
- 1 -

平成24年度 サイエンス・リーダーズ・キャンプ成果報告書

放射線についての学習を終えて （成果と課題）

いすみ市立大原中学校
松 本 聡

Ⅰ 研究主題
放射線についての見方や考え方を養う理科学習
－放射線に関する授業の実践を通して－

Ⅱ 主題設定の理由
学習指導要領の改訂に伴い，中学校学習指導要領の３学年理科において放射線が取り扱われることになり，

平成23年度より先行実施されてから２年が経とうとしている。東日本大震災直後には，各地で風評被害が広が
るなど，放射線についての誤った認識による事例が各地で報告されており，放射線等に関する正しい知識や考
え方を身につける指導が求められている。しかし，現場の教員からは，「放射線をどのように指導すべきか」
といった戸惑いや不安の声が聞かれ，放射線の指導のあり方を探ることは喫緊の課題であると考える。

そのような状況の中，今回のサイエンス・リーダーズ・キャンプに参加させていただけることになった。
本研修は，放射線の指導について不安を抱える現場の教員の要望に答えるプログラムが充実しており，非
常に有意義な研修をすることができた。実際に被災地の様子を目の当たりにしたり，未だ高い放射線が測
定される土地に足を踏み入れたりしたことで，放射線についての知識を身につけるだけでなく，放射線を
学習する意義を実感することができた。

今後，本研修によって得られた成果を地域の教育現場に還元し，生徒達が放射線についての正しい知識
や見方・考え方を身につけられるよう，研究していきたい。そこで，本研修の成果を情報発信するとともに，
放射線の指導計画や教材を作成し，どのように指導していくとよいのかを実践を通して明らかにすることをね
らいとして，本主題を設定した。

Ⅲ 研究目標
サイエンス・リーダーズ・キャンプでの研修内容を，在籍校および地区の理科部会において発信し，各

学校における放射線の学習に活用してもらえるよう教材化する。また，放射線の指導計画や教材を提案し，
授業の実践を行う。この提案内容が，生徒の放射線についての理解に有効であったかを検証する。

Ⅳ 研究の方法
１ 研修成果の情報発信
（１）研修内容を報告するリーフレットの作成
（２）地域の理科部会での情報発信

２ 指導計画の作成
（１）事前調査による生徒の実態
（２）指導計画の作成

３ 授業の実践及び分析
（１）授業実践
（２）事後調査による生徒の変容の検証

Ⅴ 研究内容
１ 研修成果の情報発信
（１）研修内容を報告するリーフレットの作成

サイエンス・リーダーズ・キャンプで学んだ内容を簡潔にまとめたリーフレットを作成することと
した。リーフレットの作成に際して，以下の点を工夫した。

ア 被災地の現状が一目で分かるようにすること
イ 誰が見ても分かるように，説明は簡潔にすること
ウ 現地の放射線量が，通常と比較してどの程度高いのかを明確にすること
エ 放射線の授業を実施するときの資料として活用しやすいものにすること
特に，除染作業現場を視察した際に紹介された「γカメラ」による映像は，目に見えない放射線を

可視化し，第三者に大きなインパクトを与えるものであるため，大きく取り上げた。さらに，学校と
いう，日常生活の現場で，今もなお現地の人々を悩ませている汚染土の存在についてもふれ，問題は
非常に深刻であることを伝えたいと考えて作成した。
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資料１ 研修成果を報告するリーフレット（１ページ）
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資料１ 研修成果を報告するリーフレット（２ページ）
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（２）地域の理科部会での情報発信
平成２４年９月２０日，地域の理科教育部会の教育研究集会において，作成したリーフレットを活

用して報告会を行った。当日は小中学校併せて３４名の教員の参加があり，報告した内容について大
きな反響をいただくことができた。質疑応答については，特に簡易霧箱の実験についての質問が集中
し，授業でどのように扱っていくかについて有意義な意見交換ができた。時間の関係で，実際に実験
を行うことはできなかったが，今後，簡易霧箱の実験についての研修を行う予定である。

２ 指導計画の作成
（１）事前調査による生徒の実態

指導計画の再検討にあたり，生徒の放射線に対する意識等について事前調査を行った。以下がその
結果である。

【事前調査結果】
調査対象 ：いすみ市立大原中学校第３学年１組（男子１５名 女子１５名 計３０名）
調査年月日：平成２４年９月２８日（金）

【考察・分析】
図１より，ほとんどの生徒が放射線を危険と考え

ていることが分かる。しかし，図２から分かるよう
に，生徒の半数以上が放射線がどんなものであるか
について「知らない」と回答している。危険である
と考えた根拠についても，「一定期間に基準値以上
の放射線を浴びると危険」という記述は見られるも
のの（図３），具体的に人体にどのような影響が出
るのかを説明した回答はほとんどない。これらの結
果から，生徒の放射線に関する知識は漠然としてお
り，十分な知識に基づいた回答はできていないこと
が分かる。

また，放射線に関して学習したい内容を聞いた質
問では，「人体への影響」についてが最も多かった。
やはり，自分自身の生命や健康に関わることに対し，
生徒は学ぶ必要性を感じていることが分かる。

こうした生徒の実態に基づき，放射線の基本的な
知識を身につけ，科学的な根拠を基に自分で考えた
り判断したりする力を育成することを目指した学習
計画を作成することとした。

○ γカメラの映像が分かりやすい。やはり，目に見えない放射線を可視化できるものがあると，放射線の存在
を実感できると思う。放射性同位体の実験も，こんな方法があるのを知らなかったので勉強になりました。

（30代男性教諭）
○ 簡易霧箱の実験に興味を持ちました。手軽にできるというイメージはなかったので，ぜひこの方法で実験を

してみたいと思いました。 （20代女性教諭）
○ 「放射線」は身近に存在しているものであるという認識は，ほとんどの人がもっていないだろう。日常生活
と関連づけて指導していくためにも，このような資料を活用して授業ができると良いと思う。（40代男性教諭）

資料２ 研修会に参加した教職員の感想（一部抜粋）

図１「放射線についてどんな印象をもっているか」 図２「放射線とは何か知っているか」

図４「放射線に関してどんなことを学習したいか」

（※複数回答可）

図３「放射線に関する知識（具体的な記述）」
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項　　目 時数 学　　習　　内　　容 ね　　ら　　い

１　放射線とは何か 1

導入「放射線とは何か」
※プレゼンテーション資料
※リーフレット「放射線の基礎知識」
実験１「教室内の放射線測定」

○放射線とは何か，放射線の性質に関する
  基礎的な知識を学ぶ。
○家庭用放射線測定器を用いて，自然放射
  線の測定を行う。

２　放射線を観察しよう 1
実験２「放射性物質の放射線測定」
実験３「簡易霧箱を用いたα線観察」

○放射性物質は，自然放射線よりも高い
  放射線を放出していることを実感する。
○簡易霧箱を用いて放射線を可視化し，
  放射線が身近にあることを実感する。

３　放射線の利用と課題 1
映像資料「飯舘村，南相馬市の現状」
映像資料「放射線の利用」
協議「放射線利用の今後の課題について」

○映像資料を視聴し，放射線の利点と問題
  点について話し合い，科学的な根拠に基
  づいて放射線について考える力を養う。

（２）指導計画の作成
学習指導要領解説理科編においては，放射線の内容の扱いについて，以下のように記載されている。

「核燃料は放射線を出していることや放射線は自然界にも存在すること，放射線は透過性など
をもち，医療や製造業などで利用されていることなどにも触れる（一部抜粋）」

この内容と生徒の実態をふまえ，次のような指導計画を作成した（資料３）。３時間を通した指
導の中で，まず放射線についての正しい知識を身につけさせたい。放射線の利点や問題点を考える
ためには，科学的な根拠が必要だからである。次に，身近な放射線を測定したり可視化して観察し
たりする体験を通して，放射線が目の前に確かに存在することを実感させたい。こうした学習活動
を通して，生徒一人一人が放射線について，科学的な根拠に基づいて考えることができる力を育成
したい。

資料３ 「放射線」の指導計画（３時間扱い）

３ 授業の実践及び分析
（１）授業実践

第１時「放射線とは何か」

放射線とは何か，プレゼンテーション
資料や，家庭用放射線測定器に同梱され
ていたリーフレットなどを活用して，そ
の種類や性質，人体への影響等について
学習した。

次に，家庭用放射線測定器を使用して，
教室内の放射線を実際に測定した。
教室の場所によって，若干の差は見られたが，約０．０５～０．１０μＳｖ／ｈという数値を学級全
員で共有化することができた。生徒達は夢中になって測定を行い，実際に教室の中にも放射線が存在
することに驚きを隠せない様子だった。なお，実験に使用した測定器は，ホームセンターで購入でき
る安価なものである。

第２時「放射線を観察しよう」

サイエンス・リーダーズ・キャンプで教えて
いただいた方法で，α線の観察実験を行った。
予備実験の段階では失敗が続いたが，何度か繰
り返すうちに成功させるポイントがいくつか分
かったので，その点を助言しながら生徒に実験
させたところ，ほとんどの班で成功することが

図５ 授業で使用したプレゼンテーション 図６ 教室内の放射線測定の様子

○（放射線について）最初はとても危険だと思っていたし，被災地でしか放射線は出ていないと思っていたけど，普段の生活の
中でも放射線が出ていることを知って，とても驚いた。（女子生徒）

○ 今，私たちは普通に生きている中で，放射線とともに過ごしていることを知りました。放射線はあまりいいものではないけど，
普通に生活の中で浴びている量ならそれほど心配いらないと分かりました。１年に１人あたりの人がどれだけの放射線を浴びて
いるかも知ることができてよかったです。（女子生徒）

資料４ 授業後の生徒の感想（抜粋）

図７ 簡易霧箱を用いたα線観察 図８ 生徒用観察装置の全体像



- 6 -

できた。肉眼での観察と平行して，家庭用放射線測定器による放射線測定も行ったところ，線源（某
メーカーのランタン用マントルを使用）から，通常値より大きい放射線値を計測することができた。

この実験では，放射線が頻繁に容器内に現れる様子を見て，生徒達が非常に高い関心を示した。ド
ライアイスの管理等，実験の準備にかかる手間は大きいが，十分に価値のある実験ができた。

第３時「放射線の利用と課題」

サイエンス・リーダーズ・キャンプで
現地視察をした際の映像を見せながら，
被災地の現状について伝えた。前回まで
の２時間の授業で，放射線についての基
礎的な知識を学んだ後であるため，生徒
達は現地で測定される放射線の値や，汚
染土がどのように処理されているかとい
った話に真剣に耳を傾けていた。

授業の後半では，放射線の利用と課題について意見交換を行った。多くの生徒が，これまでの学習
内容に基づいた発言をすることができ，大変有意義な話し合いとすることができた。

（２）事後調査による生徒の変容の検証
３時間の授業終了後，事後調査を実施した。以下はその結果である。

【事後調査結果】
調査年月日：平成２５年１月３１日（木）

放射線の学習について，すべての生徒が興味深かったと回答している（図11）。その理由としては，
「今まではただ危険なものとしか考えていなかったが，普段の生活の中でも浴びていると知り，必ず
しも危ないだけではないと分かった」，「すごくためになった。自分たちは常に放射線を受けている
ことや，放射線が医療に使われていることを知り，驚いた」といった記述が見られた。また，放射線
の学習内容は理解できたかという問いに対しても，多くの生徒が理解できたと回答している（図12）。
今回の調査では，学習内容の定着度をはかる調査は実施していないため，情意面のみの結果であるが，
それだけ生徒が高い関心をもって授業に臨むことができていたことが分かる。

○ 放射線が見えたときはすごいびっくりした。これだけたくさん飛んでいると，人間には害がないと言われても，本当に大丈夫
かなと思って，ちょっと怖くなった。（男子生徒）
○ 放射線を見ることができるとは思っていなかったので，とても興味深かった。（男子生徒）
○ とても興味深かったです。私は最初，放射線はここにないと思っていたのですが，今でも私たちが浴びていると知ったときは
本当に驚きました。そして，目に見えない物が見えたときはとても楽しかったです。（女子生徒）

資料５ 授業後の生徒の感想（抜粋）

図９ 飯舘村の除染作業現場 図10 学校に設置された放射線測定器

○ 放射線を浴びて除染された土がグラウンドに埋められているということは，それがまたいつか出てきてしまわないか不安にな
った。現地の人の気持ちや安全を考えて，早く対応方法を考えていかなければならないと思う。（女子生徒）
○ ３月１１日の地震の被害に，私たちはあまりあわなかった。だから，まだ不自由な生活をしている人がいることを忘れかけて
いると思う。今，苦しんでいる人のために，原子力発電の使い方についてよく考えるべきだと思う。（女子生徒）
○ 原子力発電はエネルギー効率を考えれば便利だが，いったんこんな事故が起こったら大変なことになる。今後，原子力発電の
利用について，よく話し合っていく必要がある。（男子生徒）
○ 放射線について，間違った情報か正しい情報か，よく見極めていかなくてはいけないことが分かったと思う。（男子生徒）
○ 放射線に対する間違った認識をなくして，正しい知識を持った上で，未来への影響を第一に考えて行動していきたい。

（男子生徒）
○ 今後，放射されている放射線を利用できる手はないのか，考えてほしいです。もしそんなことができればたくさんの人を救う
ことができるのではないでしょうか。放射線治療などに生かす手はないのでしょうか。少しでも可能性があるなら，その応援を
したいです。（女子生徒）

資料６ 意見交換で発表された内容（一部抜粋）

図11 「放射線の学習にどんな印象を持ったか」 図12 「放射線の学習内容は理解できたか」
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図13は，放射線の学習の有用性についての回答である。
90％の生徒が「とても役立つ」と回答している。その理
由として，「雨にぬれたりしても，通常より高い放射線
を浴びると知ったので，これから気をつけたい。」，「た
ばこからも放射線が出ていると知って驚いた。」，「テレ
ビを見るだけでも放射線が出ているとは知らなかった。」
といった記述が見られた。学習前は漠然としていた放射
線というもの存在が明確になり，どんなことに気をつけたら良いかが分かってきたことにより，こう
した結果になったと考える。

図14は，印象に残った学習内容である。最も多かったのは「放射線の観察」である。また，放射線
そのものの正体や，私たちの健康に直接関係する内容を選択した生徒が多かった。これは，事前調査
の結果と同じであり，事前調査結果に基づいた学習計画を作成したことが，生徒の関心に合った学習
内容を充実させる結果になったと考えられる。

最後に，放射線に対する印象の変容である。図15のよ
うに，大きな変容が見られる結果となった。放射線を「安
全である」と回答した生徒の理由を見ると，あくまでも
自然放射線のレベルでは安全であるが，必要以上に浴び
続ければ危険であると，ほとんどの生徒が答えている。
つまり，漠然と危険と考えるのではなく，ここまでなら
安全であるという正しい知識が身についたことにより，
明確な根拠に基づいて判断することができたということ
が分かる。

また，すべての生徒が，安全か危険かを判断した理由
を記述することができた。このことから，放射線の安全性について，科学的な根拠に基づいて考えた
り，判断したりすることができたといえる。

Ⅵ 成果と課題
１ 成果
（１）地域の理科部会で研修成果を情報発信したことにより，近隣の学校同士で研修内容の共有化を

はかることができ，地域の理科教員が放射線の学習についての力量を高めることができた。

（２）放射線についての正しい知識を身につけ，その知識を根拠として考えたり判断したりする力を育
成する学習方法について，その具体的な指導計画や内容を提案することができた。

２ 課題
（１）放射線の指導計画についてさらに検討を重ね，より正しく理解できるように改善をしていく。

（２）より関心を高めていくために，３カ年を見通した指導計画を検討し，他の単元の学習と放射線の
内容を関連づけて扱っていくように工夫改善を進めていく。

３ 終わりに
最後に，このサイエンス・リーダーズ・キャンプでご指導いただいた先生方，この貴重な研修に参加

する機会を与えてくださった皆様に厚く御礼申し上げます。今後一層，生徒の力を高めていけるよう，
自己研鑽に励んでいきたいと思います。

図13 「放射線を学習したことは今後の生活に役立つと思うか」

図14 「放射線の学習で印象に残った内容」

図15 「放射線に対する印象の変容」


