
放射線体験教室放射線体験教室放射線体験教室
原子力の科学館

のご案内のご案内のご案内
福井県と（公財）福井原子力センターは、県内小学校の児童を対象に、放射線
について正しい知識を身につけてもらうため、「放射線体験教室」の出前授業
を無料で実施しています。見る、測るなどの体験教室を中心に行うことで、
小学生でも放射線のことをわかりやすく学ぶことができます。少しでも興味を
持たれた方(先生)は、ぜひ一度ご利用ください。

小学生用



知ろう!知ろう!知ろ !

見よう!見よう!見よう!

測ろう!測ろう!測ろう!

次の❶～❻の番号の中から、ご希望の体験コースをお選びください（複数選択することもできます）。

これは
何でしょう？

うさぎの

骨～～！！

❸❸❸ ❹❹❹

❺❺❺ ❻❻❻
▲作った工作「霧箱」で放射線を観察

▲工作「霧箱」を作っている児童

▲展示品「霧箱」で放射線を
　実際に目で観察

▲物から出る放射線を測っている児童

▲測定器（はかるくん）

▲クイズ形式で基礎知識を学習

▲「万華鏡」を作って
　目で見ることができない光
　（赤外線、紫外線、放射線）を学習

▲いろいろな場所で放射線を測っている児童

▲測定器
（シンチレーション式サーベイメータ）

❶❶❶ ❷❷❷



❶❶放射線についてクイズで学ぼう❶放射線についてクイズで学ぼう
放射線の基礎知識について、Ｑ＆Ａ方
式で楽しく学んでもらいます。
児童たちに放射線の基礎知識について
問題を投げかけ、いろいろな意見を聞
きだします。クイズ形式にすることで、
聞き慣れない言葉や難しい問題も、
楽しく学習することができます。
また、放射線の基礎知識についての映像（約15分）の上映も可能です。

❸放射線が通った跡を観察しよう❸放射線が通った跡を観察しよう
移動展示品の「霧箱」を使って、普段目で見ることができない放射線を観察してもらい、児童たちの
興味関心を高めます。飛行機雲のような太い線と細い線を見て、放射線には種類があることや、
放射線は身近にあり、絶えず発生していることを実感してもらいます。

❹放射線が見える「霧箱」を作ろう❹放射線が見える「霧箱」を作ろう
児童１人ずつに工作「霧箱」を作ってもらい、目で見ることができない放射線を観察してもらいます。
透明の容器に入ったアルコールをドライアイスで冷やすことによって、霧のような飛跡が見える
霧箱のしくみについても知ってもらいます。

❺物から出る放射線を測ってみよう❺物から出る放射線を測ってみよう
乾燥コンブや肥料などから出る自然放射線の量を測ってもらいます。
いろいろな物から自然の放射線が出ていることや、物によって放射線の量が違うことを知ってもらいます。

❻いろいろな場所の放射線を測ってみよう❻いろいろな場所の放射線を測ってみよう
屋内と屋外など場所を変えて、空気中の自然放射線の量を測ってもらいます。
宇宙や地面から自然の放射線を受けていることや、場所によって放射線の量が違うことを学んでもらいます。

１時限（45分）の場合　「❶知ろう（15分）+❻測ろう（30分）」

◆サンプルからの放射線を測定
　乾燥コンブ、肥料、湯の花、御影石などに測定器を当て、それぞれの放射線量を測ります。身の回りにある物から
自然の放射線が出ていることや量の違いを知ってもらいます。また、レンズや蛍光灯のグロー球なども測っても
らい、放射線がいろいろな所で利用されていることについても説明します。

◆学校敷地内の放射線を測定
　学校の屋内外にいくつかの測定ポイントを設け、グループごとに測定器を持ち、各ポイントで空気中の放射線量
を測ってもらいます。その後それぞれの数値を比較し、どうして屋内より屋外の方が少ないのか、何から放射線
は出ているのかなど一緒に考えて学んでもらいます。

約１５分

約１５分

❷放射線について万華鏡で学ぼう❷放射線について万華鏡で学ぼう
児童１人ずつに工作「万華鏡」を作ってもらい、光の持つ性質を確認してもらいます。この工作を
通して、目で見ることができない光（赤外線、紫外線、放射線）について知ってもらいます。

約30分

約30分

約20分

約30分

グレイグレイ
GyGy

吸収した放射線の総量吸収した放射線の総量

受ける放射線の量受ける放射線の量

QQ

ベクレルは、放射能（放射線を出す
能力）の量を表す単位です。

グレイは、放射線がある物質に吸収
された放射線のエネルギーを表す
単位です。

シーベルトは、放射線が人体に与え
る影響の大きさを表す単位です。

人体への影響はシーベルト
で表すんだね。

AA 「ベクレル」は放射能の量、
「シーベルト」は放射線が
人体に与える影響を表す
単位なのよ。

「ベクレル」は放射能の量、
「シーベルト」は放射線が
人体に与える影響を表す
単位なのよ。

放射線の
単位はなあに？
放射線の
単位はなあに？

放射性物質人

ベクレルベクレル
BqBq

グレイグレイ
GyGy

シーベルトシーベルト
SvSv

シーベルトシーベルト
SvSv

放射線の影響放射線の影響

放射線が人体に
与える影響の大きさ
放射線が人体に
与える影響の大きさ

ベクレルベクレル
BqBq

放射能放射能

放射能（放射線を出す能力）
の量

放射能（放射線を出す能力）
の量

放射線

1シ ー ベ ルト＝1000ミリシーベルト
1ミリシーベルト＝1000マイクロシーベルト
1マイクロシーベルト＝1000ナノシーベルト
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　放射線には、物を通りぬける性質（透過
力）や、物の性質を変える力があります。
これらを活かして放射線はいろいろな
分野で利用されています。

AA 放射線は、医療、工業、
農業などのさまざまな
分野で役立っているん
だよ。

放射線は、医療、工業、
農業などのさまざまな
分野で役立っているん
だよ。

放射線は私たちの
生活の中でも利用
されているの？

放射線は私たちの
生活の中でも利用
されているの？

医療での利用医療での利用

レントゲン撮影で
は放射線の透過力
を使って、体の中の
様子を調べること
ができます。

注射器やメスなど
に放射線を当てて
殺菌します。

放射線をがん細胞に当てて
破壊し、がんを治療します。

ほう           しゃ         せん                      わたし

せい          かつ                       なか                                         り           よう
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◆放射線の単位はなぁに？ ◆放射線はどこで利用されているの？など

例えば…
具体的な内容や方法、時間配分については、事前にご相談させて頂きます。



原子力の科学館◆お問い合わせ◆
（公財）福井原子力センター　広報課
70120-69-1710　30770-23-1710　50770-23-6018
athome＠atom.pref.fukui.jp　http://www.athome.tsuruga.fukui.jp
〒914-0024 福井県敦賀市吉河37-1

放射線体験教室（小学校用）申込書
●学校名（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年

　住　　所

　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

　Ｅ－mail

●申込者氏名（フリガナ）

●参加人数（クラス内訳）

●開催希望日時 （第１希望）平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　）　　　　：　　　～　　　：

 （第２希望）平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　）　　　　：　　　～　　　：

 （第３希望）平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　）　　　　：　　　～　　　：

●開催場所

　住　　所

　電話番号

●希望内容を下記の中からお選びください（複数可）

●どのような放射線体験教室の内容を希望されているか具体的にご記入ください。

●その他

□ ❶放射線についてクイズで学ぼう　　　□ ❷放射線について万華鏡で学ぼう
□ ❸放射線が通った跡を観察しよう  □ ❹放射線が見える「霧箱」を作ろう
□ ❺物から出る放射線を測ってみよう □ ❺場所の放射線を測ってみよう
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