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サイエンス･リーダーズ･キャンプでの学びを生かした 

放射線学習に関する取組 

                  

上越教育大学教職大学院 

（上越市立城北中学校） 

荻野 伸也     

 

Ⅰ はじめに 

 2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震で起こった福島原子力発電所の事故以来，日々放射線に関

する多くの情報が子ども達にも届いている。そのような状況の中，2012 年より完全実施された中学校

学習指導要領の理科第一分野では，約 30 年ぶりに放射線が扱われることになった。文部科学省も副読

本１）を作成し，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により，放射性物質が大量に発電所の

外に放出され（中略）このような特別の状況に国民一人一人が適切に対処していくためには，まず，放

射線等の基礎的な性質について理解を深めることが重要である」と述べている。震災後の子ども達の現

状については，澤栗ら２）が，放射線について関心が高いことを報告している。その反面，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も聞かれる。 

 私自身も抱くその不安は，2012 年 8 月に実施された「サイエンス･リーダーズ･キャンプ 放射線・

放射能除染等の科学的理解を深める理科教育合宿研修」に参加させて頂き，大いに解消することができ

た。4 日間に渡る研修では，放射線に関する科学的知識を深められただけでなく，福島県における現地

視察から，現地の人達の心情面も察することができた。この研修での学びを生かし，実践した取組につ

いて紹介する。 

 

Ⅱ 取組の実際 

１，上越放射線学習研究会での紹介 

  研修で得た貴重な情報は，地域で放射線学習に積極的に取り組む教員達で共有することで，子ども

達の学びに生かされると考えた。そこで，上記研究会の立ち上げに加わり，資料や情報を提供し，現

場での実践に生かして頂いた。紹介した資料・情報は以下のものである。 

・中西友子先生の「中性子ラジオグラフィー法による植物・土壌中の水の可視化」HP の紹介３） 

・線量計γ11 の紹介４） 

・飯舘村・南相馬市撮影写真説明・提供 

・Cs-134，Cs-137 の放射能変化の見積もりグラフ紹介 

・霧箱の作成方法の紹介 

・放射線遮蔽実験・教具の紹介 

・図説ハンドブック『放射線の基礎知識』５）紹介 

  参加者からは，「ハンドブックを取り寄せた」や，「霧箱の作成方法を試してみた」など，より効果

的な指導法を考察した報告を受けている。 

 

２，授業実践 

（１）学習指導要領から 

新学習指導要領中学校理科第一分野の「放射線」に関わる事項は，（7）科学技術と人間の中に含

まれている。この部分は，中学校学習指導要領解説理科編において「科学技術の発展の過程や科学

技術が人間生活に貢献してきたことについての認識を深め，自然環境の保全と科学技術の利用の在
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り方について多面的，総合的にとらえ，科学的に考察し,適切に判断する態度を養うことが主なねら

いである。」と示してある。これは，知識の深化と共に，科学技術についての思考力・判断力・表現

力を養うことをねらいとしている。このねらいを，本実践では「科学技術社会に参画する態度の育

成」と捉える。 

また，放射線に関する内容の取り扱いについて，中学校学習指導要領解説理科編では，「原子力発

電ではウランなどの核燃料からエネルギーを取り出していること，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。」と明記されている。 

これらを踏まえ，冨島６）は「放射線とは何か」「放射線にはどのような性質があるのか」「放射線

をどのように利用しているか」の 3 点に触れるべきであるとしている。これらの内容を踏まえた指

導計画を立てなければならない。 

（２）指導計画（全 2時間） 

  上記内容を学習し，「科学技術社会に参画する態度の育成」を図る為に，子ども達が主体的に放射

線学習に取り組めるような手法を考え，指導計画に盛り込んだ。 

  まず，研修会で私自身一番印象に残っていることは，他の受講生もアンケートで示したように，

福島県内の現地視察であった。多くの方々から現地でお話頂いた内容は，臨場感あふれ，現在も記

憶に残っている。この思いを伝えることは，子ども達に知識を習得させることと同様に，今後も科

学的な判断力を育成する上で必要事項であると考えた。 

また，澤栗ら７）の報告によると，子ども達は，放射線について高い関心がある一方で，放射線の

影響を当事者意識として捉えていないことが分かった。日本には数多くの原子力発電所があり，現

在その稼働問題に直面している。さらに，震災がれき問題も連日のように報道され，新潟県内でも

受け入れを表明している自治団体と，それに反対している市民団体の報道がされている。今後もこ

のような問題が，子ども達が生き抜く社会で課題として残る可能性がある。そこで，東京都杉並区

立和田中学校で実践された震災がれきに関する授業を参考にし，子ども達が当事者意識をもち学習

できるような活動を組み込んだ。 

さらに澤栗らは，メディアから流れる情報について，子ども達

は用語を聞いたことがあるが，意味まで理解していない実態を報

告している。そこで，メディアが発信した情報の中で，自分が何

について知らないのかを確認する作業が必要であると考えた。資

料には朝日新聞デジタル版で掲載されている被曝線量のモデル

図９）を使用し，この図で分からない箇所の調査学習を行う事と

した。調査事項は 4 コママンガにまとめ，発表させることで，情

報の共有と表現力の育成をねらった。作成した指導案は以下のも

のである。 

 

 

指導案（1/2 時間） 

時間 

（分） 

学習活動 T 教師の働きかけ 

S 予想される反応 

◇評価  ○支援 

・留意点 

事前ア

ンケー

ト（5） 

事前アンケートに答える 

 

 

T：現在の自分の考えを素直に表現す

るように指示する。 

 

 

図１ 被曝線量のモデル図 
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展開 

（35） 

スライドから放射線問題を自分の問

題として捉えるようにする。（10 分） 

 

 

 

 

T:がれき問題について新聞記事を紹

介する 

T:自分が首長だったら、どうするかを

問う 

S：ワークシートに自分の考えを記載 

 

 

 

 

 

〇机間巡視にて例も示す。 

・箇条書きで良いとする。 

それぞれの思いを発表し、今後の自分

の態度に対する気付きを促す（15 分） 

 

 

T：推進派、反対派それぞれの意見を

発表させる。 

T：反対意見や意見が変わった生徒が

いるか確認する。 

 

T：自分は持っている情報が少ないか

ら判断できないことを気づかせる 

T：具体例として新聞の被曝量の図を

提示する。 

 

〇教室を分けて討論会の

形を取る。 

   

 

 

〇見たことはあるが、今の

段階では把握できる情

報が少ない事を確認す

る。 

自然放射線 

ミリシーベルト 

被曝量 etc. 

放射線に関する基礎知識を学習する 

（10 分） 

T：以下の項目について講義する 

・放射線と放射能 

・放射性物質とは 

・どうして放射線が出るのか 

・放射線の種類 

・利用として 

・何故人体に影響があるのか 

S：分かった事をメモする 

 

 

 

 

展開② 

（10

分） 

新聞記事等から自分が知りたい項目

について抜き出す。 

S：ワークシートに印・メモをする。  

 

指導案（2/2 時間） 

時間 

（分） 

学習活動 T 教師の働きかけ 

S 予想される反応 

◇評価  ○支援 

・留意点 

展開 

（40） 

抜き出した項目について、各自調査活

動を行う。（10 分） 

 

S：文科省資料を利用し、自分の疑問

点を調べる。 

 

〇机間巡視にてどうして

も分からないところは

説明する。 

◇興味をもち、学習に取り

組んでいるか 

 （ワークシート・見取り） 

「放射線の分からない」を出来るだけ分かるに近づけてみよう 
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理解した項目について４コママンガ

でまとめさせる（15 分） 

 

 

 

S：他者に伝えることを目的としてわ

かりやすくまとめる。 

 

◇興味をもち、学習に取り

組んでいるか 

 （ワークシート・見取り） 

○色等も出来るだけ使う

ように指導する。 

○アナロジー表記だと伝

わりやすい事も指導す

る 

分かった事を発表する（15 分） 

 

 

 

 

 

S：他者にわかりやすく発表する 

  全体：実物投影機 

   

 

 

T：補足説明も行う 

S：他者の発表を聞いて分かった事を 

 ワークシートにメモする 

○巡視し発表者を確認 

 （予想） 

 ・単位 

 ・被曝量 

 ・自然放射線 

○自然放射線に関して 

 霧箱 or ガイガーカウン

ター 

まとめ

（10

分） 

福島の現状について紹介する 

事後アンケートに答える 

 

 

 

 

 

（３）授業実践 

 ①実践時期：2013 年 2 月 

 ②実践対象：新潟県公立中学校 3 学年（27 人） 

                若手教員 2 名の研修の場としても実践 

 ③授業の様子 

 ア：震災がれきに関する意見交換 

  生徒達には，実際の震災がれきに関する記事を紹介した

後，自分が自治体の首長だったら震災がれきを受け入れる

かどうかを考えさせ，学級全体で意見交換をさせた。首長

という立場に立って考えさせたことで，受け入れを表明し

ていない自治体の生徒でも真剣に考え，自分たちの意見を

はっきり述べる姿が見られた。賛成派の生徒は，関連自治

体の住民の苦悩を，反対派の生徒は，受け入れ側の住民の

苦悩を述べる意見が多かった。どちらも心情面から判断し

ている様子であり，自分と異なる意見を聞くと迷ってしま

う様子も伺えた。この実態から，知識が不足している事柄

について判断を求められれば，迷ってしまうことを伝え， 

放射線の基礎知識について教授した。 

 イ：基礎知識についての学習 

  スライドを用いて「放射線と放射能」「放射性物質とは」「放射線の種類」などについて説明

した。授業後の生徒の感想や教員の感想から，放射と放射能についてアナロジーを用いて説明

したことが分かりやすかった事が伺えた。アナロジーを使った思考は後の 4 コママンガ表記に

も生かされ，独自の視点で調査事項を理解し，表記していた生徒も見られた。 

 

図 2 授業の様子 
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 ウ：調査学習 

  文部科学省の副読本を用いて，モデル図で自分が分からない

用語や事柄について調査した。調査事項は自然放射線，単位の

種類，放射線の利用，被曝量など多岐にわたっていた。多くの

知識を吸収したことで，更なる疑問がわき，「原子炉に水が張ら

れているのは中性子線を防ぐためですか？」といった質問をし

た生徒も見受けられた。導入段階で学習意欲が高まり，より多

くの知識を得たい様子が伺えた。 

 エ：4 コママンガ作成，発表 

  調査事項を元に 4 コママンガを作成し，発表した。恥ずかしがっている様子も伺えたので，

数名の発表に留め，後は教室内を自由に移動し，他者の作品を見ることとした。発表時に紹介

できなかった用語については，教師が選出し説明した。他者の作品を聞いたり，見たりする活

動時には，理解を深め，しっかりとメモを取る姿が伺えた。 

 

 

 

（４）授業の評価（効果） 

 授業前後でアンケート調査を実施し，授業の効果を検証した。調査項目は「放射線について知りた

いと思うか（学習意欲）」「放射線について理解していると思うか（理解度）」である。調査結果を図 5

に示す。授業前後でのそれぞれの効果について分散分析を行った結果，群の効果は，学習意欲（F（1，

26）=5.20，p<.05），理解度（F（1,26）=82.20，p<.01）共に有意であった。共に学習により効果が

あったと言える。 

 

 

 

図 3 調査活動の様子 

図 4 生徒の作品例 

図 5 アンケート調査の結果 
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  また，記述評価にて「放射線のイメージ」について調査してみた。授業前は「怖い」「危険」「目

に見えない」などの負のイメージだけの生徒（12 人）が，利用面も含めてイメージする生徒より多

かった。しかし授業後，負のイメージだけの生徒は，やはり危険性が強いものの「日常的にある」

「利用次第で有効に使える」などのイメージも抱けるようになった（12 人中 7 人）。新たな知識が

定着した事が伺える。 

  さらに授業では，学校図書教科書の表紙「地球の未来を考えよう」の一文 10）を引用し，科学技

術社会に参画する態度について示唆した。授業後「科学技術社会に参画するとは，具体的にどんな

ことか？」と記述質問をしてみた。難しい質問であったが，半数以上の生徒が考える事ができ（27

人中 17 人），「まずは知識を身につけること」「放射線でいえば，自分で情報をつかむこと」と今回

の学習から体験的に掴んだ生徒や，「活用手段の安全性を考えながら有効に活用すること」「問題が

起こったらより有効な対策を考えること」「情報を鵜呑みにせずに理解していく事」と判断力の必要

性を感じた生徒もいた。 

  本実践は，若手教員の研修の場としても実施し，参加した教員からは，アナロジーや 4 コママン

ガ表記の有効性を感じたとの感想を頂いた。その要因として，視覚的に分かりやすく自分で処理す

ることで理解の促進が促されると思われる。難しい放射線の学習だけに，今後も使用して行きたい。 

 

Ⅲ まとめとして 

 研修での学びを，2 つの実践にて還元した。放射線学習を行う場合，冨島 11）も指摘するように，ま

ずは教員自身が知見を深めなければならない。そしてその情報を共有することで，子ども達に行き届

いた教育ができると思われる。今後も，今回の研修で出会えた全国の教員とも情報を共有し，より効

果的な教育ができるように自己研鑽に励んでいく。 

ｗを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献・引用 URL 

１）文部科学省（2011）『放射線等に関する副読本の作成について』 

（http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1311072/index.html）2013.2.10最終取得 

２）澤栗賢一 久保田善彦 大崎貢（2012）「小・中学校における放射線学習の評価」臨床教科学会セ

ミナー要項，臨床教科教育学会，pp.99-100． 

３）東京大学放射線植物生理学研究室『リアルタイムRIイメージングシステム』 

（http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/radio-plantphys/index.html）2013.2.10最終取得 

４）株式会社ヤマガタ共同『γ11』 

（http://www.y-kyodo.jp/product/ganma11.html）2013.210最終取得 

５）独立行政法人 放射線医学総合研究所（2012）『図説ハンドブック 放射線の基礎知識』 

６）冨島修司『中学校理科における放射線の指導についての研究－放射線に関する授業の実践を通して

－』（http://www.fukui-c.ed.jp/~fec/siraberu/siraberu/kiyou/h23kiyou/tomisima.pdf）2013.2.11最

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1311072/index.html）2013.2.10
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/radio-plantphys/index.html）2013.2.10
http://www.y-kyodo.jp/product/ganma11.html）2013.210
http://www.fukui-c.ed.jp/~fec/siraberu/siraberu/kiyou/h23kiyou/tomisima.pdf）2013.2.11


7 

 

終取得 

７）澤栗ら 前掲書２ 

８）杉並区立和田中学校（http://wadachu.jp/school/yononaka/1482.html#more）2013.2.11最終取得 

９）朝日新聞デジタル版（http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103150222.htm）2013.1.15最  

終取得 

10）霜田光一ほか25名（2012）『中学校科学 3』学校図書株式会社 

11）冨島 前掲書６ 

http://wadachu.jp/school/yononaka/1482.html#more）2013.2.11
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103150222.htm）2013.1.15最

