
 

放射線をどのように教えるか 

～H24 ｻｲｴﾝｽ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ｷｬﾝﾌﾟ｢放射線・放射能除染等の科学的理解を深める理科教員合宿研修｣に参加して～ 

秋田県小坂町立小坂中学校
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1 はじめに 

まもなく 2 年を迎えるが，平成 23 年３月 11

日，東京電力福島第一原子力発電所の事故後，

放射線や放射能，放射性物質などへの不安や

関心が全国各地で高まった。このような状況

の中，学習指導要領の改訂に伴い，平成 24 年

度(平成 23 年度先行実施)から中学校理科にお

いて約 30 年ぶりに｢放射線｣が扱われることに

なった。しかし，原子力発電所の事故後，私

自身｢放射線をどのように指導したらよいの

か？｣という戸惑いや不安を強く感じた。それ

は，それまで自分が放射線について専門的な

指導を受けた経験もなく，メディア報道で聞

く新しい知識，情報の多さに困惑したからだ。

そのような中，今年度，放射線に関する合宿

研修に参加できる貴重な機会を得ることがで

きた。この研修から学んだことを生かし，放

射線指導の授業づくりについて提案したい。 

 

2 ｻｲｴﾝｽ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ｷｬﾝﾌﾟについて 

このｻｲｴﾝｽ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ｷｬﾝﾌﾟという事業は，独

立行政法人科学技術振興機構(以下，｢JST」)

が主催し，JST と実施協定を締結した機関が

各プログラムの実施・運営を担当している。

夏季休業中に行われ，全国の中学校，高等学

校，中等教育学校等の理数教育を担当する教

員を対象に，先進的な研究施設や実験装置が

ある研究現場で実体験し，第一線で活躍する

研究者，技術者等から直接講義や実習指導を

受けることなどを通じて，最先端の科学技術

を体感し，才能ある生徒を伸ばすための指導

方法について学ぶ合宿形式のプログラムで

ある。   

 

平成 24 年度は 5 つのプログラムが実施さ

れ，私は, この放射線に関するプログラムに

参加した。参加者(全国から 25 名)の中には，

東日本大震災による津波の被害や，福島第一

原子力発電所の事故の影響を受けた教員も

いた。 

 

3 研修プログラムについて 

  4 日間の日程の中に，大学での講義，実験・実

習，被災地の現地視察，意見交流会などの内容

が盛り込まれていた。バスでの移動の間も，講

義や情報交換会が行われるなど充実した研修で

あった。研修内容について，いくつか抜粋して

紹介したい。 

(1) 放射性元素を除去するプロセス実験 

福島第一原子力発電所の事故により，放射性

物質であるヨウ素(I)やセシウム(Cs)が大量に

空中に飛散した。放出されたヨウ素やセシウム

は大部分がイオンとなって存在しており，これ

らの除去はイオンを吸着する素材を用いること

で可能になる。この実験では，イオン交換樹脂

など 11種の素材を用いてヨウ素とセシウムの吸

着の度合いを調べ，除去率を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イオン交換樹脂を用いた実験装置】



【ICP 発光分光装置を用いたイオンの定量結果】 

     イオン 

除去剤 

セシウム(Cs) ヨウ素(I)

除去率(%) 除去率(%)

陽イオン交換樹脂 98 10 

陰イオン交換樹脂 0 98 

合成ゼオライト 95 1 

モンモリロナイト製剤 84 2 

バーミキュライト 20 8 

園芸土 9 0 

海砂 0 0 

シリカゲル 0 0 

活性炭 0 50 

ﾘﾝﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ 100 0 

プルシアンブルー 70 0 

身近にあるバーミキュライトや活性炭にも放

射性元素を除去する効果があることに驚いた。    

(2) 放射線の飛跡の観察(霧箱の実験) 

中学校の教科書にも載っている放射線の飛跡

を観察する霧箱の実験を行った。霧箱というの

は，底にドライアイスを敷きつめた容器の上に，

黒い画用紙を貼ったガラス製の容器を載せ，そ

の内側に少し厚みのあるスポンジテープを貼り

つけたものである。そのスポンジに，エタノー

ルを染みこませ，容器の真ん中に放射性物質を

置き，蓋をして様子を観察する。ガラス容器の

中が十分冷却し，気化したエタノールで飽和状

態になると，放射線(α線)の飛跡を見ることが

できる。実習では，すべての班で飛跡を観察す

ることができた。 

(3) 放射線の物質遮蔽性の測定 

福島県内の土壌を放射性物質のサンプルとし

て用いた。その周りに4個の放射線測定器を置い

て放射線量を測定した。次に放射性物質と測定

器の間に厚さ2ミリの鉛板を置き，その枚数を変

えながら数値を読み取っていく。この実験から，

鉛の板を増やすほど放射線量が少なくなること，

つまり，鉛には放射線の遮蔽効果があることが

確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自然放射線強度の測定 

私たちの周りには，もともと自然に放射線が

存在する。宇宙からふりそそぐ放射線，大地か

ら出る放射線，食物にも放射性物質が含まれて

いる。また，空気中にはラドンという放射性物

質が存在するなど，常に私たちは微量の放射線

に囲まれて生活をしている。実際に，宇宙線や

空中放射線などの自然放射線強度を放射線測定

器で調べた。その結果，1 分間で平均 10 個程度

の放射線が自分の周りを通過（透過）している

ことが分かった。 

【遮蔽実験の装置】

【霧箱実験装置】 【自然放射線強度測定の様子】



(5) 除染作業現場の視察(飯舘村内) 

農地の表土を剥ぎ取り，剥ぎ取った土壌はフ

レコンパックに入れられ，何カ所にも集められ

ていた。除染作業は，より効果的な除染方法を

明らかにするための実験を兼ねて実施されてい

た。今後は，米を作り，放射性物質のセシウム

が移行しているかいないかを調べる予定である

という。放射線測定器を用いて測定したところ，

放射線量は高いところで 5μSv/h(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ

毎時)を示していた。フレコンパックの上では，

その放射線量は 10μSv/h を超えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 学校現場の視察(南相馬市立原町第一小学校） 

震災後は，常に保護者の理解を得ながら教育

活動を行っているということだった。原町市内

の全小中学校に，モニタリングポスト(放射線量

を連続的に監視測定できる機器)が設置されて

いて，市のホームページで逐次公表されている。

訪問時は，0.18μSv/h 程度の値が表示されてい

た。学校敷地内の放射線量を測定したところ，

特に高い箇所は，屋上からの雨水の配水管の下

で，その数値は 3 倍近くあった。 

(7) 地震と津波による被害状況の視察(南相馬市) 

福島第一原子力発電所の 20 キロ圏内で，立ち

入りが規制されていた小高区，原町区を訪問し

た。ようやく昨年の 6 月に警戒区域が解除とな

り，帰宅準備区域(夜間家に泊まることを許可さ

れていない)に指定されていたが，町中は人気の

ない状態であった。原町区の太田川河口付近に

は，津波によって破壊された家屋が多く残って

いた。震災から月日がたっても，復旧がなかな

か進んでいない現状を見ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 被災地での放射線教育の取組・実践について 

(1) 福島県立福島高校の取組 

福島県立福島高校では，震災から約 1 ヶ月後

の 4 月半ばに学校が再開されて以来，スーパー

サイエンス(SS)部の生徒が，学校内外の放射線

量の測定を始めた。福島第一原子力発電所の事

故による放射性物質の甚大な影響を受け，｢放射

線汚染の状況を少しでも明らかにしたい｣，｢放

射線の除染活動に少しでも貢献したい｣という

思いで，日本科学技術振興財団から借りた簡易

線量計 40 台を用いて，1300 ポイントにも及ぶ

グラウンドの放射線メッシュ調査を行った。そ

の後，調査活動はマンションを利用した空中放

射線の計測や土壌汚染の調査にまで進み，現在

でも大学の協力を得ながら研究を続けている。 

(2) 郡山市立明健中学校の取組 

郡山市立明健中学校では，震災から半年後に

は，放射線指導の指導計画を立案し，｢放射線教

育元年｣と位置付け，放射線教育をいち早くスタ

【集められた汚染土壌】 

【倒壊したままの民家】 

【モニタリングポスト】 



ートさせた。明健中学校では，目指す生徒像を

｢自ら放射線量を測定し，自らデータを分析して

判断し，互いに助け合って行動する生徒｣と設定

している。また，特徴的な指導として，中学校

1 年生から 3 年生までの段階的な放射線教育の

実践，｢知識｣｢観察・実験｣｢事実｣の 3 本柱を組

み合わせた授業展開，総合的な学習の時間とリ

ンクさせた効果的な学習の位置付けなどがある。 

 

5 放射線の指導について 

新中学校学習指導要領および解説の放射線に

関わる事項の内容を解釈すると，放射線指導に

関しては，次のことを押さえる必要がある。 

・放射線はエネルギー資源の1つであること 

・放射線の性質 

・放射線の利用法 

・原子力発電所の仕組みやその特徴 

・放射線は自然界にも存在するということ 

 

これらは，学習指導要領に則った指導内容で

あるが，使用している教科書では，これらの内

容を水力・火力・原子力の各発電方法のしくみ

と合わせて，1時間で扱っている。 

しかし，原発事故の現状や，放射線や放射能，

放射性物質などへの不安や関心などを考えると，

学習内容が希薄であり，もっと踏み込んだ内容

の学習が必要であると考える。そこで，放射線

指導の授業時数を4時間として計画を立て，指導

内容を検討した。 

 

■1 時間目：放射線の基礎知識 

①放射線の歴史  

②放射線の種類と透過率 

③放射能の減り方(半減期) 

④自然放射線と人工放射線 

 

 

 

■2時間目：放射線の観察と測定  

①放射線，放射能の単位 

②放射線量の測定 

   ③放射線の飛跡観察(霧箱の実験) 

 

■3時間目：放射線の利用法と人体への影響  

   ①放射線のリスク 

②放射線の利用法 

③福島第一原子力発電所の事故の概要 

 

■4時間目：エネルギー資源の活用  

①エネルギー資源の埋蔵量の比率 

②自然エネルギー，新エネルギー 

③各国のエネルギー政策 

 

私は，放射線指導を通して，生徒に｢科学的な根

拠に基づいて，判断する力｣を身に付けたいと考え

ている。また，指導上留意したい点として以下の3

点を挙げる。 

・予想や憶測ではなく，正しい知識や情報，科学

的事実を教える。 

・原発の是非を問うなど思考の制限や方向性を示

してはならない。 

・生徒が思考する場面を意図的に設定する。 

 

６ 終わりに 

地球が約46億年前に誕生した瞬間から放射線

は存在している。そして，大地や食物からの放

射線も取り込みながら，私たち人類は暮らして

きた。しかし，放射線は｢目に見えない｣｢音がし

ない｣｢皮膚に感じない｣｢味がしない｣｢においが

しない｣だけに，その性質を感じ取ることは難し

い。 

今回の研修を通して，メディア報道や風評に

惑わされず，“放射線についての正しい知識”

をもつことの重要性を認識した。まずは，私か

ら生徒にその知識を伝えていきたい。 


