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福島県浜通り地方（相双地区）

（ 出典：ふるさとマップ ２０１１ ９ ６ ）
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（ 出典：ふるさとマップ ２０１１．９．６ ）



福島県浜通り地方（相双地区）・福島県浜通り地方（相双地区）

・相馬地方

相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村

・双葉地方双葉地方

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村
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大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村



双葉郡 浪江町
（浪江高校）

浪 津島地浪江町 津島地区
(浪江高校津島校)

（ 出典 ふるさとマップ ２０１１ ９ ６ ）
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（ 出典：ふるさとマップ ２０１１．９．６ ）



（出典：福島県立浪江高等学校ＨＰより ２０１１．７．６）
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浪江高等学校 校舎

（正 門）

（生徒昇降口）
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浪江高等学校津島校浪江高等学校津島校

（出典：福島県立浪江高等学校津島校ＨＰより ２０１１．７．６ ）
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浪江高等学校津島校

（津島校 正面玄関前 ）（津島校 正面玄関前 ）

（津島校 校舎全景と体育館 ）
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（出典：福島県立浪江高等学校津島校ＨＰより ２０１１．７．６ ）

（津島校 校舎全景と体育館 ）



（浪江高校 正門）（浪江高校 正門）
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（浪江高校 職員室）（浪江高校 職員室）
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11
（浪江高校 進路指導室）
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（浪江高校 美術室前廊下）
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（浪江高校 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ看板用準備物）



（浪江高等学校 津島校 ）
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（浪江高等学校 津島校 ）



15（浪江高等学校 津島校 職員室 ）
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（浪江高等学校 津島校）



（浪江高等学校津島校正門前で食事の配給に並ぶ避難者） 1317
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（浪江高等学校津島校 ２階 １年教室前廊下の避難者）
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（浪江高等学校津島校 ２階教室内の避難者）
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（浪江高等学校津島校 体育館内の避難者）
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（浪江高等学校津島校 正面玄関に置かれた新聞）



はじめにはじめに

(1) 教職員が昼夜を問わず支援活動(1) 教職員が昼夜を問わず支援活動

(２) 生徒の安否確認を優先、命の尊さと
安全第一を考えて行動

(３) 一番困難を極めたのは、生活インフラの遮断

(４) 正確な情報（善くも悪くも）が必要

(５) スピーディ※による情報が提供されなかったのは
重大事
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※スピーディ(SPEEDI：System for Prediction of Environmental Emergency Dose
Information)：緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム



１ 平成２３年３月１１日 午後２時４６分

(1) 被災直後の対応

１ 平成２３年３月１１日 午後２時４６分
東日本大震災発生（Ｍ９）

(1) 被災直後の対応
・３／１１（金）～１５日（火）まで

・３／１６（水）～３１日（木）まで

(2) 安否確認と学校再開への準備

２ サテライト方式による学校運営の導入

３／１６（水） ３１日（木）まで

(1) 授業再開に向けての対応
・４／１（金）～３０日（土）まで

(2) 授業再開と運営上の工夫

／ （金） 日（土）まで

（月） 後
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・５／９（月） 以後



◎ 本校の生徒数
（Ｈ２３ ５ ９現在）

サテライト校／学年 １年 ２年 ３年 計 合計

安達 校

（Ｈ２３．５．９現在）

安達サテライト校 １６ ４５ ４７ １０８

１３０
好間サテライト校 １０ ５ ７ ２２

４／８現在 ２７９名（県外転学９３名、県内転学６８名、通信未定９名、行方不明１名）

◎ 津島校の生徒数
（ 現在）

サテライト校／学年 １年 ２年 ３年 計 合計

◎ 津島校 徒数
（Ｈ２３．５．９現在）

安達サテライト校 １１ １７ ２２ ５０
５０

４／８現在 ６１名（県外転学５名 県内転学６名）
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４／８現在 ６１名（県外転学５名、県内転学６名）



３ 授業再開後の配慮事項と課題

(1) 本校と津島校の対応

・本校（安達サテライト校・好間サテライト校）

・津島校

防災教育 課題(2) 防災教育の課題

事故や災難は起 るもの・事故や災難は起こるもの
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４ 受験や就職を控えた生徒への対応４ 受験や就職を控えた生徒への対応

(1) 避難所 の学習時間(1) 避難所での学習時間

(2) 慣れない地区での就職に不安

５ 学校行事や部活動への対応

協力校と 施設使 調整(1) 協力校との施設使用で調整

(２) 練習場所の確保と意識の高揚
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◎ 『３ １１被災体験記』の作文 Ⅰ◎ 『３・１１被災体験記』の作文 Ⅰ

放射能が漏れていると知 た時 もう何年も帰れない放射能が漏れていると知った時、もう何年も帰れない
だろうと思いました。まさかここまで原発がひどい状況
になろうとは 今まで想像したことも無かったので しばになろうとは、今まで想像したことも無かったので、しば
らくはあまり信じることが出来ませんでした。
川俣の避難所にいる時に、友人と中学の同級生が行

方不明を知りました。逃げている途中に波にのまれたら
しく、最悪の場合を考えました。
５月下旬 友達の名前が新聞に載 ていました その５月下旬、友達の名前が新聞に載っていました。その

時は悲しいというよりも、見つかって良かったと思いまし
た。その友達との思い出は濃くて、携帯のアドレス帳をた。その友達との思い出は濃くて、携帯のアドレス帳を
見るたびすごく悲しくなります。

（２年女子 Ｔ．Ｍ）
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◎ 『３ １１被災体験記』の作文 Ⅱ◎ 『３・１１被災体験記』の作文 Ⅱ

私は 地震 津波 原発事故で生活が変わりました 家が私は、地震、津波、原発事故で生活が変わりました。家が
海から近かったため、思い出も全部流されてしまった。

家が流された事が 未だに信じられないけれど 現実だと家が流された事が、未だに信じられないけれど、現実だと
思うとかなり辛い。

津波で失ったものも、かなり大きかったけれど、たくさんの
ことを学んだ。

先輩や、近所の人、友達、親戚が津波で亡くなったので、
その人達の分まで頑張 て生きる！その人達の分まで頑張って生きる！

浪江に帰っても家は無いけれど、やっぱり棚塩（浪江町棚
塩地区）に帰りたい 一日でも早く元の生活ができるように塩地区）に帰りたい。 日でも早く元の生活ができるように
なりたい。

（２年男子 Ａ．Ｍ）
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６ 行政による支援 民間による支援

(1) 二次避難所からの通学生

６ 行政による支援、民間による支援

(2) 全国各地から心温まる支援物資と義援金

(1) 学校と地域コミ ニティ

７ 地域コミュニティーにおける学校の役割

(1) 学校と地域コミュニティー

(2) 町とともに歩む高校(2) 町とともに歩む高校

29



おわりに

(1) 生徒のための学校

(2) 人づくりを担う学校
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- 1 -

  国立教育政策研究所 平成２３年度教育研究公開シンポジウム    平成２３年１１月２４日（木）14:10～15:30 

東 日 本 大 震 災 と 学 校                        

～ サテライト方式による学校運営 ～ 

                                        福島県立郡山高等学校長 
前福島県立浪江高等学校長 鈴木 吉重

はじめに 

（１）教職員が昼夜を問わず支援活動 

（２）生徒の安否確認を優先、命の尊さと安全第一を考えて行動 

（３）一番困難を極めたのは、生活インフラの遮断 

（４）正確な情報（善くも悪くも）が必要 

（５）スピディーによる情報が提供されなかったのは重大事 

 

１ 平成２３年３月１１日（金）午後２時４６分 

（１）被災直後の対応 

（２）安否確認と学校再開への準備 

                                                 【資料１ 学習機会の確保について】 

２ サテライト方式による学校運営の導入 

（１）授業再開に向けての対応 

（２）授業再開と運営上の工夫 

                                                  

３ 授業再開後の配慮事項と課題 

（１）本校と津島校の対応 

（２）防災教育の課題 

                                                 【資料２・３ 3･11 被災体験記作文】 

４ 受験や就職を控えた生徒への対応 

（１）避難所での学習時間 

（２）慣れない地区での就職に不安 

 

５ 学校行事や部活動への対応 

（１）協力校との施設使用で調整 

（２）練習場所の確保と意識の高揚                
                                                【資料４ 愛媛県被災地等修学旅行支援事業】 

６ 行政による支援、民間による支援 

（１）二次避難所からの通学生 

（２）全国各地から心暖まる支援物資と義援金 

 

７ 地域コミュニティーにおける学校の役割 

（１）学校と地域コミュニティー 

（２）町とともに歩む高校 

                                              【資料５ サテライト校設置方針等について】 

おわりに 

（１）生徒のための学校 

（２）人づくりを担う学校 

                                             （資料１～５は日本語のみ配付） 
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