
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 

65 



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 

67 

 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. 


