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ユニット 8	 	  
エネルギーの未来：フクシマと世界の架け橋	 

	 

このユニットで考えること  (Essential Questions) 
 
1. フクシマはエネルギー政策に対する（国内外の市民の）意識にどのような影響を与え

たのか。 
What was the impact of the Fukushima nuclear accident on global views towards energy and 
energy policy? 
2. 人類にとって最善のエネルギーは何か。 
What is the "best energy" for human kind? 
 
 
はじめに	  
 
1.     エネルギーと私達の暮らし 
1.1. （グループワーク）「エネルギー」と聞いて、頭にうかぶことをマインドマップ

に書いていってください。 
 

 
 
1.2.     どんなことを書いたか他のグループと比べてみましょう。 

エネルギーというのは、どんなものでしょうか。エネルギーは私達の生活にどの	 	 	 	   
くらい必要でしょうか。それはなぜでしょうか。 

 
           	  a. ぜったい必要だ。 
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           	  b. まあまあ必要だ。 
            	 c. あまり必要ではない。 
            	 d. まったく必要ではない。 
 
2.    エネルギーって何？ 
2.1.     まずエネルギーの言葉を勉強しましょう。次の漢字の読み方と意味を線でつない

でください。 
 
          	  a. 原子力	 	 	 	 	 	 •	 	 	 •さいせいかのうエネルギー	 •oil 

          	  b. 再生可能エネルギー•	 	 	 •せきゆ       •natural gas 

          	  c. 天然ガス	 	 	 	 	 •	 	 	 •げんしりょく      •coal 

           	 d. 石油	 	 	         •     	  •せきたん      •renewable energy 

         	   e. 石炭	 	 	    	  •    	  •てんねんガス	      •nuclear power 

 

2.2.     エネルギーには「一次
い ち じ

エネルギー」と「二次
に じ

エネルギー」の 2 つのタイプがあり

ます。それぞれどんなエネルギーだと思うか、この 2 つはどう違うかグループで

話し合いましょう。 
一次エネルギー 二次エネルギー 

石油、石炭、天然ガス、 

ウラン(uranium)、太陽
たいよう

、水力 

 
電気、ガス、ガソリン 

 
3.  エネルギーの消費量 
3.1.     日本で使っているエネルギーの量は、増えていると思いますか。減っていると思  

いますか。それはなぜですか。 
 
 
3.2.     答えをチェックしましょう。「エネルギー消費の動向」にある【第 211-1-1】

「最終エネルギー消費と実質 GDP の推移」のグラフを見てください。自分の思

っていたのと同じでしたか。 
           http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2010html/2-1-1.html 
           出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書」2010 年 
 
3.3.    1973 年から 2007 年までのエネルギーの消費量の変化が一番大きかったのは、a、    

b、c のどの部門
ぶ も ん

（セクション）でしたか。それはなぜだと思いますか。 
 

         	  a. 運輸
う ん ゆ

部門（自動車、電車、船、飛行機など） 

          	 b. 民生
みんせい

部門（家、店、オフィスなど） 

          	 c. 産業
さんぎょう

部門（工場など） 
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3.4.     「エネルギーの消費（しょうひ）」というのは、どういう意味でしょうか。 
             エネルギーを（a.作ること	 	 b.使うこと	 	 c. 送ること	 	 d. セーブすること） 
 
4.   エネルギーと生活の関係を見てみましょう。次のサイトを見てください。 
 http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2010html/2.html 

出典：私たちのくらしを支えるエネルギー」 
 
4.1. 「私たちのくらしとエネルギー」にある【第 201-1-1】「エネルギーの供

給過程と利用形態」を見て、内容に合う言葉を選びましょう。答えは一つ以上

でもいいです。 

4.1.1. 左上にある「石油」を見てください。石油は油田
ゆ で ん

から取られます。そして、石油

タンカーでいろいろな国に運ばれ、（a.車	   b.プラスチック  	 c.テレビ   	        
d.コンロ	 e. お風呂）など色々なところで使われています。 

 
4.1.2. 左の上から 2 つ目にある「LNG」を見てください。LNG はガス田

でん

で取れます。

LNG は日本語で (a.プロパンガンガス	 b. 都市ガス	 c.液化天然ガス) と言います。	 
 
4.1.3. 図の真ん中にある「発電所」を見てください。発電所というのは、電気を 

（a.作る	 b.使う	 c.送る）ところです。図には、「火力発電所」と「原子力発

電所」があります。 
 
4.1.4. 火力発電所で使っている一次エネルギーには、（a.石油	 b.石炭	 c. LNG    

d.ウラン）があります。 
 
4.1.5. 原子力発電所では、（a. LNG	 b.石炭	 c.ウラン）から（a.電気	 b.お湯	  

c.ガソリン）のような二次エネルギーを作っています。 
 
4.1.6. 太陽光と風力は、どちらも（a.自然の	 b.人工の）エネルギーです。これらの 

エネルギーは、他のエネルギーと違って、ぜったいなくなりません。太陽光と風

力から（a.電気	  b.お湯	 c.ガソリン）のような二次エネルギーを作っています。 
 
4.1.7.  （a.石油	 b.石炭	 c. LNG   d.ウラン	 e. 太陽光   f. 風力）のような一次エネルギ

ーから電気が作られます。 
 

4.1.8. 「エネルギーの供 給
きょうきゅう

」というのは、エネルギーを（a. 作る	 b. 売る	 c. 届
とど

ける	 

d. セーブする）ことです。 
 
4.1.9.  例のように関連のある言葉を線でつないでください。 
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a. ガソリン	 	 ・ ・石油 

b. 天然ガス	 	 ・	 	 	  ・LNG 

c. 原子力	 	 	 ・ ・石炭 

d. 火力	 	 	 	 ・ ・ウラン 

  
5.  再生可能エネルギーとは 
5.1. 次のヒントを見て「再生可能エネルギー」はどんなエネルギーか日本語で説明し

てみましょう。 
 

「再生可能
か の う

エネルギー」というのは、 

太陽や風のように＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿エネルギーのことです。 

 
＜ヒント＞ 

 再生＝「再
ふたた

び」（もう一度）＋「生きる」/「生まれる」 

可能
か の う

＝	 できる 
 
5.2.  再生可能エネルギーにはどんなものがあるか見てみましょう。次のウェブサイト

に行って、下のほうにある「再生可能エネルギーのなかまたち」を見てください。

以下の表に再生エネルギーの情報をまとめてください。絵のところは、ウェブサ

イトのイラストを写
うつ

しても自分のオリジナルを作ってもいいです。読み方がわか

らなければ、辞書で調べてもかまいません。 
 
	 	 http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/kids/index.html 
	 

絵 再生可能エネルギー 読み方 何の力で電気を作るか 

 風力発電 
＿＿＿＿＿りょくはつでん 風 

☀ 太陽光発電 	 	 	 	 	  
	 	 	   

 地熱発電  
  

 水力発電  
  

 バイオマス発電  
  

 
6.  国際比較 
世界はどんなエネルギーを使っているのか見てみましょう。 
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6.1.  次のウェブサイトにあるグラフを見て、質問に答えてください。 
【第 122-1-1】一次エネルギー構成比率の国際比較（2008 年実績） 
http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2011html/1-2-2.html 
出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書」2011 年	  

 
6.1.1. 日本が一番たくさん使っている一次エネルギーは何ですか。 

 
 

6.1.2. アメリカはどうですか。日本と同じですか。何か違いますか。 
 
 
6.1.3. ドイツはどうですか。日本と同じですか。何か違いますか。 
 
 
6.1.4. 原子力を使っている比率

ひ り つ

（%）が一番高い国はどこですか。 
 
 
6.1.5. 再生可能エネルギーを使っている比率（%）が一番大きい国はどこですか。 
 
 
6.1.6.  このグラフは 2008 年のデータです。今のデータも 2008 年と同じでしょうか。そ

れとも、何か変わっているでしょうか。その理由も考えてください。 
 
 
7.  理想

り そ う

のエネルギー 
7.1.  まずは「理想」の意味をチェックしましょう。例文を見て、理想の意味を考えて

ください。 
 

例 1.私の理想の人は、背が高くて、お金持ちで、いい仕事をしていて、やさし	 	 

くて、かっこいい人です。 
 

例 2. 私の理想の仕事は、自分の力を使うことができて、休みがたくさんあっ	 	 	 

て、いろいろな国に行けて、お金がたくさんもらえる仕事です。 
 
 
7.2.  次に理想のエネルギーについて考えます。 
7.2.1.  これから、どんなエネルギーを使うのがいいと思いますか。それはなぜですか。 
 
 
7.2.2.  環境性

かんきょうせい

、経済性
けいざいせい

、安全性
あんぜんせい

、安定性
あんていせい

の 4 つの基準
きじゅん

（スタンダード）から、理想の

エネルギーはどんなものか考えてみましょう。次の説明は、どの基準にあてはま

るでしょうか。以下の表に適切なものを書いてください。 
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	 a. 急になくなったり、値段が急に上がったりしないもの 

	 b. 値段や作るための費用
ひ よ う

（コスト）が高くないもの	  
	 c. 人間の体や生活にリスクがないもの 
	 d. 地球にやさしいもの 

	 

 
 

   

d     	  
  
7.2.3. 前に見た一次エネルギーをこの 4 つの基準からグループで評価

ひょうか

してみましょう。

それぞれの点でいいものには○、よくないものには×を書いてください。いい点もよく

ない点もあるものには△をつけてください。そしてどうして○、×、△にしたか話し合

ってください。一番○が多かったものが、「理想のエネルギー」に近いものです。どん

な結果が出たか他のグループと比べてみましょう。	 

	 

	 
環境性	 経済性	 安全性	 安定性	 

石油	 	 	 	 	 

石炭	 	 	 	 	 

天然ガス	 	 	 	 	 

原子力	 	 	 	 	 

再生可能エネルギー	 	 	 	 	 

	 

7.2.4.  将来どんなエネルギーを使うのが理想でしょうか。国がエネルギーについて政策
せいさく

（policy)を決めるのは簡単だと思いますか。クラスメートと話し合ってください。 
 
 
パート 1	 原発問題のまとめ：賛成派と反対派の主要な意見 
 
I.    読む前に  
  
1. これから原子力発電（原発）についてのブログ記事を読みます。その前に原発や福

島原発について学びましょう。 
1.1. まず、このポスターの 1 ページ目を見てください。 
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/06/08061113/001.pdf 
 
何のポスターでしょうか。なぜそう思ったかクラスメートと話し合ってください。 
	 a. 原子力の日	 b. 環境を守る	 c. 海外旅行	 d. 動物を守る 
 

1.2. 一番上に「ゆこう！原子力とうつくしい未来へ」と書いてあります。これと絵を

見て、どんなメッセージが伝わってきますか。自分が感じたことに○をつけ、グ

ループで比べてください。 
 

	 a.	 原子力は安定して（いる/いない）	 

	 b.	 原子力は値段が（高くてこまる/それほど高くなさそう）	 

	 c.	 原子力は地球に（やさしい/やさしくない）	 

	 d.	 原子力は人間の体や生活にリスクが（ある/ない）	 

	 e.	 原子力を使えば、私達の未来は問題が（多い/少ない）	 

	 f.	 これから原子力を（もっと使おう！/使うのをやめよう！）	 

g.	 その他（a〜f の他に感じたことを書いてください。）＿＿＿＿＿＿＿

________________________________________________________________＿	 

	 

2.  日本の原子力発電についてのウェブサイトを見て、次の質問の答えを探しましょう。 
 http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/genden/when/index.html 

出典：資源エネルギー庁「原子力発電所キッズレポート」原子力発電所はいつでき

たの？  
2.1.「10 月 26 日」のところを見てください。1963 年 10 月 26 日は何の日ですか。 
 
 
2.2.    日本の地図のあるところを見てください。ここに 2 つの原子力発電所がありま

す。福島
ふくしま

第一原子力発電所は何年何月に作られましたか。一つ選んでください。 
 

	 a. 1963 年 10 月	 b.1966 年 7 月	  c.1970 年 11 月	 d.1971 年 3 月 
 
2.3.  ウェブサイトの右下にあるグラフを見てください。 
2.3.1. 日本は何%くらいの電力を原子力で供給していますか。それは石油や石炭などと

比べてどうですか。 
 

 
2.3.2.  日本の電力の割合

わりあい

(%)は、どのように変わってきましたか。次のウェブサイトに

ある「発電電力量の推移」（一般電気事業用）のグラフを見て、日本の電力供給

の方法がどのように変わってきたか、グループで話し合ってください。 
  http://world-arrangement-group.com/blog/?p=599 
  出典：日本のエネルギー•発電力の供給量割合 
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3.  次のサイトにある「2. 非化石エネルギーの動向」「(1) 原子力」のセクションに行っ

て「【第 213-2-1】我が国の原子力発電所」の図を見てください。東日本大震災によ

って事故が起こった福島原子力発電所（「福島第一原発」、または「福島第一」と

呼ばれています）はどこにあるか探しましょう。 
       http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2010html/2-1-3.html 
 出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書 2010」原子力発電の現状 
 

4. 2011 年の東日本大震災による福島原発事故の後、どんなことがあったか、知ってい

ることについて情報交換しましょう。 
4.1. 日本国内で 

 どんなことがあったか （影響など） なぜ（理由） 
原子力発電所  

 
 

 

人々の生活  
 
 

 

政府の政策  
 
 

 

会社・企業  
 
 

 

その他  
 
 

 

4.2. 海外で／海外に住む人々にとって	  
 どんなことがあったか （影響など） なぜ（理由） 

原子力発電所 例）原発を停止するところが出た。 例）安全性を確認するた

め 
 

人々の生活  
 
 

 

政府のエネルギー政

策 
 
 
 

 

会社・企業  
 
 

 

その他  
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5.  福島原発の周辺の地図を見てみましょう。福島第一原発がある町はどこですか。○

をつけてください。また、この地図の色は何を意味していると思いますか。この地

図からどんなことがわかりますか。ペアで話し合ってください。 
 

	 
 http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html	 
 出典：経済産業省「原子力被災者支援」 
 

6.  大熊町のウェブサイトにある写真を見てください。震災前、震災直後、現在を比べ

ると、町はどのように変わったことが分かりますか。それはなぜでしょうか。 
 
 震災前の大熊町〜初夏〜：http://www.town.okuma.fukushima.jp/syashinkan/?p=782 
 人だけが消えた：http://www.town.okuma.fukushima.jp/syashinkan/?p=551 
 わが町「おおくま」の今：http://www.town.okuma.fukushima.jp/syashinkan/?p=553 
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7.  NO MORE FUKUSHIMA?  
福島原発事故の後、日本だけではなく世界で原発反対の動きが始まりました。みな

さんは、原発についてどう思いますか。原発にはどんな問題がありますか。いいと

ころはありますか。グループで話し合ってください。 
 
 
8.   読み物の中に出てくる言葉を見てみましょう。正しい答えを選んでください。 
8.1.  「原子力発電」「火力発電」「太陽光発電」の「発電」というのは、原子力、	 

火力、太陽光などの（a.一次エネルギー	 	 b.	 二次エネルギー）を使って、

電力などの（a.一次エネルギー	 	 b.	 二次エネルギー）を作り出すこと。	 

	 

8.2.     どちらの車のほうが「安価」ですか。	 

     a.トヨタカローラ	 ($15,000)	 	 b.  BMW  ($44,400)	 
	 	 （安：安い	 価：価格、値段）	 

	 

8.3.   どちらの仕事のほうが「安定」していますか。	 

  	 a.毎月決まったお金がもらえるフルタイムの仕事	 	 

  	 b.テンプスタッフからときどき紹介される仕事	 

	 	 （安：安心する	 定：決定、決まっている、あまり変わらない）	 

	 

8.4.   一つだけ「自然環境」には入りません。どれでしょうか。	 

  	 a.空気	 b.土	 c.水	 d.自然	 e.車	 f.生物	 g.植物	 	 

	 

8.5.   放射性廃棄物＝放射性＋廃棄する＋物	 	 

エネルギーを作ると、ゴミが出ます。石炭で電気を作ると、（a.CO2	   	 

b.放射性廃棄物）が出るので、（a.環境	 	 b.体）によくないです。	 原子

力で電気を作ると、（a.CO2	 	 b.放射性廃棄物）が出るので、（a.環境	 	 

b.体）によくないです。	 

	 

8.6.   下線の部分に適切な語を書いて文章を完成させてください。	 

「大気汚染」、「水質汚染」は環境問題です。「大気汚染」というのは、

CO2 などによって空気が＿＿＿＿＿ことで、「水質汚染」というのは、家

や工場から出る廃棄物によって、水が＿＿＿＿＿ことです。	 

	 	 （汚： 汚
きたな

い、汚
よご

れる	 染：染
そ

める、染色
せんしょく

）	 

	 

8.7.  適切な言葉を次の	 	 から選んで次の文の中に記号
き ご う

を入れてください。 

 a.発電	 b.安価	 c.安定	 d.環境	 e.	 放射性廃棄物	 f.汚染  

1) 原子力＿＿＿＿＿は火力＿＿＿＿＿などに比べ、コストが安い。 
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2) 原子力は事故が起こらなければ、＿＿＿＿＿な発電方法だ。 

3) 原子力は大気＿＿＿＿＿を引き起こさないクリーンなエネルギーと言われて

きた。 

4) 原発はクリーンなエネルギーだと言われていたが、福島第一のような事故

があると大きな＿＿＿＿＿汚染を引き起こすこともある。 

5) 原子力発電の燃料であるウランは、石油に比べて＿＿＿＿＿的に手に入る。  

6) 自分の住む町に原発から出た＿＿＿＿＿を埋めたくない。 

 
8.8.  読み物では原発に賛成する理由（なぜ原発がいいのか）と反対する理由（なぜ原

発がよくないのか）が書いてあります。次の a から f を賛成する理由と反対する

理由に分けてみましょう。 
	 

  a. 危ない	 b. 発電コストが安価  c. 環境にいい	 d. 放射能廃棄物の問題 
  e. 原子力発電所を作るところの問題	 f. 安定して手に入る 

 
○ 原発に賛成する理由 × 原発に反対する理由 

  

 
II.  読んでみよう  
 
1. 一度ざっと読んでください。 
1.1.   上の 8.3.の自分の答えと比べてどうでしたか。すべて同じでしたか。どこが違っ

ていましたか。 
 
段落 原発問題のまとめ：賛成派と反対派の主要な意見 

 
1 原子力発電賛成派の主要な意見	 	 

発電コストが安価である	 
	 

原子力発電は火力発電などに比べ、安価である、という主張です。経済

界などでは、ただでさえ日本の競争力が落ちているのに、これ以上電気

代が上げられると、日本で活動をしづらくなる、と言われます。発電コ

ストについては、議論を呼んでいます。主に、先の福島のような原発事

故によってかかる費用を計算していない、などと批判されますが、事故

が起こらないとすると最も安価な発電方法であります。	 
 

2 原子力発電所は環境に優しい	 
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福島での原発事故が生じる前は、世界のトレンドはどちらかというと原

発を作ろう、というものでした。なぜならば、原子力発電では火力発電

よりも二酸化炭素が出ないからです。また、大気汚染の原因となる酸化

物を排出しません。このように、原発はクリーンなエネルギーである、

という主張がなされます。一方で、事故が起きたらあらゆる面で環境汚

染を引き起こす、という意見もあります。	 
 

3 安定的な供給が得られる	 
	 

日本で現在最も割合の高い発電方法は火力発電です。発電のためには、

石炭や石油といった化石燃料が必要です。しかし、これらの化石燃料は

偏って存在しており、日本が主に輸入している中東地域は情勢が不安定

です。そのため、もしも中東情勢が悪くなれば、化石燃料を輸入でき

ず、火力発電が行えなくなります。一方で、原子力発電の燃料であるウ

ランは産地に偏りがなく、安定的に入手できます。なので、例えば、戦

争などが起きた場合でも、国民の生活への影響を最小限に抑えることが

できる、という主張がなされます。	 
 

4 原子力発電反対派の主要な意見	 	 	 

リスクが大きい	 
	 

先の福島での事故でも見られたように、原子力発電所は事故を起こすと

被害は甚大です。放射能を大量に浴びた土地は、人が住むことができな

くなってしまいます。また、原子力発電所を狙ったテロの可能性につい

ても指摘されます。	 
 

5 廃棄物の取り扱い	 
	 

原子力発電では、非常に毒性の高い放射性廃棄物がうまれます。何万年

という単位で保管しなければなりません。日本では、地層処理という方

法で保管しようとしています。これは、地中深くに廃棄物を埋めよう、

というものです。しかし、どこも自分の街に放射性廃棄物を埋めたくな

く、いまだに地層処理はなされていません。	 
 

6 原子力村の存在に対する批判	 
	 

原子力発電所を近所に作られるのは誰でも嫌です。そこで、原子力発電

所を受け入れた地域には多額のお金をあげることにしました。そのた

め、原子力発電所のある場所は、高齢化などによって財政が厳しくなっ

た自治体に多いです。このようなやり方が、批判されることがありま
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す。一方で、地方の地域振興になる、という意見もあります。	 
 

 出典	 「世界一わかりやすいニュースブログ」 
http://wakaru-news.com/blog-entry-45.html （一部変更あり） 

 
2.  今度はもう一度くわしく読んでいきます。 
2.1.  まずは「原子力発電賛成派の主要な意見」を見てください。「発電コストが

安価である」を読んでください。	 

	 

2.1.1.  安価な発電コストは、経済にいいことですか。どうしてそう思いますか。経済と

電気代の関係を考えましょう。 
 
 
2.1.2.  事故によるコストは安価でしょうか。 
 
 
2.1.3.  原発は一番安価な発電方法だと言えますか。どうしてそう思いますか。 
 
 
2.2.  「原子力発電所は環境に優しい」を読んでください。	 

2.2.1. 原発は「環境に優しい」と書いてありますが、「環境に優しい」というのはどう

いう意味でしょうか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 
 
  a. クリーン  

 b. 二酸化炭素が出ない  
  	 	 c .  環境汚染を引き起こす  

  d .  大気汚染が進む	  
 
2.2.2.  原発に対する世界のトレンドは福島原発事故の前と後でどう変わったと思います

か。○をつけてください。なぜそう思うかグループで話し合ってください。 
 
 

 
  

 
 
 

 
2.2.3.  原発は環境に優しいクリーンなエネルギーだと思いますか。それはどうしてです

か。 
   

原発を 
a. 増やす  
b. 減らす 
c.どうするかわからない  

 

原発を 
a. 増やす  
b. 減らす  
c.どうするかわからない  

 

2

  

1

福島原発事故
(2011.3.11) 
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2.3.   「安定的な供給が得られる」を読んでください。	 

2.3.1.  火力発電と原子力発電を比べて答えを表にまとめましょう。分からないところ

は飛ばして、2.3.2 から 2.3.5 の質問に進んでください。2.3.5 に答えた後、この表

を完成させてください。	 

 燃料は何か。何か

ら電気を作るか。 
その燃料はどこ

にあるか。 
燃料がいつでも

買えるか。 
いつでも電力を

供給できるか。 
火力発電  

 
   

原子力発電  
 

   

   
2.3.2. 「中東地域は情勢が不安定です」とありますが、「中東地域」には、どんな国が

ありますか。なぜ「不安定」なところなのでしょうか。 
 

	 	 a. イラク、サウジアラビア、クエート 
	 	 b. ドイツ、フランス、イギリス 
	 	 c. 中国、韓国、日本 
	 	 d. タイ、ベトナム、インドネシア 

 
2.3.3.  次の例を見て、「偏る」の意味を考えましょう。 
 

	 例１	 石炭や石油のような化石燃料は中東地域に偏って存在している。 
	 例２	 しかし、ウランは産地に偏りがない。 

 
2.3.4. 「安定的な供給が得られる」と同じ意味を持つのは、どれでしょうか。 
 

	 a. いつも同じように手に入る 
	 b. 入手できる時と、できない時がある 
	 c. いつでも必要になる 
	 d. 人がいつもほしがる 

 
2.3.5.  火力発電と原子力発電とどちらのほうが安定的な供給が得られますか。 
 
 
2.3.6. 原子力発電は「国民の生活への影響を最小限に抑えることができる」と書いてあ

りますが、国民の生活への影響がどうなるということでしょうか。一つ選んでく

ださい。 
 

a. 今までの生活が大きく変わること。 
b. 生活が今までとあまり変わらないこと。 
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2.4.  次は「原子力発電反対派の主要な意見」を見てください。「リスクが大きい

を読んでください。	 

2.4.1.  原子力発電所に事故があったら、どんな被害が出ますか。 
 
	 

2.4.2.  なぜ原子力発電所にはテロのリスクがあるのでしょうか。 
 
 
2.4.3.  事故とテロに共通する原子力発電のリスクは何でしょうか。 
 
 
2.5.  「廃棄物の取り扱い」を読んでください。	 

2.5.1.  原子力で電気を作ると、どんなもの（ゴミ）が出てきますか。 
 
 
2.5.2. 「何万年という単位で保管する」というのは、どんな意味でしょうか。 
 

a. 長い間ゴミを捨
す

てる。 

 b.   長い間ゴミを拾
ひろ

う。 
 c.   長い間ゴミを置いておく。 

 
2.5.3. 生活の中でゴミは、ゴミ箱に捨てますが、原子力のゴミはどこに捨てるのでしょ

うか。今、日本ではどこに原子力のゴミを捨てようと考えていますか。それは、

もう行われていますか。どうしてでしょうか。グループで話し合いましょう。 
 
	 

2.6.   「原子力村の存在に対する批判」を読んでください。	 

2.6.1.  「原子力発電所を受け入れた地域」というのは、どちらの意味ですか。 
 

 a. 原発を作ることにしたところ 
 b. 原発を作らないことにしたところ 

 
2.6.2.  なぜ原子力発電所を受け入れた地域はたくさんのお金がもらえるのですか。 
 
 
2.6.3.  たくさんのお金がもらえるという理由で、原発を受け入れる地域は多いですか。 
 
 
2.6.4.  では、どんな地域が原発を受け入れているか見てみましょう。この読み物では、

次の表現はどんな意味でしょうか。最も適切なものを一つ選んでください。 
 

 1) 高齢化	  
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 	 a.  自分がだんだん年をとっていく  
 	 b.  町の中に年をとっていく人が増えていく  
 	 c.  親がだんだん年をとっていく  

 
   

  2) 財政が厳しい  
 	 a.  お金がない  
 	 b.  お金が使いやすい  
 	 c.  お金が少なくない  

 
3) 地方の地域振興

しんこう

になる  
	 	  a. 地方にお金が入って、お金持ちの人が増える  
 	 b.  地方にお金が入って、町全体の経済がよくなる  
 	 c.  地方にお金が入って、町の人達が若くなっていく  

 
2.6.5.  「このようなやり方が、批判されることがあります」とありますが、「このよう

なやり方」というのは、どのようなやり方ですか。なぜそれが批判されるのでし

ょうか。 
 
  
3.  全文をもう一度読んでください。そしてグループで話し合って、次の質問に答えて

ください。 
3.1.  原発に賛成する理由と反対する理由を、4 つの基準に分けてまとめましょう。こ

の 4つ以外の理由があったら、「その他」に書いてください。	 
 

 賛成する理由 反対する理由 
環境性  

 
 

経済性  
 

 

安全性  
 

 

安定性  
 

 

その他  
 

 

 
3.2.  みなさんは、これからも原発を使うことに賛成ですか。反対ですか。それはなぜ

ですか。グループで話し合いましょう。 
 
 
3.3.  2 つのグループに分かれてディベートをしましょう。 
  （トピックの例）	 
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 チーム A: 日本は原発を続けていくべきである。 
 チーム B: 日本は原発を続けるべきではない。	 
 

（オプションとして）各チームでチーム名とチームのロゴを作ってください。最

初にその 2 つを紹介してから、ディベートを始めてください。 
 
4. 言語学習 
4.1.  漢字／語彙：次の漢字に読みがなをつけてください。読み物の中で、その語を使

った文を探して書いてください。指示された漢字は書き方も覚えてください。 
 
読みがな 例（文中から） 
さんせい	  

賛成 原子力発電賛成派の４つの主要な意見	 	 

 
反対 

  

 
発電 

 

 
費用 

 

 
電気代 

 

 
環境 

 

 
二酸化炭素 

 

 
安定的な 

 

 
供給 

 

 
得る 

 

 
化石燃料 

 

 
偏る (noun 偏り) 

 

 
輸入（する） 

 

 
放射能 

 

 
廃棄物 
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汚染（する） 

 

 
土地 

 

 
可能性 

 

 
処理（する） 

 

 
受け入れる 

 

 
地域振興 

 

 
4.2.  文法／表現：この読み物の中に出てきた表現を使った文を探して書いてください。 
 意味 例（文中から） 

〜派
は

 〜する人たち、そのグ

ループに入るものや人 
 

ただでさえ〜のに もうすでに何かよくな

いことがあるが、 
 

〜動詞+つらくな

る 
何かをするのが難しく

なる 
 

〜に優
やさ

しい 問題がない、いいこと

が多い 
 

最小限
さいしょうげん

に抑
おさ

える 問題が一番少なくなる

ようにする 
 

 
III.  読んだ後で 
 
1.  このユニットの最初で見たように原発は日本以外の国でも使われています。最後に

世界の原発についてのビデオを見てみましょう。 
1.1.  ビデオの中には、「福島」と「フクシマ」の 2 つの書き方があります。それぞれの言葉

（書き方）は、どのような意味で使われていると思いますか。例を見ながら、グループ

で話し合ってください。 
「福島」の例 「フクシマ」の例 

• 福島の事故 
• 福島第一原発 
• 福島第一原子力発電所 
• 福島第一原発の事故 

• 「フクシマプロジェクト」（米国 NY
州ナインマイルポイント原発） 

• フクシマに揺れる韓国原子力政策 
• 韓国”フクシマ”後の世論は？ 
• 韓国原発政策”フクシマ”後の課題 
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1.2.  まず、クラスでビデオの担当を決めます。次の授業までに担当のビデオを見てき

てください。（宿題） 
 

 【米国】アメリカ岐路に立つ原発	 

http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_tonight_20130311_2405a 
 
【米国】原発再稼動に揺れる町ーカリフォルニア州	 

http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_tonight_20120727_2042 
	 

【ドイツ】ドイツ脱原発への道のり	 

http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_tonight_20130312_2406a 
	 

【米国】揺れる韓国の原発政策	 

http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_tonight_20110427_1111  
	 

【リトアニア】リトアニア国民投票	 原発建設計画に”待った”	 

http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_tonight_20121015_2205  
	 

【ベトナム、ヨルダン】日本の原発輸出	 海外での波紋	 

http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_tonight_20111222_1498 
	 

出典： NHK エコチャンネル、NHK ONLINE http://www.nhk.or.jp 	 
	 

2. ビデオで見た国の原発政策は福島原発事故の前と後で、何がどのように変わりまし

たか。その国のエネルギー政策は、これからどのようになっていくと推測
すいそく

できます

か。グループで話し合ってください。 
 
 

 
 

 
3.  読み物と同じ内容でしたか。読み物にはなかったけれど、このビデオから分かった

ことにはどんなことがありましたか。このビデオを見て何が分かりましたか。グル

ープで話し合ってください。 
 
 

  2011. 3.11.フクシマ  
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4.  クラスで話し合ったことをもとに福島原発事故が与えた影響 を 300 字から 400 字ぐ

らいにまとめてください。 
 
 
パート 2	 “再生可能エネルギー先進国”に学ぶ	 ～原発なきエネルギー政策は可

能か～  
 
I. 見る前に   
 
1.  再生可能エネルギーの可能性 
1.1. 「はじめに」の 5 で「再生可能エネルギー」について少し見ましたが、みなさん 

の住んでいるところでは、このような再生可能エネルギーを使っていますか。ま

たはどこかで見たことがありますか。クラスメートと話し合ってください。 
 
再生可能エネル

ギー 
自分の周りにあるかどうか 

○ある	 ×ない	 ？わからない 
どこで見たことがあるか 

風力発電   

太陽光発電   

地熱発電   

水力発電   

バイオマス発電   

 
2.  今から「“再生可能エネルギー先進国”に学ぶ	 ～原発なきエネルギー政策は可能か

～」というビデオを見ます。その前にビデオに出てくる日本語や内容について考え

ましょう。	 

2.1. 「再生可能エネルギー先進国」というのは、どんな国でしょうか。	 

2.1.1.  まず、「先進国」の意味を漢字から推測してみてください。	 

	 

	 先：先に（さきに）、おさきに	 

	 進：進む（すすむ）、進める、進学（しんがく）	 

	 

2.1.2. 一般的に「先進国」と言うと、どんな国がありますか。先進国だと思う国をリス

トしてください。 
 
	 

2.1.3. 「再生可能エネルギー先進国」だと思う国をリストしてください。「はじめに」

の 6で見たグラフ(http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2011html/1-2-
2.html)をもう一度見てもかまいません。	 
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2.2. 「エネルギー政策」の意味を考えましょう。	 

2.2.1.	 	 漢字の読み方と意味を選び、線でつないでください。	 

	 

	 a. 政府	 •	 	 	 •たいさく	 •	 •politics 

	 b. 政治	 •	 	 •せいふ	 	 •	 •government 

	 c. 政策	 •	 	 	 •せいさく	 •	 •measures, action	 

	 d. 対策	 •	 	 •せいじ	 	 •	 •policy	 	 
 
2.2.2.「エネルギー政策」はどんな意味でしょうか。それは誰が作るものでしょうか。	 

	 

	 

2.2.3.「原発なきエネルギー政策」というのは、どのような意味でしょうか。	 

	 

	 

2.2.4. 原発なきエネルギー政策は、可能だと思いますか。どうしてそう思いますか。グ

ループで話し合ってください。	 

	 

	 

II. 見てみよう  
 
1. まず、次のビデオを一度ざっと見てください。[00:00~6:39 のみ]	 	 
 
 http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_tonight_20110518_1104 
 出典：動画	 NHK エコチャンネル	  

“再生可能エネルギー先進国”に学ぶ	 ～原発なきエネルギー政策は可能か～	 

 NHK ONLINE http://www.nhk.or.jp 
 
1.1.     このビデオのメッセージは何でしょうか。（	 	 ）の中の正しい言葉を選んで文

章を完成させてください。 
 

日本は原発に対して（賛成／反対）だ。しかし、日本の再生可能エネルギーの使

用は（多い／少ない）ので、日本はエネルギー政策を（変えなくてもいい／変え

なくてはいけない）。 
 
1.2.	 このビデオで紹介された再生可能エネルギー先進国は 2 つありますが、どの国で

したか。その 2 つの国は、どんな再生可能エネルギーをたくさん使っていますか。 
 
 
2. ビデオをもう一度よく見てください。まず、ビデオで見えること、書いてあること

も注意して見てください。 
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2.1. 「原発に反対」と同じ意味を持つものに○をつけましょう。 
NO NUKE、	 	  NO!原発 、NO MORE HIROSHIMA NO MORE FUKUSHIMA、 
×AGAIN、原発はいらない、	 反原発、	 原発を停止•廃止、	 原発を停止せよ、

原発は止められる、原発に頼らない	  
	 

2.2. 日本人へのインタビューのところを見てください。[00:19~00:31] 
2.2.1.  男性へのインタビューのところに、「原発に頼らない暮らしの実現を」とありま

す。次の言葉はどんな意味でしょうか。 
 

	 1)「原発に頼らない暮らし」 
	 	 a. 原発がなくてもできる生活	   b. 原発をたくさん使う生活	  
	 	 c. 原発を上手に使う生活	   d. 原発が必要な生活 
 
	 2)「実現させる」 
	 	 a. 夢をもつようにする   b. 夢をもたせるようにする 
	 	 c. 本当にできるようにする  d. 誰かにさせるようにする 

 
2.2.2.  女性へのインタビューのところに、「日本が先頭に立って自然エネルギーの方へ

行ってほしい」とあります。次の言葉はどんな意味でしょうか。 
 

 1)「先頭に立つ」 

 	 a. 先
さき

に行く	 	 b. リーダーになる	 	 c. 頭を使う	 	 d. よく考える 
 
 2)「自然エネルギー」というのは、どんなエネルギーのことですか。 

 
 
2.3.  このビデオでは、再生可能エネルギーをどのように説明していますか。
[1:37~2:14] 
2.3.1.  石油や石炭と違って「枯渇

こ か つ

することがありません」と言っています。それはどう

いう意味でしょうか。 
 	 a. 石油や石炭は、高くなるけれども、再生エネルギーは高くならない。 
 	 b. 石油や石炭は、古くなるけれども、再生エネルギーは古くならない。 
 	 c. 石油や石炭は、よくなるけれども、再生エネルギーはよくならない。 
 	 d. 石油や石炭は、なくなるけれども、再生エネルギーはなくならない。 

 
2.3.2.  上の 1.1.で見た再生可能エネルギーとすべて同じものですか。何か新しいタイプ

のものが紹介されていますか。それは何ですか。 
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2.4.  「各国の再生可能エネルギー比率」を見てください。再生可能エネルギーがしめる

割合が 50%以上の国はどこですか。それらの国は、どのようなエネルギー政策

を進めている国ですか。[2:22~2:51] 
	 	 （注意：日本とアメリカのデータには大型水力発電が入っていません。）	 

	 

	 

2.5.  ニュージーランドの例を見ていきましょう。[3:04~3:36] 
2.5.1.  最初のほうを見てください。地面から白いものが出ています。何でしょうか。そ

れは、ニュージーランドに何が多いからですか。 
 
 
2.5.2. 「この蒸気で料理すればよく熱が通って最高さ。地熱の風呂はミネラル分が体に

とてもいいんだよ」と言っています。ニュージーランドでは、どんな種類の再生

可能エネルギーをたくさん使っていますか。[3:25~3:48] 
	 	 
 
2.6. 「地熱発電は永久に繰り返すことができます。おそらく最も魅力的な発電システ

ムといえるでしょう。」と言っている部分を見てください。[4:55~5:10] 
2.6.1. この人はどんな会社で働いていますか。 
	 

	 

2.6.2. 「繰
く

り返す」は「何度もリピートする」という意味ですが、「永久
えいきゅう

に繰り返す」

というのはどんな意味でしょうか。 
 

 	 a. 誰でも	 	 b. いつまでも	 	 c. どこでも	 	 d. 何でも 
 
2.6.3.  「魅力的」は attractive のことです。次のヒントから読み方を考え、以下の文章

を完成させましょう。 
＜ヒント＞ 
• 魅了：みりょう、魅惑：みわく 
• 原子力：げんしりょく、風力：ふうりょく、水力：すいりょく 
• 政治的：せいじてき、経済的：けいざいてき、永久的：えいきゅうてき 
 
＝「魅力的」は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿と読みます。「最も魅力的な発電システ

ム」というのは、一番＿＿＿＿＿＿＿＿発電システムという意味です。 

 
2.7. 「仏•ルムロア環礁地下核実験」のところを見てください。[5:11~5:32]「仏」は

国の名前ですが、どの国のことですか。ビデオから、ニュージーランドの人々の

どのような様子が分かりますか。 
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2.8.  「原発はいらない」と言っている女性と男性はどの国の人ですか。[5:33~5:42] 
 
 
2.9.   ニュージーランドの再生可能エネルギーの割合は、今何%ですか。それは、これ

からどのように変わっていきそうですか。 
 
 
2.10. 「新たな地熱発電の建設	 我々も同業他社も計画しています。今後も地熱発電の

割合が増えていくでしょう。」と言っている部分を見てください。[6:23~6:36]  
2.10.1. どの国の人ですか。その人はどんな仕事をしていますか。 
 
 
2.10.2. 「新たな地熱発電の建設」の「建設」は「けんせつ」と読みます。地熱発電をど

うするという意味でしょうか。 
 
 
2.10.3. 「同業他社も計画しています」の「同業他社」は「どうぎょうたしゃ」と読みま

す。どんな意味でしょうか。4 つの漢字から、この言葉の意味を推測しましょ

う。 
 
 
2.10.4.  この国では、これからどのように地熱発電の割合が変わっていくと予測できま

すか。 
 
 
3. もう一度ビデオを見てください。分からなければ何度見てもかまいません。 
3.1.  まず自分でこのユニットで考えた環境性、経済性、安全性、安定性の 4 つの基準

について、地熱発電の可能性と、その理由を次の表にまとめてください。この 4
つ以外の基準があったら、「その他」に書いてください。表ができたら、クラス

メートと比べて、話し合ってください。 
 

 ◎とてもよい、○よい、△あま

りよくない、×問題がある 
理由 

環境性   
 

経済性   
 

安全性   
 

安定性   
 

その他   
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3.2. 	 ビデオの内容に合っているものに○をつけてください。 
 

  a.（	 	 ）福島原発事故は日本のエネルギー政策に影響を与えている。 
 b.（	 	 ）今まで日本は原発による電力供給に頼ってきた。 
 c.（	 	 ）このビデオで紹介された国はどちらも反原発のエネルギー政策を進めて	 	 

いる。 
 d.（	 	 ）このビデオが作られた時の日本政府は、再生可能エネルギーをエネルギ

ー政策に入れようとしていた。 
 e.（	 	 ）ニュージーランド政府は地熱発電所を増やそうとしている。 
 f.（	 	 ）日本政府は 2025 年までに再生可能エネルギーの割合を 90%に高める目標

をたてた。 
 g.（	 	 ）再生可能エネルギーは発電コストが高く、かなりの費用がかかる。 
 h.（	 	 ）ニュージーランド政府は地熱発電を進めるため電力会社を財政的に支援

している。 
 	 
3.3.   ビデオの内容について適切な言葉を下の	 	 から選んで＿＿＿＿に入れてくだ

さい。分からなければもう何度見てもかまいません。どうしても分からなければ、

スクリプトを見ながらビデオを見てください。 
 
l 再生可能エネルギーとは、＿＿＿＿や＿＿＿＿のように、＿＿＿＿＿＿＿＿起こる

現象
げんしょう

を＿＿＿＿＿して得られるエネルギーのことです。 

 
l 再生可能エネルギー石油や＿＿＿などの＿＿＿と違って、＿＿＿＿することがあり

ません。なかでも、＿＿＿は、天候に＿＿＿＿されないので、＿＿＿した供給があ

り、また、＿＿＿が出ないので、環境に＿＿＿＿エネルギーです。 

 
l しかし、再生可能エネルギーを＿＿＿ためには、コストが＿＿＿ため、＿＿＿によ

る財政的
ざいせいてき

な支援
し え ん

が必要になります。 
 

a. 化石燃料
かせきねんりょう

	 b. 石炭	 c. 太陽光	 d. 地熱	 e. 風力	 f. 繰り返し	 g. 進める	 h. かかる	  

i. 利用
り よ う

	 j. 枯渇
こ か つ

	 k. 左右	 l. 安定	 m. 安価	 n. やさしい	 o. きびしい	 p. 二酸化炭素	  
q. 放射能	 r. 政府	 s. 政策	  

 
4.  次にオーストリアの例を見てみましょう。[6:39~11:33] 
4.1. オーストリアでは、どのような再生可能エネルギーを進めていますか。それは、

どのように作られるか説明してください。 
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4.2.  「ギュッシング」はどんな町として知られていますか。なぜこの町がこのビデオ

で紹介されていますか。 
 
4.3.	  オーストリア政府は、なぜ再生可能エネルギーを中心にしたエネルギー政策に変

えたのですか。どんなことが「きっかけ」になりましたか。 
 
 
4.4. 「政府は再生可能エネルギーによる自給を 2050 年までに達成しようとしていま

す」と言っている部分を見てください。[10:05~1:09] 
4.4.1.  この人はどんな仕事をしていますか。一つ選んで○をつけてください。 
 
  	 a. オーストリア政府	 	 b. 電力会社	 	 c. ガススタンド	 	 d. 大学の研究者 
 
4.4.2.  「自給」は「じきゅう」と読みます。どんな意味か考えましょう。 
  自：自分 
  給：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（辞書で調べましょう） 
 

 ＝「再生可能エネルギーによる自給」というのは、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿という意味だと思います。 

 
4.5.  ニュージーランドの例とオーストリアの例を比べて、似ているところと違うとこ

ろを下の図にまとめてみましょう。 
 

ニュージーランドの例：地熱発電	 	 	 	 	 オーストリアの例：バイオマス発電 
 
5.  ビデオの続きを見たい人は見てください。難しすぎると思う人は見なくてもかまい

ません。最後に環境エネルギー政策研究所の専門家の解説を見ます。 [11:35~18:28] 
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5.1.  女性のアナウンサーは、日本の再生可能エネルギーについてどんな疑問を持って

いましたか。 
 
 
5.2.  世界では 5 つの再生可能エネルギーの開発が進んでいるそうですが、それはどん

な種類ですか。 
 
 
5.3.	  日本の再生可能エネルギーが進んでいない最大の理由は何ですか。 
 
 
5.4. それは、次の原因とどのように関連していますか。 

 	 a. 政策が進んでいない  b. 国民への負担
ふ た ん

 

 	 c. 電力会社    d. その他の課題：規制
き せ い

（ルール） 
 
5.5.  日本の再生可能エネルギーの状態について正しいものに○をつけてください。 

  日本は（a. 技術
ぎじゅつ

	 b. 普及
ふきゅう

）は進んでいるが、（a. 技術	 b. 普及）は遅
おく

れている。 
 
5.6.  「普及」というのは、再生可能エネルギーをどのようにするという意味でしょう

か。 
 
 
5.7. どうすれば、日本でも再生可能エネルギーが普及できると言っていますか。解説

者は、それができると言っていますか。 
 
 
5.8.   今後、日本の再生可能エネルギーを取り入れた政策は進むでしょうか。誰が、ど

んなことをするのが成功のポイントと言っていますか。 
 
 
6.	 言語学習	 

6.1． 漢字／語彙：次の漢字に読みがなをつけてください。ビデオの中で、その語を使	 

った文を探して書いてください。どうしてもわからなかったら、最後にあるスク

リプトを見てもいいです。指示された漢字は書き方も覚えてください。 
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読みがな その語を使った文 

	 	 	 	  

〜に頼
たよ

る	  
 

 

政策	 	  

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿今、根本的から問い直されています。	  

	 

政府	  

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地熱発電をさらに進めようと、財政面の

支援を行っています。 
 

実現（する）	 

 

 

導入（する）	 

 

地熱発電などの＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	  

	 

〜を進める	 

 

原発に頼らないエネルギー政策を＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	  

 

割合	 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿70%を超えています。	  
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読みがな その語を使った文 

比率  

自給  

見直す（noun 
見直し） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿迫られています。 

繰り返す	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿利用して得られるエネルギー 

利用（する） 自然界で繰り返し起こる現象を＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

枯渇（する）	 石油や石炭などの化石燃料とは異なり、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

力を入れる	 特に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、地熱発電です。 

支援（する） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を行っています。 

助成（する） その一部を＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

財政	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を行っています。 
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6.2.  文法／表現：このビデオの中に出てきた表現を使った文を探して書いてくださ

い。	 
 意味 表現を使った文 

反（はん）〜	   〜に反対する、〜に反

発する	  

	 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿原発 

〜割（わり）	   1 割=10%	    

 

〜ず	   〜しないで、〜しなく

て	  

 

＿＿＿＿＿＿＿＿エネルギーを確保する	  

〜に左右（さゆ

う）されない	  

 

〜に影響を受けない、	  

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、

安定した供給が見込めます。	  

〜%を占める

（しめる）	  

全体の〜%ある	  
今や＿＿＿＿＿＿＿＿＿までになってい

ます。	  

〜%を超（こ）

える	  

〜%より大きい、〜%

以上ある	  
再生可能エネルギーの割合が＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	  

~~%に高める	 〜%まで上げる/増やす	 ＿＿＿＿＿＿＿＿目標を掲げています。 

面（めん）の	 〜についての	 ＿＿＿＿＿＿＿＿支援を行っています。 

費用がかかる	 お金がかかる、コスト

が高い、⇔安価	 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ため、

その一部を助成しているのです。 

 
III. 見た後で  
 
1.  SMART LIFE JAPAN! はじめよう！ 
1.1.   東日本大震災後、日本ではエネルギーへの関心が高まっています。「スマートラ   

イフ」というのは、エネルギーをどのように使う生活だと思いますか。クラスメ

ートと話し合ってください。 
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1.2.	  次のウェブサイトの「スマートライフとは」の一番上にある	 「省エネ×創エネ

×蓄エネ、それがスマートライフ！」の部分	 を見てください。 
  http://smart-life-japan.jp/about/index 
  出典：SMART LIFE JAPAN! 
 

「エネルギーをつくって、ためて、かしこく使う、これからのライフスタイルで

す。」とありますが、どんな「スマートな」方法でそのような生活をするのでし

ょうか。＿＿＿に入る方法を a, b, c から一つ選んでください。 
 

 1) ＿＿＿ で、エネルギーを作ります。 
 2) ＿＿＿ で、エネルギーをためます。 
 3) ＿＿＿ で、エネルギーをセーブします。 
 

 a. 消費電力量が格段に削減された「省
しょう

エネ」家電（例. LED ライト） 
 b. 太陽光発電・燃料電池などの「創

そう

エネ」機器（例. ソーラーパネル） 
 c. 蓄電池・電気自動車などの「蓄

ちく

エネ」機器 
 
1.3.  このスマートライフのような動きがあるのは日本だけでしょうか。あなたの周り

にもありますか。それはなぜでしょうか。このような動きは、福島原発事故に影

響を受けていると思いますか。クラスメートと話し合ってください。 
 
 
2.  福島原発事故の後、このユニットで見てきた世界の国や地域のエネルギー政策がど

のように変わったか、「フクシマの影響」に関係のあるウェブサイトをいくつか見

てみましょう。グループに別れて、調べたい国を選び、次の A~D についての情報

を表に書き入れてください。調べたことをクラスメートと話し合ってください。 
 

 ＜参考サイト＞（日本語で読むのが難しい人は自分で英語のウェブサイトを探し

てもかまいません。） 
• 世界で反原発デモ(2013 年 3 月 16 日) 
http://ww5.tiki.ne.jp/~people-hs/data/5769-2.html 
• 福島事故後の世界＆各国•地域の原子力動向（I の「要約」にあるリストを

見てください。） 
http://www.jaif.or.jp/ja/joho/2013/post-fukushima_world-nuclear-trend130205.pdf 
• 世界の中の日本	 エネルギー政策の方向性 (2013.8.16) 
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp130131_rep.html 

 
A. 反原発デモがあったか。それは、いつ、どこで行われたか。どのくらいの人

がデモに参加したか。 
 
B. フクシマは原子力発電について何か影響を与えたか。何か変化があったか。 
	 例）何も変わっていない。原子力発電の割合を変えた。 
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C. 電力供給についてエネルギー政策はどのように変わったか。 

   	 例）何も変わっていない。原子力発電の割合を変えた。他のエネルギー 
（天然ガス、再生可能エネルギーなど）の割合を変えた。 

	 

D.どのようなエネルギーの未来を考えているか。	 

例）原子力発電をやめる。再生可能エネルギーの割合を増やす。新しいエネ

ルギーを見つける。	 

	 

国•地域	 	 	 	 	 

 
A 

	 

	 

	 

	 	 	 

 
B 

	 

	 

	 

	 	 	 

 
C 

	 

	 

	 

	 	 	 

 
D 

	 

	 

	 

	 	 	 

 
3.  プロジェクト 

このユニットで学んだことをもとに、「人類にとって最善のエネルギーは何か」を

考え、日本政府に自分たちの考えを発信しましょう。	  
3.1.  グループで、自分が考える「人類にとって最善のエネルギー」を次から一つ選ん

でください。 
Proposition 1. 今までのようにいろいろなエネルギーを使い続ける 
Proposition 2. 原発ゼロの世界を作る 
Proposition 3. 再生可能エネルギーを中心にする 
Proposition 4. エネルギー消費を減らす社会を作る 
Proposition 5. その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

	 

3.2.	 	 選んだ proposition についてグループの考えをまとめてください。すべてタイプ

してください。 
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件名（subject）	 

（50 字以内で）	 

	 

内容（グループの

考え）	 

（500~800 字で）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3.3.	 	 グループの考えをクラスメートや他の学校の学生と意見交換しましょう。	 

	 	 方法 1: IR/PS Kizuna Wiki の Discussion Forum に投稿
とうこう

する。	 

  http://irpskizuna.wikispaces.com/エネルギーの未来	 
 

方法 2: クラスでウェブサイトやブログを作って、そこに全グループの考えをの

せる。 
 
3.4.  他のグループが書いたものを読んで、日本政府に送りたいと思うものを一つ選ん

で ください。その後、日本語、内容、構成（スタイル、書き方）など、直すべ

きところや直したいところがあったら、みなさんで協力して書き直してください。 
 
3.5.  クラスで完成させたものを日本政府に送りましょう。送り先は、一つでもいい

し、両方に送ってもいいです。 
 

送り先 1：首相官邸
しゅしょうかんてい

	 （首相へのメッセージ）	 
	 https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html	 
	 

	 送り先 2：経済産 業 省
さんぎょうしょう

	 （このユニットで見たエネルギー関連の政策を作ったり

資料を作ったりしているところ）	 
 https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm 
 


