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１ はじめに 

福島の原発事故による放射能汚染により、作物の被害や生活への影響が多く報道されている。除

洗活動が進んでいるが、放射線に対する不安感は、なかなか無くならない現実がある。 

広島市では、平和教育で原爆の惨禍を学習する機会が多いためか、放射線に対して「怖い」「危

ない」というイメージが強い。多くの生徒が「少しでも浴びると体に影響がある」と感じており、

放射線があるのは特別な場合、特殊な場所だと思っている。 

放射線の影響を科学的に考えられるようになるためには、日常生活の中で常に自然放射線を浴び

ている現実を生徒自身が実感し、その線量がどの程度であるかを生徒自身で確認させることが重要

である。その数値を、被曝後の広島や福島の避難区域の線量と比較することで、健康に被害を与え

る放射線は、ある程度の大きさであり、少ない場合には影響が無いことを実感させることができる。 

本研究では、自然放射線量を生徒自身で測定することで、「日常生活でも放射線を浴びている」

ことを実感させることができた。また、線量の値を見ることで、原爆投下直後の広島や、福島の避

難区域の線量との違いを客観的にとらえ、「少しでも浴びると影響がある」という認識から離れる

ことができた。 

２ 自然放射線の測定実験 

２－１ 理科授業の中での測定 

放射線測定器を使った測定実験を、表１の内

容で実施した。２年生は「原子・分子」の単元

の中で“放射線”の学習を行うので、その時に

放射線量でよく耳にする線量当量のSvについ

て、特に詳しく説明をした。 

１年生に測定実験を行うために、事前学習

として右表の内容を説明した。放射線につい

ては、平和学習で原爆症を取り上げる関係か

らか、「怖い」「危ない」「放射線を浴びると

がんになる」というイメージが強く客観的に

測定するためには、事前学習が必要であった。 

表 1 授業の実施時期 

学年 時期 

２年 

（3学級） 

１２月上旬 

（原子、分子の単元の後） 

１年 

（3学級） 

１２月上旬 

（事前に放射線について説明） 

事前学習

の内容 

・放射線の種類 

・放射線を測定する仕組み（概略） 

・人体に影響を与えるメカニズム 



 

 

教室での授業の展開は、表２の通りである。放射

線測定器は２人に１個あり、１０秒ごとに示される

測定値を見て、班内で最高値を比べていた（写真

１）。数値の変化から、放射線は常に飛んでいるが、

線量は一定ではないことを実感していた。 

机の上での測定後、「教室内で線量が多い場所を

見つけなさい」と指示し測定させた。その時の様子

が、写真 2～4 である。この場所以外に、教室のコン

クリートの柱、TV の画面、スイッチを入れた黒板消

しクリーナーなどを測定していた。 

測定した結果

を共有した際、ほ

とんどが同じ値を示し、生徒の中から、「どこもほとんど同じだ」

という声が聞かれ、自然放射線があることと、日常生活で受ける

線量はほとんど変わらないことを実感できたようである。 

発展的な質問として、「原爆ドームの近くは線量が大きいのか」

と聞かれ、「測定したが、教室とほとんど同じだった」と答え、

生徒は安心した様子であった。 

２－２ 科学部の活動としての測定 

 連携先の中学校のお願いして、夏休み期間に科学

部への出前授業を実施した（表 3）。 

授業展開は、前半は学校での授業と同じく、放射線

についての基本的な内容について学習した。学校の授

業と違い、３学年を同時に授業するため、放射線の種

類や性質、放射線量に関する単位については、特に丁

寧に説明した。 

放射線量の

測定について

は、一人に１台

測定器を渡す

ことができ、自

分で自由に測

定することが

できた。また時

間的に余裕が

あるので、教室内で測定した後、学校の校舎配置図を渡し、

線量の多いと思う部分について自由に測定させた 

表 2 授業の展開（学校での授業） 

展開 内容 

復習 放射線の性質 

線量当量 Svの意味 

測定方法 放射線測定器の使い方の説明 

単位（Sv/ｈ）の説明 

測定① 教室（机の上）の測定 

測定② 線量の多いと思う場所を測定 

 教室内を自由に移動してよい 

共有 測定値を班内で共有 

まとめ 自然放射線にほとんど差がない 

人体に影響のある線量ではない 

表 3 科学部への出前授業 

日にち 出前授業校 

８月 1日 広島市立戸坂中学校科学部 

８月 16日 広島市立口田中学校科学部 

表 4 授業展開（科学部への出前授業） 

展開 内容 

基礎学習 放射線の種類や性質 

放射線量に関する単位の説明 

線量当量 Svの意味 

測定方法 放射線測定器の使い方の説明 

単位（Sv/ｈ）の説明 

測定 教室（机の上）の測定 

測定 線量の多いと思う場所を測定 

 教室内を自由に移動してよい 

共有 測定値を班内で共有 

まとめ 自然放射線にほとんど差がない 

人からも放射線は出ている。 

写真 2 教室での測定 

写真 1 窓側で日光を測定 

写真 5 科学部への出前授業 

写真 4 蛍光灯の光を測定 写真 3 配電盤（電流）を測定 



 

 

生徒たちは校舎内だけでな

く、グランドも含めて各地点で

測定した。その時の様子が写真

6～8 であり、各グループの測定

結果（最高値）が表５である。 

線量の多い所として、直射日

光の当たるグランドやコンセン

トを測定していたが、結果的に

は教室内とほとんど変わらず、

教室や人（先生）の方が高い結果

が出ていた。この結果を共有す

る際に、次の点について確認し、

生徒に認識させるように指導し

た。 

３ 放射線影響研究所による出前授業 

放射線影響研究所の方に来て頂き、放射線の性質や

影響について、より専門的な内容について授業をして

頂き、霧箱を使った放射線の観察を行った。表 6 は事

前学習も含めた実施日程であり、表 7 は当日の授業展

開である。 

１２月上旬の事前学習では、教室内の放射線を測定

し、自然放射線の存在とその線量を確認させた。その

発展的な内容として、学校ではできないことを出前授

業をお願いした。 

放射線の測定（写真 9）では、学校の装置では１０

秒ごとにしか表示できないがリアルタイムで表示さ

れ、線量が一定ではないことや、時に大きな値を示す

ことを実感していた。 

霧箱による放射線観察（写真 10）では、全員が観察

することができた。α線とγ線を見分けることができ

たグループもあり、放射線が

実際に飛んでいることが実感

できていた。 

授業の前後で放射線につい

てのアンケートを取り、その

変化を確認した。“怖い”“危

ない”といったマイナスなイ

メージが強いものの、その割

合が少なくなり、客観的に捉

えることができるようになっ

たことが分かった。 

表 5 校内の測定値 

場所で 測定値 

教室 ０.１４μSv／h 

3-4 教室 ０.２１μSv／h 

渡り廊下 ０.１８μSv／h 

地面 ０.２１μSv／h 

奥本先生 ０.２０μSv／h 

表 6 授業展開（放影研による出前授業） 

日にち 授業内容 

12月上旬 事前学習、事前アンケート 

12月 16日 

 17日 

出前授業（中学１年） 

出前授業（中学２年） 

12月下旬 事後アンケート 

展開 内容 

基礎学習 放射線の種類や性質 

線量当量 Svの意味 

放射線の

測定 

教室内のより正確な線量測定 

 →人体への影響にも触れる 

霧箱観察 霧箱による放射線観察 

まとめ 教室内に放射線は飛んでいる。 

簡単な装置で観察できる 

表 7 放影研による出前授業の実施日程 

写真 6 校庭の測定 

写真 7 人（先生）の測定 写真 8 地面の測定 

〇 自然放射線はどこにでもある。 

〇 その線量は、日常生活の中では

ほとんど変わらない。 

〇 地面や人の体からも、放射線は

出ている。 

写真 9 放射線量の測定 写真 10 霧箱による観察 



 

 

４ アンケート調査の結果 

生徒の放射線に対するイメージを調べるために、アンケート調査を行った。内容は、“安心－不

安”といった対立する言葉に対して、どちらにより近いかを１～５の５段階で示し、その平均値で

比較した。グラフ１、２は、放射線と原子爆弾について、変化の大きな項目についてまとめている。

そのアンケートの内容は表８の通りであり、数値の高いほど否定的なイメージを持つといえる。 

 

放射線も原子爆弾と同じように、否定的なイメージを持つ生

徒が多いが、学習後は肯定的になっていることがわかる。“無

害”、“安心”といった項目については、原子爆弾についてはほ

とんど変わっていないのに対して、放射線については大きく改

善されている。これこそが、放射線を実際に測定し、身の回りに

あることを実感した成果と考えられる。 

５ まとめ 

本研究により、放射線を実際に測定することで身の回りにあることが実感でき、“浴びるとがん

になる”イメージから、線量によってリスクが変わることを冷静に考えられるようになった。この

ことで、エネルギー資源を考える際に原子力を一つの資源と考え、今後の対応を冷静に判断できる

と考えられる。 

本校と協力校の科学部での実践できたものの、他の中学校への機材の貸し出しや、小学校や公民

館での出前授業といった実践活動の広がりは不十分であった。より多くの学校で実践してもらうた

めにはプリントや指導計画を改善し、初めての人でも実践しやすいセットを作ることが必要である。 

実験セットを多くの学校に紹介し、その学校で実践してもらうことで、放射線に対する理解を深

め、今後のエネルギー資源について原子力を含めて冷静に判断できる生徒を増やしていきたいと考

えている。 
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表 8 アンケートの対比した単語 

項目 １・２・３・４・５ 

１ 無害な 有害な 

２ 安心 不安 

３ 平和 戦争 

４ 幸福 不幸 

５ 親しみやすい 親しみにくい 

６ 楽しい 苦しい 
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イメージの比較（放射線）
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3.0
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イメージの比較（原子爆弾）

事前

事後

グラフ 2 原子爆弾のイメージの変化 グラフ 1 放射線のイメージの変化 


