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今号では１１月１０日に行われた放射線授
業のうち、５.６年生をご紹介します。
なお、４年生までは前号に掲載しました。

2風評被害に負けないために
次の世代に託すもの。



実習で測ったもの
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福田小学校 11/10 火
放射線を学びました！

河津賢澄先生
かわつ けんちょう

福島大学大学院

客員教授

【後編】

講義＞ほうしゃせんってしってる？

福島第一原子力発電所の事故
がどのように起きて、その後
の避難や風評被害がどのよう
なものであったか学びました。

放射線は【生活に利用されて
いる】や【色んな方法で測る
ことができる】など、意外な
面を学びました。

放射線の特徴として見えない
など感じられないけど、事故
前から放射線（天然核種）が
あるのを知りました。

ベータ線を数える測定器で、ラ
ンタンの芯であるマントル（自
然放射性物質を含むタイプ）を
測りました。

５・６ 計24名年生

主催▶放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター

放射線は危ない▶【浴びる量が多すぎると】危ないことを習いました。

実習＞放射線の測定【時間・距離・遮へいでどう変わる？】
▶条件を変えると測った放射線の数が変わり、児童たちは「減った！」「こんなに違う
　の？」と、その変化具合に驚いていました。

共生システム理工学研究所
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Ｑ. 
Ａ.

放射線を正しく理解し、
風評被害に負けない

知識をもってね！

もやもやくん

高度な質問だね！

教えて！河津先生！Ｑuestion Ａnswer

確認クイズと発表＞わかったこと・気づいたこと
▶実際に放射線を測ってその変化を見たことで理解が深まり、クイズを難なく解いていま
　した。

津先生！ Ａnswer津先生 Ａnswer

ＱＱ.
ＡＡ.
洋服でも放射線を遮ることはできるのですか。
放射線の種類と、アクリル板やアルミ板、鉄、鉛等
の素材の違いによって遮へいの程度は少し違ってき
ます。今日の実験の場合（ベータ線）であれば、普
通の洋服でも遮へい能力が少しあることになります。

体
験
す
る
こ
と
が

大
事
だ
ね
！

児
童
の
感
想

教
師
の
声
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11/2 月
放射線を学びました！【番外編】

左の画像が今回測ったゴボウで右は
約30Bq/kgの既知米（H23年福島県産
の玄米）です。

田小学校の畑で採れた新鮮なゴボウ
を依頼してきた特別支援学級の児童

たち。測定器のタッチパネルで品名や産
地の入力をしてみました！

ボウは今年の収穫祭で調理しました
が、福田小学校では畑で採れた野菜

の安全を確認して使用しています。

福

測定時間の10分がたち、測定結果は．．．

ゴ

ボウは放射性セシウムに反応する領
域【黄線付近】がなだらかになって

おり、印字がありません。
知米はこの領域が山のような形に盛
り上がっています。放射性セシウム

（Cs137）がある程度含まれているとこの
ようになり、測定器が検出しますのでCs-
137の文字が印字されます。

今回のゴボウ 既知米
【H23年福島県産の玄米・約30Bq/kg】

ゴボウの
拡大画像

放射能測定を
見学しました！

ゴ

既

福田小学校

▶学校で採れた野菜を福田公民館の放射能検査所で測ってもらいました！

【検出せず】でした！＞児童たちは大喜び！

▶ゴボウの測定結果（分析画面）をお見せします。

既知米の
拡大画像
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貸し出し希望の方はこの
ダイヤルまでご連絡
ください。

興味深い？？
個人線量の話

被ばく量を測るのはモニタリングポストなど「場所の線
量」を測るものの他に、「人の線量」を測る個人線量計が
あります。今回は個人線量計の測定結果で、興味深いケー
スをご紹介します。

測定値 416.90μSv
推定年間
換算線量 0.57mSv/y 推定年間

換算線量 0.64mSv/y

原子力安全研究協会個人線量計
の貸し出し
通話料
貸出料

0120-511 -157

公益財団
法人

☎

推定年間
換算線量 0.67mSv/y令和

元年度

動範囲・パターンが似ていると測定
値が近い場合もありますが、何かし

ら違うと家族でも差が生まれますし、同
一人物でも同じことが言えます。

行
期間測った方が信頼性の高い結果を
得られますが、防犯ゲートなどの電

磁波による誤作動の影響も大きくなりや
すいので注意しなければなりません。

長

お宅まで機器をお
届けします。¥０

土曜
日曜
祝日

測定値 470.29μSv

今年度は、防犯ゲートのあるお店に行く
ことが多かったそうで、この防犯ゲートに
よる線量計の誤作動が測定結果を上昇させ
た要因の一つに考えられます。
▶そのようなお店へ行く時は個
人線量計を一時的に外すよう
にしました。

推定年間
換算線量 0.74mSv/y令和

２年度

個人線量計の測定データより抜粋

■令和２年度測定期間4/1～12/24【268日間】

あるご夫婦のケースです。各々の職場の場所は近いうえ勤務時間は同一です。
そして同じ家に住んでいるのですが、測定値に若干の差がありました。

職業▶事務職
職場▶川俣町役場 居住地▶旧町内

職業▶食品の放射能検査
職場▶春日診療所 居住地▶旧町内

食品の放射能検査業務担当者の中で、昨年より測定結果が高くなった方がいま
した。昨年と何か変わったことがあったのでしょうか。

▶休日や終業後における行動パターンの違いが多くありました。ちなみに仲
　が悪いわけではないそうです。

平日▶午前９時～午後５時まで
お

/y
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飲用水<井戸水等>放射性物質検査結果について

●基準値：飲用水10Bq/kg ●測定下限値：セシウム134・137各1Bq/kg以下

非破壊式放射能検査所で飲用水の受付を行っています（ただし、測定は放射性物質検査
センターに運搬して行います）のでご利用ください。

“なぜ放射性セシウムを他と区別して測れるの？”
意外と知られていない放射線のエネルギー単位

射性セシウム（Cs-137）のガンマ
線がセンサーに入射される度に、そ

のエネルギー領域（約662keV 左側ハ
イライト部分）に積み上げられ山のよう
に盛り上がっていきます。

然核種であるK-40（カリウム40）
もエネルギー領域（約1461keV 右

側ハイライト部分）に同様の処理がなさ
れます。このように弁別して分析できる
のが放射能測定器の特徴です。

放 天

＞放射能測定のちょっと難しい話

放射線のエネルギーは電子ボルト【eV／エレクトロンボルト】という単位で表現されま
す。放射性物質の種類（核種）によって放つ放射線（ガンマ線）のエネルギーは決まっ
ており、これをもとに核種を特定します。食品の放射能測定ではkeV（1eV×1000）を
用います。

盛り上がった部分を分析し、どの核種が何Bq含まれているか算出します。
そして、そのBq値を1kgあたりの値に換算（Bq/kg）して表示します。

これまでの依頼品において放射性セシウム134及び137は検出されておりません。
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№ 測定地点（測定高：表記のないものは1m） 測定値
【μSv/h】

1 川俣幼稚園 (50cm) 0.085 
2 川俣 すみよし保育園 (50cm) 0.066 
3 川俣小学校 (50cm) 0.082 
4 川俣南小学校 (50cm) 0.090 
5 川俣南幼稚園 (50cm) 0.085 
6 川俣中学校 0.091 
7 川俣町中央公民館 0.096 
8 川俣町役場 0.039 
9 川俣 わいわいクラブ (50cm) 0.076 
10 川俣大作児童遊園 (50cm) 0.167 
11 川俣町中央公園 0.140 
12 川俣壁沢団地(50cm) 0.072 
13 川俣七窪団地(50cm) 0.070 
14 川俣賤ノ田団地(50cm) 0.087 
15 川俣鉄炮町 0.061 
16 鶴沢 富田小学校 (50cm) 0.084 
17 鶴沢 富田幼稚園 (50cm) 0.071 
18 鶴沢公民館 0.097 
19 鶴沢 道の駅川俣 0.098 
20 遠西集会所 0.073 
21 川俣ふもとがわ団地(50cm) 0.140 
22 小神公民館 0.078 
23 川俣町体育館 0.108 
24 東福沢 農村広場 0.091 
25 西福沢 福沢公民館 0.151 
26 西福沢 川俣町美術館 0.081 
27 福沢栗和田コミュニティーセンター 0.094 
28 福沢西方コミュニティーセンター 0.158 
29 東福沢才ノ神県道二本松川俣線 0.152 
30 東福沢上中コミュニティー消防センター 0.136 
31 羽田 福田小学校(50cm) 0.076 
32 羽田 福田幼稚園(50cm) 0.101 
33 羽田 福田公民館 0.061 
34 羽田柿ノ久保 0.118 
35 秋山集会所 0.105 
36 秋山駒ザクラ休憩所 0.153 
37 秋山板橋【霊山町境界】 0.193 
38 芦沼田コミュニティー消防センター 0.144 
39 小島公民館 0.067 
40 小島下ノ町集会所 0.169 
41 小島水境山【月舘町境界】 0.310 
42 小島田代コミュニティーセンター 0.116 
43 小島小ヶ坂集会所 0.135 

№ 測定地点（測定高：表記のないものは1m） 測定値
【μSv/h】

小島 44 小島新関前 0.148 
45 飯坂小学校 (50cm) 0.091 
46 飯坂 川俣高校 0.078 
47 飯坂 峠の森自然公園 0.090 
48 飯坂水境【飯舘村境界】 0.236 
49 飯坂入組集会所 0.155 
50 飯坂小柞ヶ作 0.108 
51 飯坂中道団地(50cm) 0.079 
52 大綱木公民館 0.073 
53 大綱木境木トンネル前 0.076 
54 大綱木下組集会所 0.146 
55 小綱木公民館 0.068 
56 小綱木仲田多目的集会所 0.107 
57 小綱木消防コミュニティーセンター 0.120 
58 小綱木東大柴 0.192 
59 小綱木上菅立目 0.239 
60 小綱木若松 0.168 
61 小綱木後沢 0.146 
62 小綱木長滝 0.231 
63 山木屋3区 戸草集会所 0.069 
64 山木屋乙8区コミュニティーセンター 0.261 
65 山木屋9区 田代集会所 0.091 
66 山木屋駐在所 0.089 
67 山木屋4区コミュニティーセンター 0.117 
68 山木屋小学校・中学校 0.105 
69 山木屋中学校跡地 0.113 
70 山木屋篭世戸山【国道114号沿】 0.170 
71 山木屋行合道交差点【国道114号沿】 0.118 
72 山木屋水境【浪江町境界】 0.347 
73 山木屋田代・羽附境【浪江町境界】 0.145 
74 山木屋下田代【二本松市境界】 0.125 
75 山木屋大沢山【国道114号沿】 0.173 
76 山木屋長橋 0.144 
77 山木屋比曾境【飯舘村境界】 0.376 
78 山木屋木ノ間山 0.603 
79 山木屋1区集会所 0.170 
80 山木屋甲2区集会所 0.128 
81 山木屋乙2区集会所 0.228 
82 山木屋5区集会所 0.202 
83 山木屋7区集会所 0.116 
84 山木屋甲8区集会所 0.132 
85 JAふくしま未来山木屋支店 0.093 

  

測定月日▶2021.2.1
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