったら、と
ても嬉しいと思います。なぜかと言うと、世
界中ではチェルノブイリに行くのが怖いと思
われていますよね。だから、将来にはチェル
ノブイリに行くことを怖がらないように、つ
まり行ったら安全だという気持ちになったら
嬉しいです。

（ ３月 ３日オブルチ学校インタビュー）

　以上プログラムは、国際交流が目的の一つで
はあるが、チェルノブイリと福島の 2 つの事故
に関連する発表が子どもたち自身によってなさ
れることで、 2 つの事故について学び、事故に
関して生徒たちが自らの意見を持つことにつな
がるものであると言える。

3.2.�　「健康の基本」科目の授業における取り
組み

　ウクライナでは、基本的な学校カリキュラム
の中に「健康の基本」という必修科目が存在す
る 5 。「健康の基本」は、健康的な生活や安全
な行動を子どもたちに促すために実施される科
目であり、A 学校では特にこの科目を通して
チェルノブイリ原発事故の被害を受けた地域で
暮らして行く上で知っておくべき安全ルールな
どの授業を行なっている。例えば、ある森で採

取したキノコは食べていいのか、放射線量が特
に高い場所はどこなのかといった放射線からい
かにして身を守るのかを子どもたちは学ぶこと
ができる。何に気をつけなくてはならないのか
を話すとき、なぜ放射線量を気にしなくてはな
らない状況になったのかについても話がなされ
る。そこで子どもたちは、放射線についてのみ
ならず、チェルノブイリ原発事故について知る
ことができる。「健康の基本」科目における放
射線と安全に関する授業は、健康や安全につい
てのみならず、子どもたちがチェルノブイリ原
発事故について学ぶ機会にもなっていると言え
る。しかし、このような「健康の基本」科目を
通した放射線についての授業は、すべての学校
で多くの時間を割いて行われているわけではな
い。「健康の基本」の教科書には、放射線や原
発事故に関する項目は少なく、例えば六年生の
教科書では、「放射線事故」時の屋内退避など
について数ページの記述があるだけである 6 。
そのため、学校が独自にチェルノブイリ原発事
故について積極的にプログラムを実施しようと
試みない限りは、「健康の基本」科目を通した
事故に関する伝承の取り組みは充実したものと
なるわけではない。

3.3.　４月26日における取り組み
　チェルノブイリ原発事故についてのプログラ
ムは、学校によって取り組まれていたりいな
かったりするが、チェルノブイリ原発事故が発
生した 4 月26日だけはウクライナ全国でチェル
ノブイリ原発事故に関する授業を必ず行う必要
があるという。A 学校では、 4 月26日以外に
おいても、様々なプログラムを通してチェルノ
ブイリ原発事故に関して学ぶ機会が準備されて
いるが、その多くが汚染された地域での安全
ルールについてである。一方、 4 月26日は、安
全ルールのみならず、チェルノブイリ原発の歴
史や事故が起こった原因などに関する授業が行
われる。ときには、原発事故の処理作業に従事
した消防士から事故当時の話を聞いたりする機
会も設けられ、年に一度は必ずチェルノブイリ
原発事故について子どもたちが触れることがで
きるような仕組みづくりがなされている。

　以上のようなチェルノブイリ原発事故につい
て学習するために特別に組まれた授業に加え
て、通常の英語やウクライナ語の授業の中でも、
読解教材の題材にチェルノブイリ原発事故に関
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するものを使用するほか、自然科学の授業の中
でも放射線や事故について触れることができる
工夫が A 学校ではなされている。例えば、放
射線に関する安全のルールを伝えることについ
て、先生方は次のように述べていた。

　中学校・高校のためには（「健康の基本」
科目の）特別な先生がいます。でも小学校の
場合は、数学の場合は数学だけじゃなくて、
だから数学の授業でももし必要であれば、
（安全または安全ではない）きのこについて
お話できます。全部先生は同じですので。で
も小学校では「健康の基本」という科目があ
りません。 ５年生から ９年生までだけ「健康
の基本」（があります）。他は自然の科目、自
然の知識の科目でも（安全な）食事について
お話します。

（ ３月 ３日オブルチ学校インタビュー）

　以上のように、A 学校では、放射線量が非常
に高い場所も未だ残されている地区に学校があ
ることもあり、放射線からいかに身を守るかと
いうことを中心に事故についての伝承が積極的
に行われていた。加えて、事故の原因などにつ
いても授業が年に 1 回は開催され、話を聞くだ
けでなく子ども自らがそれをまとめて発表する
機会も存在していた。
　A 小学校で放射線についての教育や原発事故
についての伝承を先生方が積極的に行なってい
る理由としては、次のことが語られた。

　歴史的な問題。つまりこれを忘れたら大変
なことになります。私たちは過去がわからな
いと将来には同じ問題、同じ事故になる可能
性がありますので、子どもたちには何があっ
たのか原発はどんなものかを絶対伝えたいで
す。そしてまだそのエリア（A小学校付近の
エリア）は汚染されているエリアですので、
やっぱり病気の、健康の問題があります。そ
してその問題はなんのきっかけでなったのか
とか、どうしてその問題があるのかとか、
やっぱりこれは放射能に関係があります。こ
れも忘れてはいけないです。忘れたら大変な
ことになります。それで安全なルールについ
てもお話します。

（ ３月 ３日オブルチ学校インタビュー）

４ .　校外学習と事故の伝承

　チェルノブイリ原発事故についての子どもた
ちへの伝承は、学校における授業だけでなく、
校外学習を通しても行われている。以下では、
学校と協力しながら子どもたちへ事故の伝承を
行う 2 つの施設による実践について取り上げた
い。

4.1.　消防署
　チェルノブイリ原発事故では、ウクライナの
多くの消防士が消火活動や処理作業に従事し
た。州面積の42パーセントが放射能被災地と
なったジトーミル州7にある P 消防署の前には、
消火・処理作業に従事して亡くなった消防士た
ちを偲ぶ「思い出の像」が建てられている。ま
た、P 消防署の中に入ると、消火・処理作業に
従事した消防士たちについての展示や事故当時
の写真や説明が書かれたパネルの展示が行われ
ていた。この展示は、事故から10年の1996年に、
処理作業に従事した消防士の 1 人が、亡くなっ
た同僚たちを忘れないようにするために作った
ものである。事故当時についての様々な情報を
目にすることができ、P 消防署はチェルノブイ
リ原発事故について学ぶことのできる施設にも
なっている。
　このように、P 消防署は原発事故当時につい
て知ることのできる貴重な伝承施設の一つであ
るため、学校は子どもたちを P 消防署に連れ
てきて、消防士のお話を聞く機会を設けること
がある。特に、既述の通り 4 月26日には、ウク
ライナの学校は必ずチェルノブイリ原発事故に
ついて扱う必要があり、多くの学校が 4 月26日
に P 消防署への見学を実施している。P 消防署
の見学の際に子どもたちには、「展示されてい
る消防士たちを見て、絶対に忘れないようにし
てください。処理作業に当たった消防士たちが
いなければ、チェルノブイリ原発から800キロ
の範囲で住むことができなくなっていたため、
見学にきている子どもたちがここで生まれるこ
ともなかったかもしれない。子どもたちの未来
のために亡くなった人がいたということを忘れ
ないでください。」というようなことが伝えら
れるという。
　伝承活動の一つである消防署の見学において
は、事故の原因や事故の内容についてというよ
りは、処理作業にあたった消防士たちについて
主に伝承が行われていた。また、このような展
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示活動は国によって保護されているわけではな
く、多様な寄付によって活動が継続できている
状態であるそうだ。

4.2.�　チェルノブイリ保護区域組織による伝承
活動

　校外でチェルノブイリ原発事故について学習
できる場は、チェルノブイリ保護区域組織に
よっても提供されている。チェルノブイリ保護
区域組織は、2016年に設立された国の組織であ
り、子どもたちなどに放射線やチェルノブイリ
地域の生物保護についてイベントや教育を実施
している。この組織の事務所は、チェルノブイ
リ原発から30キロ圏内のイヴァンコウ市にあ
り、イヴァンコウ・プリスキー・キエフの 3 つ
のエリアを対象とした教育イベントを開催して
いる。 3 つのエリアには約30の学校があり、義
務ではないにも関わらず、その全ての学校と提
携して活動を行なっている。この組織の活動目
的は次の 3 つがある。

（1） 　子どもたちにチェルノブイリの事故の原
因、事故の影響を伝えること

（2） 　チェルノブイリの環境保護区域について
子どもたちに伝えること

（3） 　エコロジーについて子どもたちに伝える
こと

　以上の 3 つを伝えるためのイベントは、学校
と 1 年の契約を結び、スケジュールを決め実施
される。対象は幼稚園から大学生までであり、
それぞれの発達段階によって多様な学習の仕方
が採用されている。幼稚園の子どもには、絵を
見せたりアニメを見せたりして、とても簡単な
話し合いをしてもらう。小学校から高校は組織
で自作したドキュメンタリー動画を見せ、話し
合いをしてもらう。このドキュメンタリー動画
には様々なものがあるが、例えば35分程度で事
故が起こった時点から今までどのような対策が
なされてきたのかがわかる動画などがあるとい
う。また、イベントを通して事故や環境のこと
についてしっかり伝わったかどうかを確認する
ために、子どもたちには学習したことを絵にし
てもらい、理解の確認を行う。
　この組織が対象としている地域の子どもたち
は、幼稚園から大学までの間に 1 回だけそのよ
うなイベントに参加するのではなく、各段階で
何度もイベントに参加し、チェルノブイリ原発

事故や環境・生態についての理解を深めるそう
だ。このようなイベントに参加した子どもには、
様々な変化が見られるという。例えば、チェル
ノブイリ原発事故についてのイベントに参加し
た際に、子どもの中に自分もチェルノブイリの
ことを伝えていきたいと思う子が出てきたりす
るのかという質問に対し、M さんは次のよう
に話をしてくれた。

　そのような傾向はあります。特にキエフの
子どもたちです。なぜかというと、ここら辺
の子どもたちはやっぱり汚染エリアの近くに
住んでいるので、生まれてすぐにいろいろな
知識をもらっている。両親から。でもキエフ
のこどもたちは、ちょっと離れていますので、
チェルノブイリのテーマについて聞いたら、
興味を持って、その先生たちは次はいつ来る
んですかとか、そういう質問をします。
（ ３月 ５日チェルノブイリ保護区域組織職員

Mさんへのインタビュー）

　このように、特に汚染区域から少し離れた地
域であるキエフの子どもたちは、イベント参加
後の変化が顕著であるそうだ。インタビューに
もあるように、汚染区域に近い地域に住む子ど
もたちは、小さい頃から親族からの話によって
原発事故に関する色々な情報に触れるが、キエ
フの子どもたちにとっては原発事故について詳
しく知る機会が、この組織のイベント以外にあ
まりないからだろう。このことから、チェルノ
ブイリ原発事故の被害者が身近にいない子ども
たちにとっては、組織が実施しているようなプ
ログラムに参加することが事故について知るこ
とのできる非常に貴重な場となっていることが
わかる。これから、直接の事故の体験者は徐々
に減っていく。キエフの子どもたちのように直
接の体験者でなく、さらに身近に体験者もいな
い人間は、どのようにしたら事故について伝承
していくことができるのだろうか。同様のこと
を M さんに尋ねてみた。

　（原発事故の）処理者、障害者、被害者は
もうすぐなくなるんですが、でも立ち入り禁
止区域のエリアは残るんですよね。だから、
つまり私のような ２世は（当事者から話を）
聞いて、実際にエリアに子どもたちと行って
説明できますよ。これはウクライナの歴史の
部分ですので、もう寂しい歴史ですが、もう
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将来にも伝えるしかないと思います。伝えな
いといけないです。
（ ３月 ５日チェルノブイリ保護区域組織職員

Mさんへのインタビュー）

　チェルノブイリ原発事故は、後世にまで伝え
るべき歴史であり、直接体験していない人々も、
これまで伝えられてきた話を聞き、現地に行っ
てさらに次の世代にそれを伝える必要がある。
チェルノブイリ保護区域組織では、原発事故の
被害を大きく受けた地域の子どもたちだけでな
く、その他の地域の子どもたちにも事故に関す
る伝承活動を積極的に行なっていた。そしてそ
の活動を通して、子どもたちが確実に事故に関
する関心を高めており、着実に伝承を行なうこ
とができていた。

５ .　教員向け指導資料・研修

　学校現場で伝承を行なう際、教員の役割が重
要であることは間違いない。ここまで、学校と
関連した様々な伝承の取り組みについて見てき
たが、そのような取り組みを教員が行おうとす
るときのサポートもウクライナでは実施されて
いる。この節では、ウクライナで実施されてい
る伝承活動に関する教員向けのサポートにはど
のようなものがあるのかについて述べる。

5.１.　教員向け指導資料
　オブルチ市にある A 学校では、チェルノブ
イリ原発事故についての先生のための指導用冊
子8が準備されていた。そこには、子どもたち
に原発事故について伝える際に参考となる放射
線や原発事故についての知識が掲載されてい
る。指導用冊子には、「放射線：どうやって測
定するのか、なぜ測定するのか」「チェルノブ
イリ事故が起こった理由」「チェルノブイリ事
故の結果（環境への影響、医学的影響、社会経
済的影響）」「排除区域の問題、チェルノブイリ
原子力発電所の閉鎖、新シェルター」「汚染地
域の生活の特徴」「社会的保護と活発な生活の
条件」という項目立てがなされ、それぞれ詳し
く説明されている。A 小学校では、必修科目
の中の「健康の基本」科目を通して授業実践を
行なっていたが、その科目の教科書自体には事
故についての情報があまり記載されていない状
況である。このような中で、チェルノブイリ原
発事故や放射線とその影響についての体系的な

基礎知識に教員がアクセスすることができる媒
体があることは、子どもたちに原発事故を伝承
していく上で非常に重要な要素の一つであると
考えられる。

5.２.　教員向け研修
　 4 節でみた、チェルノブイリ保護区域組織で
は、子どもたち向けの教育イベントだけではな
く、教員向けのイベントも開催している。例え
ば、チェルノブイリの事故やチェルノブイリに
対しての安全なルールをどのような方法で子ど
もたちに伝えるかについての研修会を行うなど
している。チェルノブイリ事故や放射線につい
て詳しい専門家から、事故についての知識を得
ることができるのはもちろん、そのような知識
を子どもたちに効果的に伝えるためにはどのよ
うな方法があるのかということについてペタゴ
ジーの専門家の研修を受けることもできるので
ある。さらに、教員はそのような講義を受ける
だけでなく、実際にチェルノブイリ原発の30キ
ロ圏内に入って見学することで、そこで自分の
目でみたものを子どもたちに説明できるように
するための機会も用意されている。

　こうした取り組みは、今後、事故を直接体験
していない世代の人々が、さらにその次の世代
の子どもたちに原発事故の何を伝えたら良いの
か、どうやって伝えたらいいのかについての道
筋を明らかにしてくれるものである。そしてそ
れは、世代が変わったことで、直接体験してい
ないから伝承できないとはならずに、人々が後
世まで原発事故について脈々と受け継いでいく
ことを可能にしてくれるだろう。

図 1 　 教員向け指導冊子
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６ .　おわりに

　ここまで、チェルノブイリ原発事故の伝承活
動について、学校内での学習・校外学習・教員
へのサポートという観点からウクライナの学校
における事例をみてきた。本節ではこれまで述
べてきた事例について、その意義と課題を考察
する。その上で、最後に今後の日本の学校にお
ける原発事故伝承のあり方について検討する。
　今回調査を行った地域では、子どもたちが原
発事故について学習できる機会が学校内・学校
外問わず多様に準備されていた。特に A 学校
は、事故による放射線汚染区域に位置している
ことから、放射線からいかに身を守るのかとい
う、健康のための安全教育を中心に、事故や放
射線についての学習プログラムが実施されてい
た。チェルノブイリ原発事故に関する教育は、
安全教育が中心となっているが、それに加えて
事故の原因や原発の歴史などについて学習する
機会も学校で提供されている。事故の原因や原
発の歴史については、国際交流プログラムなど
を通して、子どもたちが言葉や劇のような自ら
の表現で発表を行う機会があり、このような実
践は、事故を昔あった他人のこととしてではな
く、自分に関係のあることとして認識するきっ
かけになると考えられる。
　また、ウクライナの学校における伝承の取り
組みの中心と位置づけられているものとして、
事故があった 4 月26日は必ず全国の学校でチェ
ルノブイリ原発事故についての授業を行うよう
に決められているということが挙げられるだろ
う。A 学校のように事故による被害が大きく、
また現在までその影響が残っている地域の学校
だけでなく、影響が少なかった地域においても
事故について知る機会が年に少なくとも 1 回は
設けられている。これは、原発事故による問題
を被害の大きかった地域だけの問題とせず、全
国で共有し、皆の問題として伝承していくきっ
かけになると考えられる。
　さらに、原発事故に関する教育を行うための
教員へのサポートが様々な形で行われていると
いう点も重要であろう。これから先、原発事故
の直接体験を語ることのできる人が減少して
いった際にも、教員が原発事故についての知識
やその伝え方を学ぶ場が存在することで、学校
現場を通して次世代への伝承を切れ目なく行っ
ていくことが可能になる。
　以上のように、ウクライナの学校現場で取り

組まれているチェルノブイリ原発事故に関する
伝承活動は、すでに事故を直接知らない世代に
も着実に事故の教訓について伝える機能を果た
していると考えられる。しかしながら、以上の
ような取り組みのあるウクライナでの事故に関
する伝承も、まだまだ課題があると現地の人々
は語っていた。例えば、A 学校でのインタ
ビューの際、放射線で汚染された区域に住んで
いる j さんは、汚染区域外の子どもたちとの事
故に関する認識の温度差を次のように感じてい
た。

j さ�ん：例えば、リゾート行ったときに、他
の地域から子どもたちがきたんですね。
その人たちと話したときに、その人たち
が全然チェルノブイリに興味がない、全
然知識がないんですね。私はいろいろ
知っています。なぜならここに住んでい
るから。でも他の人たちは全然で、聞い
たことがある（程度の）話ですよね。（中
略）「リゾートであなたはどこからきたの
ですか？オブルチから来ました。オブル
チってどこですか？チェルノブイリの近
くって。おお、チェルノブイリの近くは
怖くて、お話したくない。」という経験も
ありますよ。

伊藤 ：今もあるんですか？
j さ�ん：今はとてもたまに、よくではない。
でもよくあるのはインターネットで知り
合いになってどこから？オブルチから
（というと相手は）怖くて話をしなかっ
たんです。前に比べると、数年前と比べ
るとそのような状況はとても変わりまし
た。つまりもうそんなに怖くない（と思
われているの）です。
（ ３月 ３日オブルチ学校インタビュー）

　このように、年に一度はチェルノブイリ原発
事故のことを学校で扱う決まりがあるにも関わ
らず、被害の大きかった地域とそうでない地域
とでは、事故に関する知識や認識に大きな差が
存在していることも事実のようだ。この地域内
外での認識の差をどう埋めるか、地域に関わら
ず事故についての伝承をしっかりと行なってい
くにはどのようにすべきなのかという点が課題
であると言えるだろう。
　本稿で得られた知見を踏まえて、日本の学校
における福島第一原発事故の伝承活動に目を向
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けたい。未曾有の災害であった福島第一原発事
故から10年が経ち、事故発生当時と比べれば一
定の平穏が訪れている。この10年は、いかに震
災と事故からの復興を成し遂げるかという点が
特に重視されてきた。2020年 3 月に復興庁の設
置期限が10年延長されたほか、福島には避難指
示が解除されたばかりの地域があるように、福
島における復興は今後も重大な課題であるのは
間違いない。一方で、東日本大震災・原子力災
害伝承館が2020年 9 月に福島でオープンしたこ
とからも見てとれるように、いかに事故を「風
化」させずに、継承していくかということも非
常に重要な課題となっていく。阪神淡路大震災
や広島・長崎の原爆についてこれまで議論され
てきたのと同様に、復興のための活動から、さ
らに再び事故を起こさせないための活動まで考
えていかなくてはならない。また、伝承館の設
置に見られるように伝承を行なっていく方針が
ある一方で、大川小学校校舎や南三陸町の防災
庁舎などの震災遺構を残すかどうかについて
は、震災を思い出させてしまうものであるが故
に、大きな論争となったように、伝承をどのよ
うに行なっていくかということは特に大きな問
題となっていくに違いない。
　少なくともウクライナでは、外部の人が原発
事故について学べる環境を作り上げ、被災地の
みの問題にしないような試みがなされていた。
しかし、日本では、放射線教育のための副読本
の全国での使用率はまだまだ高いとは言えない
上、事故の伝承に関する活動は福島県では積極
的な事例がある一方で、その他の地域では非常
に少ない。被災地支援を行う大学生の被災地へ
のまなざしの変化について考察した伊藤（2017）
によると、学生の多くが、支援活動を通して当
初抱いていた被災地に対する「かわいそう」と
いう上から目線の考え方の更新が迫られ、「あ
らためて「何が必要なのか」という問いと向き
合い、今度は自分たちの姿勢やあり方まで含め
て再検討していくこと」9になるという。この
ことからは、被災地外の多くの人々の認識と被
災地の現状には大きなギャップが存在している
こと、それが様々な活動により変容し得るとい
うことが理解できるだろう。また、その変容は
他者の問題であるという認識から、その問題を
自分の姿勢やあり方を見つめ直す自らの問題と
して認識されるようになった転換としても捉え
ることもできると考えられる。
　現在のところ、日本では原発を止める動きは

見られず、むしろ積極的に活用されていくよう
な方向性にある。しかしながら、原発は、それ
が位置する地域のみに電気を供給しているので
はない10。このように、遠くの地域のよくわか
らない他人ごととしてではなく、いかに自分た
ちの問題として認識することができるのかとい
うことが重要であり、伝承においても特に重視
していくべき点であろう。
　そのためには、ウクライナにおける実践でみ
られたように、放射線教育として放射線に関す
る知識を伝達するだけではなく、なぜ事故は起
こったのか、事故は人々にどのような影響を与
えた（ている）のかということを学校現場で積
極的に扱っていく必要があるのではないだろう
か。先般、東日本大震災・原子力災害伝承館の
語り部として働く人たちに対して、その語る内
容について行政からの不当介入とも捉えられる
指導が入ったという報道がなされた11。確かに、
原子力発電所は我々の今の生活に溶け込み、ま
た大きな恩恵をもたらしている。関西地方では、
高浜原発が再開されるや否や、電気代の値下げ
がなされる12など、その存在は私たちの生活に
直結していることには違いない。そして、そう
した原子力発電所そのものの意義を問い直して
しまう原発事故という事象を語り継いでいくこ
とは、原発を推進する社会に対して疑問を有す
る人々を生み出していくことにつながるかもし
れない。しかし、誤解を恐れずに言えば、それ
こそが、この伝承という営みの意義であり、役
割であり、必要性の現れなのではなかろうか。
木村（2015）の言葉を借りれば原発の問題は論
争的な問題であり、教師たちも明快な答えを持
ち合わせていない問いである13。また、なによ
り、すでに誰もが感じているように、原発事故
の問題の解決の見通しは立たず14、今の子ども
たち世代までがその解決の担い手とならざるを
得ないことも十分に考えられる。いま求められ
ているのは、問題をなかったことにし、空虚な
原発安全神話に浸り、大量の電気を消費し続け
ることではない。むしろ原発はじめ、大きなリ
スクを抱えたテクノロジーといかに共生するの
か／しないのか、という問いを子どもたちにも
投げかけ、共に考え続ける機会を保障すること
が必要なのではないだろうか。そのためには、
原発にはいかなるリスクやベネフィットがある
のか、原発事故というクライシスは人々の生活
にどのような影響をもたらしたのかという知識
は不可欠である。
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　年に一度はチェルノブイリ原発事故に触れる
機会が全国で設けられているウクライナにおい
ても、未だに問題に対する知識の差が大きく感
じられる場面がある。原発事故に関する伝承の

実践の多くが福島県に集中している日本では、
今後他地域においても課題を共有し、伝承を
行っていくことが必要であり、そのような実践
がこれから期待されるところである。
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