
知ろう！ 考えよう！  
親子で学ぶ、食品中の放射性物質 

秋 津  裕 
あきつ  ゆたか 

出展：消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省 

夏休み2017 宿題・自由研究大作戦！ 



放射線ってなに？ 

放射線の基礎知識 

 

ほうしゃせん 



私たちは何からできている？ 

3 



すべての物質のもとは何？ 

4 

元 素 
げ ん   そ 



地球の誕生 

5 



地球の歴史 

6 

40 30 0 10 20 46 

現代 

46億年前 32億年前 6億年前 

地球に閉じ込められた元素の中には、すでに

安定していて変化しないものと不安定なもの

があります。不安定なものはエネルギーを   

放出しながら安定なものへと変わっていきます。 

この時放出されるエネルギーが… 

放射線 です。     

1億年前 



キーワード その１ 

放射線はエネルギーである 
ほう しゃ せん      

7 



元素の名前は 
陽子の数で決まる 

P n 
P 

n 

P 
n 

n P 
n 

P 

原子のすがた 

n 

P 陽子 
  

 

中性子 
 

 

電子 

強い相互作用＝核力 
そうご さよう     かくりょく 

8 



原子核の崩壊（壊変） 

9 Google画像検索から 原子核 崩壊, http://blog.goo.ne.jp/tetsu7191/e/3dfeb45296eff1f320c094f48e1adde4 



電離（でんり）と励起（れいき） 

10 出典：放射線学入門(産業医科大学医学部放射線衛生学講座）, 次のHPより引用 http://icchou20.blog94.fc2.com/blog-entry-427.html?sp 



ウランが安定するまで 

11 

         あんてい 

 ウランは放射線を出して、別の原子
に変わります。 

その原子も放射線を出して、さらに別
の原子に変わります。 

このように、原子が放射線を出しなが
ら、次々と別の原子に変わって行き、
最後に鉛になって落ち着きます。 

ウランを含む地中には、このような放
射性物質も含まれています。 

 

環境科学技術研究所 広報・研究情報室 ＜kanken@ies.or.jp＞  



半減期（はんげんき） 
放射線を出す能力は 時間とともにへっていく 

12 

200個 

100個 

50個 

環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成27年度版, p.11 



主な放射性物質の半減期（はんげんき） 

13 

放射性物質 放出される放射線 半減期 

 トリウム系列 α, β, γ 141億年 

 ウラン系列 α, β, γ 45億年 

 カリウム40 (K-40) β, γ 13億年 

 プルトニウム239 (Pu-239) * α, γ 24,000年 

 炭素14 (C-14) β 5,730年 

 セシウム137 (Cs-137) * β, γ 30年 

 ストロンチウム90 (Sr-90) * β 29年 

 セシウム134 (Cs-134) * β, γ 2.1年 

 ヨウ素131 (I-131) * β, γ 8日 

 ラドン222 (Rn-222) α, γ 3.8日 

* は人工放射性物質           α：アルファ線、 β ：ベータ線、 γ ：ガンマ線 
環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成27年度版, p.8 



身のまわりの放射線 

放射線の基礎知識 

 

み               ほうしゃせん 



放射線は電波の仲間 

15 

ほうしゃせん  でんぱ    なかま 

文部科学省 放射線等に関する副読本 中学生用, http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/attach/1314159.htm 



身のまわりの放射線 

16 

 宇宙から 

 太陽から 

 地面から 

 建物から 

 空気から 

 食べ物から 

 

み              ほうしゃせん 



宇宙から 太陽から 

17 

う ちゅう           たいよう 

環境科学技術研究所 広報・研究情報室 ＜kanken@ies.or.jp＞  



地面から  

18 

ラドン 
ラジウム 

カリウム
40 

ウラン 
トリウム 

環境科学技術研究所 広報・研究情報室 ＜kanken@ies.or.jp＞  

ぢ めん 



建物から 

19 

カリウム
40 

ウラン 
トリウム 

たて もの 

環境科学技術研究所 広報・研究情報室 ＜kanken@ies.or.jp＞  



空気中から 

20 

ラドン 

くう  き  ちゅう 



食べ物から             (単位：Bq/kg) 

21 
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イラストはGoogle画像より引用 

た   もの 



食べ物から             (単位：Bq/kg) 

22 

2000 

700 

30 

200 

400 
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30 

10 50 

イラストはGoogle画像より引用 

た   もの 

体重 60kgのおとな 

約 7000Bq（ベクレル） 



身体の中 食べ物から 

23 

体内の放射性物質 

体重60kgの場合 

カリウム40 ※１ 4,000Bq 

炭素14 ※２ 2,500Bq 

ルビジウム87 ※１ 500Bq 

鉛・ポロニウム ※３ 20Bq 

※１
※２ 
※３ 

地球起源の核種 
宇宙線起源のN-14由来の核種 
地球起源ウラン系列の核種 

食品中の放射性物質 
（カリウム40）の濃度 

米 30  牛乳 50  牛肉 100  魚 100 
ドライミルク 200 ほうれん草 200
ポテトチップス 400 お茶 600 
干ししいたけ 700  干し昆布 2,000 

（Bq/kg） 

出典：（公財）原子力安全研究協会「生活環境放射線データに関する研究」（昭和58年）より作成 

体重60kgの大人  7000ベクレル 
このうち10％はガンマ線で身体の外へ出ている。 
一方、90％はβ線だから 身体の中に留まっている。 



自然放射線 

24 

宇宙から 0.4 mSv     

大地から 0.5 mSv     

空気中から 1.2 mSv     

食べ物から 0.3 mSv     

合 計   
 2.4 mSv 

１年間 (世界平均） 

出典：原子放射線の影響に関する国連科学委員（UNSCEAR）2008年報告 
（財）原子力安全研究協会「新版生活環境放射線（国民線量の算定）」（2011年） 

日本 2.1 mSv + 医療 3.9 mSv = 6 mSv/年 
い りょう 

し  ぜん ほうしゃせん 



大地の放射線 日本 

25 

自然放射線の空間線量率 

ナノグレイ/時（ミリシーベルト/年）  
実効線量への換算には0.7シーベルト/グレイを使用 

出典：日本地質学会ウェブサイトより 
環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成27年度版, p.63 

だいち   ほうしゃせん     に  ほん 



大地の放射線 世界 

26 

ナノグレイ/時 （ミリシーベルト/年） 
実効線量への換算には0.7シーベルト/グレイを使用 

出典：国連科学委員会（UNSCEAR）2008年報告書、  （公財）原子力安全研究協会「生活環境放射線」(平成23年)より作成 
環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成27年度版, p.62 

だいち   ほうしゃせん     せ かい 



各国平均の 自然放射能による 年間被ばく量の比較 

27 

2.09 

日本平均公表値 

北欧 

2.42 
世界平均公表値 

スペイン 

川合 將義,ら：日本原子力学会2014年秋の大会予稿集（2014年9月8～10日，京都大学） 
国連科学委員会 UNSCEAR 2000レポートデータに基づく評価 日本で一般人の基準とされる1mSvを加えた場合3.09mSvです 

日本 

かくこく へいきん  しぜん ほうしゃのう      ねんかん ひばくりょう      ひかく 



キーワード その2 

放射線は、身のまわりにある 

28 

ほう しゃ せん         み 



放射線のとくちょう 

29 

わからないものは 
こわいもの？？ 

ほうしゃせん 

① 見えない 

② さわれない 

③ におわない 

④ 聞こえない 

⑤ 味がない 

⑥ ものを通りぬける（光と同じ） 

⑦ 測ることができる 



放射線の単位と言葉の使い方 

放射線の基礎知識 

 

ほうしゃせん    たん い    こと ば    つか  かた   



放射線の単位 

31 

Bq 
ベクレル 

放射線を出す強さ   
（＝放射能）を表す単位 。 
放射性物質が1秒間に
何個の放射線を出すか。 

Gy 
グレイ 

人やものにどれだけ放射
線のエネルギーが与えら
れたかを表す単位。 

もの 

Sv 
シーベルト 

放射線防護のためにも
ちいる単位。 
放射線の種類と臓器・ 
組織の違いの二つの  
加重係数をもちいて算出。 

1/1,000 ｍ    /年 

1/1,000,000 μ    /時 

ほうしゃせん      たん い 

イラストはGoogle画像より引用 



放射線・放射性物質・放射能 

 

 

ほうしゃせん 

放射線 

ほうしゃせいぶっしつ 

放射性物質 

ほうしゃせん      ほうしゃせい ぶっしつ   ほうしゃのう 

この物質から，放射線が出ています． 

この物質には放射線を出す能力， 

放射能がある放射性物質です． 

ぶっしつ    ほうしゃせん        のうりょく  

ぶっしつ     ほうしゃせん 

ほうしゃのう      ほうしゃせい ぶっしつ 



くらしの中の放射線利用 

放射線の基礎知識 

 

ほうしゃせん り よう    



放射線の利用 

34 

レントゲン 写真  
さっきん 

殺菌  

    ひんしゅ 

品種かいりょう 

     め 

ジャガイモの芽止め 

イラストはGoogle画像より引用 

ほうしゃせん       り よう 



キーワード その3 

放射線は 

生活に利用されている 

35 

ほう   しゃ  せん 

せい かつ     り  よう 



原子力災害 

東京電力福島第一原子力発電所事故 

 

げんしりょく さいがい    

とうきょうでんりょく ふくしまだいいち げんしりょく はつでんしょ じこ 



2011年3月11日 東北地方太平洋沖地震 
津波によって原子力発電所の全ての電源がなくなりました 

37 秋津裕、はじめまして ほうしゃせん, 原子力安全システム研究所(福井), 2013 

とうほくちほう たいへいよう おきじしん 



福島第一原子力発電所の建屋の一部が水素爆発
でこわれました 

38 秋津裕、はじめまして ほうしゃせん, 原子力安全システム研究所(福井), 2013 

ふくしま だいいち げんしりょくはつでんしょ たてや   いちぶ    すいそばくはつ 



大量の放射性物質が環境へ放出されました 

39 
秋津裕、はじめまして ほうしゃせん, 原子力安全システム研究所(福井), 2013 

たいりょう  ほうしゃせいぶっしつ  かんきょう   ほうしゅつ 



おおぜいの人々が 避難しました 

40 イラスト:秋津裕、はじめまして ほうしゃせん, 原子力安全システム研究所(福井), 2013 
グラフ：福島民報, 2016.10.26, 東日本大震災 「福島第一原発事故」アーカイブ, 子ども(18歳未満）の避難者838人
減の2万2660人, http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/12/post_12771.html. 

                             ひとびと     ひなん 



自然放射線 と 事故で放出された放射線は、 

おなじ放射線なのに なにがちがったのでしょう？ 

41 秋津裕、はじめまして ほうしゃせん, 原子力安全システム研究所(福井), 2013 

しぜんほうしゃせん    じ こ      ほうしゅつ       ほうしゃせん 



火が 多すぎると・・・ 
水が 多すぎると・・・ 

42 秋津裕、はじめまして ほうしゃせん, 原子力安全システム研究所(福井), 2013 



放射線も多すぎたら危険 

43 
イラストはGoogle画像より引用 

ほうしゃせん   おお           き けん 



キーワード その4 

なんでも多すぎると危険 

44 

おお                  き  けん 



不要なひばくを ふせぐ方法 
ふ よう     



放射線に関係する ことば 

46 



不要な放射線を受けないために 

47 

ふ よう   ほうしゃせん    う     

 

 外部被ばくをふせぐ 
からだの外がわから放射線をうけない 

 

 

 内部被ばくをふせぐ 
汚染されている物を こきゅう、飲食、 

きず口から からだの中に取り込まない 

 食品安全委員会：自然放射線以外で生涯累積線量
100mSv (2011年10月27日)   



放射線の体内での透過力 

48 

空気中で飛ぶ距離 外部被ばく 

α線 
粒子（ﾍﾘｳﾑ原子核） 

（１兆分の１cm） 

 
 

 
 

β線 
粒子（電子） 

 
 

 
γ線・Ｘ線 

 

１～10cm 
数～数十μm（マイクロメートル） 

数m 
(エネルギーによる) 

数十m～ 
(エネルギーによる) 

数mm 

＋ 

数cm〜 
(エネルギーによる) 

環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成27年度版, p.21. 

ほうしゃせん   たいない     とうかりょく    



不要な外部被ばくをふせぐ（しゃへい） 

49 

ふ よう     がいぶ   ひ     

イラストはGoogle画像より引用 



不要な外部被ばくをふせぐ（きょり） 

50 

ふ よう     がいぶ   ひ     

イラストはGoogle画像より引用 



不要な外部被ばくをふせぐ（時間） 

51 
イラストはGoogle画像より引用 

ふ よう     がいぶ   ひ     



不要な外部被ばくをふせぐ方法 

52 

① しゃへい ：放射線をさえぎるもので ふせぐ 

② きょり  ：放射性物質から はなれる 

③ 時 間 ：被ばく時間を 短くする 

 

文部科学省 放射線副読本小学校教師用解説書, p. 6, 2011,  http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/09/09/1339125_9.pdf 

ふ よう     がいぶ   ひ     



除染（じょせん） 

53 除染情報プラザHPより http://josen-plaza.env.go.jp/report/report_120809.html, Accessed Oct.19 



不要な放射線を受けないために 

54 

 

 外部被ばくをふせぐ 
からだの外がわから放射線をうけない 

 

 

 内部被ばくをふせぐ 
汚染されている物を こきゅう、飲食、 

きず口から からだの中に取り込まない 

 食品安全委員会：自然放射線以外で生涯累積線量
100mSv (2011年10月27日)   

ふ よう   ほうしゃせん    う     



内部被ばくの道すじ 

55 

 
 からだの中の放射性物質は 
体内で放射線を出して，       
エネルギーがへっていきます 

 

 特定の 臓器に たまることが
あります 

 

 うんち・おしっこなどと       
いっしょに，じょじょに からだ
の外へ出ます 

 

 

肺 

口 

経皮 ひふ 

吸入･経口 すいこむ・くち 

鼻 

放射性物質 

創傷 きず 

環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成27年
度版, p.27.  をもとに，筆者改稿． 

ないぶ  ひ                  みち    



食品中の放射性物質に関する指標について 

56 コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の保護等を目的として、1963年に設置された国際的な政府
間機関 

しょくひんちゅう ほうしゃせいぶっしつ  かん      し ひょう    



57 

福島県では 今・・・ 
ふく しま けん           いま 



福島県における米の全袋検査 

58 環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 下巻, 平成28年度版, p.96. 

QRコードで検査結果を確認可能 

「ふくしまの恵み安全対策協議会
（https://fukumegu.org/ok/kome）」 

合格した玄米に 

検査済ラベルをはる 

検査済みラベル（玄米用） 

ふくしまけん             こめ   ぜんぷくろけんさ 



放射性セシウムは土にくっつきやすい 

59 奥村雅彦ほか, 粘土鉱物へのセシウム吸着機構解明（2）第一原理計算による原子・分子レベルの吸着挙動解析, 日本原子力学会誌, vol.56, no.6, 2014, p.20-25, Retrieved from 
http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/fukyu/review_jp/2014/1_7.html, Accessed July 4, 2017. 

ほうしゃせい             つち 

表面の土に 放射性セシウムが 
 くっついたまま とどまっている 



工夫１ 反転耕（はんてんこう） 

60 消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 32, ブラウ（耕起作業機）による反転耕（30cm）, 出典：農林水産省, 食品と放射能. 



工夫１ 反転耕（はんてんこう） 

61 消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 32. 

表面の土をはぎとり 
上のほうの土と 約30cm深いところの土を 
上下入れかえる 



工夫１ 反転耕（はんてんこう） 

62 消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 32. 

上下の土が 入れかわった 



工夫１ 反転耕（はんてんこう） 

63 消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 32. 

作物の根が 放射性セシウムが  
とどまっている土のところまで とどかない 



工夫2  放射性セシウムの吸収をおさえるカリ施肥 

64 消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 32. 

ほうしゃせい           きゅうしゅう               せ   ひ 

作物のえいようとなる カリウムと 
セシウムは 性質（せいしつ）が      
にている． 



工夫2  放射性セシウムの吸収をおさえるカリ施肥 

65 消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 32. 

カリウム 

ほうしゃせい           きゅうしゅう               せ   ひ 

カリウムが少ないと  
セシウムもとりこんでしまう 
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工夫2  放射性セシウムの吸収をおさえるカリ施肥 

66 消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 32. 

ほうしゃせい           きゅうしゅう               せ   ひ 

カリウムを たっぷりあげると
セシウムを 取りこむことを  
おさえる効果がある 

カリウム 



工夫3 

くだもの樹の表面についた放射性セシウムをとる 
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 柿の高圧洗浄  ナシの粗皮削り 

き   ひょうめん        ほうしゃせい 

農林水産省「食品中の放射性物質検査結果について」より作成 農林水産省 

環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成28年度版, p.91. 



工夫3 

くだもの樹の表面についた放射性セシウムをとる 
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 柿の高圧洗浄  ナシの粗皮削り 

き   ひょうめん        ほうしゃせい 

農林水産省「食品中の放射性物質検査結果について」より作成 農林水産省 

環境省 放射線健康管理担当参事官室, 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構, 放射線医学総合研究所, 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 上巻, 平成28年度版, p.91. 



さまざまな努力の結果、放射性セシウムから受ける線量は 
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どりょく   けっ か   ほうしゃせい                          う     せんりょう 

１年間で食品中の放射性セシウムから受ける線量は、食品衛生法に基づく基準値を設定した際の根拠とした線量である１mSv（ミリシーベルト）/年の１%
（0.01mSv/年）を下回りました。調査方法：マーケットバスケット（MB）方式（流通食品での調査），陰膳方式（家庭の食事での調査） 
消費者庁 食品と放射能 Q&A 平成29年3月改訂, p. 50. 

基準値（1mSv/年）の100分の1以下になりました． 
き  じゅん ち  ミリシーベルト           ぶん    い   か  



今でも 食べ物の中の放射性物質の検査を      
日本全体でおこなっている 
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 特にピンクの地いきでは 計画を  
立てて検査している 

 野生の きのこ，さんさい，鳥，  
けもの の肉は，今でも基準値を 
こえるものがあり，注意が必要 

ほうしゃせいぶっしつ  けん さ 



キーワード その5 

不要な放射線を 

ふせぐ方法がある 

71 

ふ  よう    ほう しゃ  せん 

ほう  ほう 



被ばく線量の比較 
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100 

10 

1 

0.01 

0.1 

1000 

10000 

単位：mSv 
ミリシーベルト 

一人あたりの自然放射線 
世界平均 2.4mSv/年 

ラムサール（イラン） 
ガラパリ（ブラジル） 
ケララ（インド） 
陽江（中国） 

東京ーニューヨーク往復 

胸のX線1回 
（集団検査） 

胃のX線1回 
（精密検査） 

(独)放射線医学総合研究所資料（2013）、並びに生活習慣の発がんと放射線による発がんの相対リスク(対象40-69歳の日本人 (独)国立がん研究センター2011）の資料をもとに作成。 
秋津 裕,内海博司:特別企画「知っていますか,放射線」,環境と健康,27(4),443-458,(2014). 

100 mSv 
野菜不足 

運動不足・塩分とりすぎ 

喫煙・飲酒・肥満・やせすぎ 他の発がんリスク 

ひ        せんりょう  ひ かく 



健康な からだづくり 

73 

 

 からだを うごかそう 

 バランスよく 食べよう 

 楽しく はなしをしよう 

 健康診断を うけよう 

イラストはGoogle画像より引用 

けんこう 



放射線のまとめ 
1. 放射線は 、宇宙がはじまり 、地球が生まれた時からあります。 

2. 不安定な元素はエネルギーを出しながら安定な元素に変わります。     
この時 放出されるエネルギーが放射線です。 

3. 私たちのまわりには放射線があり 、いきをすったり，のんだり食べたりして    
からだに とりこんでいます。 1年間で2.4mSv。 

4. 放射線は生活に利用されています。 

5. 放射線の種類と量が同じなら 自然放射線も人工放射線も人へのえいきょう
は同じです。 

6. 外部被ばくをふせぐ方法は、しゃへい・きょり・時間です。 

7. 内部被ばくをふせぐ方法は、からだの中に放射性物質をとりこまないことです。 

8. 100mSv以下の放射線による人へのえいきょうは、ふつうの生活しゅうかんに
よる  からだへのえいきょうと、区べつをつけるのがむずかしいくらい            
小さいです。 

9. 放射線はあるかないかではなく、その種類と量が 環境にどの様に存在して
いるかを知ることが重要です。 



風評被害を考える 
ふうひょうひがい   かんが    
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東京新聞，2011.9.25, P.3     

* 山沢弘実・名古屋大大学院教授（環境放射能），中日新聞，2011.9.27 

復興祈願 福島県産花火 

 80 発／2000発 

20 件 

3500 件 

10m上空打上げ        0.05 Bq/m3*  

日本の標準 
空間放射能濃度 

 5～100 Bq/m3 

食品規制値                  100 Bq 

イラストはGoogle画像より 

2 発 

Cs 137 50 Bq 

注：写真は新潟煙火工業株式会社HPより．記事とは関係ありません． 

これからの社会を生きるには、 リスクが全く

ない『ゼロ』ということは ありえない。 

科学的に調べた結果をもとに、どうするのが

一番良いかを 考えることが大切。 



私たちにできることは何でしょう？ 
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学ぶ 

知らない 

調べる 

考える 

伝える 
話し合う 

判断する 

決断する 



キーワード その6 

調べて 比べて 考える 
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し ら          く ら          かんが 



放射線を測ったり， 

飛跡（ひせき…とんだあと）を見たり 

してみましょう 
  

79 



簡易放射線計測器「はかるくん」 
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かんい ほうしゃせん けいそくき 

0.045   
マイクロ 
シーベルト  毎時 

μSv/h 

「はかるくん」は精密機械です 
落とさない・ふらない・ぶつけない・水につけない 

イラストはGoogle画像より引用 

 1年間に受ける線量に換算すると… 

    0.045μSv/h X 24時間 X 365日 ÷ 1000  
＝ 0.394 mSv/y 

参考：放射線被曝量 単位/時間計算機  http://www.nap.st/radiation_exposure_per_time/#result 



霧箱：放射線の飛跡観察と道具 

81 

きりばこ   ほうしゃせん       ひせき  かんさつ  どう  ぐ 

 角型ガラス容器  

（22cm×26cm) + フェルト布 

 線源 ラジウムボール3粒入り 

 モナザイト 

 ランタンマントル  

 注射器(ランタンマントル入り) 

 サランラップ（容器カバー用） 

 受け皿(発泡スチロールなど) 

 無水エタノール(99.5% 500ml) 

 LEDライト 

 プラスチック定規（静電気除去用） 

 ドライアイス（冷却用 霧箱1個に1kg
スライスの1/2使用） 

 ドライアイスを扱うための軍手、木槌 

埼玉県立深谷高等学校HP, 平成27年度文部科学省委託事業 「科学的な理解をすすめる放射線教育セミナー」 (エネ理研）, http://www.fukaya-h.spec.ed.jp/?page_id=166 


