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スボーツ交流大会、お疲れ様てした。
『
みんな活き活き元気Jを合言葉で、楽しんでおられました。
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拶 今 日の予定
0ア シスタント 朝のl■
② たのしい絵画入円 ―美術―
★題材は「
背の低い野草Jです
★赤 青 責 白の4色 を使 い 水彩画が描ける
美術入円講座です.
★ 自由になるため 楽しく描きます
☆イベントのもの作りに 活用してみて下さい
☆講師は 時 哲朗先生、音 田輝元先生
●午後 (1時〜3時 )

放射線 とシー ベ ル ト 西 村 先 生 9/24
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次週 (10/8体 育の日)ま お休みです。
次回の授業は 10月 15日 です。

教室内の放射線を測定 9/24

教養講座②社会の科学―たのしい世界史入門です.
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線 って なん だ ろ う?
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● 抜射線 のお話 ごく身近 な福島県を思い出 しなが ら ″射能 の心配か ら少 し安心す る講
座で した.
● へ替エ ネル ギーの開発 使用済核燃料 のI■
tt F.業 を受 け少 し安心 したものの課題 は 山
積みです。
● むずか しい″射線や原子力 のことが少 しわか りま した。電力は原子力 をつ かわなくてい
けると思 う.
0原 子 放射線 と日頃間きなれた言葉 ですが 少 し解 った気か します あ りがと う.
0 中ri半端な情報で判断 していましたが いい情報を与 えていただきま した。
● 原子カ メ狩線 のことが少 し判 った むやみ に心配 しなくて良い事が判 つて安心 !
● メ射線 のことが よく,つ
か りま した.
0 大変 興味のある授業で したので 如設 を沢山吸収できました.
● 放射線 は特定 の もの と思つて 余 り気に していなかったが 講義で身近に関心 を持つ よ
うになった
0放 射線 の影響 に於 いて 身近な話を聞けて改 めて勉強 にな りま した
0放 射線 の話 は初 めて間きま した 勉強にな りま した.
● 福島の件で不安が沢山あ りましたが よい勉強にな りま した.
0 西村先生の放射線 と″射能の話 恐 さが少 し減 った よ うに思 う.
0放 射線 はない t,ので まない とわか りま した。
0 大変勉強にな りま した.放 射線 についてワカラナイ事がよくフカ リマ ツタ.
ばこわいですが 人類 に対 し
0今 一番知 りたい事で大変勉強にな りま した。原子力は知″し
平和的使用を願 い 人間に対 し必要な事を学びま した.
0原 子 放射能 ″射線 むつか しい話です.
0放 射線 について よくわか らなかったが、今回の授業ていろいろと知 ることが出来 て良か
ったです.
0放 射能 のことが少 し分 か りま した。
0私 たちは 自然 の中で 自然の意みで生か されてい る.ま た この反対 もあるわけで
ビミョウな問題 もふ くんだ勉強で した.エ ネルギー源 の話 も もつ と出ると思 つた.
0人 はある程度放射線 を浴びて いるとい うこと力:よくわか りま した.
0今
問題視 されている事をわか りやす く説明 して頂け 良かつたです
0地 球の中心は原子炉.地 球は原子炉 で生きてるなんて
初 めて,り ま した.あ りが
とうございま した
0放 射線 については理解出来たよ うに思 うが 人体についての影響 をもう少 し揆 く教 えて
いただきたい と思います
0 こわがってばか りではいけない放射能問題.理 解することが大切だ と痛感 しま した.
● 放射線 のこ とが よく理解 で きま した. しか し ヽ属国なので 日本の原発 は公常 のな
いエネルギーを4り つつ 原発を少なく してゆけね ば と頂 います.
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