
光の反射・屈折 

 

Ⅰ 身近な生活や科学技術に関連させた全反射の観察・実験例 

 
１ 全反射の観察・実験のあらまし 

  全反射の学習では，一般的に水中から水面を見上げた時，金魚が水面に映っているということが

導入題材として使われる。教科書には写真も掲載されており，生徒にとって，比較的身近なものと

して捉えやすい題材となっている。 
近年では光ファイバーを用いた通信技術が普及している。ＣＭなどでもよく目にする光通信。実

際に自宅が光通信でつながれているという生徒も少なくない時代になった。生徒にとってインター

ネットは，今最も興味深く，関心を持っている分野の一つといっても過言ではない。光通信はまさ

に，本題材である全反射の現象を用いた通信である。今学んでいる事柄が，現代の発達した通信技

術の最先端に通じるとなれば，題材に対する意欲や知識の定着もより深いものになるだろう。 
現代の技術が生まれるずっと前から，松明の光による通信に代表されるように，光は通信技術と

して利用されている。しかし，既習の「光の直進」の範囲からは抜け出すことのない距離（数 km）

の通信でしかなかった。光ファイバーケーブルは自由自在に曲げることができる。このことは通信

技術の進歩に大きな影響を与えることとなった。 
 ガラス棒をガスバーナーで熱し，柔らかくなったところをのばすと細いガラス線ができる。この

ガラス線を切り出すと，簡易な光ファイバーができる。実際に自分でつくった光ファイバーで光通

信を体感することで，光ファイバーの素材自体は特別なものではなく，ごく身近にあるものを使っ

た偉大な発見であることを感じることができる。それにより，題材に対する理解や理科の有用性の

高まりが期待できる。 
 
２ 準備するもの 

（１）器具 

  ・ガラス棒（φ6mm 20cm 程度）（1 人 1 本） 
  ・軍手（1 人 1 組） 
  ・保護眼鏡（1 人 1 つ） 

・ガラス細工用ヤスリ（班で 1 個） 
 ・LED 光源（班で 1 つ） 
 ・カラーセロハン各色（班で数色） 

         ガラス棒はφ6mm が扱いやすい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       綿 100％が燃えにくくてよい        密着するタイプが望ましい 
 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

  本実験では簡単なガラス細工を行う。ガスバーナーでガラス棒を熱し，温度は瞬間的に数百℃に

及ぶ。十分に注意を喚起しておく必要がある。ガラスは熱伝導率が小さいため，20cm 程のガラス

棒の両端を持ち，中心を熱すれば両端まで熱が伝わることはない。そのため，素手でも作業はでき
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るが，危険に対する意識づけと万が一のことも考えて軍手を必ず着用させる。生徒はガラスが柔ら

かくなる感触に感動し，興奮気味に作業を行う。だからこそ，事前の安全指導が重要だと考える。

また，ガラスを伸ばした後細くなったガラス線を切る時も十分注意が必要である。細い竿のように

ふるまうガラス線が目などに入ることも十分に予想される。保護眼鏡の着用を徹底させたい。 
 

４ 観察・実験の手順・様子 

（１）光ファイバーの作成 

 ア 保護眼鏡を着用し，軍手をはめた手でガラス棒の両端を 
持ち，ガスバーナーで熱する。 

 
 
 
 イ 加熱部分が柔らかくなってきたら，一定のスピードでガ 

ラス棒を引っ張る。（勢いよく引っ張りすぎるとできるガラ  熱して引っ張ったガラス棒の片端 
ス線が細くなりすぎるので注意する。） 

  ※太さ 0.3ｍｍ程度（シャープペンの芯より少し細い程度） 
   がよい。 
 
 ウ 冷えてから細くなった部分をガラス細工用ヤスリで，長 

さ 40cm に切り出す。 
  ※あらかじめ 40cm のひもなどを用意しておくとよい。 
 
                               ヤスリで 40cm 切り出す 

 
（２）光ファイバーでの通信体験 

 上記の作業を全員が行うことで，班で数本のガラス線が

できる。これを束にしてセロハンテープでとめる。一方に

カラーセロハンをかぶせた LED 光源をあてるともう一方

の先端がかぶせたセロハンの色に光る。ガラス線を折らな

い程度にしならせても光は確実にもう一方に伝わることが

確認でき，通信体験ができる。 
                              ガラス繊維の先端が光る様子 

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

  本実験は『全反射』の学習の補足的側面を持っている。既習の『全反射』という現象を利用した

科学技術の紹介と実際の体験が主となる。光ファイバーによる通信は電磁誘導のノイズがなく，安

定した通信技術である。現代では光ファイバーケーブルが世界中に張りめぐらされており，発達し

た通信社会を支えていることを強調したい。 
  しかしながら，光ファイバーケーブルには，ステップ型（全反射）とグレーデッド型（屈折）と

いう形式があり，使い分けられている。時間があればその点も取り上げるとよい。 
  作成したガラス線についてはケガの原因ともなるので回収する。 
 
６ 器具の扱い方等 

（１）指導（準備） 

ア 使用するガラス棒はよく洗い，水気は拭き取っておく。 
イ カラーセロハンは適当な大きさに切っておき，生徒が好きなものを選べるようにしておく。 

（２）安全面 

ア 軍手を必ず着用させる。火から外して伸ばした後も，しばらくは熱いので注意する。 
 イ 細くなったガラス線は先端が目に入ると危険であるため，保護眼鏡を着用させる。また，指な

どを傷つけることもあるので注意させる。 
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Ⅱ 指導の例 

 
１ 単元名 光の反射・屈折（補充的な学習） 

 
 
２ 単元のねらい 

  ここでは，光の反射や，屈折，凸レンズの働き，音の性質に関して課題を明確にして実験を行い， 

結果を分析して解釈し，規則性を見出させ，日常生活や社会と関連付けて理解させること。 

 

３ 指導計画（全６時間） 

  光の進み方（１時間） 

  光の反射（２時間） 

  光の屈折（３時間）本時３／３ ※本時は補充的な学習となる。 

 

４ 学習問題 

  

 ガラス棒（かくはん棒）でつくった光ファイバーで光通信ができるか。 

 

 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

  ・全反射という現象を利用した科学技術である光ファイバーに関心を持ち，その原理を指摘する

ことができる。 

（関心・意欲・態度） 

 

  ・作業の留意点をしっかりと聞き，簡易的な光ファイバーを作成することができる。 

                                   （観察・実験の技能） 

 

（２）展開                           ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ ファイバーツリー（クリスマスツリー）を観察し，

繊維の先端が光っている原理を考え，発表する。 

・繊維の中を光が全反射を繰り返し，先端まで伝わって

いる。 

 

２ この光ファイバーの技術は電飾のほかにどのような

場面で利用されているかを考え，発表する。 

・インターネット 

・光通信 

・光テレビ  など 

 （利点） 

・速い 

・たくさんの情報量の送付が可能 

・通信の安定（電磁波の影響を受けない。） 

 

 

 

 

・教室に暗幕を引き，観察させる。 

・その原理を問い，発表させる。 

※光ファイバーに関心を持ち，その原理を

指摘しようとしている。 

（関心・意欲・態度） 

 

・光ファイバーに関連することを連想的で

もいいので発言させる。 

・インターネット関連の例が出されること

が予想される。その場合，従来の通信と

比べた利点も挙げさせる。 

・光通信の場合，従来の通信ケーブルと違

い，電磁波などの影響を受けにくく，通

信が安定することが知られている。出な

い場合は教師側から付け加える。 

 

 

 

ガラス棒（かくはん棒）でつくった光ファイバーで光通信ができるか。 
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３ ガラス棒を観察し，どうすれば繊維状に細くなるか

を考え，発表する。 

・加熱して伸ばす。 

 

４ 光ファイバーづくりの留意点を確認する。 

  （教師による演示を観察する） 

 

 

 

 

 

 

５ 光ファイバーをつくる。 

①軍手・保護眼鏡を着用する。 

②ガラス棒の中央部分を熱する。 

③柔らかくなったところで左右に引っ張る。 

④冷ました後，できたガラス繊維を切り出す。 

 

 

 

６ 光通信を体験する。 

①LED 光源で繊維の先端に光を当て，もう一方の端を観察

する。 

②LED 光源を色セロハンで覆い，同様の観察を行う。 

③光ファイバーが折れない程度にしならせても光が伝わ

るかを確認する。 

④その他，班でいろいろな通信を行ってみる。 

 

 

７ 観察記録と感想を書く。 

 

 

８ まとめる。 

 

 

 

 

 

９ 片づける。 

・班員分のガラス棒を配布し観察させる。

繊維状に加工する方法を考えさせる。 

 

 

・教卓周りに生徒を集め，演示により留意

点や作業のポイントを説明しながら光フ

ァイバーを作って見せる。 

 【安全に関すること】 

 ○軍手の着用…やけど防止 

 ○保護眼鏡の着用 

 ○ガラス繊維の先端の危険性 

 

・軍手と保護眼鏡を着用しているか。 

・ガラス棒の端を持っているか。 

・伸ばしたのち，十分に冷ましているか。 

・切り出したガラス繊維の先端に留意して

いるか。 

※※留意点を意識し，光ファイバーを作成し

ている。    （観察・実験の技能） 

 

・作業が終了したことを確認した後，暗幕

を引き，室内を暗くする。 

・自作の光ファイバーで光通信体験をさせ

る。 

・繊維をしならせても確実に全反射がおこ

り，光が伝えられることを確認させる。 

・光源を点滅させたりすることで情報を伝

えることができることを体験させる。 

 

・実験を行った記録と感想を記録用紙に書

かせる。 

 

・本時でわかったことを話し合わせ，発表

させる。 

 

 

 

 

・作った光ファイバーは回収する。また，

伸ばしたガラス棒の端も回収する。 

 

 

Ⅲ よりよい観察・実験のために 

 
１ 生徒・教師の失敗例 

（１） 光ファイバーをうまく作ることができない。 

＜対処法＞ 

 ・加熱が不十分のときには繊維は太くなってしまう。また，引くスピードが遅くても太い繊維がで

き上がる。繊維は太すぎればしなやかさがなく，すぐに折れてしまう。また，繊維の側面から光

ガラス棒で作った光ファイバーで光通信はできる。 

細いガラス繊維の中を光が全反射を繰り返して伝わる。 

繊維が曲がっていても確実に光が伝わる。 
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が漏れて伝わりにくい。また，細すぎると LED 光源から光を進入させる角度が難しいといった問

題点も出てくる。さらに，先端が細いと光っている様子も確認しにくい。0.3mm 程度（シャープ

ペンの芯より少し細い程度）がよいと思われる。演示のときにガラスの柔らかさ，引くスピード，

引く時の手ごたえなど，生徒が実際にやりやすいように示してやることが重要である。演示でポ

イントを押さえておけば，生徒に数名の失敗はあっても，班で最低 1～2本は適切な太さのガラス

繊維ができるので，光通信体験は行うことができる。 

 

（２） けが・やけどをする。 

＜対処法＞ 

 ・一番心配されるのはやけどである。加熱時のやけどは意外と少ない。加熱が完了し，ガラス繊維

を切り出すときのやけどには注意が必要である。細くなった繊維は早く冷めるが，ガラス棒の太

い部分の加熱部に近い部分は，しばらくは熱が冷めない。生徒が細い部分を触り，大丈夫と判断

して切り出すときに太い部分を触ってしまうということがあったので，注意する必要がある。 

  また，ガラス繊維の先端や，切り出した後のガラス棒の先端はかなり鋭い。指先に刺さったり，

目に刺さらないように十分に注意する必要がある。光通信体験のときも保護眼鏡の着用が必要で

ある。しかしながら，通信体験のときに軍手を着用すると，細かい作業ができず，ファイバーを

折ってしまったりすることも多くなるので十分に注意して素手で行わせた。 

 

２ 体験談から 

生徒にとって理科の教科書に出てくることが身近な生活とつながることで興味を持ったり，より

学習内容が定着したりすることはよくあります。今回紹介した授業は問題解決的ではありません。

生徒の科学的思考力や自己決定能力を養うという側面からみると不十分な内容かもしれません。し

かし，生徒は一生懸命作業をし，できたものに感動している様子が見られます。このことはとても

貴重な体験であると思っています。 

科学の進歩は疑問の探究と失敗，そしてほんの少しの成功から成り立っています。科学者たちは

きっと，その成功を勝ち得たときの震えるような感動をエネルギー源として日々課題と向き合って

いるのだと思います。理科の授業の中で少しでもそれに近い感動を与えることができたとすれば，

生徒が大人になるまで覚えている体験として記憶に刻まれることでしょう。そんな願いをいだきな

がら本授業を考え，実践しました。生徒が，教科書に載っている事柄が身近な生活や科学技術に密

接していることを実感し，理科の有用性に気づき，科学全体に興味を持つことができればうれしく

思います。 
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凸レンズの働き

Ⅰ 生徒の思考過程によりそった「凸レンズによる像のでき方」の観察・実験例

１ 凸レンズによる像のでき方の実験例のあらまし

凸レンズによる像の学習では，始めに像のでき方の規則性を実験して気付かせ，次に物体（光源）

からの光線の作図によって像のできる位置や大きさの変化を理解させる流れが一般的である。しか

し，作図方法が分かっても，なぜ凸レンズによって像ができるのかといった本質的な理解が深まり

にくいというのが実態である。

そこで，まず物体（光源）から発する光を光源装置を使って視覚化し，凸レンズを通った後の進

み方を観察させることで，光源からの光の収束するところに像（実像）ができることを視覚的に理

解できるようにする。そして，凸レンズによる像のでき方の規則性を調べる実験，作図へとつなげ

ていくことにより，生徒の思考過程がより整理され，凸レンズの働きに関する一連の学習がよりわ

かりやすくなり，学習効果が高まっていくと考えた。

２ 準備するもの

○ 器具（各グループ(４人)で１つ）

・虫眼鏡，紙（白色 Ａ４）

・半切凸レンズ２個

・光源装置 虫眼鏡 紙 半切凸レンズ 光源装置

・光学台，スクリーン（厚紙など）

・ろうそく（凸レンズの大きさにあったもの），マッチ

光学台 スクリーン ろうそく

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

・事前に学習した光の屈折に関する内容をまとめておくように伝える。

空気→ガラスの境界面での屈折 ・・・入射角＞屈折角

ガラス→空気の境界面での屈折 ・・・入射角＜屈折角

４ 観察・実験の手順・様子

（１）凸レンズによる焦点を確認する様子【観察・実験例１】

虫眼鏡と紙を用意し，太陽光のあたる窓側等に移動させ，太陽光に対して

虫眼鏡をおよそ垂直になるよう傾け，紙に焦点がうつるようにする。

（２）凸レンズによる実像（外の風景）を確認する様子【観察・実験例２】

虫眼鏡と紙を用意し，窓の方へ虫眼鏡，逆の方へ紙を設置し窓の外の風景を

紙にうつす。

（３）凸レンズによる光の進み方を確認する様子【観察・実験例３】

半切凸レンズを２個合わせ方眼紙の上に置き，光源装置から次の２つの光線を入射する。

凸レンズの光軸に平行な光線 凸レンズの中心を通る光線
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（４）凸レンズによる像のでき方を調べる様子【観察・実験例４】

ア 凸レンズの焦点距離を測定しておく。

イ ろうそくは，光学台に設置したとき，炎の先が凸レンズの上部付近になるように切って長さを

そろえておく。実験に時間がかかるとろうそくが短くなり，測定がしづらくなるので予備を含め

て，２～３本用意しておく。

ウ ろうそくは，凸レンズから遠い位置から，徐々に凸レンズに近づけていき，そのとき像がはっ

きりとうつる位置にスクリーンを調節する。

２Ｆより遠い位置 ２Ｆ～１Ｆの位置

（５）凸レンズによる虚像を確認する様子【観察・実験例５】

ろうそくを焦点より内側に設置したとき，スクリーン上に像は

できないが，スクリーン側から凸レンズをのぞくと正立の虚像を

見ることができる。

ろうそくの虚像

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

カメラやルーペの原理が凸レンズのはたらきによることを知らせ，さらに近視用のメガネに使わ

れている凹レンズのはたらきについても触れ，日常生活との関連につなげていく。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

光に関する実験なので，理科室内が明るすぎたり，暗すぎたりすると実験に支障が出る。教師

が暗幕や室内灯で適切な明るさに調節するとよい。

（２）安全面

・太陽光を使い焦点を確認する実験では，発火する場合があるので，発火しても危険がないよう

に十分なスペースと防火用の水を用意しておく。

・ろうそくの炎によってやけどをしないよう十分に注意を促すと共に，やけどをした場合，水道

水を患部にあてるなどの処置のしかたについても伝えておく。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 凸レンズの働き

２ 単元のねらい

凸レンズの働きについての実験を行い，物体の位置と像の位置及び像の大きさの関係を見いだす

こと。

３ 指導計画 （全３時間）

凸レンズのはたらき（３時間） 本時１／３，２／３，３／３

４ 学習問題

凸レンズでできる像には，どのようなきまりがあるのだろうか。
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５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・凸レンズによる光の進み方を調べる実験を進んで行い，なぜ凸レンズによって実像ができるの

かを意欲的に探究しようとする。 （関心・意欲・態度）

・物体と凸レンズの距離を変え，実像や虚像ができる条件を調べ，像の位置や大きさ，像の向き

についての規則性を定性的に見いだすことができる。 （科学的な思考・表現）

・物体と凸レンズの距離を変えた時の像のでき方のちがいを作図によって確かめることができ

る。 （観察・実験の技能）

（２）展開 （３時間扱い） ※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ １ 凸レンズの基本的な性質を確認する実験を

行う。（グループ実験） ・直接太陽を見させないようにする。

①理科室の窓側から入る太陽光に対して垂直 ・光が集まった点を「焦点」とよぶことを

に凸レンズをかざし，太陽光を紙上の１点 説明する。

に集める。【観察・実験例１】 ・スクリーンに景色が逆さまにうつってい

②理科室の窓側に，凸レンズと紙（スクリー ることを確認させる。

ン）を設置し，紙上にはっきりと像ができ ・スクリーンにうつったものを「実像」と

るように凸レンズの位置を調節する。 よぶことを説明する。

【観察・実験例２】

凸レンズによって実像ができるのはなぜだろうか。

２ 光源から出た光が，凸レンズを通ってどの ・既習事項である空気とガラスの境界面で

ように進むのか予想し，発表する。（全体） の光の屈折について確認し，予想させる。

・ワークシートの図中に記した光源から凸レ ・凸レンズの長軸に対して垂直で中心を通

ンズまで引いた２つの直線（光軸に平行な る直線を「光軸」とよぶことを説明する。

光線，中心を通る光線）に続く形で，予想

した光線の道すじを引く。

３ 光源から出た光が凸レンズを通ってどのよ ※凸レンズによる光の進み方を調べる実験

うに進むのか調べる実験を行う。（グループ を進んで行い，なぜ凸レンズによって実

実験） 像ができるのかを意欲的に探究している。

【観察・実験例３】 （関心・意欲・態度）

凸レンズによる光の進み方を調べる ・光軸に平行に入射した光は，光軸側へ屈

①光軸に平行な光を入射する。 折することを確認させる。屈折光は，凸

実験結果をワークシートに記入する。 レンズの左右それぞれの表面で屈折する

が，便宜上，凸レンズの長軸上で屈折す

②凸レンズの中心に向かう光を入射する。 るようにして作図させる。

実験結果をワークシートに記入する。 ・凸レンズの中心に向かった光は，そのま

ま直進することを確認させる。

③実験結果から実像ができる理由を考察する。・２つの光線の交点に着目させ，光軸より

上側にあった光が下側に移ったことを確

④まとめをおこなう。 認させる。

・光軸に平行に入射した光線は，焦点を通るように屈折する。

・レンズの中心に入射した光線は，そのまま直進する。

→この２つの光線の交点に実像がうつる。
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４ 凸レンズの焦点距離について知る。 ・凸レンズと焦点までの距離は，それぞれ

・天井の蛍光灯の像を紙にうつしておよその焦 の凸レンズで異なることやその間の距離

点距離を測定する。（演示実験） を「焦点距離」と呼ぶことを説明する。

※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

２

凸レンズでできる像には，どのようなきまりがあるのだろうか。

５ 凸レンズによる像のでき方を調べる実験を

行う。（グループ実験）

【観察・実験例４】

凸レンズによる像のでき方を調べる ・凸レンズの焦点距離を測定させておく。

①光学台の中央に凸レンズを固定し，焦点の ・あらかじめろうそくを光学台に設置した

位置にしるしをつける。 ときに凸レンズの上部付近に炎がおさま

②光学台の一方にスクリーン，もう一方の端 るようにろうそくの長さをあわせて切っ

に火をつけたろうそくを設置する。 ておく。

③像ができるようにスクリーンを動かす。 ・暗幕を閉め，室内を暗くする。

④ろうそくの位置をレンズに少しずつ近づけ，・スクリーン上にはっきりと像がうつる位

像ができる位置を調べる。 置で，レンズから像までの距離や像の大

・ア～エのような像ができる光源とスクリーン きさについて調べさせる。

の位置を調べ，そのときの光源と凸レンズ， ・ろうそくが燃え，短くなったらろうそく

凸レンズとスクリーンの距離をそれぞれ測定 を交換させる。

する。

ア 実物より小さい像 ※物体と凸レンズの距離を変え，できる像

イ 実物と同じ大きさの像 の位置や大きさについての規則性を定性

ウ 実物より大きい像 的に見いだしている。

エ スクリーンに像ができない （科学的な思考・表現）

⑤実験結果をワークシートの表に記録し，気

づいたことや考察を記述する。

考察１:光源の位置と像の位置との関係
考察２:光源の位置と像の大きさとの関係

⑥まとめをおこなう。

・光源を凸レンズに近づけるほど，像の位置は遠くなる。

・光源を凸レンズに近づけるほど，像の大きさは大きくなる。

・光源を焦点より凸レンズに近づけて置くと，像はできない。

・光源の像は，スクリーンに上下左右，逆にうつる。

６ スクリーンに像ができない場合，凸レンズ ・光源が焦点の内側にあるとき，光源の反

を通して光源を見るとどのような像が見える 対側から覗くと，光源が大きく見えるこ

か調べる。（グループ実験）【観察・実験例５】 とを確認させ，その正立の像を「虚像」

と呼ぶことを説明する。
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※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

３

凸レンズによってできる像を作図によって確かめよう。

７ 凸レンズによってできる像をワークシート

に作図する。（個人） ・光軸に平行な光線，凸レンズの中心を通

【実習】凸レンズによる像のでき方を作図する る光線の交点から，できる像の位置が決

～光源の位置～ まることを確認する。

ア 焦点距離の２倍よりも遠い位置 ・物体の上部は２つの直線の交点に，物体

イ 焦点距離の２倍の位置 の下部は光軸上におよそ相似形になるよ

ウ 焦点距離の２倍～焦点距離の位置 うに像を描かせる。

エ 焦点距離の位置

オ 焦点距離よりも近い位置 ※物体と凸レンズの距離を変えた時の像の

でき方のちがいを作図によって表してい

８ 作図した像の位置や大きさ，向きについて る。 （観察・実験の技能）

まとめ，発表する。（全体）

ア 近い・小さい実像 イ 等しい・等しい実像 ウ 遠い・大きい実像

エ できない オ 虚像

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）実像のできる位置や大きさが理論値と合わない。

＜対処法＞

・使用する凸レンズの焦点距離の数値を正確に把握していないと，実像ができる位置や大きさの理

論値とのずれが大きくなってしまうので，焦点距離の測定（懐中電灯を垂直にあてる等）を数度

行い，より正確な焦点距離を求めてから実験に取り組むとよい。

ただ，物体（光源）の厚みや物体を立てたときの軸が多少傾いたりする等の影響で，実像の出

来る位置は理論値とずれてしまうことはあるが，数％ぐらいのずれは誤差として扱ってよいと感

じている。

（２）実像が上下方向に逆になることは理解するが，左右方向に逆になることの理解が不十分である。

＜対処法＞

・懐中電灯の先の片側半分を色付きセロハン紙で覆い，凸レンズに入射

するとスクリーンでは反対側に色がついて見えることから，左右方向

についても逆転することが確かめられる。

赤色セロハン紙で光源を半分を覆った時の像

２ 経験談から

凸レンズの働きに関する内容は，空間認識が必要なため，教科書や紙媒体だけではなく，実際に

実験を行うことが，より大切であるといえます。また，「凸レンズによる像のでき方」を調べる学

習では，はじめに凸レンズを通る２つの光線の道すじ（光軸に平行な光線，レンズの中心を通る光

線）について，光源装置と凸レンズを使って調べる実験を行い，その交点に実像ができることを視

覚的に十分理解させておくことが，重要だと考えます。そして，その学習内容を踏まえて，物体と

凸レンズの距離のちがいによる像のでき方のちがいを学ばせ，最後に２つの直線を使った作図によ
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って像のでき方のまとめを行う指導順序が，より効果的に理解を深める指導方法だと実感していま

す。

※参考資料
１ 授業で使用したワークシート

（１）観察・実験例１「凸レンズによる光の進み方」で使用したワークシート

（２）実習「凸レンズによる像のでき方の作図」で使用したワークシート

参考文献

１）有馬朗人（2011）「理科の世界 １年」大日本図書
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音の性質

Ⅰ オシロスコープやコンピュータで音の波形を調べる観察・実験例

１ 音の波形を調べる観察・実験に関して

音の学習では，音の大小や高低について，発音体（音源）の大きさの違いを振動の幅（振幅），

高さの違いを一定時間の振動の回数（振動数Ｈｚ）としてとらえることを目標としている。その実

験方法として，弦をもちいた音源としてギターやモノコードが取り上げられている。このうち振幅

（音の大きさ）については，弦のはじき方でイメージ化が可能であるが，振動数（音の高さ）の違

いについては弦の動きで把握するのはむずかしい。そこでオシロスコープで音の波形を画面上に表

示して比較する手立てが有効になる。

２ 準備するもの

（１）器具（演示用としては，１セットの準備，生徒グループ実験としては複数台の準備をする）

・オシロスコープ

・コネクター（オシロスコープ用プローブ，抵抗入りで入力電圧を調整できる）や配線用導線

・マイク（有線マイク，オシロスコープ用のマイクもある）

・アンプ（マイクの性能によってオシロスコープに入力する音の信号を増幅する）

・コンピュータ（コンピュータ用オシロスコープソフトを起動できるコンピュータ）

・コンピュータ用マイク（コンピュータの音入力用，ヘッドホン付きのものもある）

（２）材料（音源として準備するもの）

・電子式キーボード（複数の音色が選べるものがあればさらによい）

・音さ（１個でもよいが，標準音さがあるとよい） ・モノコード

・その他の楽器（ギターやリコーダーなど） ・ＣＤ等の音楽の再生機

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

音の波形を見る学習では，生徒の興味・関心を喚起するために，波形を見てみたい楽器や音の鳴

る器具を持参させることが考えられる。また，実験グループ単位で波形を観察できれば，個人で持

ち寄ることも必要になるが，教室に１台のオシロスコープの形態の場合は，多数の音源を試す時間

がなくなることもある。事前に学級の吹奏楽部員（顧問とも）と相談して特定の楽器を準備するこ

ともよいだろう。

授業展開では，最初からオシロスコープ等で実際の波形を見るのではなく，音の振動を楽器等の

振動で実体験をしておく必要がある。音が空気の振動として伝わるものであることは，音の出てい

る物体に触れて，振動を感じることを大切にしたい。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）オシロスコープによる音の波形の観察

最近は，液晶画面を用いたコンパクトなデジタルオシロスコープが主流になってきているが，

ここでは，学校にあるブラウン管式のオシロスコープを使った音の波形の出し方について解説す

る。（機器に付属の解説書を見て頂くとよいが，専門的な内容のものが多い）ブラウン管式では，

デジタルオシロスコープと違って表示した波形を固定することができないので，波形の変化の激

しいものや音の減衰が早いものを読み取ることは難しい。

オシロスコープの原理の基本は，外部から入力された電圧の変化で光点を垂直方向に移動させ，

電圧の正負で基点から上下に動かす。その光点を水平方向に動かし軌跡を残すことで，時間とと

もに変化する電圧の変化（ここでは，音を拾ったマイクの出す電気信号の変化）を波形として表

示する。そこで，オシロスコープの前面にあるつまみやスイッチは，垂直方向（VERTICAL)と
水平方向（HORIZONTAL)の２つのブロックに分かれている。
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図に示した前面パネルの例は，学校に導入されたもの２機種を紹介した。

ア 各部分の名称と操作方法

Ａ：スクリーン（方眼の目盛りを目安に上下方向で音の大きさ，水平方向で振動数を比較する）

Ｂ：電源スイッチ（光点を長時間固定すると画面に焼け付けを起こすので必要のないときは消す）

Ｃ：輝度調整（光点の明るさを調整する）

Ｄ：焦点調整（光点の焦点を調整し，できるだけ小さな点・細い線になるように調整する）

Ｅ：垂直軸入力端子（電圧をかけると光点が上下する。入力する電圧は，家庭電源の交流波形を

観察することもできるので十分余裕がある）

Ｆ：接地端子（－極側の端子を接続する，写真右のオシロスコープではＥ端子にプローブ端子線

をつなぐとＦ端子には接続がいらない）

垂直方向操作（入力電圧の表示を調整する）

Ｖ１：垂直軸感度切換（垂直軸の最大電圧（Ｖ）を選ぶ，数値が小さいほど感度がよい）

Ｖ２：垂直軸感度微調整（垂直方向の微調整でＶ１の次の感度までの調整ができる）

Ｖ３：垂直位置調整（光点の中心を垂直方向（上下）に移動する）

水平方向操作（光点が水平方向に動く速さを調整する）

Ｈ１：掃引時間切換（水平方向に移動する光点の移動時間の幅を切り換える）

Ｈ２：掃引時間感度微調整（水平方向の微調整でＨ１の次の感度までの調整ができる）

Ｈ３：水平位置調整（光点の中心を水平方向（左右）に移動する）

イ マイクの接続

音をマイクで拾いオシロスコープに波形表示させたいときに，オシロスコープ用のマイクがあ

るとそのまま直接Ｅ・Ｆ端子に接続しても波形が出るが，多くのマイクは発生する電圧が微弱な

ので，マイクをアンプに接続して電圧を上げる必要がある。音源の項目で紹介する低周波発振器

を使うときもアンプを途中に入れた方がよい。ここで紹介する実験例では，キーボード用のスピ

ーカーアンプにマイクを接続し，ライン出力をＥ・Ｆ端子に接続してある。

音源 マイク 入力 アンプ 出力 入力端子 オシロスコープ

スピーカー

マイク

音 源
オシロスコープ
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ウ 実験前の調整

マイクやアンプの配線が完了したら，オシロスコープの電源Ｂを入れる。入れてしばらくする

と光点や線が表れるので，その位置を調整する。

Ｖ１の切換をＧＮＤ（接地）Ｈ１の切換をＥＸＴ（外部掃査）にして，Ｖ３・Ｈ３で上下左右

につまみで移動して光点が，スクリーンの方眼の中央に来るように調整する。その際に，Ｄで焦

点を調整し小さな点に，Ｃで輝度が適正な明るさの光点に調整する。

調整ができたら，アンプ・マイクのスイッチを入れ，Ｖ１切換とＶ２の感度調整で波形が上下

の範囲に収まるように調整する。このとき大きい音と小さい音が比較できるように調整する。

次に，Ｈ１切換とＨ２の感度調整で波形がスクリーンの範囲内できれいに見えるように調整す

る。波形が左右に移動するときは，微調整で固定するようにする。また，高い音と低い音が比較

できるように波の数を適度な量に調整する。振動数を測定したいときは，方眼と波の数の関係で

確認するので，基準になる音（標準音さ等）の振動数の波形で調整をしなくてはいけないが，実

際の授業では振動数を測定する必要はないので，音の高低は波の幅や方眼との比較で判断する。

エ 実験の実施

調整後，実際にマイクの前でいろいろな音を出して波形を表示してみる。マイクスタンドを用

意しマイクを固定して，生徒自身に音を出させるのもよいだろう。オシロスコープ画面が小さく

複数での観察が困難な場合は，ビデオ撮影装置を介して大画面に表示することも必要となる。

※この波形は，音源で紹介する低周波発振器のもの

（２）コンピュータによる音の波形の観察

ア 使用したコンピュータソフト

近年，コンピュータの性能が上がったためにコンピュータのマイク端子からの入力で音の波形

が得られるようになった。

ここで紹介するソフトは，北海道立教育研究所附属理科教育センターの観察・実験コンテンツ

集に登録されている。同研究所に所属していた大久保政俊氏が開発した「音オシロ」というソフ

トで，次のサイトからダウンロードすることができる。

http://www.ricen.hokkaido-c.ed.jp/212butsuri-b/oscillo/oscillo.html
ダウンロードしたファイルを解凍し，そのファイルをＣＤやＵＳＢメモリー等のメディアに移

してから，使用するコンピュータで「soundch1」というアプリケーションファイルをクリックし
実行するとソフトが起動する。

同じサイトに２チャンネルの入力が可能な「soundch2」というソフトがある。これを利用する
と離れた２地点で入力された音の波形を表示することができ，音速を測定することができる。

イ 機器の接続

マイクは，コンピュータ用の入力マイクを接続するだけでよい。ヘッドホン付きのマイクでも

十分に反応する。コンピュータのマイク端子に接続できれば通常のマイクでもよいが，コンピュ

ータに負荷をかけないような電圧設定にする必要がある。ここでは，特にアンプの接続の必要は

なかった。

撮影装置による画面の拡大

音さの波形

高い音 低い音

波形の実際 波形の実際

撮 影

装 置
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ウ 実際の測定

右上のコンピュータの画面の下部の「soundch1」をクリックすると画面右の水色の設定操作の
四角枠が表れる。枠内右上のサンプリングレートの「44.100kHz」を選択する。
「グラフ設定・表示」と「入力開始」をクリックすると，左の枠が表示される。枠上部の「オ

シロ開始」をクリックすると波形が表示され，「オシロ停止」をクリックすると波形の動きが止

まり，波形が固定される。このオシロの波形画面は全面に拡大できる。

コンピュータが複数用意できればグループごとの音波形の観察・実験が可能になる。

（３）その他の機器や音の性質を解析できるコンピュータソフト

ア 波形観察装置

使用した波形観察装置は，ビデ

オ出力を持っているのでテレビや

プロジェクターに接続し，波形を

大きく表示できる簡易オシロスコ

ープである。

イ チューナー・メトロノーム

吹奏楽部が楽器のチューニングに使用しているハンディータイプの

チューナー・メトロノームは，チューナー機能で音源の周波数（振動

数）を測定できる。測定範囲は製品によって異なるが，３０Ｈｚ～

４０００Ｈｚの広範囲を測定できる製品もある。また，基準音発振機

能で音を発生させることもできるので，音源としても活用できる。

ウ コンピュータソフトによる周波数の表示

前出の波形を観察できるソフト

「音オシロ」では，表示された波

形から振動数を概算することはで

きるが，直に振動数（Ｈｚ）を表

示する機能はついていない。この

単元では，振動数を細かく計算す

るところまでは目標とされてはい

ないが，コンピュータの性能がア

ップし，高度な周波数解析が可能

になっている。

スペクトラムアナライザー，

WaveSpectra for Windowsは，次の
アドレスからダウンロードできる

フリーソフトである。

http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
アプリケーション「WS」をクリックで実行，「測定モード」（右上で選択）「サウンドデバイス

から入力・録音」（上中央）でマイクから拾った波形を表示，ピークになっている（中央矢印）

振動数を表示する。（左方矢印）

コンピュータによる音の波形の表示
測定時の画面

装置の接続 表示された画面

振動数の測定画面

ﾋﾟｰｸ

振動数
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（４）音源について

音の性質の単元では，最初にいろいろな音源を用いて，物体が振動しているときに音が発生し

ていることをとらえる。その際に，身近にある楽器やＣＤによる音楽の再生，肉声，自作の楽器

などを用いると，生徒の関心を喚起させることができる。また，これらの音をオシロスコープの

波形で見ると，複雑な波形や単純な波形が繰り返しおもしろい。ただし，多くの音源は，音色が

いろいろでオシロスコープで波形を表示しても複雑で，１周期（振動１回分）の波形を見いだす

ことが難しい。音の波形を観察するにあたっては，正弦波に近く，単純な波形で周期が把握しや

すい音源を選ぶ必要がある。

ア 音さ（音叉）

音さは，きれいな正弦波

を示してくれる。「標準音さ」

がそろっていれば振動数の

違いを示せるが，１個の音

さでは金属のおもりをつけ

て音を低くしても振動数の

変化は少ない。振動数を測ったところａ１の音さで４４０Ｈｚが４１９Ｈｚまで変化した。

イ モノコード

弦を張ったモノコードや

ギターは，音の高さが弦の

太さや弦の張り，音の大き

さが弦のはじき方で実感で

きるが，音の減衰が早く，

オシロスコープで波形の周

期を見るのには適さなかった。

ウ 電子式キーボード

電子楽器が学校にも多く

ある。電子式のキーボード

は，いろいろな音色が登録

されていて，音の波形をと

ると，いろいろな形のもの

を楽しむことができる。ま

た，正弦波に近いものもあ

り，音階による振動数の違

いをオシロスコープ表示で

比較することができる。

タブレット型ＰＣのアプ

リケーションの中にも楽器

があり，これも活用できるだろう。

エ 低周波発振器

振動数を調整して波形を見るためには，低周波

発振器があると便利である。低周波発振器をアン

プスピーカーに接続して音を発生させて，マイク

で拾うときれいな波形が表れてくれる。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

コンピュータが各家庭に浸透しつつある中で，ここに紹介したコンピュータオシロを使えば，音

に関する自由研究を深めることができるだろう。授業では，音色については深く触れないが，シン

セサイザー音などの電子音の解析や人間の発声の仕組みなどを研究することもできるだろう。

音さ４４０ Hz 音さ４１９ Hz

モノコード弦太い モノコード弦細い

グランドピアノ ハープシコード

ビブラホン ｉＰＡＤピアノ

低周波発振器の利用
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６ 器具の扱い方等

（１）指導面

生徒が持ち寄った楽器などを使っての授業では，遊びになってしまわないように，また不快な

音を出してふざけないように注意をしたい。説明等に集中させるときは，楽器等を置かせる指示

をしたい。高価な楽器などを持ってくる生徒がある場合は，その扱いに注意したい。

（２）安全面

耳のそばで大きな音をたてたり，高音や低音を長時間流して生徒の健康を害することのないよ

うに注意したい。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 音の性質

２ 単元のねらい

音についての実験を行い，音はモノが振動することによって生じ空気中などを伝わること，音の

高さや大きさは，発音体の振動の仕方に関係することを見いだすこと。

３ 指導計画 （全４時間）

音の伝わり方（２時間）

音の大きさや高さ（２時間）本時２／２

４ 学習問題

音の振動の波形はどのようになっているのかをオシロスコープを利用して観察し，音の大小や

高低の違いを音の波形から考えよう。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・いろいろな音の観察に関心を持ち，自ら音を発生させて意欲的に研究しようとする。

(関心・意欲・態度)

・音の波形の観察から，音の大きさは音源の振動の振幅（波形の縦幅），高さは音源の振動数（波

の数）に関係していることを見いだすことができる。 （科学的な思考・表現）

（２）展開（１時間扱い） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ モノコードやギターで音を発生させ，音の大小や ・前時の復習から弦の振動の違いが，音の

高低がどのような条件で変化するのかを確認する。 大きさや高さを決めていることを押さえ

る。

２ オシロスコープの原理を説明する。 ・ここでは，１台のオシロスコープを大き

水平掃引時間を０にして，中央に光点を固定して， な画面に表示して生徒全員で見ていく形

マイクに音さを近づけたたく。音の大きさで上下 態を想定しているが，コンピュータを活

に光の線が延びることを確認した後，掃引時間を 用してグループごとに行う展開も考えら

切り換え，光点が横に動き変化することを確認す れる。

る。

音の振動の波形はどのようになっているのかをオシロスコープを利用して観察し，

音の大小や高低の違いを音の波形から考えよう。

３【観察・実験１】いろいろな楽器の音・音の鳴るも ※音源の種類による波形の違いに関心を持

の・人の声をマイクの前で出させ，オシロスコー って観察し，その違いについて発表して

プによる音の波形を見る。（生徒を指名する） いる。 （関心・意欲・態度）

・波形の特徴をワークシートにかく。
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・いくつかの音の観察をしたところで，波形の特徴 ・音源による波形の違いや類似に気がつく

を発表する。 ようにする。音色についてふれる。

４ 前時に使ったモノコードやギターの弦をマイクの ・まずは，簡単に大小・高低の波形の違い

前ではじいて音の波形を見る。 を俯瞰する程度にする。

・音の大きさや高さによる波形の変化について発表 ※音の大小や高低が波形のどのような違い

する。 によるものかを発表している。

５【観察・実験２】波形の見やすい（正弦波に近い） （科学的な思考・表現）

音源を利用して，音の大きさの違いや高さの違い ・電子式のキーボードや低周波発振器を利

をオシロスコープの波形として記録する。 用する。

・記録用紙に波形をスケッチする。 ・音を出すのも生徒に担当させる。

６ 実験結果の記録をもとに音の大きさや高さと波形 ※音の大小の違いを波形の縦の幅（振幅）

の関係について発表する。 音の高低の違いを波の数（振動数）の

・画面に波形を出す操作を行いながら説明する。 違いによるものであることを説明してい

る。 （科学的な思考・表現）

・ここで振動数を具体的な数値として示し

７ まとめ てもよいだろう。

音の大きさや高さは，音の波形から判断することができ，音の大小は波形の振幅の

大きさから，音の高さは波の数（単位時間の振動数）による。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために
１ 生徒・教師の失敗例

（１）音源になる楽器を持ってくることができない。

＜対処法＞

・音の鳴るものであれば楽器にとらわれず，おもちゃなどの中にもおもしろい音の鳴るものがある

ことを事前に知らせておくとよい。全員が持ってこられないことを想定して，おもちゃの楽器や

音楽室から借りられる楽器などを用意しておくとよい。

（２）大きな音や高い音を長時間聞いたために気分が悪くなってしまった。

＜対処法＞

・事前に長時間音を出し続けないことや人の耳元で楽器を鳴らさないことなどを注意しておく。気

分が悪くなった生徒は，静かな部屋等で休ませる等の配慮をする。

２ 経験談から

最近の電子機器は，デジタル化・コンパクト化が進み，機器の仕組みやどのような部品で構成さ

れているのかを把握することは難しくなっています。分解して中身を見ようとしても，分解するこ

と自体が困難です。コンピュータが高性能になったことと外部端子の仕様が複雑になっていて，以

前はソフト開発や周辺機器の自作ができましたが，今は難しくなっています。そんな中で，電子工

作キットを半田ごてを利用して組むことは，電子機器に関する理解を深める一つの機会だと思うの

で，ぜひチャレンジしてください。

参考文献（参考サイト）

１）２現象オシロの簡単操作ガイドブック 電気に弱い人にもわかる オシロスコープ入門

http://www2.plala.or.jp/Artificial/index.html
田中 新治：「オシロスコープ入門」(2000) CQ出版株式会社 の紹介サイトを参考とした。

http://www.cqpub.co.jp/column/books/2001a/11891osiro/
２）北海道立教育研究所附属理科教育センター「理科教育用コンテンツ」

http://www.ricen.hokkaido-c.ed.jp/200contents/200contents_index.html
※本文中の音の波形の図は，「音オシロ」の画面表示を取り込んだものを使用した。

３）ｅｆｕ’ｓサイト http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html より スペクトラムアナライザー

http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html をダウンロード
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身の回りの物質とその性質

Ⅰ 密度を体感し，計算が苦手な生徒も進んで活動する観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

密度の実験では，小数の計算があり苦手意識のあ

る生徒が多くいる。特に数学が苦手な生徒は，計算

問題が出てきただけで意欲が下がってしまう。そこ

で，本授業では，密度の違いを体感できるような教

材を準備し，そこから体積・質量の測定，密度の計

算へと展開した。

２ 準備するもの器具

（班に１つ）

・発泡ポリスチレン

・鉄球（パチンコ玉と同じ大きさ）

・電子てんびん

・メスシリンダー

・ビーカー（水の定量用）

・アルミニウム，銅，鉄の金属セット

（教師の演示実験用）

・50ｍ Lビン入りの水銀
・50ｍ Lビン入りの水
驚いてビンを落としてもよいように下に雑巾を

敷いておく。（右上写真）

・一斗缶

・1000ｃｍ３の金模型

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

事前に，使用済みの一斗缶を用意しておき，それに水を満タンに入れておく。18L入りでおよそ 18
ｋｇとなり，1000 ｃｍ３ の金の質量 19.32ｋｇに近づけることができる。一斗缶，金模型にはシー
ルで解説をつけておく。授業後に，理科室前の廊下に展示しておくことで，学習の振り返りにもな

る。他の学年の生徒にも好評で，実際に持ち上げながら確かめている生徒が多くいた。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）導入の工夫

授業の最初に次の質問でスタートする。

【クイズ】 迷わずに，すぐに○をつけてください。

鉄１ kgと綿１ kgでは，どちらが重いでしょうか？
ア 鉄 イ 綿 ウ 同じ

正解は，「ウの同じ」であるが，質問をしてみると「ア 鉄」に手を挙げる生徒が多い。一瞬

で答えさせることで，生徒の先入観を知ることができる。

ふつう，「鉄は重い」「綿は軽い」というときは，同じ体積で比べたとき，重いか軽いかである

こと。同じ大きさの金属のかたまりでも手で持ってみると，手ごたえがまったく違う。同じ体積

で比べたときの質量は，物質によって違うことを知ることができる。体積 1cm3 あたりの質量を密

度といって物質を見分ける手がかりのひとつにしていることを伝える。
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（２）金・水銀の密度を体感

学校にある，金属片は数十ｇ程度の物が多く，密度

の違いを体感するには質量が小さすぎる。そこで，同

じ体積の金と水銀を使って，密度の違いを体感させる。

写真は，金模型と一斗缶，水銀と水を持ち比べている

生徒の写真である。

（３）安全に関する注意点

一斗缶の実験では，重いため床に置いて実験する方

がよい。机の上だと，持ち上がらない生徒もいるため，

置く際にこぼしたり倒したりする可能性がある。一斗

缶の下に雑巾を置いておくと，一斗缶が傷まないで長

い期間使用することができる。

水銀の実験では，教師の前で必ず持ち上げさせるよ

うにする。密度の違いが大きいため，驚いてビンを落

としてしまいそうになる生徒もいる。こちらも下に雑

巾を敷いておくとクッション代わりになり安全であ

る。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

金と水銀の他にも，様々な固体，液体，気体の密度を紹介しておくとよい。以下が，私が紹介

した物質の密度である。

【資 料】 いろいろな物質の密度（単位は，ｇ／ cm3
）

金 19.3 氷 0.9 酸素 0.00143 杉 0.4
銅 8.9 水 1.0 窒素 0.00125 けやき 0.7
鉄 7.9 ｴﾀﾉｰﾙ 0.8 空気 0.00129 桐 0.3

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 2.7 水銀 13.6 二酸化炭素 0.00198 黒檀 1.1-1.3
※杉，けやき，桐（きり），黒檀（こくたん）は，木材です。身の回りにもありますよ。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

メスシリンダー，電子てんびんの使用については

教科書を使って指導を行った。メスシリンダーで体

積を量る際には，0.1 ｃｍ３の違いであっても，密度

として計算すると大幅に数値が変わってきてしまう

ことを触れておく。

電子てんびんに関しては，精密機械であることに

触れ丁寧に持ち運びをすることを伝える。

（２）安全面

本校では，ガラス製のメスシリンダーを使用して

いるが，安全面を考えるとプラスチック製の物を使

用した方がよい。

電子てんびんの規格も統一をしておくと指導がス

ムーズになる。
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Ⅱ 指導の例

１ 単元名 身の回りの物質とその性質

２ 単元のねらい

同じ体積でも質量が異なるものがあることを知り，物質を見分ける手がかりになることを見いだ

す。密度の公式を使って計算をし，物質の密度を求めることができる。

３ 指導計画 （全７時間）

いろいろな物質 （４時間）

金属の性質（１時間）

密度（２時間）本時１／２，２／２

４ 学習問題

謎の物質の密度の計算をし，その求めた密度から，謎の物質の正体がわかるか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・密度の計算について関心を持ち進んで調べることができる。 （関心・意欲・態度）

・体積と質量の測定の方法を身につけている。 （観察・実験の技能）

・密度の計算の仕方を理解している。 （知識・理解）

（２）展開（２時間扱い※２日にわたって授業を実施） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 鉄１ｋｇと綿１ｋｇでは，どちらが重いかを直感 ・体積の違いによる質量の違いに気がつく

で答える。 ようにする。

謎の物質の密度の計算をし，その求めた密度から，謎の物質の正体がわかるか。

２ 密度の違いを体感する。 ・安全面に注意し，水銀の扱いについては，

・水銀と水 教師の前で実験させる。

・金の密度 ・一斗缶を持ち上げる際には安全面に注意

させる。

※密度の違いを感じようと意識し事象に関

わろうとしている。

（関心・意欲・態度）

３ 密度の公式を知る。 ・１ cm ２が爪の大きさと同じぐらいであ

・密度の定義について確認する。 ることを伝え，１ cm ３の大きさをイメ

・密度の公式について教科書を使って確認する。 ージできるよう助言する。

・公式で使う値の単位について補足する。
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４ 金属の体積と質量を測定する。 ・金属として，立方体のアルミニウム，銅，

・未知の金属を一つ選び体積を測定する。 鉄を用意しておく。

・メスシリンダーを使って体積を測定する。 ・立方体については定規を使って測定し体

・定規を使って体積を測定する。 積を計算して求めてもよいものとする。

・上皿てんびんを使って質量を測定する。 ・メスシリンダーの使い方，目盛りの読み

・電子てんびんを使って質量を測定する。 方を教科書を使って確認する。

・金属を入れる際には，破損に注意しなが

ら使うよう指導する。

・最小目盛りの十分の一の目盛りまで読む

よう，助言する。

・一つの金属の正体がわかった班は，次の

金属の測定を行うよう助言する。

※体積と質量の測定方法を身に付けてい

５ 密度の計算を行う。 る。 （観察・実験の技能）

・単位に注意しながら計算することを助言

する。

・体積の測定が間違っていると密度の数値

が大きく変わってしまうことを触れてお

く。

・計算ができない生徒には，計算機で計算

してよいことを伝える。

６ 密度について，まとめをする。 ※密度の計算の方法を理解している。

（知識・理解）

密度を計算し，その密度の物質を調べれば，謎の金属でも正体を知ることができる。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）言葉を覚えるだけで終わってしまう学習になってしまう。

＜対処法＞

・「密度」というキーワードを覚えさせるだけでこの学習内容が終わってしまう場合がある。今回

のように体験的な実験を行うことで，生徒に密度の概念を理解させることができる。「密度」が

大きいとは，水銀と水のように同じ体積で質量が大きい物質の方が「密度が大きい」と理解させ

るとよい。

板書 密度＝物質１cm３の質量

単位…ｇ／ cm ３ グラム毎（まい）立方センチメートル

質 量（ｇ）

計算式 密度（ｇ／ cm ３ ）＝

体 積（cm ３）
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（２）ガラス製の実験器具を壊してしまう生徒がいる。

＜対処法＞

・今回の実験で，破損が考えられるのがガラス製のメスシリンダーである。現在，理科教材会社各

社でプラスチック製の実験器具が増えている。今回の実験では，安全面を考え，プラスチック製

のメスシリンダーを使用した方がよい。

（３）分数，小数の計算がわからない。

＜対処法＞

・数学の教科担当と連携して，補助計算の仕方を数学の授業に合わせると効果的である。また，計

算機を使わせることで，多くの問題を解かせることができる。計算機の使用も認め，できるだけ

多くの問題を解かせることで達成感を味わわせたい。

２ 経験談から

中学校の理科で最初に，生徒がつまずくのがこの「密度」の学習です。この後にある質量パーセ

ント濃度の学習まで行くと，数学が苦手な生徒は，理科にも苦手意識を持ってしまいます。今回の

ように体感できる学習，未知の物質を調べる学習など，知的好奇心をくすぐるような内容を入れる

ことで生徒の苦手意識が無くなるはずです。ぜひ，試してみてください。

※参考資料
１ 氷が水に浮くのは例外！

液体に固体が浮いているときは，固体の密度が液体より小さいからです。逆に，固体の方が密度

が大きければ液体の底に沈んでいます。

氷の密度は，水の密度より小さいので氷は水に浮くのです。これは当たり前のようですが，実は

例外なのです。たいていの物質は固体から液体になるときに体積が増えますから，液体の方が密度

が小さく，密度の大きい固体は沈みます。

※密度の式で，質量が同じなら，体積＝分母が大きい方が密度が小さくなりますよね。

２ 生徒の感想

・私は，計算が苦手なのであまり得意ではありません。今回のテストも密度はあまりできませんで

した。理科はとても好きなので「密度」もできるようにしたいです。授業はとても分かりやすく

て面白いし楽しいです。

・水と水銀の模型実験が楽しくてためになりました。約 13 倍というのは今までは良くわからなか
ったけど両方比べたことではっきりとした違いがわかりました。水銀っておもしろいなあと思い

ました。

・水銀と水を持ち比べてみた時は，質量の違いが大きくてとてもおどろいた。密度の計算は小数な

どが入ってきて難しいところもあったけど，その物質がわかった時にはすがすがしい気持ちにな

り楽しい。

・自分たちで，物質の重さをはかったり，計算したりして何の物質かを求める実験がおもしろかっ

た。水に物質を入れて体積を出す実験では，物質の体積がわからなくても，水に物質を入れて求

められる事が分かった。水銀や金の重さのものを実際に持ってみて，体積が同じでも重さが全然

違うことがわかった。
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物質の溶解 
 
 
Ⅰ  

 
 
１ 物質が水に溶ける様子の観察・実験１のあらまし 
  物質が水に溶ける様子を観察するには，色の付いた物質を溶かし，色によって溶解，拡散の様子

を観察する。廃棄の事を考えると無害なコーヒーシュガーを用いるのが一般的であるが，溶けたと

きの色が茶色ということもあり，光の加減などで生徒にとって見づらいようである。そこで，はっ

きりとした色の塩化コバルトや過マンガン酸カリウムを使用すると拡散の様子が比較的よく観察で

きる。 
 
２ 準備するもの 
（１）器具            

  ・測定用紙 
  ・記録用紙 
  ・シャーレ 
  ・水 
  ・薬さじ 
  ・デジタルカメラ 
  ・保護眼鏡 
（２）試薬 

・塩化コバルト 
   過マンガン酸カリウム 
   コーヒーシュガーなど 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

上記記載のように，過マンガン酸カリウムや塩化コバルトは色が濃くて見やすい。しかし，教科

書のように，溶かす前と溶かした後で質量を比べ，変化がないことを確かめるには，溶かす量が少

ないのであまりお勧めできない。 
 
３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 
  事前に授業の中で次の３点をしっかりと押さえておく必要がある。①水溶液とは水に物質が溶け

ている液体のこと。②水に物質が溶けている状態とは，透明になること。濁っている状態では，水

溶液とはいえず，色がついていても透明であれば溶けた状態であるということ。③水溶液に溶けて

いる物質は，目に見えなくてもなくなったわけではなく存在していること。 
  また，赤である塩化コバルトを使うときは，色覚に障害のある生徒への配慮をする。色が広がっ

ていることは理解できるようだが，赤色の濃淡は認識しづらいため，レポートへの記録は上手にで

きないことがある。 
 

 

過マンガン酸カリウムの時 

硫酸銅 

 

コーヒーシュガー 

 

 塩化コバルト 過マンガン酸カリウム 

物質が水に溶け，拡散していく様子を生徒がわかりやすく観察できる観察・実験例 
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４ 観察・実験の手順・様子 

（１）シャーレでの測定準備をする 
   紙に半径１ｃｍから５ｃｍまで，１ｃｍずつ大きくした同心 

円を書く。 
   シャーレに，底面に広がる程度の水を入れ，測定用紙の上に 

中心をそろえて置く。 
（２）測定記録の準備（確認用にどこかの班１つでもよい）をする 
   デジタルカメラを用意し，シャーレの真上にセットする。  
（３）円の中心に観察する物質を静かに置く 
   円の中心に観察する物質を置く時は，なるべく真上から静か 

に広がらないように置く。 
   この試薬の量と置き方が観察のしやすさにもつながるので注 

意する。 
   置く試薬の目安 
    ・硫酸銅・・・約０．５ｇ 

・コーヒーシュガー・・・ 約１～２ｇ 
    ・塩化コバルト・・・ 約０．３～０．４ｇ（薬さじ小に山盛りいっぱい程度） 
    ・過マンガン酸カリウム・・・約０．１～０．２ｇ（耳かき一杯程度） 
（４）溶ける様子を観察，記録する 
   １分ごとに溶けた試薬の色が測定用紙に書いた円のどこまで到達したか，色や形はどのように

変化したかを観察し，記録用紙に記録する。 
   目安 10～15 分後ぐらいまでおこなう。最後に，よくかき混ぜ，全体の色のバランスなども記録

しておく。 
   デジタルカメラをセットした場合は，１分ごとにシャッターを押す。 
 
５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 
  次時に角砂糖の溶け方を見て，今日の内容を踏まえながら，砂糖水の粒子モデルを考えることを

予告しておく。状態変化で物質を粒子で表したことなどを思い出させるような問いかけができると

イメージできやすい。 
 排水は薬品の処理をしっかりと行う。塩化コバルトや硫酸銅，過マンガン酸カリウムを使用した

場合は，種類ごとに集め処理してから処分する。 
 ＊塩化コバルト・・・自然濃縮して廃液業者へ。または，ろ紙にしみこませて塩化コバルト紙とし

て再利用する。 
 ＊硫酸銅や塩化銅・・・ビーカーなどに放置し，水分を蒸発させ再結晶させて，溶解度の学習など

で再利用する。または，水溶液中にスチールウールなどを入れ，銅イオンを

銅として析出させ，燃えないゴミとして処分する。 
＊過マンガン酸カリウム・・・多量の水に溶解して，ハイポ(チオ流酸ナトリウム)を加えて還元さ

せ，溶液の pH を中性に調整した後，下水に流す。 
 
６ 器具や薬品等の扱い方等 
（１）指導面 
   できれば，同心円状に拡散していく様子を観察させたい。よって，机をゆらしたり，鼻息で水

面に対流を起こしたりないように気を配らせる。 
（２）安全面 
   試薬が目や口の中に入らないよう，保護眼鏡を着用させる。実験後は，すぐに試薬を処理し，

よく手を洗うように指導する。 
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（３）その他（実験の注意） 
   デジタルカメラによる記録は，動画よりも１分おきにとった写真のスライドショー（過マンガ

ン酸カリウムの場合）の方が広がりを確認できる。動画では微妙な変化の連続なので広がりを実

感しづらい。（気温３２℃） ＜過マンガン酸カリウム＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 指導の例 
 
１ 単元名 水溶液 
 
２ 単元のねらい 

物質が水に溶ける様子を観察し，水溶液の中では溶質が均一に分散していることを見いだすこと。 

  水溶液から溶質を取り出す実験を行い，その結果を溶解度と関連づけてとらえること。 

 
３ 指導計画 （全６時間） 
  物質の溶解（２時間）本時（１／２） 
  溶解と物質の粒子（１時間） 
  溶解度と再結晶（２時間） 
  物質の濃度（１時間） 
 
４ 学習問題 

 

砂糖が水に溶けているとき，どのような状態で存在するのだろうか。 

 
５ 観察・実験の展開例 
（１）ねらい 

 ・溶質が溶けていく様子を粒子モデルで描くことができる。 
                                  （科学的な思考・表現） 
・物質の溶ける様子を観察し，自分の言葉で記録することができる。 

   （観察・実験の技能） 
  ・水溶液，溶質，溶媒などの理科用語や水溶液の基本事項を理解することができる。 

（知識・理解） 

 

スタート 

 

１分後 

 

４分後 

 

３分後 

 

２分後 

 

５分後 
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（２）展開（２時間扱い※２日にわたって授業を実施）      ※評価の観点 
      学習内容・学習活動   指導上の留意点と評価の観点 
１ 食べ物と体重の関係について予想する。 
体重６０ｋｇの人が５００ｇのジュースを

飲んだら，体重が５００ｇ増えるか。 
 ・増える 
 ・増えない 
  
２ 既習事項から水溶液の中には，目に見えな

くても物質が存在していることを確認する。 
① 水溶液の基本事項を確認する。 
② グラスに入った水と砂糖を見せ，それぞれ

の重さを量る。そして，水に砂糖を溶かし，

砂糖水の重さを考えさせる。その後，水に

砂糖を溶かし，砂糖水の重さを確認する。 
 
 
 
３ 実験方法を確認し，実験をする。 
【観察・実験例１】 
① １０分ほど溶質が溶ける様子を観察し，記

録する。 
② その後，完全に溶かすように混ぜる。 
 
４ 結果の記録からどのように溶けたのかを

話し合う。 
・置いた場所から徐々に広がっている。 

 ・同心円状に広がっている。 
 ・完全に溶かすと，色が均一になる。 
 ・溶けている周辺にもやもやができる。 

                など 
５ 物質が溶けた状態とはどんな状態か確認

する。  
 
 
６ 角砂糖をビーカーに入れた直後，あらかじ

め用意した５分後，長時間たった後の３点を

見せ，目に見えない砂糖がどのように存在し

ているか，表現する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・体重が増えないと答える生徒も，「もしかした

ら増えるかも」と思っている場合も多いので，

できる限り「増える」「増えない」それぞれの

理由を出させる。 
・議論後，演示実験などで結果の確認をする。 
 
※水溶液，溶質，溶媒などの理科用語や水溶液の

基本事項を理解している。  （知識・理解） 

・重さが同じであった事実より，目に見えなくて

も砂糖が存在していることを確認する。 
（小学校５年の内容） 

・完全に溶質が溶けているときは，透明である事

を確認する。 
 
 
 
 
 
・周囲に向かって同心円状に溶け出す様子に着目

させる。 
・色の変化や濃淡にも注目させる。 
※溶けている様子を自分の言葉で記録している。

（観察・実験の技能） 

 
 
 
 
 
 
・完全に溶かした溶液の色に濃淡が出ていないこ

とを確認する。 
・完全に溶質が溶けているときは，透明であるこ

とを確認する。 
・角砂糖の溶け方を見て，先ほどの実験の結果を

踏まえながら，砂糖水の粒子モデルを考え，粒

子概念の定着を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

砂糖が水に溶けているとき，どのような状態で存在するのだろうか。 

ワークシート例 
          直後         ５分後        長時間 
 
    
 
 
 

   

砂

糖

の

粒

子 
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７ 拡散の時，完全に溶けているときの粒子モ

デルを確認しあう。 
 
８ まとめる。 

・溶質が溶けていく様子を粒子モデルで描いてい

る。        （科学的な思考・表現） 

 砂糖が水に溶けている時，砂糖は均一に分散している。  

  

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）溶質が広がる時間が長すぎる。または，短すぎる。 

＜対処法＞ 

 ・その時の気温，水の量，溶かす溶質の量によっても，溶ける時間が変わってくる。一番大切な

ことは，予備実験をしっかりと行い自分の学校の器具で，行う季節でうまくいくように準備す

ること。自分が失敗した例をあげると次のような場合であった。 

   ＊時間が長すぎる場合 

① 水の量が少ない。 

② シャーレの小さいものを使用する。 

③ 薬品の量が少ない。 

   ＊時間が短すぎる場合 

① 薬品の量が多い。 

② 水が動いてしまっている。 

（２）「物質は水に溶けると均一になり，時間がたっても濃さが変わらない。」ということを言葉で

はわかっていても，感覚的に理解させることが難しい。後日のアンケート「食塩水の上の部分と

底の部分では，どちらが濃いか。」という質問に，「底のほうが濃い。」理由は，「コーヒーや

紅茶では最後の方が甘い。」や「食塩は水より重いから沈む。」というものが多かった。 
＜対処法＞ 

 ・一般的には，硫酸銅を完全に溶かして長時間置き，色の変化がおきない事で確認する。硫酸銅の

代わりに塩化銅を使うと，塩化銅は濃度が濃いと緑色になり，薄くなると水色になる。このこと

を利用すると，一度溶かしてから，生徒の思うように重いものは沈むので下が濃くなると考える

ならば，長時間たつと下のほうが緑色になってくるかどうかを目で確認できる観察ができる。 
 【観察・実験例２】 

① 試験管の底に塩化銅を大量に入れる。 
② 静かに水を注ぎ，自然拡散の様子を見せる。色の変化を確認する。底が緑色で，上に行く

にしたがって薄い水色になる。 
③ 数日間は，下にたまった塩化銅が少しずつ溶け緑色の部分が拡大していく。 
④ 数日後，完全に溶かして全体を水色にし，その後長時間観察する。                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①  

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

- 28 -



２ 経験談から 

私は，生徒が知的好奇心いっぱいに既習事項を利用して，課題に対する自分の考えを作り上げて

いく授業がしたいと願い，授業を考えています。そのために大切にしていることは，生徒自身が「ど

うなっているのだろう？」と知りたくなるような，課題や現象を提示することと，既習事項を利用

して考えることができる課題を提示することです。同じ課題でも生徒の実態や生活体験で反応は全

然違います。未だに勉強です。でも，概して身近なもの，自分で選んだもの，生活経験があるもの，

刺激が強いものなどが有効なようです。ぜひ，チャレンジしてみてください。授業はいつもうまく

いくとはかぎりません。しかし，失敗した経験は，次の場面で活きるものです。今回紹介した展開

は，自分の体重は大体一定で，普段から食べた分だけ体重が増えると考えている人は少ないという

ことを利用して，まず食べた物と体重の関係から考えさせました。そして，水溶液でも「目に見え

なくても質量があれば物質は存在する。」ということを確認し，「水に溶けて見えなくなった物質

はどうなっているのか。」を考えさせてみました。溶けて広がるイメージは表現させる事が大体で

きたのですが，濃さがずっと同じという観念はコーヒーや紅茶の砂糖の溶け残り，重いものは沈む

といった生活体験を覆せず，やがて下の方が濃くなると考えてしまっている生徒が多かったです。

そのフォローの観察も紹介しておきましたので参考にしてください。 

粒子で物質を考える大切な経験です。ぜひ，モデル図を一人一人に描かせてください。化学変化

やイオンのところで，分子，原子のイメージを持ちやすくなると思います。頑張ってください。 

 
参考文献 
 １）大日本図書編（平成２３年）理科の世界１年 

２）大日本図書編（平成２３年）理科の世界１年 教科用指導書上   
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物質の融点と沸点

Ⅰ 身近なものを用いて状態変化を簡単に観察できる観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

物質の融点・沸点の測定をする実験では，温度が正確に求められなかったり，温度上昇が止まら

ず融点がわかりにくくなることも多い。また，実験に時間がかかり，データ処理を後日行うことも

ある。そこで教科書で紹介されているパルミチン酸（融点６３℃）よりも融点が低く，早い時間で

融点に達し，また安全で手に入れやすい試薬としてチオ硫酸ナトリウム（一般にハイポの名称で売

られている。以下「ハイポ」と記入（融点４８℃））を用いる。また，いったん溶けた物質を再度

冷やしてその温度変化を測定して融点（凝固点）を調べることで，状態変化の間は温度変化が起こ

らないことを確実に確認することができる。固体から液体に変化する時の温度変化では一定になる

時間が短くわかりづらいことも多いが，液体から固体に変化する時の温度変化では比較的長い時間

一定温度を保つのでわかりやすい。

２ 準備するもの

（１）器具

・ビーカー（３００ｍＬのもの）

・試験管（内径１５ｍｍのものと内径１８ｍｍのもの）

・温度計

・割り箸

・スタンド

・三脚、金網

・マッチ

（２）材料・試薬等

・ハイポ（チオ硫酸ナトリウム）

→ 観賞魚の水質中和剤として

売られているもので一般に

市販されているものは五水

和物

Ｎａ２Ｓ２Ｏ３・５Ｈ２Ｏ

・沸騰石

ハイポ（無色透明な直方体の結晶）

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

（１）ガスバーナーの使い方，温度計の目盛りの読み方を事前に確認しておく。

（２）前時の学習で，水が液体から気体に変わる温度（沸騰する温度）が実験から１００℃である

ことを学んでいる。そこで液体から気体になる温度（沸点）は１００℃であるが，気体から液

体になる温度は何℃になるかを考えさせておくとよい。今回の実験ではハイポの融点をあたた

めていく場合と冷やしていく場合の両方から求め，状態変化の温度がどちらも同じであること

を学習する。その際の興味づけになる。

（３）この実験では無色透明な結晶を用いるので溶け終わりがわかりづらい。その点も事前に生徒

に伝えておき，注意深く観察するようにさせるとよい。
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４ 観察・実験の手順・様子

（１）実験装置の作成手順

ア 試験管（内径１５ｍｍ）の中に，ハイポを 温度計

約４ｇ入れる。

イ 試験管（内径１８ｍｍ）の中に，５ｃｍの

割り箸を入れ，その上にアで作成した試験管 ハイポ

を入れる。

ウ ３００ｍＬビーカーに水を２００ｍＬ入れ， 割り箸

その中に沸騰石を入れる。

※水が少ないとすぐに沸騰してしまい，ハイ

ポの温度上昇も早くなるため，状態変化の

最中の温度が一定にならない。

エ 右の写真のように実験装置を組み立てる。

水面がハイポを入れた試験管の下面とほぼ同じぐらいに

する。それより上にしてしまうとハイポが液体になりはじ

めた様子が見づらくなってしまう。また，あまり下だとハ

イポの温度上昇に時間がかかってしまうので注意する。

火力はあまり強くしない方がよい。

加熱装置

（２）実験の手順

〔融点を求める〕【観察・実験１】

ア 最初の温度を測定する。

イ ガスバーナーに火をつけ，加熱を開始する。

ウ ３０秒ごとに温度を測定し記録する。

エ 温度測定と同時にハイポが溶けているかど

うかを目で確認し，記録する。

オ ６０℃くらいになったら火を止める。

〔凝固点を求める〕【観察・実験２】

カ ビーカーをはずし，ハイポの入った試験管

だけをスタンドに取り付け，３０秒ごとに温

度を測定し記録する。 加熱時 冷却時

キ 温度測定と同時にハイポが固体になり始め

ているかを目で確認し，記録する。

（３）変化の様子

ア 加熱中の温度変化について

約３０秒で１℃ほど上昇し，７～８分ほどで４３℃～４４℃に達

し，ハイポが溶け始める。約３分間ほど温度は一定を保ち，ほぼ溶

け終わる（この時点では若干溶け残っているハイポがある）。その

後，再び温度が上昇し始める。

イ 加熱終了後の温度変化について

約３０秒で１℃ずつ温度は下降していき，１５分ほどでいったん

３８℃くらいまで温度が下がる（過冷却のため）。その後，針状の

結晶ができはじめると温度が上昇していき，４４℃ぐらいまで達す

る。約２０分程度４４℃を保ち，８割以上が結晶となる。 凝固開始
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５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

実験後の固まったハイポについては，試験管ごと教師が回収し，再度あたためて溶かして流しに

流すなど処理をする。

温度変化のデータについては，グラフ化し，その特徴を読み取る。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

ビーカーの水が蒸発して試験管の壁面を曇らせることがあるので，温度計の目盛りの読み取り

やハイポが液体になっている様子が観察しづらいことがある。割り箸にティッシュを巻き付けた

ものなどを用意しておいて随時ふきながら観察するとよい。

（２）安全面

ハイポは酸と混ざると，有毒なＳＯ２（二酸化硫黄）を発生するので気をつける。また，ガス

バーナーの火が一定の強さで均等にあたるように実験は風のないところで行うとよい。加熱終了

後ビーカーを抜くときには，沸騰したお湯が入っていてビーカーがかなり熱くなっているので，

その取り扱いに気をつける。

（３）その他

ハイポは，水に溶けて害も少ないので実験後は水に溶かして流すことができる。ただし，使用

後の試験管に水をいれておいても固まったハイポは簡単には溶けないので，急ぐ場合はガスバー

ナーで加熱すればすぐに溶ける。異物が混じらなければ何度でも使えるので，保管しておくとよ

い。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 物質の融点と沸点

２ 単元のねらい

物質の状態が変化するときの温度の測定を行い，物質は融点や沸点を境に状態が変化することや

沸点の違いによって物質の分離ができることを見いだすこと。

３ 指導計画 （全５時間）

状態変化と温度（３時間）本時２／３

蒸留（２時間）

４ 学習問題

物質が固体から液体に変わる時の温度はどうなっているだろうか。ハイポを熱して，その温度

変化を調べてみよう。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・物質の融点に関心を持ち進んで調べることができる。 （関心・意欲・態度）

・温度計の使い方，ガスバーナーの使い方を確認し，実験装置を正しくセットし，融点を求める

ことができる。 （観察・実験の技能）

・物質には融点があること，その温度は物質によって決まっていること，物質が状態変化をして

いる間は温度が変化しないことを実験を通して理解できる。 （知識・理解）
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（２）展開 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の学習内容の確認をする。

・水が水蒸気になるとき（液体が気体になるとき）の ・ノートや学習カードで確認をさせる。

温度は物質によって決まっていて，状態変化の間は温

度は一定である。

物質が固体から液体に変わる時の温度はどうなっているだろうか。ハイポを熱して，その温

度変化を調べてみよう。

２ 固体から液体に変わるときの温度はどうなっている ・予想する時は必ずその理由も考えるよ

か予想する。また液体から固体にかわるときの温度は うに指導を行う。

どうなっているか予想する。

・物質によって決まっている。

・状態変化の間は温度は一定である。

・どちらの温度も同じである。

３ 考えたことを理由とともに発表する。 ・理由については経験に基づくものでも

・液体が気体に変わるときと同じだと思うから。 よいことを伝える。

・加えられた熱が温度を上げるのに使われず，状態を

変化させるのに使われるから。

４ 実験装置を組み立てる。 ・実験装置の準備ができたら教師のチェ

ックを受け，不備がなければ次の指示

を待つ。

５ 実験を開始する。【観察・実験１】 ・すべての班が準備ができたら教師の指

①最初の温度を測定する。 示のもと一斉に実験を開始する。

②３０秒ごとに温度計の目盛りを読み，記録する。同 ・時間の経過は教師が伝える。

時にハイポが液体になり始めたかを確認する。 ※実験装置を正しくセットし，融点を求

③温度測定と同時にハイポが溶けているかどうかを目 めている。 （観察・実験の技能）

で確認し，記録する。

④６０℃を超えたら火を止める。 ※物質の融点に関心を持ち進んで調べて

いる。 （関心・意欲・態度）

・ビーカーを抜くときはスタンドや三脚

も熱くなっているので専用の手袋を用

いて気をつけて抜くように注意する。

６ 実験結果をグラフにする。 ※物質には融点があり，状態変化の間は

温度変化しないことを理解している。

（知識・理解）

７ まとめる。

ハイポが固体から液体に変化する間は，温度は変化しない。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために
１ 生徒・教師の失敗例

（１）実験の途中でガスバーナーの火を消してしまった。
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＜対処法＞

・途中で火が消えてしまったり，火の強さが変わると温度上昇の変化に影響が出てしまう。実験の

途中で火を強くしようとしたり，炎の色を変えようとしたりする生徒がいるので，あらかじめ実

験中はガスバーナーに触れないように伝えておく。また，実験開始前に教師がすべての班のガス

バーナーの火の状態を確認した上で，一斉にガスバーナーをビーカーの下にセットするようにす

るとよい。

（２）融点が班によって異なる。

＜対処法＞

・原因のひとつに温度計の目盛りの器差が考えられる。事前に標準温度計と比較して調べておくと

よい。ただ正確な温度はわからなくても，融点が存在すること，状態変化の間は温度が変化しな

いということを確認できればよいのであれば班によって多少融点がずれても問題ない。

（３）ハイポが液体になり始めた瞬間を見逃した。

＜対処法＞

・気がついたら液体になり始めていたということがよくある。徐々に液体になり始めて試験管の下

にたまり始めるのであらかじめ４０℃近くになったら，教師の方で「そろそろ溶け始めるかもし

れないので注意して見ているように」と助言した方がよい。

（４）冷却時に４０℃を下回っても固体にならない。

＜対処法＞

・ゆっくりと冷やすと温度は下がって融点（凝固点）を下回っても固体にならないことがある。こ

れを過冷却という。外部からの物理的な刺激（振動など）で急速に結晶化するので，試験管をた

たくと急に固まる。

２ 経験談から

理科の実験では「なぜだろう？」という疑問を持たせることが大切だと考えています。疑問を持

つことで，興味・関心が高まり，意欲的に観察・実験に取り組み，考えようとすることができると

思います。興味を持って考えたり，取り組んだことは知識として定着しやすいと考えます。どんな

に加熱しても温度が上がらない，どんなに冷やしても温度が下がらないということに対して疑問を

持つような発問等を教師が積極的にしていくことが必要です。また，過冷却後に温度が上がってい

くことにも生徒は興味を持つはずです。過冷却の仕組みは中学校で学習する内容ではありませんが，

どうしてそんなことが起こるのか考えさせてみることもおもしろいのではないかと思います。その

ためには教師がその仕組みをしっかりと理解して，生徒にわかりやすく説明できるように準備をし

ておくことが大切です。

※参考資料
１ 実験データ

薬品（ハイポ）の分量や気温，ガスバーナーの火力等により条件は変化するが，気温約３２℃の

室内（理科室）で，中火で４ｇの薬品を用いて行った実験の結果は以下の通りである。

（１）加熱時の温度変化

時 間 温 度 時 間 温 度 時 間 温 度

３０秒 ３０．５ ５分３０秒 ４０．０ １０分３０秒 ４６．０

１分 ０秒 ３０．５ ６分 ０秒 ４１．０ １１分 ０秒 ４８．０

１分３０秒 ３１．０ ６分３０秒 ４２．０ １１分３０秒 ４９．０

２分 ０秒 ３１．０ ７分 ０秒 ４３．０ １２分 ０秒 ５１．０

２分３０秒 ３２．５ ７分３０秒 ４３．０ １２分３０秒 ５３．０

３分 ０秒 ３４．０ ８分 ０秒 ４４．０ １３分 ０秒 ５６．０

３分３０秒 ３５．０ ８分３０秒 ４４．５ １３分３０秒 ５８．０

４分 ０秒 ３６．５ ９分 ０秒 ４４．５ １４分 ０秒 ６０．０

４分３０秒 ３８．０ ９分３０秒 ４５．０

５分 ０秒 ３９．０ １０分 ０秒 ４５．５
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（２）冷却時の温度変化

時 間 温 度 時 間 温 度 時 間 温 度

３０秒 ５９．０ １０分３０秒 ４１．０ ２０分３０秒 ４４．０

１分 ０秒 ５８．０ １１分 ０秒 ４０．５ ２１分 ０秒 ４４．０

１分３０秒 ５７．０ １１分３０秒 ４０．０ ２１分３０秒 ４４．０

２分 ０秒 ５６．０ １２分 ０秒 ４０．０ ２２分 ０秒 ４４．０

２分３０秒 ５４．０ １２分３０秒 ３９．５ ２２分３０秒 ４４．０

３分 ０秒 ５３．０ １３分 ０秒 ３９．０ ２３分 ０秒 ４４．０

３分３０秒 ５１．５ １３分３０秒 ３９．０ ２３分３０秒 ４４．０

４分 ０秒 ５０．５ １４分 ０秒 ３８．５ ２４分 ０秒 ４４．０

４分３０秒 ４９．５ １４分３０秒 ３８．０ ２４分３０秒 ４４．０

５分 ０秒 ４８．５ １５分 ０秒 ３８．０ ２５分 ０秒 ４４．０

５分３０秒 ４７．５ １５分３０秒 ３８．０ ２５分３０秒 ４４．０

６分 ０秒 ４６．５ １６分 ０秒 ３９．０ ２６分 ０秒 ４４．０

６分３０秒 ４６．０ １６分３０秒 ４０．０ ２６分３０秒 ４４．０

７分 ０秒 ４５．５ １７分 ０秒 ４１．５ ２７分 ０秒 ４４．０

７分３０秒 ４４．５ １７分３０秒 ４２．０ ２７分３０秒 ４４．０

８分 ０秒 ４４．０ １８分 ０秒 ４３．０ ２８分 ０秒 ４４．０

８分３０秒 ４３．５ １８分３０秒 ４３．５ ２８分３０秒 ４４．０

９分 ０秒 ４３．０ １９分 ０秒 ４３．５ ２９分 ０秒 ４４．０

９分３０秒 ４２．０ １９分３０秒 ４４．０ ２９分３０秒 ４４．０

１０分 ０秒 ４１．５ ２０分 ０秒 ４４．０ ３０分 ０秒 ４４．０

（３）考察

今回の実験を別条件で行った時の実験結果は以下の通りである。

① ２００ｍＬのビーカーに水１００ｍＬを入れ，アルコールランプで加熱した場合

１０分ほどで沸騰し，４０℃を超えたあたりから徐々に溶け始める。２０分を過ぎてもまだ

溶け終わらず，温度はどんどん上昇してしまう（液体部分の温度が上がるため）。その一方で

ビーカーの中の水が徐々に蒸発してしまい，水面がどんどん下がってしまう。

② ハイポの結晶を砕いて粉末にして実験を行った場合（水は２００ｍＬ、ガスバーナー使用）

４～５分で溶け始め，結晶状態のものと比べ一気に液体になってしまい，状態変化の間の温

度が一定になるのがわかりにくい。

③ 加えるハイポの量を多くしたり，太めの試験管を使うなどすると温度変化の時間は変化する。

予備実験をいくつかのタイプでやっておくとよい。

※加熱時の温度変化をもっとわかりやすくするために，加熱の仕方，水の量，ハイポを入れるも

の（試験管を二重にするなど），ハイポの量などを工夫してみてください。
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Ⅰ  

 

 

 

１ 生徒のつまずきを解消する回路の実験例

 回路内を流れる電流の大きさを測定する実験では，ミ

ノムシクリップを使って電流計を回路につなぐのが一

般的だが，この接続方法では電流計のつなぎ方と電圧計

のつなぎ方を混同して，電流の測定を行う前に回路の製

作で戸惑ってしまい，学習のつまずきの要因となること

が多い。そこで，導線の途中に平型

法を特定することにより，回路に電流計をスムーズに挿

入することができ，生徒のつまずきを解消する手だてと

なる。 

    

２ 準備するもの 

（１）器具 （２～４人に１つ）※電源装置（電源）

数により増減を行ってください。

  ・端子付き導線（電流計をつなぐ箇所分＋１組）

・セメント抵抗 

  ・電流計 ・電圧計 ・電源装置

 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

 事前に電流計の読み方や回路図から回路を組み立てることができるように指導をしておくことで，

実験をスムーズに行うことができる。

 

４ 観察・実験の手順・様子 

（１）回路図に従って回路を組む。

（２）図りたい部分の端子を切り離し，電流計を装着する

 

 

  端子付き導線を使って回路を作った

 

電流計の接続方法を特定することにより，生徒のつまずきを解消する回路の

察・実験例 

電流・電圧と抵抗 

生徒のつまずきを解消する回路の実験例のあらまし 

回路内を流れる電流の大きさを測定する実験では，ミ

ノムシクリップを使って電流計を回路につなぐのが一

電流計のつなぎ方と電圧計

のつなぎ方を混同して，電流の測定を行う前に回路の製

，学習のつまずきの要因となること

平型端子を導入し接続方

法を特定することにより，回路に電流計をスムーズに挿

入することができ，生徒のつまずきを解消する手だてと

        回路に電流計と電圧

※電源装置（電源）の    

により増減を行ってください。                

付き導線（電流計をつなぐ箇所分＋１組）  

・電源装置 

学習前の観察・実験の指導の手立て 

事前に電流計の読み方や回路図から回路を組み立てることができるように指導をしておくことで，

実験をスムーズに行うことができる。 

。 

図りたい部分の端子を切り離し，電流計を装着する。 

 

端子付き導線を使って回路を作った様子        電流計を接続した

電流計の接続方法を特定することにより，生徒のつまずきを解消する回路の

と電圧計をつなぐ 

事前に電流計の読み方や回路図から回路を組み立てることができるように指導をしておくことで，

  

電流計を接続した様子 

セメント抵抗 

電流計の接続方法を特定することにより，生徒のつまずきを解消する回路の観
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５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

 抵抗を３つ直列や並列につないだ場合の実験を行う際にも，基本回路（電流計や電圧計を挿入する

前の回路）を組ませた後に，電流計や電圧計をつなげるように指導するとよい。 

 

６ 器具や薬品等の扱い方等 

（１）指導面 

電流計，電圧計をつけない状態での回路を基本回路とし，回路図から基本回路を組み立てること

ができるよう指導をしておく。 

平型端子にはオス・メスの端子があるため，向かって陽極側にメス端子がくるように配線を行う

よう指導をしておく。 

（２）その他 

・端子の作成 

ミノムシクリップ付きの導線を中心から切断し，切断部に端子を電工ペンチで圧着する。 

     

導線を切断する      先端１cmの被膜を剥く   端子をペンチで圧着する 

   

    圧着した端子         接続の様子 

※器具について 

         
 

 

Ⅱ 指導の例 

 

１ 単元名 電流・電圧と抵抗 

 

２ 単元のねらい 

 電流回路についての観察・実験を通して，電流と電圧との関係及び電流の働きについて理解させる

とともに，日常生活や社会と関連付けて電流と磁界についての初歩的な見方や考え方を養う。 

電工ペンチ 
ホームセン

タ ー 等 で

1000 ～ 1800
円程度で購

入できる。 

平型端子 
ホームセンタ

ーや 100 円シ

ョップ等で購

入できる。 
ギボシ端子で

も可 
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３ 指導計画 （全５時間） 

電流・電圧の関係と抵抗（５時間） 本時３／５ 

 

４ 学習問題 

２つの抵抗を直列につないだ場合と並列につないだ場合では，全体の抵抗はどうなるのだろうか。 

 

５ 実験・観察の展開例 

（１）ねらい 

・２つの同じ大きさの抵抗をつないだ場合の合成抵抗は，直列につないだ場合では元の抵抗の大き

さの２倍になり，並列につないだ場合は元の抵抗の大きさの１/２になることを見いだすことが

できる。                           （科学的な思考・表現） 

（２）展開例 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ オームの法則から，１つの抵抗にかかる電 

圧と電流の大きさから，抵抗の値を求める。 

 

 

 

 

 

２ ２つの抵抗を直列につないだ場合と並列に 

つないだ場合で，流れる電流の大きさがどの

ようになるか考えることで全体の抵抗を予想

する。 

・直列につないだ場合では，全体の電流の大き

さが大きくなるので，全体の抵抗は小さくな

る。 

・抵抗が同じなので，どのようなつなぎ方でも

全体の電流の量は変わらない。 

・並列につないだ場合は電圧がどの抵抗にも一

定にかかるので，流れる電流が多くなるので，

全体の抵抗は小さくなる。 

 

３ 導線の向きに注意しながら，直列回路を組 

み立てたのち，電流計を挿入し，電源電圧を

10V にしたときの回路全体を流れる電流の大

きさを測定する。 

 

４ 導線の向きに注意しながら，並列回路を組

み立てたのち，電流計を挿入し，電源電圧を

10V にしたときの回路全体を流れる電流の大

きさを測定する。 

 

５ 測定値をもとにそれぞれの抵抗の大きさを 

求める。 

 

６ 実験結果を発表する。 

 

・抵抗にかかる電圧と流れる電流の大きさから 

抵抗の大きさを求める活動を通して，抵抗の

数が増えた場合にはどのような結果になるの

か疑問を持たせる。 

 

 

 

・２つの抵抗を直列につないだ場合と並列につ 

ないだ場合の電流の大きさを予想させ，実験

の見通しを立てさせる。 

・抵抗は，電流の流れにくさを表すものである

ことに着目させ，予想の理由を考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電流計を外した回路を正しく組み立てさせた

のち，電流計を挿入し計測させる。 

 

 

 

・電流計を外した回路を正しく組み立てさせた

のち，電流計を挿入し計測させる。 

 

 

 

・オームの法則を用いて，回路全体の抵抗の大 

きさを求める際，計算が苦手な生徒のために

電卓を用意しておく。 

・他のグループとの比較を通して，自分たちの 

実験結果に対する考察を行わせる。 

２つの抵抗を直列につないだ場合と並列につないだ場合では，全体の抵抗はどうなるのだろう

か。 
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７ 抵抗を直列につないだ場合と並列につない

だ場合の合成抵抗について，実験結果よりそ

の法則を見いだす。 

 

８ まとめる。 

 

 

 

 

※合成抵抗について自分なりの考えを導きだし

ている。     （科学的な思考・表現） 

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）どのように配線をしたらよいかわからない。（回路が組めない） 

＜対処法＞ 

 ・電流計を外した状態で回路を組ませ，その確認を行う必要がある。事前に何度か回路を組む実験を

行っているが，生徒にとっては電流計の記号が増えただけでも新しい回路であるととらえてしまい，

まったくの白紙になる生徒も見られた。そのため，必ず「基本回路」（電流計・電圧計を挿入する

前の回路）を組ませ，これを基本として組み換えを行わせた。 

（２）配線の向きを間違える。 

＜対処法＞ 

 ・平型端子にはオス・メスの形があり，導線の向きを間違えてしまうと電流計を正しく挿入すること

ができなくなる。そのため電源の＋極に近い側にタグを付け，導線の方向が常に正しくなるように

改良した。 

（３）電流計の値が一定しない。 

＜対処法＞ 

 ・設定電圧を低く設定した場合に起こる。安定化装置の付いていない電源装置で多くみられるが，電

圧を高く設定することで安定化がはかられ，生徒がほぼ安定した結果を導くことができる。 

（４）電流計の読みができない。（測定値が大きい） 

＜対処法＞ 

・電流計の針が指し示す値を正しく読み取ることのできない生徒が見られる。これらの生徒は，mAと

Ａの違いを正しく理解していない生徒が多く，実験前の段階での振り返りを丁寧に行う必要がある。 

 

２ 経験談から 

 回路と電流・電圧の単元では電流計・電圧計を使い，それぞれの値

を読み取ることがこの単元での基礎となります。しかしながら，実際

に回路を組み実験を行っていくと生徒は電流計のつなぎ方と電圧計

のつなぎ方を混同し，実験を行う前に回路を組むことだけで息切れし

てしまい，実際に電流と電圧の関係を見出す前に学習意欲が低下して

しまうことがありました。そこで，電流計を回路に組み込む際，平型

端子を用いることで，生徒のつまずきを軽減することができました。

些細な工夫ですが，学習のねらいにせまる一助になればと考えます。 

抵抗を２つ直列につないだ場合の抵抗の値は，元の抵抗の大きさの２倍になり，並列につない

だ場合は，元の大きさの１／２になる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電圧計のつなぎ 
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磁界中の電流が受ける力 
 
 
Ⅰ  
 
 
１ 観察・実験のあらまし 
    電流が磁界から受ける力について，簡単な電気ブランコを作成して実験を行う。アルミニウム箔 

を用いることで加工がしやすく，動きも大きくわかり易く安価である。 
 
２ 準備するもの 
  器具・材料    （4 人班で１つ）                
    ・スタンド                                        
    ・アルミニウム箔                                        
    ・リード線２本 
    ・マンガン乾電池（単１）と電池ボックス １ 
    ・割り箸 １ 
    ・アルニコ磁石 １ 
 
３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 
  ・磁石のまわりには磁界があること，電流のまわりにも磁界ができることを学習しておく。 
 ・教師は，アルミニウム箔をコの字型に切って，ブランコの部分は作っておく。                 
                          
４ 観察・実験の手順・様子  
（１）電気ブランコ作成手順  
  ア  ブランコの部分をアルミニウム箔で作る。 
                  2 ㎝         2 ㎝                        2 つ折り 

 

 

 

          25㎝ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
    
   8㎝ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（    で折る。）  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

  4㎝                  4つ折り 
 
  イ  ブランコの部分を割り箸に取り付け，装置を組み立てる。     
                                           
         
                                           
         
 
 
 
                                      
                   
（２）実験の手順   

 電流の向きや磁界の向きを変えてアルミニウム箔が 
受ける力の向きを調べる。  
                                                             

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て                                
（１）電流がどのように力を受けるのか，磁界の様子から説明する。 
                    電流が紙面の手前から奥に流れているとき  

Ｎ      
     弱      強   磁石による磁界はＮ極からＳ極の向き。（  ） 
                電流による磁界は右回り。（  ）２つの磁界を合成すると， 
                電流の右側は磁界の向きが同じなので，磁界が強められ， 

力を受ける          電流の左側は磁界の向きが逆なので，磁界が弱められる。 
    向き          そのため左向きに力を受ける。 

Ｓ      

簡単に作成することができる電気ブランコの観察・実験例 
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（２）フレミングの左手の法則を学習する。          
（３）電流が磁界から受ける力を日常生活に役立てているものとしてのモーターの学習につなげてい

く。 
             
６ 器具の扱い方 
（１）指導面 
  ア   電流の向きについては磁石内にあるアルミニウム箔のみについて考  
  えさせる。生徒によっては，縦にあるアルミニウム箔やリード線に流   
  れる電流の向きについて考えてしまい混乱する場合がある。  
  イ  ブランコの動く向きが電流の向きと磁界の向きの両方に対して垂直に 
  はたらいていることを意識させながら実験させる。                     
                    
（２）安全面           
     この回路はショート回路であるため，電流を流しているとすぐに発熱し 
  てしまう。そのため，電流は一瞬だけ流し，力の向きがわかったらすぐに 
  切るようにする。 
 
 

Ⅱ 指導の例 
 
１ 単元名   磁界中の電流が受ける力 
 
２ 単元のねらい 
    磁石とコイルを用いた実験を行い，磁界中のコイルに電流を流すと力がはたらくことを見いだす 

こと。 
 
３ 指導計画    （全８時間） 
    電流がつくる磁界（３時間） 
    電流が磁界から受ける力（２時間）本時１／２ 

電磁誘導と発電（２時間） 
直流と交流（１時間） 

 
４学習問題 

                          
 

 
５ 観察・実験の展開例 
（１）ねらい 

・電流が磁界から力を受けることに関心を持ち，意欲的に調べることができる。 
  （関心・意欲・態度） 

    ・電流の向きと磁界の向きと力の向きに関係があることに気付き，それらの関係について理解す 
   ることができる。                            （知識・理解） 
（２）展開例 
              学習内容・学習活動     指導上の留意点と評価の観点 
 
１ リニアモーターのアルミパイプの動きを観察する。
・ 磁石による磁界と電流のまわりの磁界がぶつかると 
  力がはたらき，アルミパイプが動くのではないか。 

 
・フェライト磁石とアルミパイプ，手回し発

電機を用いて作ったリニアモーターを演示
し，発電機を回転させるとアルミパイプが
動くことに興味を持たせ，電気ブランコの
実験につなげていく。 

 電流は磁界からどのような力を受けるだろうか。  

  
２ 実験方法を確認し，準備をする。  
【観察・実験例】 
・装置を組み立て，電流の向きや磁石の向きを変えて，
 アルミニウム箔が受ける力の向きを調べる。 
 
 

・実験方法を説明し，アルミニウム箔の動き
から電流が磁界から受ける力を調べること
ができることを理解させる。 

・ショート回路であるため，電流は一瞬だけ
流し，すぐに切るようにさせる。 

 

電流は磁界からどのような力を受けるだろうか。 

電流 
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３ 実験結果を発表する。  
・ 電流は，磁界の向きと電流の向きの両方に対して垂直

な向きに力を受ける。 
・電流の向きや磁界の向きを逆にすると，電流が受ける

力の向きも逆になる。 
 
４ 電流，磁界，力の向きの関係はつねに同じで，この

関係を左手を用いて表したのがフレミングの左手の法
則であることを知る。  

  
５ まとめる。 

・電流の向きと磁界の向きと力の向きを正し
く認識し，実験させる。 

※意欲的に調べている。 
          （関心・意欲・態度） 
・結果を確認し，どの班も同じ結果であり，

電流と磁界の向きと力の向きには決まりが
あることに気付かせる。 

 
 
・フレミングの左手の法則について説明す 

る。 
 
※電流が磁界から受ける力と電流や磁石の磁

界の向きの関係について理解している。 
         （知識・理解） 

 
 電流は，磁石による磁界の向きと電流の向きの両方に対して垂直な向きに力を受け，力の向き

はフレミングの左手の法則で説明できる。  
 

  
  

 
 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）電流と力の向きを正しく認識できない。 

＜対処法＞ 
 ・４人班の実験台で中央に装置を置き実験を行う場合，向かい合った位置に座っていると，視点が

逆になりノートに記録するときの電流の向きが逆になってしまい混乱することがある。全員が同
じ方向からブランコを見るようにするとよい。 

  

２ 経験談から 
  フレミングの左手の法則では，親指，人差し指，中指を互いに垂直に立 
 てて力の向きを求めますが，生徒によっては指を垂直にすることが難しか 

ったり，指の形を勝手に変えてしまっていることに気付かなかったりしま 
す。そこで，私は左手の手のひらを使う方法で説明しています。 

  まず，左手を磁石のＮ極とＳ極の間にある導線と考えて，電流の向きに 
 中指の指先を合わせます。次に，手のひらをＮ極に向けると，親指が力の 

向きになります。 
  この方法だと手の形が単純なため間違いが少ないです。 
  また，手の向きを電流の向きに合わせづらい時は，ノートやプリントを 

回転させるようにさせます。 
 
 
参考文献 
１）大日本図書編（平成 24 年）理科の世界２年 教師用指導書下 

電流 

Ｎに向ける 
力 

左手 
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磁界中の電流が受ける力
 

 

Ⅰ  

 

 

１ 実験のあらまし 

    安価で身近な材料で簡単に作れるため

ーが回転する原理についての理解を深めることができる。

 

２ 準備するもの 

  器具・材料等（１人１つ）  
    ・乾電池（単３）  １ 

    ・フェライト磁石  １ 

    ・紙やすり  
    ・エナメル線（直径 0.4 ㎜約

    ・クリップ     ２ 

    ・セロハンテープ 

 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

  ・電気ブランコの実験を通して，電流が磁界から力を受けることを学習しておく。

 ・教師は実験材料を用意する。このとき，実験班ごとに１ケースに人数分の材料を入れておく。

・エナメル線は 1 人分約 40 ㎝ずつ

 

４ 観察・実験の手順  

（１）モーター作成手順                               
 ア エナメル線を単３の乾電池に約５回半巻き，

  コイルを作る。コイルの両脇は５㎝くらい伸ば

  しておき，コイルがほどけないように２回ぐら

  い巻きつけておく。（図の  

 

  イ コイルの両端は，片側はエナメルを

    はがし，もう片側は上面だけはがす

                                                                     
                       

                              

 

 

 ウ クリップを図のように曲げ，乾電池にセロテープでとめ，磁石をのせる。

                                         
                                                           

 

                                                      
 

 

 

 エ クリップにコイルをセットし，軽く指で回すと回転する。

 

 

 

生徒一人一人が簡単に作成することができるモーター作成の観察・実験例

 

磁界中の電流が受ける力 

安価で身近な材料で簡単に作れるため，生徒一人一人がモーターを作成することができ，モータ

ーが回転する原理についての理解を深めることができる。 

 

㎜約 40 ㎝） 

学習前の観察・実験の指導の手立て 

電気ブランコの実験を通して，電流が磁界から力を受けることを学習しておく。

教師は実験材料を用意する。このとき，実験班ごとに１ケースに人数分の材料を入れておく。

㎝ずつに切っておく。紙やすりも１人分約 2 ㎝角に切っておく。

                                
エナメル線を単３の乾電池に約５回半巻き，     

コイルを作る。コイルの両脇は５㎝くらい伸ば     
しておき，コイルがほどけないように２回ぐら     

  ） 

コイルの両端は，片側はエナメルを全部 
上面だけはがす。                          

                                                                      
                       エナメルを    エナメルを 

                              全部はがす  上部のみはがす 

クリップを図のように曲げ，乾電池にセロテープでとめ，磁石をのせる。

                                          
                                                           

                                                       

クリップにコイルをセットし，軽く指で回すと回転する。 

生徒一人一人が簡単に作成することができるモーター作成の観察・実験例

生徒一人一人がモーターを作成することができ，モータ

電気ブランコの実験を通して，電流が磁界から力を受けることを学習しておく。 

教師は実験材料を用意する。このとき，実験班ごとに１ケースに人数分の材料を入れておく。 

㎝角に切っておく。 

 

クリップを図のように曲げ，乾電池にセロテープでとめ，磁石をのせる。 

生徒一人一人が簡単に作成することができるモーター作成の観察・実験例 
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（２）実験の手順   

      モーターを作成し，回転する様子から，モーターが回る仕組みについて考えさせる。 

 

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

（１）コイルの両端で片方はエナメルを全部はがし，片方は半分だけはがすのはなぜか考えさせる。 

 ア エナメルをはがした部分がクリップに接触しているとき，コイルに電流が流れ，磁石の磁界か   

ら図１のように力を受ける。 

  イ コイルが半回転すると，エナメルをはがしていない部分がクリップに接触し，電流が流れなく   

なるが慣性でそのまま同じ向きに回転し続ける。（図２） 

 ウ さらにコイルが半回転すると，再びエナメルをはがした部分がクリップに接触し，図１と同じ   

向きに回転し続ける。 

  エ 両端のエナメルを全部はがした場合， 図１の状態からコイルが半回転すると，電流の向きが   

逆になり，力の向きが逆向きになる。（図３）そのため，コイルは止まってしまう。 

   図１  電流   力             図２                     図３        電流 

                                                                              力 

 

               回転           回転  

       電流 

 

             力         電流                                         力        電流 

 

（２）一般的なモーターも同じような原理でできていることを理解させる。 

 

６ 器具の扱い方等 

（１）指導面 

一人一実験であるが，グループで協力し合うことにより，互いにそれぞれのモーターを参考に

したり，助言し合ったりすることで成功体験ができる生徒をふやしたい。 

（２）安全面           
   ショート回路であるため，エナメル線の太さや巻き数によってはかなり高温になるので注意が   

必要である。 

 

 

Ⅱ 指導の例 

 

１ 単元名   磁界中の電流が受ける力 

 

２ 単元のねらい 

    磁石とコイルを用いた実験を行い，磁界中のコイルに電流を流すと力がはたらくことを見いだす 

こと。 

 

３ 指導計画    （全８時間） 

    電流がつくる磁界（３時間） 

    電流が磁界から受ける力（２時間）本時２／２ 

電磁誘導と発電（２時間） 

直流と交流（１時間） 

 

４ 学習問題 
 

よく回るモーターをつくり，回る仕組みを考えよう。 
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５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

  ・モーターが回る仕組みに関心を持ち，意欲的に作ることができる。   （関心・意欲・態度） 

  ・モーターの回る向きは電流の向きと磁石の磁界の向きに関係があることに気付き，電流が磁界    

から力を受けることとモーターが回る仕組みを関連付けて考えることができる。 

                               （科学的な思考・表現） 

（２）展開例                                                   ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

 

１ 電流が磁界から受ける力について前時までの復習

 をする。 

 

・フレミングの左手の法則を確認し，モー

ターの仕組みと関連付けて考えられるよ

うにする。 

２ 回転しているモーターを見て，どのような仕組み

でモーターがまわるのか予想する。         

・コイルと磁石によってモーターは作られている。 
フレミングの左手の法則によって説明できないだろ

うか。 
・モーターが回転するためにはどんな工夫が必要なの

だろうか。 

・モーターが回る仕組みやつくりに興味を

持たせる。 

・疑問を持たせる程度であまり深く追求し

ない。疑問を持ちつつモーターが作れる

ようにしたい。 

３ 作り方を確認し，モーターをつくる。 

【観察・実験例】 

①コイルを５回半巻き，エナメル線の端のエナメルを

はがす。（ 台の接触部分では片側のエナメルは全部

はがし，もう片側は上半分だけはがす。） 

②クリップを乾電池にとめ，台を作る。 

③台にコイルをセットし，磁石を近づけるとコイルは

回転する。 

・コイルは電池に巻くときれいに巻くこと

ができること，コイルの直径の位置でエ

ナメル線を２回くらい巻きつけコイルを

固定するとき，上下左右対称になるとよ

いこと，台に乗せて手で回してスムーズ

に回せるようにすることなど，作り方に

ついてはポイントを押さえ丁寧に説明す

る。 

※意欲的にモーターを作っている。 

         （関心・意欲・態度） 

４ モーターを回転させ，仕組みについて考える。 

・モーターが回る向きが電流や磁石の向きと関係があ

ることに気付く。 

・エナメル線の片側はエナメルを全部はがし，片側は

上半分だけエナメルをはがすこととモーターが回り

続けることの関係を考える。 

                                 

５ モーターを作って気付いたことや考えたことをノ

ートにまとめる。 

 

６ 気付いたことや考えたことを発表する。 

 

７ まとめる。 

・モーターを作りながら電流と磁石と回る

向きの関係を意識させる。 

・電流が磁界から受ける力の向きが常に一

定になるように工夫されていることに気

付かせる。 

・モーターを作ることに集中して１時間が

終わってしまうこともあるが，そのとき

は次時につなげたい。 

※モーターの回る向きと電流の向き，磁石

の磁界の向きに関係があることに気付い

ている。 

（科学的な思考・表現） 

よく回るモーターをつくり，回る仕組みを考えよう。 

コイルに電流を流すと，磁石の磁界から力を受ける。この力が常に一方向にはたらくように

エナメルをはがすことでコイルが回転する。モーターが回ることはフレミングの左手の法則

で説明することができる。 
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために
 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）モーターが回らない。 

＜対処法＞ 

・エナメルをしっかりはがして

コイルが反応する。また，熱

とよい。 

・コイルの回転軸がコイルの重心を通っているか。コ

に，手で回してスムーズに回るように調整する。

・コイルの両端がしっかりとめられているか。コイルがばねのようになっていては回らない。

 ・コイルの両端をクリップに巻きつけてしまっていないか。手で回らないものは回らない。

・コイルの回転軸の動きがクリ

ップの輪の部分が乾電池と垂直になるように調整すると，コイルの回転軸がクリップから抵抗を

受けずにスムーズに回転できる。

・台のコイルをのせる部分の高さが左右同じになっているか。回転軸

が水平でないと，回っている途中でコイルが片方に移動し，止まっ

てしまう。 
・手に持って回転させてみる。このモーターは手に持って回転させる

ことができるので，コイルと磁石の距離や角度の微調整がし易い。

                                               
 

（２）１時間内にモーターを回すことができない生徒がいる。

＜対処法＞ 
・一人一実験であるが，グループ活動として，早く回った生徒が友達を

バイスしたりしながら実験が

成するなど班で協力して取り組むことができる。

・なかなか回せない生徒用に微調整済みの台（乾電池にクリップをつけたもの）を何台か用意して

おき，コイル作りだけに専念させる。

 

２ 経験談から 

一人で作成する実験なので，モーターを回すことができると楽しいと感じます。個別実験ですが

早く回った生徒は友達が回すのを助け，手伝ってもらって回った生徒も友達に感謝しながら別の友

達を助けます。そしてクラス全員が協力して取り組むことができる教材です。また，普通に回すこ

とができた生徒はコイルを変形させたり，巻き数を変えたり，さらに工夫をして新しいタイプのモ

ーターを回したいと意欲的に取り組んでいきます。この授業では技術的なことが要求されるため，

普段の理科の授業とは違う生徒が

な生徒と技術面が得意な生徒とそれぞれを尊重しながら授業を行うことができます。

 

 

参考文献 

１）大日本図書編（平成 24 年）理科の世界２年

 

よりよい観察・実験にするために 

・エナメルをしっかりはがしているか。コイルに電流が流れていれば必ず，磁石を近づけることで

コイルが反応する。また，熱を持つこともある。何も反応がない場合はエナメルを丁寧にはがす

・コイルの回転軸がコイルの重心を通っているか。コイルの回転軸の上下で重さが同じになるよう

に，手で回してスムーズに回るように調整する。 

・コイルの両端がしっかりとめられているか。コイルがばねのようになっていては回らない。

・コイルの両端をクリップに巻きつけてしまっていないか。手で回らないものは回らない。

・コイルの回転軸の動きがクリップで妨げられていないか。クリップの台にセットしたとき，クリ

ップの輪の部分が乾電池と垂直になるように調整すると，コイルの回転軸がクリップから抵抗を

受けずにスムーズに回転できる。 
・台のコイルをのせる部分の高さが左右同じになっているか。回転軸

が水平でないと，回っている途中でコイルが片方に移動し，止まっ

・手に持って回転させてみる。このモーターは手に持って回転させる 
ことができるので，コイルと磁石の距離や角度の微調整がし易い。 

                                                               

回すことができない生徒がいる。 

・一人一実験であるが，グループ活動として，早く回った生徒が友達を手助けしたり，調整をアド

バイスしたりしながら実験ができるとよい。自分のモーターと友達のモーターを比較しながら作

するなど班で協力して取り組むことができる。 
・なかなか回せない生徒用に微調整済みの台（乾電池にクリップをつけたもの）を何台か用意して

おき，コイル作りだけに専念させる。 

，モーターを回すことができると楽しいと感じます。個別実験ですが

のを助け，手伝ってもらって回った生徒も友達に感謝しながら別の友

全員が協力して取り組むことができる教材です。また，普通に回すこ

形させたり，巻き数を変えたり，さらに工夫をして新しいタイプのモ

取り組んでいきます。この授業では技術的なことが要求されるため，

普段の理科の授業とは違う生徒が活躍できたりもします。モーターが回る原理を考えることが得意

面が得意な生徒とそれぞれを尊重しながら授業を行うことができます。

年）理科の世界２年 教師用指導書下  

いるか。コイルに電流が流れていれば必ず，磁石を近づけることで

を持つこともある。何も反応がない場合はエナメルを丁寧にはがす

イルの回転軸の上下で重さが同じになるよう

・コイルの両端がしっかりとめられているか。コイルがばねのようになっていては回らない。 

・コイルの両端をクリップに巻きつけてしまっていないか。手で回らないものは回らない。 

いか。クリップの台にセットしたとき，クリ

ップの輪の部分が乾電池と垂直になるように調整すると，コイルの回転軸がクリップから抵抗を

手助けしたり，調整をアド

。自分のモーターと友達のモーターを比較しながら作

・なかなか回せない生徒用に微調整済みの台（乾電池にクリップをつけたもの）を何台か用意して

，モーターを回すことができると楽しいと感じます。個別実験ですが

のを助け，手伝ってもらって回った生徒も友達に感謝しながら別の友

全員が協力して取り組むことができる教材です。また，普通に回すこ

形させたり，巻き数を変えたり，さらに工夫をして新しいタイプのモ

取り組んでいきます。この授業では技術的なことが要求されるため，

活躍できたりもします。モーターが回る原理を考えることが得意

面が得意な生徒とそれぞれを尊重しながら授業を行うことができます。 
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化合

Ⅰ 生徒の興味・関心が高まり，安全に行うことができる鉄と硫黄の化合の観察

・実験例

１ 実験のあらまし

鉄と硫黄が化合することにより鉄でも硫黄でもない別の物質である硫化鉄になること，また, 生

成するときに激しい反応熱が伴うことを実験する。激しい反応が伴うために，生徒の興味・関心が

非常に高まる実験ではあるが，高熱や毒性のある気体が発生するため，事故が起こらないように充

分に留意して行わなければならない。

２ 準備するもの

（１）器具

試験管４，試験管立て，スタンド，磁石，乳棒，乳鉢，薬さじ，薬包紙，脱脂綿，加熱器具

マッチ，燃えがら入れ，新聞紙，ティッシュペーパー，割り箸，バケツ，濡れ雑巾，保護眼鏡

（２）試薬

鉄粉(還元鉄)できれば２００メッシュ以上(7g)，硫黄(4.2g)，塩酸(2%,10mL)

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

実験の手順は，課題として用意し事前に理解させておくとよい。また，時間の短縮も考え，鉄と

硫黄も班ごとに仕分けしておくとよい。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）実験の準備

ア 硫黄粉４.２ｇを乳鉢で

よく粉末化した後，鉄粉

７ｇを加えてよく混ぜ，

均一にする。(留意点１)

イ 混合物を，薬包紙上で

おおむね1/4，3/4に分け，

1/4量を試験管アに入れ，

3/4量を試験管イに入れる。

イに詰めるときはトント

ン机上でたたいて詰め，

すきまがないようにする。

ウ 試験管イの口の部分を

脱脂綿で閉じて，スタン

ドに斜めに固定し，混合

物の上部に炎があたるようにする。

（２）実験の手順

ア 試験管イに入った混合物の上部に炎を当て加熱する。

イ 赤熱したら加熱をやめ，どのように変化するか観察させる。(留意点２)

ウ 全体が変化してきたら，ティッシュペーパーを試験管の外側に当て炎がつくかを確認する。割

り箸をつかい，こげるかを確認してもよい。また，火のついたティッシュペーパーや割り箸は，

あらかじめ用意しておいた水の入ったバケツに入れさせ，事故の起こらないように注意させる。

(留意点３)

鉄と硫黄を乳鉢で均一化する

混合物の３／４を試験管に入れスタンドに斜めに

混合物を３：１に分ける 固定し、混合物の上部に炎があたるようにする
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エ 反応後しば

ら く 放 置 し

て，試験管イ

が手でもてる

ようになるま

で待つ。(留

意点４)

オ 試験管イが

手で持てるよ

う に な っ た

ら，イをスタ

ンドからはず

し，試験管ア

と試験管イに磁石を近づけて，引きつけられるようすを調べ，ふたつを比較させる。(留意点５)

カ 反応後の物質を試験管から取り出す。そのまま取り出せない場合は，試験管イを新聞紙にく

るみ ，試験管を割って反応後の物質を取り出す。(留意点６)

キ 反応前の物質と反応後の物質のふたつを比較させる。(留意点７)

ク 塩酸の入った試験管ウ，エを用意し，反応前の物質の少量をウに反応後の物質の少量をエに

入れ，反応のようすや発生する気体のにおいを確認する。(留意点８)

（３）実験の留意点

留意点１ 硫黄は気化することを考え，４ｇではなく４.２ｇで手わたすが，よけいな混乱をさけ

るため，硫黄４ｇ，鉄７ｇと伝えるとよい。

留意点２ 試験管上部から，下部に赤熱状態が広がっていくことを確認させる。

留意点３ 火がつくと生徒の中でもかなり驚き慌てるものも多い。実験の状態を見計らいながら，

教師の支援の元で行えるとよい。

留意点４ 耐熱手袋や軍手を使うと不用意に掴み，安易に取り扱ってしまうこともある。素手で試

験管上部をタッチしながら熱さを確認し，充分に冷えたかを確認させていくと熱さに対

する意識にもつながる。ただ，上部が平気でも試験管の下部は，かなりの熱さが残って

いるので注意させる。目安として１０分ぐらいは待たせたい。

留意点５ 混合物は磁石につくが，硫化鉄は磁石につかなくなる。ただ，実際には完全に鉄が化合

せず，磁石に反応する場合が多い。そのときは，磁石のつき方との違いから判断すると

よい。また，磁石もほどよい磁力のものを選んでおくとよい。

留意点６ 化合した後は，試験管から簡単にとり出せない場合が多い。そのまま取り出せない場合

は，新聞紙にくるんで割って取り出す方法も選択させたい。

留意点７ 反応後は，溶岩の塊のようになり，見かけ

からも違う物質であることが見て取れる。

留意点８ ウは鉄が反応して水素が発生するが，鉄に

含まれる不純物のためにおいを感じる。ま

た，エは硫化水素が発生する。どちらも試

験管を離し，手で仰ぐようににおいを嗅ぐ

ことを強調する。特に，硫化水素は毒性が

あるので注意する。（最初はにおいが少ない

と思い，塩酸を濃くしたりしないように気をつける。）また，硫化鉄は終始沈んだまま

だが混合物は水素の発生に伴い，浮かび上がることがある。こうした変化の違いも観察

できる。

赤熱したら加熱をやめ、下部に赤熱状態が広 変化した時にティッシュペーパーを試験管につ

がることを確認させます けると燃える事で高熱状態を実感させられます

反応前の物質 反応後の物質
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５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

ノートやプリントなどに結果をまとめさせる。「赤熱した部分が自ら広がっていくことから，ど

のようなことがわかるか。」「これと同じ現象がないか。」などを考えさせる。反応前と反応後で同

じ物質か違う物質かを考え，そう考えた理由を記入させる。また，班の中でも議論させ，結果をま

とめさせる。違う物質であることから，化学変化が起こりその変化が硫化であることを知る。また，

化学式からどのような化学変化が起こったかをモデルで考えさせ，化学反応式の作成へと導かせる。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

・試験管は上部に触れることができても，下部はまだ高熱の場合も多くやけどの恐れがある。充分

に冷えたことを確認してから操作できるとよい。

・不用意に試験管立てに置くと，試験管立てが焦げたり溶けたりすることがある。

（２）安全面

・熱いものの取り扱い方に注意させ，やけどに気をつけさせる。

・毒性のある気体も発生するため，換気にも注意する。

・保護眼鏡をつけさせるとよい。

・試験管イは生成熱のため，ひび割れ，破損してしまう場合もあり，

加熱後に試験管下部に砂皿を用意できるとよい。

・ガラスの破片について注意する。

（３）その他

・気分が悪くなった生徒がいたら速やかに屋外に出し，新鮮な空気を

吸わせる。

・未反応の混合物は，そのまま放置しておくと発熱の恐れがあるため，

加熱して硫化鉄にし温度が下がるまで十分に放置してから廃棄する

とよい。

Ⅱ 指導の例
１ 単元名 化学変化

２ 単元のねらい

２種類の物質を化合する実験を行い，反応前とは異なる物質が生成することを見いだすとともに，

化学変化は原子や分子のモデルで説明できること，化合物の組成は化学式で表されること及び化学

反応式で表されることを知ること。

酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係する反応であることを見いだす。化学変化に

よって熱を取り出す実験を行い，化学変化には熱の出入りを伴うことを見いだすこと。

３ 指導計画 （全１０時間）

酸素と結びつく化学変化～酸化～ (５時間)

酸素をうばう化学変化～還元～ (２時間)

硫黄と結びつく化学変化 (３時間) 本時１・２／３

４ 学習問題

鉄と硫黄をよく混ぜて加熱するとどのような変化が起こるのだろうか。

試験管下部に砂皿を置いておく
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５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・実験に関心を持ち，加熱前後の物質の性質を探求しようとする。 （関心・意欲・態度）

・加熱前後の変化や物質の性質の変化から別の物質が生成していることについて，自らの考えを

導いたりまとめたりして表現することができる。 （科学的な思考・表現）

・物質を化合して, 反応前後の物質の性質のちがいを比較する実験の基本操作を習得するととも

に，結果の記録や整理のしかたを身につけている。 （観察・実験の技能）

（２）展 開（２時間扱い） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 実験の操作を確認する。 ・実験の手順・目的・注意点を確認し，班

の中で分担し取り組むことを意識させる。

鉄と硫黄の混合物を加熱するとどのような変化が起こるのだろうか。

２ 手順に沿って，実験を行う。

①鉄と硫黄の混合物を作る。 ※実験に対し，意欲的に取り組んでいる。

②混合物を加熱する。 （関心・意欲・態度）

③加熱前後の物質の性質を比べる。 ※ねらいや注意点を意識し，正しい実験を

行っている。 （観察・実験の技能）

３ 班ごとに話し合い結果についてまとめ，考察する。

・加熱したときの変化のようすを話し合う。

・加熱前後の物質の相違点を話し合う。 ・実験の結果をまとめ，結果からわかるこ

・実験の結果からわかったことを話し合う。 とについて意見を出し合わせ，わかった

内容を整理させる。

４ 鉄と硫黄の混合物は加熱の前後でどのような変化

をしたか整理したことを発表する。

・自分たちの結果と，他の班の結果につい

て相違点について注目させる。

・自分たちの班の中で，何か発見がないか

を考えさせ，どんな小さなことでも発表

させる。

※自分の発見，考えをきちんと発表してい

５ 実験の結果からわかったことをまとめる。 る。 （科学的な思考・表現）

・鉄と硫黄の混合物が化学変化して別の物質になっ

たことを見いだす。 ・実験の結果から，ホワイトボードを使っ

・化学変化がおこるときは，熱が発生することを見 て，話し合いを行い，押さえておきたい

いだす。 ことを見いださせる。

６ 化学式から，どのような化学変化が起こったかを

考え化学反応式で考える。

・ホワイトボードを使って，化学式からモ

デル化させ，班で話し合いながら化学反

応式を導き出させる。

７ まとめる。 ※学習問題に対し，結果を見いだしている。

（科学的な思考・表現）

鉄と硫黄の混合物は，加熱後に別の物質(硫化鉄)に変わる。

この実験の化学変化は「Ｆｅ＋Ｓ→ＦｅＳ」で表される。

化学変化するときは反応熱を伴う。
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Ⅲ よりよい実験にするために
１ 生徒・教師の失敗例

（１）反応後の硫化鉄が磁石についてしまう。

＜対処法＞

・還元鉄のメッシュの細かいものを使うことで，より化合がしっかりと行われ，鉄が残るようなこ

とがなくなる。還元鉄を購入するときに意識してメッシュの細かいものを購入する必要がある。

ただ，メーカーによっては，そこまでの指定のない場合がある。その結果，反応後の硫化鉄がや

はり磁石に反応してしまう場合がある。このようなときは磁石を調整する方法もある。磁石を選

ぶ際にはさまざまな磁石が置いてあるので，混合物には反応するが反応後の物質には反応しない

ものを選んでおくとよい。

（２）鉄と硫黄の反応が進まない。

＜対処法＞

・還元鉄は湿気に弱く，ふたの閉め方が甘いと次の年には反応しなくなってしまう。ましてメッシ

ュの細かいものは，この傾向が強くなる。きちんとふたを閉めたうえで，ラップにくるんで保存

しておくと，こうしたことはなくなり数年間はもつ。

（３）試験管が割れて使えなくなる。

＜対処法＞

・試験管は消耗品と思ってあきらめる。ただ，どうしても大量の試験管を使えない場合には，以下

の方法もある。

ア アルミ筒を使った鉄と硫黄の化合実験

アルミはくをガラス棒などで筒状に巻き，その中に鉄と硫黄の混合物をろうとを使って入れて，

アルミ筒を作り反応させる。

（ア）実験の方法

ａ アルミはくをガラス棒などで筒状にまく。

ｂ 鉄と硫黄の混合物をろうとを使って，筒状にしたアル

ミ筒の中に入れる。アルミの余分なところは，燃えるの

でカットした方がわかりやすくなる。

ｃ 加熱する前に，燃焼皿の上に砂を敷き，砂皿を用意す

る。

ｄ 混合物を入れたアルミ筒をピンセットで持ち，ガスバ

ーナーで一方を加熱する。

ｅ 火がついたら，アルミ筒を砂皿の上に移し，変化を観

察する。

（イ）実験の利点

アルミ筒を使うと順番に一人一実験で行うことができ

る。また，加熱の時，アルミを溶かすので，その熱の大

きさも体感できる。

（ウ）実験のデメリット

試験管を使う場合は，試験管を固定することができる

が，アルミ筒はスタンドに固定できない。そのため砂皿

に移すなどの技術が必要になる。高温で生徒が慌てたり

しないように，十分な指導が必要になる。特に，赤熱し

たときに火花が散ることもある。高熱なので，砂皿以外

のところに落とすと，焦がす場合があるので，砂皿を大きくする必要もある。

また，生成物の表面にアルミはくが付着し，硫化鉄にアルミが混じったような印象になる。

アルミ筒に混合物を入れ加熱します

アルミを溶かし赤熱状態が広がります

- 51 -



イ 試験管の中にアルミ筒を使った鉄と硫黄の化合実験

アルミ筒の中で，鉄と硫黄の混合物を加熱するのは上述した通りだが，そのアルミ筒を試験管

の中に入れて加熱するという方法もある。

（ア）実験の方法

アの（ア）で作ったアルミ筒を試験管の中に入れ，外

からバーナーで加熱する。

（イ）実験の利点

・試験管から生成物が取り出しやすい。

・上述アの（ウ）のような，失敗や危険がなくなる。

（ウ）実験のデメリット

鉄と硫黄が直接反応するところが見られない。直接反

応するのと比べると，迫力に欠け物足りなさを感じる。

生成物の表面にアルミはくが付着する。また，試験管は

高熱を受けるため，直接反応させるより破損は少ないが，

再利用できるとは限らない。

（４）やけどをしてしまう。

＜対処法＞

・目安として，加熱してから１０分くらいたつと，手で触っても平気な温度になる。待ち時間は，

そこまでの実験の結果のまとめをするなどの方法がある。試験管の口部は平気でも，底部はまだ

高温だったりすることもあるので，不用意に取り扱わないような注意が必要である。熱いものを

扱うということを意識させ，緊張して取り扱わせることが大切である。

・また，１時間の授業の中で，充分に冷えるまで待てない場合は，耐熱手袋を使う方法もあるが，

この場合も充分に熱いということを留意させることが大切である。

（５）薬品の処理に困った。

＜対処法＞

・塩酸に入れた物質は，実験後すみやかに塩酸から取り出す。その際に，硫化鉄は茶こし，混合物

はガーゼをはったビーカーを使って取り出すとすばやく行える。硫化鉄はそのまま大量の水で洗

い流す。

・混合物は反応して発熱する恐れがあるので，化合させ硫化鉄にしてから処分する必要がある。硫

化鉄もまだ完全に化合しきっていないと発熱の恐れがあるので，実験後しばらく小分けにしてお

く。

・１～２週間置いておいても平気ならば，小分けのまま燃えないごみとして出す。

２ 経験談から

この鉄と硫黄の化合の実験は，試験管を壊すような高熱や硫化水素のにおいなど，驚きと感動を

もたらす内容です。安全な実験を心がけることはもちろんですが，その中で生徒に熱さやにおいを

鮮烈に体験できる機会を工夫していきたい。こうした驚きと感動は，興味・関心につながり，考察

や探求への意欲につながっていくものです。忘れがたい実験として生徒の記憶に残していくものに

してもらいたい。

参考文献

大日本図書／理科の世界２年 教師用指導書 上／著 中村日出夫・他５７名

啓林館／未来へひろがるサイエンス２／著 塚田捷・山極隆・森一夫・大矢禎一

東京書籍／新しい科学２年／著 岡村定矩・藤岡昭・他４９名

アルミ筒の中に混合物を入れ、赤熱さ

せたもの
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酸化と還元 

 

 

Ⅰ  

 

 

１ 金属の燃焼の観察・実験のあらまし 

  生徒は小学校６年時に紙や木炭の燃焼経験がある。その経験から，生徒は物質が燃焼すると質量 
は軽くなると考えている。これを利用し，導入でティッシュペーパーを上皿てんびんの上で一方を 
燃やし，軽くなることを確かめてから金属の燃焼後の質量変化を予想をさせる。そのうえでスチー 
ルウールを加熱後，ティッシュペーパーと同様に上皿てんびんで加熱前のスチールウールと質量を 
比べることによって，目で見て明らかに質量が大きくなることを確かめることができる。マグネシ 
ウムリボンに関しては，酸化マグネシウムが煙状に空気中に逃げてしまい質量の変化はわかりにく 
いので，塩酸との反応のみについて実験を行う。 

 
２ 準備するもの 

（１）器具（４人で１つ） 

  ・上皿てんびん 
  ・蒸発皿 
  ・燃焼皿（２枚） 
  ・ガスバーナー 
  ・るつぼばさみ 
  ・マッチ 
  ・ストロー 
  ・アルミニウムはく 
  ・試験管（４本） 
  ・試験管立て 
  ・保護眼鏡 

  ・花ハサミ 

（２）材料・試薬 

  ・スチールウール（０００番） 
  ・マグネシウムリボン 

  ・ティッシュペーパー（箱） 
  ・希塩酸（約２％） 

 

 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

  前時までに，酸化銀が熱分解して銀と酸素になる化学変化の化学反応式を学習しておく。酸化し

て黒くなっている銀が，酸素と離れることで光沢を持つことを復習も兼ねて指導することで，本時

のスチールウールが黒くなったのが酸化によるものであることが理解しやすくなる。 
  実験の準備としては，だいたい同じ質量のスチールウール２つを１セットとして，班の数用意し

ておく。上皿てんびんによる微調整は，生徒自身が行えばよい。 

 

４ 観察・実験の手順・様子 

（１）金属の準備 

 ア スチールウールは目の細かい０００番が理想だが，廉価なものでも

実験は可能である。スチールウールは空気に十分に触れるようにほぐ

してから手のひらで軽く丸める。丸めておかないと，とびだした部分

が，点火した時に熱でとけて飛び散ってしまう。はじめに細かい粉は

ふり落としておくとよい。目分量で直径２ｃｍ程度に準備する。塩酸

に入れた時の反応用（加熱前）には，直径１ｃｍ程度の小さいものを

準備する。 

ストロー 

スチールウール（000 番） 

同じ質量のものを準備する。 

金属が燃焼して質量が大きくなる様子が目で見てわかる観察・実験例 
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 イ マグネシウムリボンはハサミで切ることができる。ハサ 

  ミは，花ハサミが力も入り，耐久性もあるので使いやすい。

  ３ｃｍ程度に切る。塩酸に入れた時の反応用（加熱前）に 

  は，５ｍｍ～１ｃｍ程度で十分である。 

 

（２）導入の手順・様子 

 ア 実験の前に，導入としてティッシ

  ュペーパーを燃やす。箱ティッシュ

  は１枚１枚，質量が同じなので，比

  較しやすい。 

 

イ ティッシュペーパーは軽く丸めて

  燃焼皿に乗せ，上皿てんびんでつり

  合わせた状態からマッチで火をつけ

  る。燃やした方は，軽くなる。 

 

 ウ ワークシートに，金属だと質量の変化はどうなるか予想させる。予想の理由も書かせる。ティ

ッシュペーパーでの変化を見ているので，生徒は予想を立てやすい。 

 

（３）スチールウールの加熱の手順・様子 

 ア るつぼばさみで持ち，加熱する。ピンセットよりも火から遠い位置

  で加熱できるため，安全である。スチールウールの中のほうまで燃焼

  させるために，赤熱している際に火からはずし，ストローで息を吹き

  かける。勢いよく吹きかけすぎるとスチールウールが散るのでアルミ

  ニウムはくを敷き，落ちた粉は質量を比べるときに一緒にする。 

 

 イ 冷えたら上皿てんびんに乗せて，加熱前のスチールウールと質量を 
比べる。ティッシュペーパーと違い，加熱後のほうが重くなるので生 
徒は理由を考え出す。 

 

（４）マグネシウムリボンの加熱の手順・様子 

ア るつぼばさみで端の方を持ち，ガスバーナーで加熱する。燃焼が始  

まったら，すぐに蒸発皿に入れる。 

 

イ 燃焼後の酸化マグネシウムはもろく，扱いづらいので，マグネシウ  

ムリボンは３ｃｍ程度の長さで実験をすると，その後の操作が容易で

ある。 

 

（５）加熱後の物質の性質を調べる手順・様子 

ア 希塩酸を入れた試験管を４本用意し，加熱前後をそれぞれ比較す

る。 

 

イ 加熱したスチールウールは，中心部分のかたまり状のところを用い 

る。 

 

ウ マグネシウムリボンは，酸化して白くなった部分を用いる。 

 

 

 

 

 

 

- 54 -



５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

  次時に，今回の実験結果を化学反応式で表すとどのようになるか考えておくように伝える。原子

や分子のモデルで実験結果を表現できるようにさせたい。 
実験後の塩酸は，金属ごとにまとめて回収する。大きめのビーカー等を用意し，そこに入れさせ

るとよい。回収後，金属は茶こし等で分別し，水洗いをして不燃ごみとする。使用済みの塩酸は，

廃液として適切に管理する。 

 

６ 器具や薬品等の扱い方等 

（１）指導面 

   一時間の中で二つの実験を行うので，手際よく取り組ませたい。同時に二つの実験を行ってし

まうと混乱するので，スチールウールの加熱から取り組ませる。 

（２）安全面 

   加熱の際は，るつぼばさみを使い，やけどに注意させる。赤熱したスチールウールに息を吹き

かける際は，ゆっくり吹きかけないと飛び散って危険であるため，保護眼鏡を着用させる。マグ

ネシウムリボンは加熱すると激しい光を放つので，直視しすぎないように注意する。希塩酸は目

や皮ふにつかないように注意し，保護眼鏡を着用させる。 

（３）その他（実験の注意） 

   風が強いと，火をつけたティッシュペーパーが飛んだり，スチールウールが転がったりする危

険性があるので，窓の開閉には注意したい。 

 

 

Ⅱ 指導の例 

 

１ 単元名 酸化と還元 

 

２ 単元のねらい 

  酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係する反応であることを見いだすこと。 
 

３ 指導計画 （全１０時間） 

  酸素と結びつく化学変化―酸化（５時間）本時１／５，２／５ 

  酸素をうばう化学変化―還元（２時間） 

  硫黄と結びつく化学変化（３時間） 

   

４ 学習問題 

スチールウール（鉄），マグネシウムリボン（マグネシウム）に火をつけると，どうなるだろう

か。燃やす前と後では，何か違いはあるだろうか。 

 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

 ・物質の酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係する反応であることを見いださせる。 

                               （科学的な思考・表現） 
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（２）展開（２時間扱い※２日にわたって授業を実施）      ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

 

１ 既習事項を確認し，予想の根拠となる事象を示す。

・紙や木では，燃やすと軽くなることを上皿てんびんを 
 使った演示実験で確認する。 

・酸化銀の加熱では，銀と酸素に分かれたことを復習す

る。 

 
・教卓に生徒を集め，ティッシュペーパー

を燃やし，簡単に説明する。 
 
・できた銀は，金属光沢や展性があったこ

とを確認する。 

 

 

 

スチールウール（鉄），マグネシウムリボン（マグネシウム）に火をつけると，どうなるだ

ろうか。燃やす前と後では，何か違いはあるだろうか。 
 

 

 
  

２ 学習課題に対する予想と予想の根拠をワークシー

トに記入する。 

・紙と同じで，軽くなると思う。 

・酸化銀と同じで熱分解されて軽くなると思う。 

・金属だから，さびて重くなると思う。 

・焦げてボロボロになって，黒くなると思う。フライパ

ンはそうなったから。 

 

３ 予想とその理由を発表する。 

・班ごとに発表させる。 

 

４ 実験方法を確認し，実験をする。 
【観察・実験例１】 

①スチールウールを加熱し，加熱をしないものと見た目

や質量を比較する。質量は上皿てんびんで比較する。 

②マグネシウムリボンを加熱し，加熱をしないものと見

た目を比較する。 
③希塩酸で加熱前後のスチールウール，マグネシウムリ

ボンの反応の違いを調べる。 

 

５ 結果をまとめ，考察をする。 

・結果を表にまとめ，班ごとに黒板に記入する。 
・考察を発表する。 

 

 

 

６ まとめる。 

 
 
・酸化銀や紙の加熱と比較させる。 
・鉄の金属としての特徴を確認させる。金

属光沢，展性，塩酸との反応，電導性な

ど。 

 

 

・他の班の発表を聞き，自分の考えを深め

られるようにする。 

 

・加熱の仕方を確認する。 

・やけどをしないように，加熱中は顔をあ

まり近づけないようにさせる。 
・火や塩酸を用いるので，立って実験をさ

せる。 

 

 

 

 

・他の班の発表を聞き，自分の考えを深め

られるようにする。 

※酸素と結びついて別の物質になること

に気付き，ワークシートに記入しようと

している。             

       （科学的な思考・表現） 

 

 

 

 

・加熱後の物質は金属光沢がなく，塩酸に入れた時の反応も異なり，別の物質に変化する。 
・加熱すると，空気中の酸素と化合する（酸化）。鉄は酸化鉄，マグネシウムは酸化マグネシウ

ムに化学変化する。 
・酸素と結びついたため，質量が大きくなる。 

 

 

 

 

  

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）スチールウールの質量をそろえることができない。 

＜対処法＞ 

 ・上皿てんびんにのせ，重いほうから少しずつ減らしながら，両方の質量を等しくするようにする

とよい。 
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（２）加熱してもスチールウールの質量がほとんど変化しない。 

＜対処法＞ 

 ・スチールウールは実験前に，よくほぐしてから丸める。ほぐさないと，中心部分まで空気がうま

く届かない。スチールウールの燃焼は，炎から出すと止まるが，出してすぐにストローで息を吹

きかけると，周辺部分や中心が赤熱状態になる。赤熱状態が見られなくなってからもう一度全体

を熱すると，質量の変化が観察可能である。 

 

（３）加熱したスチールウールが塩酸に反応してしまう。 

＜対処法＞ 

 ・赤熱して中心部分にかたまりができるが，その部分を塩酸の反応に使用する。まわりがほぐれて

粉状になった部分では，塩酸に反応してしまう場合がある。 
 

（４）酸化マグネシウムがボロボロになってピンセットでつかめない。 

＜対処法＞ 

 ・マグネシウムリボンの長さが短すぎると，酸化して白くなった際にすぐ崩れてしまうので，３cm
程度が扱いやすい。 

 

（５）マグネシウムの燃焼を何回もやりたがる生徒がいる。 

＜対処法＞ 

 ・激しい光を伴うので，生徒はこの実験を声を上げて喜ぶ。（４）と同様，マグネシウムリボンが

短すぎるとすぐに反応が終わり，「もう一度やらせてください！」と多くの班から注文がくる。 

 

（６）マグネシウムの燃焼に驚いて，机の上に落としてしまう。 

＜対処法＞ 

 ・女子生徒など，燃焼の激しさに驚いて机に落としてしまう生徒が時々いる。当然高温なので，非

常に危険である。机も焼け焦げてしまう。ガスバーナーで加熱をし，燃焼が始まったらすぐに蒸

発皿に移せるように，マグネシウムリボンの下に蒸発皿を置く。 

 

（７）加熱したマグネシウムリボンが塩酸に反応してしまう。 

＜対処法＞ 

 ・燃焼が始まってから，ピンセットで持ったままだと燃え残ってしまう。燃え残った部分は塩酸に

反応してしまうので，燃焼が始まったら蒸発皿に置かせる。 

 

（８）片づけで塩酸を回収する際，試験管にスチールウールが詰まってしまう。 

＜対処法＞ 

 ・加熱したスチールウールを試験管の塩酸に入れる際，一部ではなく，丸ごと入れてしまう生徒が

いる。事前の指導で防ぎたいが，もし詰まってしまった場合はピンセットや柄付き針で掻き出す

ようにすると簡単にとれる。試験管を逆さまにして振って取ろうとする生徒が時々いる。塩酸が

飛び散ったり，試験管が割れたりする可能性があるので，必ず教師が処理する。 
 

２ 経験談から 

  実験はやらされるものではなく，やりたい！と生徒に思わせることが大切です。そのためにも導

入が大切です。しっかりと準備をし，生徒が「なぜだろう，どうしてだろう，どうなるか知りたい！」

と思えば，ほぼ実験は成功したようなものです。導入を工夫し予想を立てさせると，一刻も早く実

験を行い，結果を確かめたくてウズウズする生徒が現れます。クラス全体がこのような状態になっ

たとき，主体的に学び，協力して実験に取り組むことが実現されます。今回の実験では，ティッシ

ュペーパーに火をつけることを導入としました。上皿てんびん上で燃えると，はっきりと質量の変

化が目で見てわかります。このように，視覚に訴え，的確な言葉かけで学習課題を提示することで，

根拠を伴った予想が生まれ，ねらい通りに実験から考察まで進むはずです。授業の主役は生徒です

が，いかに教師が演出をするかで動きが変わります。労を惜しまず，工夫を凝らしてほしいと思い

ます。 

- 57 -



酸化と還元

Ⅰ 生徒が行う鉛の還元。光沢のある金属が取り出せ，金属の還元を実感できる

観察・実験例

１ 酸化鉛の還元のあらまし

「還元」では酸化銅の実験を行った後，酸化鉛から鉛を取り出す実験を行っている。炭素と混ぜ

て黄色の粉末（PbO：一酸化鉛）からトロトロの銀色の鉛を取り出した時は，理屈ではわかってい
ても，ドラマチックで感動的である。また，生徒に実験を行わせてその感想を見ると，どの生徒も

その質的変化の感動を書いてくれる。鉛はガスバーナーで加熱したくらいでは酸化しないため，金

属光沢のある状態で容易に取り出すことができる。教科書では酸化銅の還元になっているが，金属

を取り出すためにはぜひ併せて取り組ませたい。

２ 準備するもの

（１）器具（グループに１つ）

・試験管

・ガスバーナー

・マッチ

・スタンド

・アルミカップ（マドレーヌの入れ物：ここに鉛を出すとあちらこちらに転がらない）

（２）試薬（まとめて作りグループに配布）

・酸化鉛（PbO：一酸化鉛）35ｇ
・炭素（活性炭粉末）1ｇ

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

事前に，酸化鉛と炭素を混ぜておく。こちらで混合して配る場合には酸化鉛と炭素の量と重さ，

色を見せ，目の前で混ぜ分けるとよいと思う。少ない量の場合計量しにくいので，いつもこのやり

方で行っている。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）試薬混合，配布の手順

2PbO + C → 2Pb + CO2

223 12 414 44 なぜか原子量の比と違うが，この配合比がやりやすい。

※乳鉢でよく混合する。グループには３～６ｇずつ配布する。６グループなら６ｇずつ配る。

混合してある場合は６等分すればよい。

（２）還元の手順

・スタンドに試験管をセットし底部を加熱する。

*試験管をまっすぐにして強熱で！
・５分～１０分間程度加熱して十分反応させてから加熱をやめる。

火力が十分な場合は赤熱状態が続く。この時試験管の中は鉛が

高温で融けている状態になっている。軽くゆらしてみるとわか

りやすい。
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（３）還元の様子

加熱を始めると間もなく，発生した二酸化炭素で混合した試薬の一部が持ち上がっていく場合

があるので，振動を与えて下に落とす。火力によって５分～１０分でふつふつと反応が進み，赤

熱状態になる。酸化銅と違いこの状態が持続する。スタンドを軽くたたくなど試験管に振動を与

えた時の試薬の揺れ方が液体のようなら還元は完了していると判断できる。熱いスタンドに気を

付けすぐにアルミカップ等に流すと，銀色の鉛が出てくる。金属の確認も鉛が冷めれば容易であ

るが（たたく，光沢，導電性），見ただけで金属と実感できるところがこの実験のよいところで

ある。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

教科書の酸化銅の還元の実験の発展として位置づける。酸化銅を炭素以外のもので還元させる実

験とともに再現性が高いと考えている。「金属の酸化物から，金属を取り出すにはどうしたらいい

だろうか。」という課題をつくり上げたい。具体例としては，「たたら製鉄」に着目し，鉄鉱石（酸

化鉄）に木炭を混ぜて強熱することで鉄を生成できることなど，課題解決に向けた例を示すことも

重要である。教師の具体的な指導・援助としては，この化学変化を原子のモデルを用いて説明する

ことができるようになることや，酸素との結び付きの強さを，既習の学習内容をもとに考察し化学

変化のエネルギー的な見方，考え方を学び合いまでつなげていきたい。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

火を使う化学実験は，授業の始まる段階で，濡れ雑巾を用意させ（理科室では着席するときに

雑巾を水でゆすぎ机を拭くようにさせている）実験はいすを机の中に入れて立って行うなど，安

全には十分注意させたい。

（２）安全面

ガスバーナーを全開にするため，試験管だけでなく，スタンドもかなりの高温になるので簡単

に素手で触らないよう注意する。

（３）その他（実験の注意）

酸化鉛は，鉛そのものは皮膚，眼などを刺激する。経口摂取すると鉛中毒を起こすことがある。

素手で触った場合は，手をよく洗うこと。また，炭素から二酸化炭素とともに一酸化炭素も発生

する可能性はあるので適度な換気は必要である。

試験管は確実に使えなくなるので酸化銅の還元で一度使用した

ものを B 級試験管として，鉄と硫黄の化合など用に保管しておく
と便利である。

※薬品について

一酸化鉛，活性炭粉末は入手し

やすい
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Ⅱ 指導の例

１ 単元名

いろいろな化学変化 ※（補充的な学習）

２ 単元のねらい

（１）化合

２種類の物質を化合させる実験を行い，反応前とは異なる物質が生成することを見いだすと

ともに，化学変化は原子や分子のモデルで説明できること，化合物の組成は化学式で表される

こと及び化学変化は化学反応式で表されることを理解すること。

（２）酸化と還元

酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素に関係する反応であることを見いだすこと。

３ 指導計画 （全１０時間）

酸素と結びつく化学変化－酸化（５時間）
酸素をうばう化学変化－還元（２時間）本時２/２
硫黄と結びつく化学変化（３時間）

４ 学習問題

酸化鉛を炭素を使って還元してみよう。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・物質どうしの化学変化に関する事物・現象に関心をもち，意欲的に観察・実験を行い，それ

らの事象を日常生活と関連付けて考察しようとする。

(関心・意欲・態度)

・物質どうしの化学変化についての基本的な概念や原理・法則を理解し，知識を身に付ける。

(知識・理解)

（２）展開（２時間扱い※２日にわたって授業を実施） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の復習をする。 ○「前の時間の復習をしましょう。」

・酸化銅から銅を取り出す方法を確認する。 ・図を使って，実験方法を捉えやすく

・酸化銅による還元の仕組みの確認する。 する。

・生成した銅の確認方法を確認する。

→金属の性質。

酸化鉛を炭素を使って還元してみよう。

【観察・実験例１】

２ 「酸化鉛から鉛を取り出す」実験の手順を次の順 ○酸化鉛から鉛を取り出す実験の手順の

で確認する。 ポイントを押さえて説明する。

・実験上の注意点を確認する。 ・図を示し注意点を示しやすくする。

・試験管の向き・適正な炎の大きさにする。 ・装置の説明をする。

・試験管の中が赤熱しゆらすと液体になっているこ →実験上の注意事項の確認をする。

とを確認してからガスをとめる。 ・試験管は垂直で強火にする。

・スタンドもかなり高温になるので注

意する。
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・酸化鉛と炭素を乳鉢で混ぜそれを３ｇ

づつグループの数に分ける。

３ 班ごとに実験を開始する。

①酸化鉛と炭素の混合物をガスバーナーで加熱す

る。 ・軽く振動を与えればよい。

②混合物が発生した気体で持ち上がったら机をたた ※関心をもち，意欲的に観察・実験をし

くなど振動を与えて下に落とす。 ている。 (関心・意欲・態度)

③混合物の反応が終わったら，火を止める。 ・赤熱状態になり，机，スタンドをたた

→熱いうちにスタンドを動かし融けた鉛をアルミ き振動させると，コロコロしたように

カップに出す。 なれば反応は終わっている。

→冷ますと安全だが試験管から出せない。その場 ・取り出しは，やけどする危険性がある

合は試験管を壊して取り出す。 ので，教員が一つ一つ行っても構わな

④鉛ができたことを確認する。（金属の性質） い。

・鉛が取り出せれば，金属光沢は見ただ

けでわかるので，通電性などを調べる。

（融解した鉛を見るだけで終わりでもよ

い。）

４ 実験結果のまとめをする。

・酸素は鉛よりも炭素と結びつきやすいので，炭素 ※鉛が金属として取り出せたことを自分の

が酸化鉛から酸素をうばって，炭素自身が酸化し 言葉で表現している。

二酸化炭素となる。 (関心・意欲・態度)

・酸化鉛は還元されて鉛となる。炭素はこの場合， ※化学反応式を用いて説明している。

「還元剤」と呼ばれることもある。 (知識・理解)

・水素（酸素と結びつきやすい）もよい還元剤とし

て使われる。

・製鉄所では酸化鉄をコークス（炭素）で還元して

鉄を精製している。たたら製鉄も同じ。

酸化鉛から鉛を取り出すことができる。

還元

化学反応式： 2PbO + C → 2Pb + CO2

酸化
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）反応が進まない，色がオレンジ色になった後変化しない。

＜対処法＞

・温度が低いことが考えられる。６ｇで多いようなら３ gで試してみてください。とにかく強火で
行うこと。

（２）融けた鉛を机にこぼしてしまった。

＜対処法＞

・還元後に鉛を取り出す時に勢いよく流れだしてしまうことがある。マドレーヌ用のアルミカップ

に入れさせるが，机にこぼれてしまうことがある。たいてい机の上で固まるが，机の上を球状に

なったまま机から床まで転げ落ちることがある。いすに座っていると足にかかってしまう可能性

があるので，濡れ雑巾の用意と，いすを机に入れ立って行うことは徹底させる。（習慣になって

いればよい）

（３）反応後に熱くて鉛を取り出せない。

＜対処法＞

・雑巾など熱を伝えにくいもので，スタンドを操作し試験管から取り出す。教員が取り出しても構

わない。どうしても取り出せない場合は，試験管を割り取り出す。どちらにしても試験管は使え

なくなる。

２ 経験談から

発展的な実験なので金属が取り出せることに感動し，身の回りの還元についても興味を持たせた

いと思います。また，化学実験で特に火を使う時には，事故防止が大切です。日ごろから特に理科

室の使い方を決め，理科の教員で共通理解をし実践することが大切です。理科室に掲示してある「理

科室を使うときの約束」をご覧ください。

理科室を使うときの約束

１ 理科室では，走らない。ふざけない。（ガラス器具や薬品があるので，危険！）

２ 机に落書きをしない。見つけたら，消しておく。

３ 火や薬品を使う実験は，必ず立って行う。いすは机の中にいれておく。

→事故防止のための約束を守る。

４ 机には，雑巾，ブラシ，空ビンがあるか確認する。

→なかったら，先生に連絡する。

５ 授業の始まる前にいすを降ろし，ぬれ雑巾で机を拭く。

６ 器具は，必ず元の位置に返す。もってきた人が，元に返すようにする。

７ ガラス器具（試験管，ビーカーなど）は，ぬれたまま返してよい。ただし，口を下向きにお

く。

８ 授業が終わったら，机の上を雑巾で拭いてから，いすをあげて帰る。

９ 準備室は，許可を得た生徒以外は，立入禁止とする。

10 万一器具をこわしてしまったら，すぐに先生に報告する。

※参考資料
１ 薬品の情報

一酸化鉛（ＰｂＯ）

・黄色又は橙色。粉末又は粒状。融点８８８℃。水に極めて溶けにくい。硝酸，酢酸，アルカリ

に可溶。吸入した場合は鉛中毒を起こすことがある。眼に入った場合は異物感を与え，粘膜を

刺激する。

・医師の処置を受けるまでの救急方法

（吸入した場合）鼻をかみ，うがいをさせる。

（皮膚に触れた場合）直ちに接触部を石けん水で洗浄し，多量の水を用いて洗い流す。
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（眼に入った場合）直ちに多量の水で１５分間以上洗い流す。

・吸入したり目に入らなければ他の薬品と同様に扱える。（むしろ酸，アルカリのほうが危ない）

２ 実験データ

（１）還元実験2（酸化銅をマグネシウムで還元する）演示実験

ア 実験方法

酸化銅２ｇに対しマグネシウム０．６ｇを混ぜて実験する。マグネシウムリボンを導火線にし

て点火する。

イ 結果

仁丹くらいの大きさの銅の塊が取り出せる。

ウ 考察

表面は酸化して黒ずんでいる。表面を少し削り取る。

（２）他の還元の紹介

ア テルミット反応

混合した酸化鉄（Fe2O3）とアルミニウム（Al）を反応させると約３０００℃という高温にな
り鉄を取り出すことができる。こちらは爆発的に反応するため，屋外で行ったほうがよい。Web
で多くの実験が見つかるので参考にしてほしい。

イ たたら製鉄から現在に至るまで

紀元前１５００年ごろに，鉄鉱石から還元によって鉄を取り出す技術が登場した。これは，と

ても難しい技術であった。しかし，鉄を使うと，銅や青銅でできたものよりもずっとじょうぶな

農具や武器をつくることができた。鉄と酸素の結びつきは銅と酸素の結びつきよりもずっと強く，

鉄を還元するためには，銅のときよりもはるかに高い温度で熱する必要があった。最初の鉄づく

りでは，鉄鉱石（酸化鉄）と木炭（炭素）をいっしょに燃やすことで，酸化鉄を還元した。熱し

てやわらかくなった鉄をたたき，道具や武器の形にしたと考えられている。日本では，砂鉄を原

料にして高品質の鉄をつくる「たたら製鉄」とよばれる独自の伝統技術が発展した。１５００年

ごろから溶鉱炉を使って鉄を取り出す技術が登場する。溶鉱炉の中に鉄鉱石を入れ，鉄がとける

ような高温で加熱し還元する。とけた鉄を鋳型に流しこむことで，さまざまな形の鉄をつくった。

高温にするため，大きなふいご（空気を送りこむ装置）を水車の力で動かした。木炭をつくるた

めの木と機械を動かすための水力が必要なので，このころの製鉄は森と川の近くでおこなわれて

いた。１８００年代には，木炭のかわりに石炭からつくられたコークスを利用する技術が開発さ

れ，水力のかわりに蒸気機関も利用されるようになり，大規模な鉄の生産が始まった。私たちは，

さまざまな金属を発見し，それを利用することで文明を大きく進歩させてきた。現在でも，鉄を

中心に，アルミニウム・チタンなどいろいろな金属があらゆる場所で利用されている。
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化学変化と熱 

 

Ⅰ  

 

１ 観察・実験のあらまし 

 化学反応における熱の出入りを扱う実験では，化学カイロの成分である鉄の酸化反応を用いるのが

一般的である。鉄粉と活性炭に食塩水があれば 10 分程度で鉄が酸化し，熱が発生する実験であり，

原理は簡易なものである。測定した温度変化をグラフに表すと，鉄の酸化が発熱反応であることが実

感できる。また，温度が上がってくれば，器具の温度の上昇を体感でき，水蒸気の蒸発が始まると煙

も出てくるので，生徒の関心・意欲も高まる実験である。 

しかし，生徒に実験させてみると，温度が上がりきらず不完全燃焼で実験を終えるグループが出て

くる。酸化反応を効率よく進めるためにはどんな条件がそろえばよいかを考えさせ，材料の分量やそ

のかき混ぜ方を生徒に工夫させることで，興味・関心を高めていきたい。 

 

２ 準備するもの ※４人で１グループとして表記 

（１）器具  

・紙コップ，温度計      （１人で１つ） 

・電子てんびん，駒込ピペット （４人で１つ） 

・薬さじ           （４人で２つ） 

・薬包紙           （１人で２枚） 

 

 

（２）試薬           （１人分）  （１グループ） 

・鉄粉（３００メッシュ）   ８ｇ     ５０ｇ～ 

・活性炭           ４ｇ     ２５ｇ～ 

・５％食塩水         ２mL     ５０mL～ 

 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

教科書では蒸発皿を使って混合物を混ぜているが，蒸発皿の汚れが

なかなか落ちにくいことや，器具の破損も多いことを考え，ここでは

紙コップを使用する。実験が終わった後は紙コップのまま回収できる

ので，後片付けに時間がかからず，洗う時に流しをさびさせることも

ない。 

また，鉄粉や活性炭，食塩水はグループごとに小分けしておくと，

生徒が器具や薬品を取りに来る時に混乱がない。食塩水はあらかじめ

作成しておくと時間短縮できる。なお，この実験では試薬の塩化ナト

リウムでなく，市販されている食塩を利用しても差し支えない。 

 

４ 観察・実験の手順・様子 

【観察・実験例１】 

（１）食塩水の作成手順 

食塩を５０ｇ測りとり，水を加えて５００mL にする。 

（２）混合物の調整 

ア 鉄粉約８ｇと活性炭約４ｇを測りとる。 

イ 測り取った鉄粉と活性炭を紙コップに入れて，よく混ぜた後，温

度計をさして温度を測定する。 

 

活性炭 鉄粉 

5%食塩水 

１グループ分 

化学反応で熱が発生することを生徒一人一人が体感できる観察・実験例 
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ウ 駒込ピペットを用いて，食塩水をイのコップ内に約 1～２mL入れる。 

※教科書では 5mL となっているが，多いと混合物が固まり温度が上がりにくくなる。 

（３）混合物の反応とグラフの作成 

ア 温度計で温度を測りながら，混合物をかき混ぜる。 

※このとき，一気に混ぜずに様子を見ながら時折動きを止めて温度の変化を見守るとよい。 

イ 30 秒ごとに温度を測定し，約 10～15 分間記録する。 

 

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

この方法と同様な方法をとれば，市販の化学カイロの内容物を紙コップにあけて，熱の発生を調べ

ることもできる。生徒の自由研究につなげることができる。 

なお，実験の終了後の廃棄物の処理については，紙コップごと反応物を回収し，熱を十分に冷まし

た後に燃えないゴミとして処理する。校庭などに埋めて処理するのも可能であるが，近くの樹木など

植物に影響の出ない場所を選定する。 

 食塩水については十分に薄めたうえで流しに流しても差し支えないが，安易に廃液を流しに捨てさ

せないように指導するため，回収して水分を蒸発させた後，可燃物として処理することが望ましい。 

 

６ 器具や薬品等の扱い方等 

（１）指導面 

・食塩水は塩化ナトリウム水溶液であることについて，触れておく必要がある。また，時間短縮の

ため実験前に調整したものを使用させるとよい。 

・活性炭は非常に粒子が細かいので，手などにつくと水洗いしてもなかなか落ちないため，注意が

必要である（墨汁で洗っているのと同じである）。服装も体操服など汚れてもよいもので臨ませる

必要がある。 

（２）安全面 

・鉄粉が反応してくると温度が上がりすぎてやけどをする場合があるので，鉄粉の入っている部分

に直接長時間触らないように指導する。十分に留意する必要がある。 

・温度計をさしたまま，紙コップを置くとバランスを崩して倒れ，温度計が割れることがあるので，

常に温度計を手に持たせて実験をさせる。 

（３）その他 

  ・鉄粉についてはできるだけ目の細かいものが反応しやすいため，300

メッシュのものを利用する。ただし，細かい分，風などで吹き飛ば

されないようにする。 

 

   ※薬品について 

    薬品名  鉄粉（３００メッシュ） 

    価 格  ５００ｇ  １，２６０円程度 

 

Ⅱ 指導の例 

１ 単元名 化学変化 

 

２ 単元のねらい 

 化学変化によって熱を取り出す実験を行い，化学変化には熱の出入りが伴うことを見いだすこと。 

 

３ 指導計画（全３１時間） 

物質の成り立ち（１３時間）  

いろいろな化学変化（１０時間） 

化学変化と熱の出入り（４時間） 

化学変化と熱の出入り（４時間），本時１／４，２／４ 

300 ﾒｯｼｭのもの 
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４ 学習問題 

化学カイロの成分を使って化学変化をさせたとき，どのようなことが起こるだろうか。 

 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

・熱の発生や吸収を伴う実験を適切に行い，結果を記録することができる。（観察・実験の技能） 

・カイロの成分を使った実験を行い，化学変化には発熱反応があることを理解する。（知識・理解） 

（２）展開例                  ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 
１ アルコールランプやガスバーナーに火を

つけ，燃焼とはどのような化学変化だったか

を思い出させる。 
・酸素が結びつく変化である。 
・変化の際に光が発生する。 
・変化の際に熱が発生する。 
２ この他に身近で熱を発生させる反応がな

いか考える。 
 ・ストーブ ・ドライヤー ・携帯用カイロ 
 
 
３ 化学カイロの成分を確認し，どの成分が熱

を発生しているのかを考える。 
 ・鉄  ・活性炭  ・水，塩類 
 ・バーミュキュライト など 
 
４ 混合物を調整する。【観察・実験例 1】 

① 鉄粉約８ｇと活性炭約４ｇを測りとる。 

② 測りとった鉄粉と活性炭を紙コップに入

れて，よく混ぜた後，温度計をさして温度を

測定する。 

③ 駒込ピペットを用いて，食塩水を②のコッ

プ内に約 1～２mL 入れる。 

 

５ 混合物の反応を観察し，グラフの作成をす

る。 

① 温度計で温度を測りながら，混合物をかき

混ぜる。 

② 30 秒ごとに温度を測定し，約 10～15 分間

記録する。 

 
６ 温度を上昇させた時に，工夫した点を発表

する。 
 
７ 結果から分かったことなどを記録する。 
 
８ まとめる。 
 
 

・火をつける際は生徒に復習としてやらせ，手順

を教師が言葉で確認し，本人だけでなく他の生

徒の意識を高める。 
・実際の炎を見せながら質問することで，燃焼と

熱の発生を結びつけた発言を引き出す。  
 
・意見が出にくい場合は，寒い時にどのようにし

て体を温めたかを考えさせる。 

 

 

 

・市販の化学カイロをグループに一つ配布し，そ

の成分表を確認させる。 

・燃焼が激しい酸化反応であることをヒントにす

る。 
 

 

・入れる量は基本の量を教えて，生徒にある程度

自由に実験をさせることで，温度上昇に変化を

出させ，生徒の関心・意欲を高める。 

・食塩水は，教科書では 5mL となっているが，多

いと混合物が固まり温度が上がりにくくなるの

で，1～２mL とする。 

 

・このとき，一気に混ぜずに様子を見ながら時々

動きを止めて温度変化を見守らせる。 
・最高温度を予想させておく。 
※熱を発生させて温度上昇を測定し，結果をグラ

フに表している。   （観察・実験の技能） 

 
※実験の結果から，鉄が化学変化をして熱が発生

することを理解している。  （知識・理解） 

 
・活性炭やバーミュキュライトの役割についても

考えさせる。 

化学カイロの成分を使って化学変化をさせたとき，どのようなことが起こるだろうか。 

鉄が空気中の酸素と結びつき，酸化鉄という別の物質に変わる。このとき熱が発生する。 
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）温度がなかなか上がらない。 

＜対処法＞ 

・鉄粉は 300 メッシュ程度のできるだけ細かいものを使用する。鉄粉の表面積が増えることで，酸素

との反応は格段によくなる。100 メッシュのものでも反応はするが，加えた水分の量などに左右さ

れやすくなる。 

・食塩水が多すぎる可能性がある。かき混ぜるときに，混合物がべたべたにならないよう，少な目に

させるとよい。 

 ・よくかき混ぜることは酸素との接触機会を増やすために効果的だが，混ぜすぎると熱がうまくたま

らずに逃げてしまう方が多いと考えられる。また，水分の量によっては，だまになってかき混ぜが

うまくいかなくなる。ある程度かき混ぜたら少し反応を待ち，発生した熱で連鎖的に反応が進むの

を待つ方が効率がよくなる。 

（２）時間が余ってしまう。 

＜対処法＞ 

・発熱の状況をグラフに描かせて，温度変化の様子を調べさせ、混ぜる材料の分量やかき混ぜ方の工

夫との関係を考えさせるとよい。さらに，時間がある場合は，１回目の実験とは違う工夫で比較実

験を行わせるとよい。 

（３）電子てんびんが炭や鉄粉で汚れてしまう。 

＜対処法＞ 

・細かい炭や鉄粉が電子てんびんについてしまった場合，そのまま雑巾で拭いてしまうと汚れを広げ

てしまう。エアダスターで細かい粉を飛ばしてから拭くとよい。 

 

２ 経験談から 

 本実験は器具や薬品も特別なものを利用することが少なく，簡単に結果が確認できるので，多くの

学校で積極的に行われている実験でしょう。ただし，温度が上がったことだけを確認するなら演示実

験で十分です。そこで，基本的な調合を教えて後は自分たちで工夫できる実験にすると，より高い温

度を出してみようと時間が来てもやめない者も出てきます。実験は理論や法則を導き出す大切なもの

であると同時に，楽しいものであるということを認識させるにはうってつけの実験テーマです。 

今回紹介した【観察・実験例１】は，温度が上がりやすく，生徒の薬品の量の自由度をあげても，

十分よい結果が得られます。また，この後最後に紹介する【観察・実験例２】の袋の中に材料を入れ

て振る方法では，より実際の化学カイロに近い形であるので，生徒が一生懸命袋を振ってくれるでし

ょう。ただし，袋の中で食塩水と混合物の接触がうまくいかずに温度が思うように上がらないことが

多く，必ず全員が成功するとは限りません。時間や生徒の実態に合わせて選択させるとよいでしょう。

なお，実験後に理科室が炭や鉄粉だらけになることが容易に予想できます。生徒の興味・関心が高ま

ると思えば，後の片付けもある程度は覚悟できるでしょう。 

 

※参考資料 

１ 化学カイロの成分 

現在販売されている一般的な携帯用カイロの成分とその役割は以下のとおりである。 

□鉄粉   … さびることによって発熱する。 

□水，塩類 … 鉄粉のさびる速度を速める。 

□活性炭  … 空気中の酸素と吸着して，酸素の濃度を高める（鉄が早くさびる）。 

□保水材  … 水で鉄粉がべたべたするのを防ぐために水を含ませておくもの。 

→表面に小さな孔があるバーミュキュライトが使われることが多い。 

※発熱量や発熱時間は，通気量や成分の配合によって変えることができる。 
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２ 鉄の酸化の熱化学方程式 

この実験で起きた発熱反応は以下のように表すことができる。 

  Fe ＋ O2 ＋ H2O ＝ Fe(OH)3 ＋ 96kcal/mol（403kJ/mol） 

鉄が酸化されて熱が発生していることには違いないが，実際にできるのは酸化鉄ではなく，水酸化

第二鉄である。これは鉄の赤さびの成分である。しかしながら，中学生の段階ではこの反応を理解す

るのは難解であるので，安易に化学反応式を提示することなく，「鉄が酸化されて酸化鉄ができると

きに熱が発生した」としてよいだろう。 

 
【観察・実験例２】封筒を使って化学カイロをつくる 

器具 

・封筒    ・半紙    ・温度計     ・ピンセット 

・ビーカー（２００mL）   ・電子てんびん  ・薬包紙（２）  ・薬さじ 

 
（１）化学カイロの作成手順 

ア 封筒に鉄粉約８ｇを入れる。封筒はこの後

温度計を入れたときに目盛りが読みやすいよ

う 1/3 ほど切ってもよい。（図１） 

イ 活性炭約４ｇを入れ，軽く振って中身を混

ぜ合わせる。 

ウ 半紙をちぎって塩化ナトリウム水溶液をし

みこませ，ピンセットで袋に入れる（図２）。

この際，半紙は大きすぎないように 3cm 四方

程度に収めて，いくつか様子を見ながら追加

するとよい。 

（２）変化の様子と温度の測定 

ア 封筒の上部を折り曲げてからよく振り混ぜ

（図３），温度計を封筒にさしこみ温度を測定

する（図４）。 

イ 何回か繰り返し，最高温度を測定する。 

 

※市販の封筒の中には折り目の接着が十分でないものがあり，そこから鉄

粉がもれてしまうことがある（図５）。この場合あらかじめセロハンテー

プなどで留めておくとよい。 
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２）理科の世界 ２年 大日本図書（平成２３年） 

３）理科の世界 ２年 教科用指導書 上 大日本図書（平成２３年） 

４）未来へひろがるサイエンス２ 啓林館（平成２３年） 
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図１ 図２ 

よく振る 

図３ 図４ 

図５ 
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化学変化と物質の保存

Ⅰ 一人一実験が行えるペットボトルを使った質量保存の法則の観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

炭酸水素ナトリウムと塩酸における化学変化の前後で，質量はどのように変化するかを調べる実

験において，教科書ではプラスチック製の密閉容器で行うことになっているが，入手が簡単で生徒

が持ち寄ることもできる500mLペットボトルを用いて実験を行うことで，一人一人に実験を行わせ

ることができる。また，別の利点としてぺットボトルを使用した場合は，二酸化炭素の発生を，握

ったときの感触でより確認しやすくなる。

２ 準備するもの 一人一つの実験器具 班で一つの実験器具

（１）器具

＜一人一つ＞

・500mLペットボトル

・小型試験管

・薬包紙

・保護眼鏡

＜班で一つまたは二班で一つ＞

・電子てんびん

（1/10gまで測定できるもので十分である。）

（２）材料・試薬等

・炭酸水素ナトリウム

・10％塩酸
（HCl25mLに水を加えて 100mL）

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

事前に500mLのペットボトルを一人一つ持ってくるように呼びかけ，集めておく。

教師は，薬品の量や小型試験管の本数が一人一人に行き渡るように確認し，準備しておく。

４ 観察・実験の学習の手順

（１）実験の手順

ア 開放系の実験方法について知らせ，質量の

変化について予想を立てる。開放系の実験を

行い，結果を確認し，質量が減少した理由に

ついて考え，発表する。【観察・実験例１】

炭酸水素ナトリウムと塩酸の反応前と

後の質量をはかる。
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イ 閉鎖系の実験方法について知らせ，質量の変化について予想を立てる。器具や薬品の準備をし，

実験を行う。【観察・実験例２】

ウ ペットボトルの中に，まず炭酸水素ナトリウムを入れ，次に小型試験管に入った塩酸を入れる。

その後，ふたを閉める。

ペットボトルの中に炭酸水素ナトリウムと小型の試験管に入れた塩酸を入れる。

エ ペットボトルを傾け，小型試験管から出た塩酸と炭酸水素ナトリウムを反応させる。反応後，

質量の変化を確認する。

完全に反応が終えたら，質量をはかる。

オ ペットボトルのふたを開け，質量の変化を確認

する。質量が変化した理由について考え，発表す

る。

カ エとオの違いの理由について考え，発表する。

キ 発生した気体をピペットで吸い取り，石灰水で

確かめる。

ペットボトルのふたを開け，質量をはかる。

（２）変化の様子

二酸化炭素の発生がペットボトルをさわること

で容易にわかる。また，閉鎖系での質量を測定し

た後，ペットボトルのふたを開けるときに二酸化

炭素が逃げる音が聞こえる。二酸化炭素を逃がし

た後の質量の測定では，質量が減少するので，理

由がわかりやすい。
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５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

この実験のまとめをした後，今までに行った実験についても振り返ってみる。鉄と酸素の化合の

実験において，鉄の加熱後の質量は，加熱前の質量よりも大きくなるのは，酸素が化合したからと

いうことがわかっている。このことにも質量保存の法則が成り立っていることに気づかせる。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

閉鎖系で実験を行うとき，ふたを閉める前に反応が始まるのを防ぐために，炭酸水素ナトリウ

ムを入れ，その後塩酸の入った小型試験管を入れるようにする。また，ペットボトルを傾け反応

させる前に，気体もれを防ぐためにしっかりとペットボトルのふたを閉めさせる。

（２）安全面

・実験前に，容器に亀裂等がないかよく確認する。

・薬品の分量は，間違えると容器が破裂する危険性があるので，必ず守るよう指導する。

・実験後は，よく手を洗うように指導する。

・実際に生徒に使わせるペットボトルを使って，予備実験を必ず行うようにする。

（３）その他（使用するペットボトルについて）

使用するペットボトルは，基本的には５００ ml のものである。ペットボトルにはいろいろな
形があるが，六角形や丸形のものより，四角形の方が形の変化がわかりやすい。しかし，安全性

から考えると，使用するペットボトルは炭酸用が望ましい。炭酸用以外のものを使用する場合は，

薬品の量には十分気をつける必要がある。

Ⅱ 指導の例
１ 単元名 化学変化と物質の質量

２ 単元のねらい

化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を行い，反応物の質量の総和と生成物の質量

の総和が等しいことを見いだすこと。

３ 指導計画 （全２時間）

化学変化と質量の保存（２時間）本時１／２

４ 学習問題

化学変化の前後で質量はどう変化するだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を行い，反応物の質量の総和と生成物の質

量の総和が等しいことを見いだすことができる。

（科学的な思考・表現）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ スチールウール（鉄）と酸素の反応では，質量が ・鉄と酸素の反応による質量の変化につい

どのような変化をしたか演示実験を見て復習する。 てわからない生徒にはレポートやノート

また，他の化学変化では，質量はどのように変化す を見るように促す。
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るのか考える。

（予想される生徒の意見）

・別の物質（酸化鉄）になったので，質量は増えた。 ・異なる意見が出た場合，原因について確

・酸素と結びついたので，質量は増えた。 認させ，レポートやノートを見て質量が

増えたこと確認させる。

化学変化の前後で質量はどう変化するだろうか。

２ 炭酸水素ナトリウムと塩酸を化学反応させた時の

質量の変化について，予想する。

（予想される生徒の意見） ・しっかりとした意見交換ができるように

・質量は増える。 十分に時間を確保する。

・質量は変わらない。

・質量は減る。

３ 実験方法を確認し，実験する。

【観察・実験例１】 (班実験)

①ビーカーに塩酸30mLを入れ，薬包紙に炭酸水素ナト ・実験を始めるときには，実験用保護眼鏡

リウムを 2g取る。 をきちんと着用できているか互いに確認

②①の器具ごとの質量をはかる。 させる。

③炭酸水素ナトリウムを塩酸の中に入れ反応させる。

④③の器具ごとの質量をはかる。

・実験結果より，質量が変化した（減少した）理由に

ついて班ごとに考え，発表する。 ・炭酸水素ナトリウムと塩酸の化学変化に

（予想される生徒の意見） ついて説明させる。

・気体（二酸化炭素）が発生した分，質量が減った。 ・二酸化炭素が空気中に逃げたことから，

・発生した気体（二酸化炭素）が逃げたから質量が減 質量が減少したことに気付かせる。

った。

【観察・実験例２】 (一人一実験)

①ペットボトルに小型試験管に入れた塩酸 8cm3
を入 ・ペットボトルを傾け，静かに塩酸入りの

れ，炭酸水素ナトリウム 0.7gを入れる。 試験管を入れさせる。

②①の質量をはかる。 ・ふたがしっかりとしまっているかを確認

③①のペットボトルをかたむけ，塩酸を試験管から出 をさせる。

し反応させる。

④③の質量をはかる。 ※閉鎖系で行ったとき物質の質量が変わら

・実験結果から，質量が変化しなかった理由について ない理由について見いだしている。

班ごとに考え，発表する。 （科学的な思考･表現）

（予想される生徒の意見）

・ペットボトルにふたがされていたため，二酸化炭素

が空気中に逃げなかったから。

⑤ペットボトルのふたを緩めるとどうなるかを個人で

考え，発表する。

⑥ペットボトルのふたを緩め，質量をはかる。 ※開放系で実験を行うとき，質量が変化す

・実験結果から，質量が減少した理由について考え， る理由について見いだしている。

発表する。 （科学的な思考･表現）

（予想される生徒の意見）

・ペットボトル内にたまっていた二酸化炭素が空気中

に逃げたから。
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４ まとめる。

化学変化の前後で，物質全体の質量は変わらない。これを質量保存の法則という。

（反応前の全体の質量＝反応後の全体の質量）

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 教師・生徒の失敗例

（１）スチールウールを酸化させる演示実験で，質量が増加するはずが減少してしまった。

＜対処法＞

・スチールウールを加熱すると飛び散るので，受け皿を大きくし実験台に飛び散らないようにする。

また，スチールウールの量を多くすると飛び散ったとしても，質量の変化がなかったり，減少し

たりということは防ぐことができる。

（２）ペットボトルの実験を行うとき（閉鎖系），質量が±０．１ｇ変化してしまうことがある。

＜対処法＞

・原因としては，電子てんびんに誤差があったり，ペットボトルのキャップがしかっりとしまって

いなかったり等が考えられる。これらのことをあらかじめ生徒には伝えておくとよい。

（３）ペットボトルに塩酸入りの試験管を入れるとき，勢いよく入れてしまい塩酸がこぼれ，ふたを

する前に反応してしまった。

＜対処法＞

・試験管から塩酸がこぼれ落ちるのを防ぐために，ペット

ボトルを傾けペットボトルの壁に沿って静かに入れる。

２ 経験談から

生徒が，観察・実験を主体的に取り組むための一つに，生徒の予想に反する結果や既習事項を覆

すような内容，また，規模の大きな実験等があると考えます。『化学変化と物質の保存』の単元で

は，鉄の酸化実験で化学変化により，質量が増加することが認識されているが，次に行う本実験の

開放系では，化学変化により，質量が減少する結果になります。生徒の予想に反する結果や既習事

項を覆すような内容のとき，その理由についてしっかりと考えさせることが大切だと考えます。ま

た，実験は必ずしも成功するとは限らないので，正しい結果が出なかったときもその理由をしっか

りと考えさせることが大切だと考えます。
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力のつり合い

Ⅰ ばねを使った力のつり合いの問題練習と演示実験例（応用）

１ 観察・実験のあらまし

ばねを使って，力のつり合いと作用・反作用の法則について混乱しないように，問題を３問出し，

予想し演示実験をして実際に検証するというものである。

左のＡ，Ｂ，Ｃを図示し，どのように

力がはたらいているか。力の大きさを矢

印を使って表してみる。また，どのばね

が長く伸びるか考えさせる。

Ａ 左側は固定しばねをつなぎ，右側

は滑車を使って 100g のおもりを
つるしたもの

Ｂ 両側に滑車を使って 100g のおも
りをつるしたもの

Ｃ ２本のばねを並行につなげて左側

は固定し，右側は滑車を使って

100gのおもりをつるしたもの

２ 準備するもの

ばね 滑車 同じ重さのおもり 黒板に貼り付ける磁石など

３ 学習前の観察・実験指導の手立て

この演習までに必要な知識は，力のつり合いの３つの条件＜①力の大きさは同じ②力の向きは反

対向き③２つの力は一直線上にある＞である。また，作用・反作用，フックの法則が必要になって

くる。力がつり合うとは，同じ物体内にはたらく力の合力が０ということである。作用・反作用は，

二つの物体の間にはたらく互いに向きが反対で大きさが等しい力である。

４ 実験の手順

まず，写真のＡについて図を板書し，Ｂについて，ばねの伸びがどうなるのかを発問する。そう

すると「ばねの伸びが大きくなる」と答える生徒が多くいる。ばねを引いている力がＡは右側のみ

Ｂは両側からと考えるからである。次に，実際にＡ，Ｂを演示し，その上でＣを予想させる。この

段階できちんと理解している生徒は正解し，不正解の生徒は，どこでつまずいていたのかわかるの

で，理解を深めることができる。
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５ 学習後の実験の指導の手立て

力のつり合いと作用・反作用の違いを図

示しまとめとする。力のつり合いは，同じ

物体内にはたらく力の合力が０であり，作

用・反作用は，違う物体にはたらく力であ

る。

おもりを両端につけているＢはＡと比べ

ると倍の力がはたらいているように考えて

しまうことに注意する。

６ 器具の扱い方

ばねの長さが同じになるので，生徒に予想させてから，順番に演示で確かめていくのがよいと思

う。あまり重いばねを使うと，重力の影響で下向きにしなってしまうので，なるべく軽いばねを使

うとよい。また，磁石の着いた滑車があればよいがうまく黒板に固定できるように工夫が必要であ

る。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 運動とエネルギー（補充的な学習）

２ 単元のねらい

物体の運動やエネルギーに関する観察・実験を通して，物体の運動の規則性やエネルギーの基礎

について理解させるとともに，日常生活や社会と関連づけて運動とエネルギーの初歩的な見方や考

え方を養う。

３ 指導計画（全１７時間）

力のはたらき（５時間）

物体の運動（１１時間）

力のつり合いの応用（１時間 本時）

４ 学習問題

ばね，滑車，おもりを使って，力のつり合いを考えてみよう。

５ 実験の展開

（１）ねらい

・力のつり合いと，作用・反作用の法則を使って，事象を説明することができる。

（科学的な思考・表現）
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（２）展開 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 力のつり合いについて確認し，Ａを作成す

る。

ばね，滑車，おもりを使って，力のつり合いを考えてみよう。

課題１ Ａを参考に，Ｂをつくった場合，ばねの

長さがどのようになるか。

２ 両側におもりをつり下げたときどのようにな ※ばねの長さがどうなるか自分の考えをま

るか考え，班の中で話合いをし発表する。 とめ，班で話合いをしている。

（科学的な思考・表現）

課題２ Ａ，Ｂを参考に，Ｃの場合ばねの長さが

どのようになるか。

３ 実際に演示でＢを作成する。 ・誰がやっても同じ結果になることを確か

めるために，生徒にやらせてみてもよい。

４ ばねを２本にしたときにどのようになるか考 ※ばねの長さについて，理由を考え話合い

え，班で話合いをし発表する。 をしている。

（科学的な思考・表現）

５ 実際に演示でＣを作成する。

６ ばねの長さは変わらないことを説明する。

７ 力のつり合いについてまとめる。

どのばねも左右同じ力がはたらいているので同じ長さになる。

Ⅲ よりよい観察・実験をするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）黒板などで演示するときに重力の影響が出てしまう。

＜対処法＞

・ばねは，なるべく軽いものがよい。また滑車も磁石が弱いと重みで落ちてしまうことがある。

２ 経験談から

生徒の思考は，Ａはおもりがある右側しか，重さがかかっていないように考える傾向がある。逆

にＢは，両端に重みがかかっているように考える傾向がある。そこを演示をしてぜひ確認したい。

参考文献 北海道札幌北高等学校 中道洋友 作用反作用の法則の授業より
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運動の速さと向き 
 
 
Ⅰ    

 
１ 作用・反作用の実験のあらまし 

（１）力学台車上に斜面を作り，この斜面に沿って比較的質量の大きい物体（ガムテープなど）を転が

す（作用）と，物体が転がる方向とは逆向き（反作用）に台車が進む。［観察・実験例１］ 
（２）車輪が回転するときの摩擦抵抗がごく小さな力学台車に水をいっぱいに入れたペットボトルを乗

せ，ペットボトルの下部にあけた穴から水を噴出させると，その反作用で，力学台車が噴出する水

とは逆の方向に進む。［観察・実験例２］ 
（３）フィルムケースにオキシドールを入れ，これにニンジンのすりおろしを加えた後キャップをしめ

てさかさまに置くと，フィルムケースの内部に発生した酸素が充満し，その圧力でキャップが爆発

的に飛び，その反作用でフィルムケース本体がロケットのように宙に飛ぶ。［観察・実験例３］ 
 
２ 準備するもの 

［観察・実験例１］について 

  ・力学台車 
  ・スチレンボード（またはベニヤ板） 
  ・発泡スチロール 
  ・両面テープ 
  ・ガムテープ 
 
［観察・実験例２］について 

  ・力学台車 
  ・ペットボトル（５００ｍＬ） 
  ・バット 
 
 
 
［観察・実験例３］について 

  ・フィルムケース 
  ・オキシドール 
  ・ニンジン（または他の野菜） 
  ・保護眼鏡 
 
 
 
３ 実験の手順 

［観察・実験例１］について 

   力学台車の一端に傾斜をつけるための発泡スチロールを 
張りつけ，ここからもう一端にスチレンボード（またはベ 
ニヤ板）を渡して張りつける。このようにしてできた斜面 
の上端から，ガムテープなどの比較的重くて丸い形状のも 
のを転がすと，ガムテープが転がる（飛び出す）方向（作 
用）と逆向き（反作用）に台車が動いていく。 

 

 

 

 

 

作用・反作用の関係をわかりやすく体験することができる観察・実験例 
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［観察・実験例２］について 

   ペットボトル（５００ｍＬ）の最下部に直径５ミリほど 
の穴をあけ，ここを指で押さえて水を一杯に入れる。この 
状態で力学台車の上にペットボトルを置き，穴を押さえて 
いる指を放すと，穴から噴出する水の勢いによる反作用で 
台車は水と反対の方向に進んでいく。噴出する水で机の上 
が水浸しにならないように，水が噴出するところにはバッ 
トなどを置いておく。 

 
［観察・実験例３］について 

   あらかじめ，フィルムケースとオキシドール，ニンジンのすりおろしを用意しておく。まず最初

にフィルムケースに七分目程度までオキシドールを入れ，この上からニンジンのすりおろしを薬さ

じに軽く一杯とったものを入れる。すぐにフィルムケースのふたを閉めて２，３回振り，すばやく

フィルムケースをさかさまにして机の上に置く。数十秒程度で酸素が充満して，爆発的に吹き出し

（作用），フィルムケースが吹き飛ぶ（反作用）。オキシドールが目に入らないように，保護眼鏡を

必ず着用させること。 
 
４ 学習前の予備実験 

観察・実験例１は，ほとんど失敗がないのだが，あらかじめどの程度の重さの物体を転がすとどの

程度台車が動くのかを確認しておいた方がよい。 
観察・実験例２は，かなり敏感な台車（ごくわずかな力で動く台車）でないと動かないので注意が

必要である。うまく動かない場合には穴の大きさを大きくして大量の水が噴出するようにするとよい。 
観察・実験例３は，フィルムケースに入れるオキシドールの量やニンジンのすりおろしの量を加減

して，爆発までの時間を事前にはかっておくとよい。また，ニンジンのほかにも過酸化水素を分解す

る酵素（カタラーゼ）を含む野菜はいろいろあるので，試してみておくとよい。 
 
Ⅱ 指導の例 
 
１ 単元名 物体の運動 
 
２ 単元のねらい 

  運動には速さと向きがあることを見いだし，運動の速さの表し方及び運動を記録する方法を知る。

また，物体に力がはたらく運動についての観察・実験を行い，力がはたらく運動では物体の速さなど

が変わること及び物体に力を加えると加えた側にも力が返ってくることを知る。 

 
３ 指導計画 （全２５時間） 

力のはたらき（４時間） 
物体の運動（１０時間）本時１０／１０ 
仕事とエネルギー（１１時間） 

 
４ 学習問題 

 
 
 

５ 観察・実験の展開例 
（１）ねらい 

物体がほかの物体に力を及ぼすときには，その物体から同じ大きさの力が返ってくることを体感

的に理解し，表現することができる。                （科学的な思考・表現） 

 

物体がほかの物体に力を及ぼすとき，どんな力がはたらくだろうか。 
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（２）展開                          ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ 学習問題を把握する。 
 
 
 
２ 台車に乗って押し合う実験について，予想し，実

験する。 
○発問「台車に乗って壁を押すと，自分はどうなるだ

ろうか。」 
・壁とは反対の方向に動くだろう。 
○発問「なぜ反対の方向に動くのだろうか。」 
・壁を押すと，壁からも同じ力で押し返されるから。 
＜実験＞上記の実験を行って確認する。 
○発問「台車に乗った人同士が向かい合って押し合う

と，どうなるだろうか。」 
・それぞれが反対の方向に動くだろう。 
○発問「なぜ反対の方向に動くのだろうか。」 
・互いに加えた力とは逆方向に押し返されるから。 
＜実験＞上記の実験を行って確認する。 
＜板書＞ 
・物体に力を加えると，加えた力と同じ大きさの力が

物体から返ってくる。 
・加える力を作用，返ってくる力を反作用という。 
・作用と反作用の大きさは等しく，同一直線上にあり，

向きが反対である。 
 
３ 発展実験の説明を聞き，実験を行う。 

［観察・実験例１～３］ 
○発展実験を行い，作用・反作用を実感させる。 
・台車の斜面に沿って右方向におもりを転がすと，台

車は左方向に動くことを観察する。 
・台車に乗せたペットボトルから水を右方向に噴出さ

せると，台車は左方向に動くことを観察する。 
・フィルムケースの中で気体を充満させ，爆発させる

と，気体が噴出する方向とは逆の方向にフィルムケ

ースが飛んでいくようすを観察する。 
 
４ 実験からイメージしたことをワークシートに記

入する。 
 
 
５ まとめる。 

 
 
 
 

○力を加える方向に着目させ，逆方

向に動いていることに気づかせ

る。 
○実験に時間をかけ，なるべく多く

の生徒が体感できるようにする。 
○力は見ることはできないが，逆方

向に押し返される力についても

イメージさせるようにする。 
○押す力と押し返す力が同じ大き

さであることを理屈の上で理解

させ，逆方向にはたらき，一直線

上にあることをイメージさせる

ようにする。 
 

 

 

 

○科学用語としての作用・反作用を

覚えさせる。 
 

 

 

○発展実験のうち，台車を使ったも

のは教師の演示実験とし，フィル

ムケースを使ったものはグルー

プ実験とする。 
○どちらの力が作用で，どちらが反

作用かという点を押さえ，それら

が逆向きで一直線になることに

注目させる。 

 

○実験を通してイメージしたこと

をワークシートに図示・表現させ

ることで理解を深めさせる。 

※作用，反作用について，体感的に

理解し，表現している。 

（科学的な思考・表現） 

物体がほかの物体に力を及ぼすとき，どんな力がはたらくだろうか。 

物体がほかの物体に力を及ぼすと，その物体から同じ大きさの力が返ってくる。 
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Ⅲ よりよい実験にするために 
 
１ 生徒・教師の失敗例 

（１）ペットボトルから水を噴出させる実験では，台車がなかなか動かないことがある。 
＜対処法＞ 

 ・台車自体を回転が滑らかなものにしないとなかなかうまくいかない。いろいろなタイプの台車があ

るので，試してみるとよい。また，台車に乗せるペットボトル（水）が重すぎても動きが悪くなる

ので，５００ｍＬぐらいが適当である。ペットボトルの穴を大きくすれば噴出量が増えるのでよく

動くようになるが，すぐにペットボトル内の水がなくなってしまうので，調整する必要がある。 
 
（２）フィルムケースの実験では，飛ばないことが時々ある。 
＜対処法＞ 

 ・オキシドールの量が少なすぎるとフィルムケース内の圧があまり上がらず，爆発するとしてもかな

りの時間（５分程度）がかかる。また，オキシドールの量が多すぎるとあまり圧が上がらないうち

に爆発してしまい，ケースがあまり飛ばない。その量については何度も予備実験を繰り返して，数

十秒～１分程度で爆発するように調整が必要である。フィルムケースが目に当たらないようにする

とともに，オキシドールが目に入らないように保護眼鏡をつけるなど，十分に注意させる必要があ

る。 
 
２ 経験談から 

  フィルムケースの爆発実験はとてもおもしろいもので，野菜を使うという意外性もあることから生

徒には大変好評で，活気あふれる実験となります。しかし，実験後にどろどろの野菜入り液体が机の

上に飛び散ったり，場合によっては天井にこれらのものがついてしまったりすることもあります。フ

ィルムケースはさかさまにして机の上に置くことと，実験の最中，のぞき込んだり目を近づけたりせ

ず，生徒は机から離れて立った状態で観察するよう指導する必要があります。 
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力と運動

Ⅰ 速さを変化させる力の存在を実感することができる斜面上の落下運動の観察・

実験例

１ 斜面上の落下運動の観察・実験のあらまし

本実験は，物体の運動における速さの変化(加速度)が力によるものであることをつかませること

を目的としている。運動の向きに一定の大きさの力がはたらいていれば，一定の割合で速さが増す

(等加速度の)直線運動をする。斜面上を力学台車に運動させることにより，摩擦がなく，重力に起

因する一定の大きさの力が運動の向きにはたらく状態をつくることができる。斜面上を落下する台

車の速さが一定の割合で増していくこと，斜面の角度が大きいほどその速さの増す割合が大きくな

ることから，運動の速さの変化が力と関係があることへと思考を進めていく。さらに，斜面を上昇

する場合や水平面での運動の速さの変化へと考察を深めていく。

２ 準備するもの

（１）観察・実験に必要な器具

・力学台車 ・斜面

・ばねばかり ・記録タイマー

・記録テープ

（２）データ処理に必要なもの

・ものさし ・コンピュータ

・表計算ソフト(グラフが描けるもの)

・集計用のファイル

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

測定後にその場で結果をグラフ化できるよう，パソコン(表計算ソフトが入ったもの)，プリンタ

ー，数値を入力すれば自動的にグラフ化できるようなファイルを用意しておく。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）「斜面にそった力」の大きさの測定

右の図のようにして，斜面上にある

台車にはたらく「斜面にそった力」の

大きさを測定する。斜面の角度を変え

て，「緩斜面」「急斜面」の２つの場合

を測定する。斜面の角度は，土台とな

る椅子の置き方を変えて行うとよい。 緩斜面 急斜面

（２）記録タイマーによる，斜面を落下する台車の速さの測定

ア 記録タイマーの記録用テープを斜面と同じくらいの長さに切り，摩擦をできるだけ小さくする

ために指で数回しごいてたるみをとる。その際，紙で皮膚を切らないように気をつける。
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イ テープを記録タイマーの穴に通し，後方のテープは，で

きるだけまっすぐになるように伸ばしておく。先端をセロ

ハンテープ等で台車に固定し，台車を手で押さえて斜面上

に静止させる。

ウ 記録タイマーのスイッチを入れ，手を放して台車が斜面

上を落下する時の速さの変化を記録用テープに記録させる。

その際，台車が斜面の途中で斜面から落ちたり，斜面を落

下した後の台車が人や物にあたらないように気をつける。

（３）測定結果の処理(グラフ化)

記録用テープに記録された打点の間の長さを１打点ごとに測る。

単位は mm で，１０分の１まで目分量で読ませた方がより正確なグ
ラフが描ける。その値を，表計算ソフト等を使ってグラフ化する。

数値を入力すれば自動的にグラフが描けるようなファイルをあらか

じめ用意しておくとよい。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

作成したグラフは，普段から使用しているレポート用紙や実験プリントに貼らせるようにする。

グラフは，上の図のようなかなり正確な正比例に近いグラフとなるので，比例の関係があることに

気づかせたい。その点に気づいたら，右の図の

ように，原点を通る直線を引かせるとよい。さ

らに，緩斜面の場合と急斜面の場合を比較させ，

２つのグラフの傾きの違いが斜面の傾きの違い

を表しているようであることに気づかせたい。

ここから，グラフの傾き(加速度)が，台車には

たらく「斜面にそった下向きの力」に関係して

いることへと考察を進めさせる。その過程にお

いて重要な「重力の分解」については，生徒自

身に気づかせるのは難しいので，教師側からそ

の方法を提示する。さらに，その加速度と力の

関係から，斜面を上昇する場合のような力が逆向きにはたらく運動や水平面上の運動のような力が

はたらかない運動へと，思考を発展させる。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

電源が必要なため理科室内で行うことになるが，多数のグループが同時に実験を行う時には，

机・椅子が互いにぶつかったりしないようにするために，位置取りや台車を落下させる方向に注

意させる。

（２）安全面

力学台車はかなり重いので，運ぶ時や実験中に落としたりして打撲等のケガをしないように注

意させる。また，紙テープのたるみをとるために手でしごいたりする時に，テープで皮膚を切ら

ないように注意させる。

（３）その他（実験の注意）

摩擦を軽減するためには，放電式の記録タイマーを使うのが望ましい。しかし，放電式は記録

している時に熱を発生するので，「記録をとる時だけスイッチを押す」ということを徹底させる。

また，放電式の場合は，専用の感熱紙テープでないと記録されないので注意する。

※実験器具(消耗品として購入できるもの)について

・小型力学台車(４輪) ９，８００円程度(２台組)

・記録タイマー用記録テープ(放電式用 40m) ７００円程度(１個)
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Ⅱ 指導の例

１ 単元名 力と運動

２ 単元のねらい

物体に力がはたらく運動および力がはたらかない運動についての観察・実験を行い，力がはたら

く運動では運動の向きや時間の経過に伴って物体の速さが変わること，および力がはたらかない運

動では物体は等速直線運動することを見いだすこと。

３ 指導計画 （全１６時間）

力のつり合い（５時間）

運動の速さと向き（４時間）

力と運動（７時間）本時１／７，２／７

４ 学習問題

斜面上を台車が落下するとき，速さはどのように変化するだろうか。記録タイマーを使って

調べてみよう。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・物体の運動について関心を持ち，進んで調べることができる。 （関心・意欲・態度）

・実験の結果から，「時間と速さ」の関係や「時間と移動距離」の関係の規則性を見いだすとと

もに，それが力のはたらきによることを見いだすことができる。 （科学的な思考・表現）

・運動の速さの変化を調べる方法を習得し，結果を表やグラフを用いて分析することができる。

（観察・実験の技能）

（２）展開（２時間扱い） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

【１時間目】

１ 本時の課題を把握する。 ・黒板に本時の課題を明示する。

斜面上を台車が落下するとき，速さはどのように変化するだろうか。記録タイマ

ーを使って調べてみよう。

２ 結果について予想する。 ・既習事項や生活体験を基に予想させる。

＜予想される生徒の反応＞

・だんだん速くなっていくと思う。 ・班や周囲の友達と話し合わせ，同意を得

→自転車で坂道を下るとき，速くなるから。 ることで自信を持たせる。

→重力で下に引っ張られるから。 ・考えをホワイトボード等にまとめさせ，

・速くなっているようで，実は速さは変化しない。 黒板に並べて貼るのもよい。

→台車には摩擦がはたらくから。

３ 実験の方法を知る。

①斜面上に台車を置き，斜面にそった下向きの力を ・実験の装置や方法，注意点等をまとめた

測定し，記録する。 ものを，掲示物や映像で示せるように準

②記録タイマーで，斜面上を落下する台車の速さの 備しておくとよい。

変化のようすを記録させる。
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③記録テープに記録された打点間の長さを１打点ず

つものさしで測り，表に記録する。

④記録した測定値を，コンピュータで入力し，表計 ※実験の装置や方法等について理解し，実

算ソフトを使ってグラフにする。 験に対する意欲を持っている。

（観察・実験の技能，関心・意欲・態度）

４ 実験を行う。 ・机間指導を行いながら，正しい手順で安

全に実験を進められるよう，アドバイス

をする。

・記録テープに記録を取り終えた班は，次

の作業を進めさせる。

※正しい手順で安全に実験を進めている。

（観察・実験の技能）

【２時間目】

１ 表やグラフから，台車が斜面上を落下するときの ・それぞれの班の結果(グラフ)を大画面で

速さの変化にはどのような規則性があるか考える。 表示するなどして比較させる。

・だんだん速くなっていく。 ※表やグラフから，時間と速さの関係に気

・グラフがほぼ直線になっている。 付き，発表したり，実験レポートに記入

⇒一定の割合で速さが増していく。 したりしている。（科学的な思考・表現）

２ なぜこのような速さの変化をするのか理由を考え，・一人一人ノートに自分の考えを書かせた

発表する。 後，班や周囲の友達と話し合わせる。ホ

ワイトボード等にまとめさせてもよい。

・重力で引っ張られているから。

・斜面に沿って下に引っ張られているから。 ・力の合成・分解について思い出させ，斜⇒

面上の台車には「斜面にそった下向きの

斜面に沿った下向きの力を作図によって確かめる。 力」がはたらいていることに気づかせる。

・緩斜面と急斜面の違いに着目させ，「斜

面にそった下向きの力」の大きさによっ

て，速さの変化の割合(加速度)が決まる

ことに気づかせたい。

※加速度と力の関係に気づき，発表したり，

実験レポートに記入したりしている。

（科学的な思考・表現）

３ 斜面上の落下運動の速さの変化についてまとめる。

台車が斜面上を落下するとき，速さは一定の割合で増していく。斜面にそった下

向きの力が大きいほど，その変化の割合は大きくなる。
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）放電式の記録タイマーを使用した時，記録テープに点が記録されていない。

＜対処法＞

・放電式の記録タイマーの記録テープは，片面だけに感熱剤が塗布されている場合が多いので，表

裏を間違えて使用すると点が記録されない。実験前に，記録テープの表面と裏面を見せながら確

認しておく必要がある。また，爪で引っ掻いたりすると，線がついてしまったりするので，それ

も合わせて注意しておくとよい。

（２）打点式の記録タイマーを使用した時，記録テープに点が記録されていない。

＜対処法＞

・打点式の記録タイマーは，カーボン紙を使用する場合が多く，カーボン紙と記録テープの重ね方

を間違えると，点が記録されないことがある。カーボン紙のカーボンが塗られた面と記録テープ

が接するような重ね方をするように注意する。また，カーボンが部分的にうすくなっている場合

もあるので注意させるとともに，新しいものに交換することが望ましい。

（３）台車が斜面の途中で，斜面から落ちてしまう。

＜対処法＞

・台車を落下させる前に，台車の向きを慎重に確認させる。斜面の角度が大きい時ほど注意が必要

である。３輪の台車は曲がりやすいので，直進性の高い４輪の台車を使用することをすすめる。

また，足の上に落とさないように十分注意させる。

（４）斜面から床面に落ちる時に，床面や台車を破損してしまう。

＜対処法＞

・斜面の傾きが大きすぎると，台車の先端が床面に強く当たってしまう場合がある。そうならない

ように，斜面が床面に触れる部分に下敷きを敷いておくなどして，丸みを持たせておくとよい。

２ 経験談から

（１）記録テープに記録されたデータの処理法について

今回紹介したデータの処理法は，「１打点ごとの長さを測り，コンピュータ入力してグラフを

作成する」というもので，この方法は決して一般的ではありません。教科書や指導書，その他多

くの文献等で用いられているデータの処理法は，「テープを５打点ごとに切って台紙に貼り，長

さを比べる」というものです。しかしこの方法では，切ったテープの長さが一定の割合で長くな

っていくようすは見てとれるものの，「原点を通る直線のグラフ」となるかどうかははっきりし
．．．．．

ません。それに反し，今回紹介した方法で作成したグラフであれば，「参考資料」で示したよう

な一目で比例の関係だとわかるようなきれいなグラフが描けます。今後ますますコンピュータが

発達し，高度情報化社会へと向かおうとしていることを考えると，このような実験データの処理

にもコンピュータを活用していくことで理解しやすくなると考えます。

（２）「斜面を上る台車(球)の運動」「水平面上での台車の運動」への発展

この「斜面上の落下運動」の後には，「斜面を上る台車(球)の運動」「水平面上での台車の運動」

へと続きます。「斜面上を上る台車(球)の運動」は実験が難しく，教科書等でも取り上げられて

いません。「水平面上での台車の運動」は生徒実験として教科書でも取り上げられていますが，

実際に行うと，どうしても記録タイマーとテープの間等で摩擦の力がはたらいてしまい，わずか

ではありますが減速してしまいます。「摩擦の力のせいだよ」などと説明はしますが，今ひとつ

後味の悪いものが残ります。そこで，「思考実験」を取り入れるのも，一つの方法と考えます。「思

考実験」とは，「ある理想的な状況を想定し，そこで理想的な実験を行ったとき，どのようにな

るかを考察すること」をいいます(日本大百科全書)。

この手法を用いると，上の二つの運動について，次のような「思考実験」が成立します。

①運動の方向に力がはたらくと加速する。→②力が大きくなると加速度が大きくなる。

→③「運動方向の力」＝「加速度」。→④力が逆向きであれば，加速度は負。

→⑤力が０であれば，加速度は０(速さは変化しない)。
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実験を実際に行ってそのデータから法則性を導き出すことができれば，それがもっとも理想的

な形でしょう。しかし，そのためには法則性を導き出せるようなデータを得られるように，環境

を整えてあげることが必要となります。それが難しいのであれば，「思考実験」というのも１つ

の手法としてとり入れてみてはどうでしょうか。こうすることで，思考力の育成にもつながるも

のと考えます。

※参考資料

１ 実験データ

① 斜面にそった下向きの力

・緩斜面の場合 １．２Ｎ

・急斜面の場合 １．６Ｎ

② 記録テープの１打点ごとの長さ

時間(s) 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32

緩斜面(mm) 0.5 1.5 1.8 2.5 3.5 4.5 5.4 6.3 7.5 8.5 9.4 10.2 11.3 12.2 13.2 14.2

急斜面(mm) 0.6 0.8 1.2 1.9 3.0 4.2 5.6 7.2 8.5 10.0 11.4 12.9 14.3 15.9 17.2 18.7

時間(s) 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64

緩斜面(mm) 15.3 16.1 17.2 18.1 19.1 20.1 21.0 22.0 23.0 24.0 24.8 25.8 26.8 27.7 28.7 29.6

急斜面(mm) 20.2 21.6 23.0 24.3 25.7 27.2 28.5 29.9 31.1 32.6 34.0 35.2 36.8 38.0 39.5 40.8

時間(s) 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96

緩斜面(mm) 30.5 31.5 32.2 33.2 34.1 35.0 36.0 36.9 37.8 38.9 39.8 40.7 41.5 42.5 43.2 44.2

急斜面(mm) 42.2 43.4 45.0 46.1 47.4 48.8 51.6 52.8 54.2 － － － － － － －

③ ②をグラフ化したもの(「エクセル」を使用)

斜面上を落下する台車の運動
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力学的エネルギーの保存

Ⅰ 運動エネルギーのまとめとして,学んだことを使って考えることができる観察･

実験例

１ 観察・実験のあらまし

２つの鉄球を同じ高さの位置から２本のレールの上を転がす。鉄球がレールの上を転がるがゴー

ルまで到着するのに同じ時間ではない。Ｂコースの方が早く到着する。

Ａコース ● → ゴール

Ｂコース ● →

【力学的エネルギー実験器】

￥２７．０００程度

一方の鉄球は下降した後，平坦なレ

ールを進んで終点に到着します。も

う一方の鉄球は下降から平坦なレー

ルを進み，さらに下降して再び上昇

し，同じ高さになって終点に到着し

ます。経路の短い方より長い方が鉄

球が早く終点に到着することから，

位置エネルギーと運動エネルギーな

どの学習に発展させることができま

す。

２ 準備するもの

力学的エネルギー実験器 鉄球 速度測定器（参考に）記入用紙など

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

前時の学習で，運動エネルギーと位置エネ

ルギーの移り変わりについて振り子を使って

学習する。紐の長さを変えたり，おもりの重

さを変化させたり，紐を途中で止めたり，紐

を途中で切ったり，手を離したりする。そこ

で位置エネルギーが運動エネルギーに変わる

がエネルギーの総和は変わらない学習をする。

４ 観察・実験の手順・様子

課題１ ＡコースとＢコースとではどちらの球が早くゴールするか。

・位置エネルギーと運動エネルギーという言葉を使い，個人で考えさせた後，グループで

意見交換を行う。グループで話し合われた内容（共通点や対立点など）を発表させる。
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・実際にはＢが早く到着することを見せ，Ｂが早く着くことを考えさせる。

課題２ ＡコースとＢコースとではどちらの球が遠くまで転がるか。

・位置エネルギーと運動エネルギーという言葉を使い，個人で考えさせた後，グループで意

見交換を行う。グループで話し合われた内容（共通点や対立点など）を発表させる。

・同じところまで転がるところを演示し，気づいたことを発表させる。

５ 学習後の実験の指導の手立て

実験をするときに，ボールの重さを変えたり，実際に速度測定器で測ってみたりするなど工夫し

てもよい。今回の実験では，ゴールまでに到着する早さと鉄球の速さの違いがわからないといけな

いので，その違いは，十分理解させる必要がある。自作のレールでループなどをつくり自由研究と

して取り扱ってもよい。

６ 器具の扱い方

（１）指導面

現象は瞬時の出来事なので複数回やってみる。

（２）その他

課題２の実験を行うときに力学的エネルギー実験器を置く場所の水平を確認することが大切で

ある。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 運動とエネルギー（補充的な学習）

２ 単元のねらい

エネルギー変換に関する実験を行い①相互に交換されること②保存されることを見い出すこと。

３ 指導計画（エネルギーの移り変わり全３時間）

振り子のエネルギーの移り変わりを調べよう。（１時間）

振り子のエネルギーの移り変わりと運動の軌跡を調べよう。（１時間）

どちらの坂道の球が先にゴールするか。（１時間 本時）

４ 学習問題

力学的エネルギー実験器を使って，球の速さ，力学的エネルギーの総和について考えて

みよう。

５ 実験の展開

（１）ねらい

・球の転がる速さとゴールに到達する順番を使い分けながら自分なりの考えをまとめることがで

きる。 （関心・意欲・態度）

・運動エネルギーや位置エネルギーの総和を比較し，２つのコースのエネルギーについて考える

ことができる。 （科学的な思考・表現）
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（２） 展開 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 本時の学習問題を確認する。

力学的エネルギー実験器を使って，球の速さ，力学的エネルギーの総和について考えて

みよう。

課題１

力学的エネルギー実験器を使って，Ａコースと

Ｂコースとでは，どちらの球が早くゴールする

のだろうか。

２ 個人で考えた後，班ごとに意見交換を行い記

入用紙にまとめる。

３ 班ごとに発表する。班の中で意見がまとまら ・発表者が固定されないように注意する。

なかった生徒の意見も発表する。他の班からの ※位置エネルギーと運動エネルギーという言

質問も受け付ける。 葉を使って自分なりの考えをまとめようと

している。 （関心・意欲・態度）

４ ＡコースとＢコースと同時に球を転がし，Ｂ ・瞬時の出来事なので複数回球を転がしてみ

が早く着く理由を考える。 る。

５ Ｂコースの球が早くゴールする理由を記入し ・前時の学習内容にはあてはまらない結果に

発表する。 なった理由を考えることで，課題２の現象

を観察する視点を持たせる。

課題２

ゴールのかごを外したらＡコースとＢコースと

ではどちらの球が遠くまで転がるだろうか。

（廊下で実施）

６ 個人で考えた後，班ごとに意見交換を行い記

入用紙にまとめる。

７ 班ごとに発表する。

８ ＡコースとＢコース同時に球を転がす。 ・１つの球だけ途中まで転がしてみる。

９ 同じところまで転がることについて気づいた ※同じところまで転がったことから，エネル

ことを発表する。 ギーの総和は変わらないことに気付いてい

る。 （科学的な思考・表現）

10 まとめる。

ＡコースもＢコースも，位置エネルギーと運動エネルギーの総和（力学的エネルギーの

総和）は変わらない。
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Ⅲ よりよい観察・実験のために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）課題２では，実際に行ってみると同じところまで到着しない。

＜対処法＞

・実際には路面の摩擦や傾きによって同じにならなかったりするので，何回か実施し統計をとった

りするとよい。

（２）班の中で１人だけ意見が違う。

＜対処法＞

・班の意見を発表してもらう時に，多数派の意見だけでなく，可能性のある考え方は尊重し発表し

てもらう。

２ 経験談から

この実験は，簡単に行うことができ，予想と違う結果がでるので生徒に考えさせる教材として

は，とてもおもしろい教材です。いろいろな意見が出たり，改めて感心する生徒が多くいます。

課題２の結果を話し合うことで，エネルギーの総和についての考え方が深まる教材です。

※参考資料
１ 課題１ Ｂコースの方が早く到着する理由

※力学的エネルギーの変化(Ｂコースの一番低いところを位置エネルギーの基準とする)を考える。

Ｂコースは，位置エネルギーが一番小さいところでは，運動エネルギーはＡコースよりも大きく

なり，球の速度が大きくなる。その後Ａコースと同じ高さまで戻るが，速度はＡコースと同じ速

度までもどるだけで遅くはならない。そのため移動する距離は長いが，Ａコースよりも早く到着

する。ゴールに到達する時の速度はどちらも同じになる。逆に言えば，Ａコースは，位置エネル

ギーがすべて運動エネルギーに変わっていないため遅くゴールに到着する。

生徒の予想

課題１ Ａコースの方が早く到着する（理由：コースが短いので） 少数

Ｂコースの方が早く到着する（理由：２回斜面を下るので） 少数

Ａ，Ｂコース同時に到着する（理由：エネルギーは同じなので） 多数

意外にもエネルギー的に考えて，同時に到着すると予想する生徒が多い。

２ 課題２ Ａ，Ｂコース同じ距離まで進む理由

Ｂコースの方がゴールまで早く到着するが，持っている位置エネルギーと運動エネルギーは同

じなので，ＢコースもＡコースも同じ場所で止まる。

生徒の予想

課題２ Ａコースが遠くまで進む なし

Ｂコースが遠くまで進む（理由：コースから早く飛び出すので） 多数

Ａ，Ｂコースとも同じ距離まで進む（理由：持っているエネルギーが同じなので）

少数

参考 市川市立第八中学校 宇多川賢一の授業実践より
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水溶液の電気伝導性

Ⅰ 塩化銅水溶液に電流を流したときの変化を調べる観察・実験例

１ 塩化銅水溶液の電気分解の実験のあらまし

水溶液の電気伝導性を調べる実験では，塩化銅水溶液を取り扱うことが多い。生徒は，塩化銅が

水に溶けた様子を見た経験がほとんどないので，とても興味を持って観察する。塩化銅水溶液に電

流を流す際も，何が生じるかを確かめたいという好奇心を持って行うことができる。実験の際には，

塩化銅（Ⅱ）（ＣｕＣｌ２・２Ｈ２Ｏ）12.7gを水 87.3gに溶かすと，10％の塩化銅水溶液が得られる
が，この実験は濃度を正確に調整する必要はないので，塩化銅 10g，水 90g でよい。生じた銅を観
察するためにろ紙を用意し，その上に取り出した銅をこすり落とし，乳棒で強くこすると金属光沢

が見られる。

２ 準備するもの

（１）器具

・電源装置，発泡ポリスチレンの板，クリップ付き導線（２），炭素棒（２），乳棒

・ビーカー（100cm ３），ステンレスの薬さじ，ガラス棒，ろ紙，保護眼鏡，豆電球

（２）試薬

・塩化銅水溶液（10％程度）

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

塩化銅水溶液はきれいな青色をしているが，毒性の強い物質であることを教えておく。特に目に

入らないように，必ず保護眼鏡を使用させたい。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）ビーカーに塩化銅水溶液を入れる。炭素棒を発泡ポリスチレンの板に差し込み，塩化銅水溶液

に浸す。炭素棒と電源装置を導線でつなぎ，どちらが陰極でどちらが陽極になるかを確認してお

く。

（２）２本の炭素棒が接触するとショートするので危険である。そこで，発泡ポリスチレンの板に差

し込んでから回路をつなぐ。

（３）電源装置を用い，電圧を徐々に上げて，電極のようすを観察する。電極間に３Ｖ～６Ｖの電圧

をかける。

（４）２～３分程度で変化が観察できる。陰極には赤茶色の銅が付着し，陽極からは塩素のにおいが

する。

（５）陽極に発生した気体の性質を調べるため

陽極付近の液体を駒込ピペットでとり，赤

インクを入れた水の中に滴下する。
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（６）陰極に付着した銅をろ紙にとり，乳棒でこすってみる。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

塩化銅が水に溶けると，＋の電気を帯びた銅イオンと－の電気を帯びた塩化物イオンに電離する

ことをイオン式に表せることにつなげたい。

薬品の処理方法として，残った塩化銅水溶液を水道に流してしまうことがないように，廃液用の

ポリタンクを用意し，各グループが必ず，ポリタンクに捨てるところを確認する。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

陽極から発生する塩素は有毒であるので理科室の換気を十分に行いながら実験をする。気体の

においをかぐときは，手であおぐようにしてかぐ。

炭素棒に付着した銅はやすりで削るか，銅のついた炭素棒を陽極にし，処分してよい鉄くぎを

陰極にして電気分解する。または，使用済みの塩酸につけて銅を落とすことも可能である。

（２）安全面

実験の開始から必ず保護眼鏡を着用するように指示する。

（３）その他（実験の注意）

実験器具が多いので，準備を前日に行っておくとよい。特に，豆電球がつくかどうかはあらか

じめ確かめておきたい。

Ⅱ 指導の例
１ 単元名 水溶液の伝導性

２ 単元のねらい

・塩化銅水溶液を電気分解すると，陰極に銅が析出し，陽極に塩素が発生することを知ること。

・銅の色と光沢，塩素の刺激臭及び漂白効果から，発生した物質の種類を識別できること。

３ 指導計画 （全６時間）

・電解質と非電解質（１時間）

・塩酸の電気分解（２時間）

・塩化銅水溶液の電気分解（２時間）本時１／２，２／２

・水溶液を流れる電流の正体（１時間）

４ 学習問題

塩化銅水溶液に電流を流したとき，陰極，陽極に生じる物質は何だろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい
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・陰極と陽極に出てきた物質は，水溶液中にあったものであることを指摘できる。

（科学的な思考・表現）

・塩化銅水溶液に電流を流したときに出てきた物質を調べ，記録することができる。

（観察・実験の技能）

（２)展開（２時間扱い） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時での塩化銅水溶液に電流を流して豆電球が ・塩化銅水溶液が電流を流すことからどん

つくことを振り返らせる。 な反応が起こるか振り返られる。

塩化銅水溶液に電流を流したとき，陰極，陽極に生じる物質は何だろうか。

２ 予想をたてる。 ・溶質である塩化銅の化学式（Ｃ uＣｌ２）

・銅や塩素が生じるのではないか。 に着目させる。

・水素や酸素が生じるのではないか。 ・換気に充分気をつける。

・塩化銅水溶液は毒性が強いことを説明し

３ 観察や実験の方法をつかむ。 保護眼鏡をつけるよう指示する。

・実験方法を確認する。 ・水溶液の処理について指示する。

・実験装置を組み立てる。 ・手であおぐようにしてかぐことを説明す

る。

４ 結果を表現する ※塩化銅水溶液に電流を流したとき出てき

た物質を調べ，記録している。

陰極 陽極 （観察・実験の技能）

電極に物質が付着した。 気体が発生した。

けずりとって乳棒でこする 電極付近の液のにおいをかぐ

と，金属光沢がある赤茶色 と，プールの消毒液のような

になった。 においがした。

陰極→陽極 陽極→陰極 ※結果から，陰極，陽極に

付着していた物質がはが 気体が発生しなくなり，電極 出てきた物質は，水溶液

れ，気体が発生した。プー に物質が付着した。けずり取 中にあったものと考える

ルの消毒のにおいがした。 って乳棒でこすると，金属光 ている。

沢がある赤茶色になった。 （科学的な思考・表現）

・予想と結果から，それぞれの電極に生じた物質を

特定してみよう。

・原子モデルを使って，電気分解を化学反応式で表

してみよう。

・塩化銅水溶液の電気分解を化学式を使った化学反

応式で表してみよう。

５ まとめる。

・塩化銅が銅と塩素に変化した。

塩化銅水溶液に電流を流すと，陰極には銅が，陽極には塩素が生じる。

塩化銅 銅 塩素

Ｃ uＣｌ２ → Ｃｕ ＋ Ｃｌ２
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）炭素棒に付着した銅がきれいにとれない。

＜対処法＞

・やすりで削ると取り除くことができるが，時間がかかる。銅の付着した炭素棒を陽極とし，捨て

てもよい鉄くぎを陰極にし，再び電気分解を行うと付着していた銅がはがれる。実験で使った炭

素棒を使用し，陰極と陽極を入れ替えたとき，陽極では付着していた銅が消えるまで，塩素が発

生しない。これは，電極に付着した銅が陰極に引かれた塩素（塩化物イオン）と結びついて再び

塩化銅になり，水に溶けるからである。

（２）塩化銅水溶液を再利用したい。

＜対処法＞

・再利用するためには，電極からはがれ落ちた銅をなくす必要がある。銅の入った塩化銅水溶液を

ろ過するとよい。多くの時間を電気分解に費やすことで，水溶液中の銅イオンが減少し，青色が

薄くなる。

（３）塩素の発生を少なくしたい。

＜対処法＞

・電圧の値を小さく設定すると塩素の発生は抑えることができる。しかし，その際に陰極に付着す

る銅の量も少なくなるので，陰極と陽極の兼ね合いを見ながら電圧を調整していくことが大切で

ある。発生する塩素の量は，電流密度（電流÷電解質に接している部分の電極の表面積）に関係

している。電圧を大きくすると電流密度の値が大きくなり，発生する塩素の量が増えるばかりで

なく陰極に付着する物質も黒くなる。

（４）塩素の漂白作用がはっきりしない。

＜対処法＞

・塩素の発生している炭素棒のごく近い場所の塩化銅水溶液を駒込ピペットで吸い取り，試験管に

入っている赤インクで染めた水の中に滴下する。塩素の発生が始まった直後よりも，しばらく時

間がたってから採取するとよい。

２ 経験談から

塩化銅水溶液に電流を流す実験は銅が析出することで生徒が見ても明らかに発生したものだとわ

かります。生徒は，塩酸の電気分解を経験した後の実験なので，気体が発生することは予想しやす

いと思われます。また，塩化銅の名称から金属の銅が析出するかもしれないと予想することが可能

です。この実験は，興味を持って行えますが，塩素が発生するため換気に充分気をつけて行わない

と，具合が悪くなる生徒が出てしまうので配慮が必要です。また，イオンの学習に結びつける非常

に有効な実験ですので，実験結果から考察される電解質のモデルまで考えを及ばせたいと考えます。

電解質の水溶液は，物質を水に溶かした瞬間から電離が起きていることを考察できる生徒もいるの

で，その発想を大切にして陽イオン，陰イオンについて興味をもたせることができると思います。

参考文献

（１）中村日出夫ほか 57名 共著(2013)「理科の世界３年 教師用指導書」大日本図書

（２）信州理科教育研究会 著(2010)「観察・実験のスキル 理科」東京法令

（３）益田裕充ほか 18 名 共著(2012)「熟達した教師が創る最新理科授業 中学校３年」学校図書
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化学変化と電池

Ⅰ 身近なものを用いて電池を作り，より大きな電流を取り出す観察・実験例

１ 化学電池をつくる実験のあらまし

身の回りのものを使って化学電池をつくることで，なぜ，「電流が流れたのだろう」という疑問

が生じ，その他にも「電池になる原因は何だろう」「流れる電流を大きくするためにはどうすれば

よいだろう」と，自ら考え実験の結果を参考に考察できる有効な実験である。方法としては，銅板

をティッシュペーパーで包んで，食塩水でぬらし，アルミニウムはくで包む。表面積が大きい方が

流れる電流が大きいので，銅板がほぼ包まれるように巻くとよい。また，食塩水をしみこませたペ

ーパータオルを備長炭電池に巻きつけ，さらに，アルミニウムはくをペーパータオルの上から巻き

付ける方法もある。表面積を大きくすることを工夫させることで，より大きな電流を生じさせるこ

とができる。

２ 準備するもの

（１）器具

・銅板，亜鉛板，アルミニウムはく，クリップ付き導線（２），モーター，ティッシュペーパー

・備長炭，ペーパータオル，ビーカー，バット

（２）試薬

・食塩，オキシドール

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

オキシドールは激しい反応をする劇薬であることを教えておく。特に目に入らないように，保護

眼鏡を必ず使用させる。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）観察・実験例１

ア 銅板を用意し，ティッシュペーパーで銅板を巻く。

イ ティッシュペーパーを食塩水でぬらし，バットの上に置く。

ウ バットの上のティッシュペーパーにオキシドール（過酸化水素水）を駒込ピペットで滴下する。

エ 銅板にかからないように，アルミニウムはくを巻く。

オ モーターに導線をつないで，アルミニウムはくと銅板につなぐ。
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（２）観察・実験例２

ア 備長炭を食塩水でぬらしたペーパータオルでつつみ，その上からアルミニウムはくでつつむ。

イ モーターにつないだ導線をアルミニウムはくと備長炭につなぐ。

（３）観察・実験例３

ア レモンに亜鉛板と銅板を差し込んで，導線をつなぎ電流が流れることを確認する。

イ オレンジや野菜なども同様に電流が流れることを確認する。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

身の回りのものを使い，試行錯誤しながら自分の手で電池をつくり，電流を生み出すということ

を体験する場を設定する。

備長炭をつつんだペーパータオルに食塩水を滴下するとき，あまり多く滴下して食塩水があふれ

てしまわないように注意する。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

・オキシドール（過酸化水素水）の気体の発生時は理科室の換気を十分に行いながら実験をする。

・銅板，亜鉛板をくだものや野菜にさすときは，けがのないように充分気をつけて行う。

・化学電池で生じる電気は非常に微量なので，あらかじめ予想されるときは，電子オルゴールを

用意しておく。

（２）安全面

実験の開始から使いきりのビニールの手袋を必ず着用するように指示する。

（３）その他（実験の注意）

実験の器具が様々あるので，準備を前日に行っておくとよい。特に，モーターが回るかどうか

は，あらかじめ確かめておきたい。
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Ⅱ 指導の例
１ 単元名 化学変化と電池

２ 単元のねらい

備長炭やアルミニウムはくなど，身近な素材を用いて化学電池をつくることができる。

電流をとり出し続けると金属がもろくなっていくのを指摘できる。

３ 指導計画 （全４時間）

・電池の発見（１時間）

・電極の化学変化（２時間）本時１／２，２／２

・燃料電池（１時間）

４ 学習問題

身近なものを用いて電池をつくり，流れる電流を大きくするためにはどうしたらよいだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・電解質水溶液の濃度や電極の表面積と電流の大きさの関係を説明することができる。

（科学的な思考・表現）

・条件を制御し，多くの電流を流す方法を探究的に調べることができる。（観察・実験の技能）

（２）展開（２時間扱い） ※評価の観点

学習内容・学習内容 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時での食塩水と銅板・亜鉛板で電流が生じた ・食塩水と銅板・亜鉛板で電流が生じるこ

学習を振り返る。 とから他にもどんな水溶液が電流を生じ

るか，もっと大きな電流を流したい等，

生徒に呼びかけ，本時の学習に興味を持

たせる。

水溶液と金属の組み合わせで電池をつくったとき，流れる電流を大きくするためにはどうし

たらよいだろうか。

２ 予想を立てる。 ・化学電池の仕組みを再度確認し，発展し

・電極の表面積を大きくしたらよいのでは。 て考えられるようにする。

・水溶液の濃度を濃くすることで大きい電流を流す ・電解質の水溶液の濃度と電極の表面積の

ことができるのでは。 観点から意見が出たら，さらに，なぜと

３ 観察や実験の方法を知る。 いう問いかけをして，説明させる。

【観察・実験例１～３】 ・実験装置を図示させることで，実験の目

・実験方法を確認する。 的や方法を考えることができるようにす

・実験装置を組み立てる。 る。

４ 実験する。

５ 結果からわかることを発表する。 ※予想に従い，電解質水溶液の濃度や電極

・結果から水溶液に触れる電極の表面積が大きいほ の表面積を考えながら調べている。

ど大きい電流が生じるといえる。 （観察・実験の技能）

・電解質水溶液の濃度が高いほど，大きい電流が生 ※電解質水溶液の濃度や電極の表面積と電

じる。 流の大きさの関係を説明している。

（科学的な思考・表現）

６ まとめる。
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流れる電流を大きくするためには水溶液を濃くしたり，電極の面を水溶液に多くつけたりす

るとよい。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）電子オルゴールがならない。

＜対処法＞

・電子オルゴールには，＋と－があり，＋極と－極を逆につなぐと音はならないので＋と－を逆に

してつなぐ

（２）モーターが回らない。

＜対処法＞

・水溶液と金属とでつくる電池では，あまり大きな電圧が得られないので，通常のモーターは回ら

ない。そこで，低電圧，少電流でも回転する光電池用モーターを使用するとよい。

（３）電流があまり流れない。

＜対処法＞

・果物に金属板を刺す際に，表面積ができるだけ大きくなるようにする。金属板を果物にぐっと押

しつけるようにすると電流が流れやすくなる。果汁の中に金属板を入れると，電流がながれやす

くなる。

（４）電池が長持ちしない。

＜対処法＞

・アルミニウムはくと銅板をより密着させ，オキシドールをティッシュペーパーに一様に行き渡る

ようにする。アルミニウムはくと導線の接点が銅板と接触しないようにする。電流が下がってき

たら駒込ピペットでオキシドールを再び滴下する。

（５）電流が流れない。

＜対処法＞

・ワニ口クリップの先の金属部分は，化学電池の電極につなぐ際に野菜や果物のもつ汁がつきやす

くさびてしまいがちであるので，実験をした後は，水洗いをし，干しておくとよい。また，金属

板（銅板等）も使用した後，すぐに水洗いをして重ならないように乾かすようにする。ワニ口ク

リップの先と金属板は，乾いた後に紙やすりで表面をけずると電流が流れる。

・導線のハンダがとれている場合もあるので確認をしておく必要がある。時々，点検を行いハンダ

をつけなおすとよい。

２ 経験談から

化学電池の実験は，いろいろな種類の果物や野菜でも行えます。生徒は様々なものを用意し，自

分自身で考えた材料をもとに実験を行うことができます。実際に実験を行うとあまり電流が大きく

ならないことが多く，生徒に何が原因なのか，考えさせるよい機会となります。「こんなものでも

電気が流れるのか」という驚きもあり，非常に興味を持って実験ができる単元です。表面積を大き

くすることに気がつかない場合は，表面積の小さいものと大きいものとを実際に演示実験で行い見

せるとよいでしょう。生徒の喜ぶ姿が見られることを期待します。

参考文献

（１）中村日出夫ほか 57名 共著(2013)「理科の世界３年 教師用指導書」大日本図書

（２）信州理科教育研究会 著(2010)「観察・実験のスキル 理科」東京法令

（３）益田裕充ほか 18 名 共著(2012)「熟達した教師が創る最新理科授業 中学校３年」学校図書
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酸とアルカリ 

 

Ⅰ  

 
１ 一人一実験をはかることができる酸性・アルカリ性の正体を調べる観察・実験のあらまし 

  酸性・アルカリ性を示すものの正体を調べる実験では，食塩水をしみこませたろ紙をスライドガ

ラスに巻き，両端を目玉クリップでとめたものに電源装置で電圧をかける方法が一般的である。し

かし，電源装置を生徒数分確保することは難しい。そこで，手軽に用意することができる乾電池を

用いることにより，一人一実験を行えるようになり，主体的に実験に取り組むことが期待できるよ

うになる。さらに，乾電池は一定量の電圧を継続してかけることができるので，実験の失敗も少な

くすることができる。 
 
２ 準備するもの 

（１）器具（１人１つ） 

  ・９Ｖの乾電池 
  ・保護眼鏡 
  ・クリップ２つ 
  ・スライドガラス 
  ・導線２本 
  ・ろ紙（１１０ｍｍ） 
  ・竹串 
  ・リトマス試験紙 
 
（２）試薬（班に１つ） 

  ・塩酸（１０％） 
  ・水酸化ナトリウム水溶液 
   （１０％） 
  ・うすい食塩水 
  ・アンモニア水 
 
３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

  事前に乾電池を持ってくるよう呼びかけ必要数集めておく。また，通常使用する５％の塩酸や水

酸化ナトリウム水溶液よりも濃い，１０％の水溶液を使用するので注意を促す。竹串で遊ばないよ

うに注意を促す。 
 
４ 観察・実験の手順 

（１）試薬の作成手順 

   市販の塩酸は３５～３７％なので，水７８ｍＬに市販の塩酸３０ｍＬを加えると約１０％の濃

度となる。また，水酸化ナトリウム１０ｇに水９０ｇを少しずつ加えてきながらよく混ぜると，

１０％の水酸化ナトリウム水溶液ができる。 
 
 
 

一人一実験をはかることができる酸性・アルカリ性の正体を調べる観察・実験例 
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（２）実験の手順 

 ア 実験前に，使用する青色リトマス紙をアンモ 

ニア水の蒸気にかざして色を鮮明にしてから使 

用すると，色の変化がわかりやすくなる。 

 

 イ ろ紙をうすい食塩水につけ，スライドガラス 

に巻く。青色リトマス紙には真ん中に鉛筆で線 

を引き食塩水につけたあとろ紙の上に置く。そ 

して，その両端にクリップをつける。 

 

ウ クリップに導線をつなげ，９Ｖの電池につなぎ 

 リトマス紙の線上に竹串で塩酸をたらす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）変化の様子 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

  リトマス紙以外でも，ＢＴＢ液やフェノールフタレイン液を染みこませたろ紙でも同じように実

験ができることを伝える。 
 
６ 器具や薬品などの扱い方等 

（１）指導面 

   塩酸や水酸化ナトリウム水溶液を使用するので，必ず保護眼鏡をかけさせる。 

※８分で約１ｃｍほど

移動するのが見られ

た。 

開始直後 ２分後 ４分後 

６分後 ８分後 
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（２）安全面 

   塩酸や水酸化ナトリウム水溶液が目や口の中に入らないよう，実験後すぐに試薬を回収し，よ

く手を洗うように指導する。 

（３）その他 

   導線のワニ口クリップに試薬がついてしまうとさびの原因となるので，ワニ口クリップに試薬

をつけないよう注意を促す。 

 

Ⅱ 指導の例 

１ 単元名 酸・アルカリとイオン 

 

２ 単元のねらい 

  酸とアルカリの性質を調べる実験を行い，酸とアルカリのそれぞれの特性が水素イオンと水酸化

物イオンによることを知ることができる。 

 

３ 指導計画 （全７時間） 

酸・アルカリ（５時間）本時３／５ 

中和と塩（２時間） 

 

４ 学習問題 

 

   

 
５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

  ・酸とアルカリの特性について関心を持ち，進んで調べることができる。 

（関心・意欲・態度） 

  ・酸とアルカリの水溶液の特性を調べる実験を行い，酸とアルカリそれぞれに共通する性質を見

いださせるとともに，その性質が水素イオンと水酸化物イオンによることを理解できる。 

（知識・理解） 

 

（２）展開                         ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ 酸性やアルカリ性の水溶液にはどのような特徴があ

ったか確認する。 

 

２ 代表的な酸性，アルカリ性の水溶液である塩酸，水

酸化ナトリウム水溶液中には何が存在していたか思い

出す。 

 

 

３ 塩化水素や水酸化ナトリウムが水中でどのように電

離しているのかを確認し，硫酸や水酸化カルシウムの

電離式についても確認する。 

・酸性・アルカリ性の水溶液に共通する性質

について復習させる。 

 

・電解質の水溶液中にはイオンが存在してい 

たことを思い出させる。 

 

 

 

・アンモニアは少し特殊なのでここでは扱わ 

ない。 

 

酸性・アルカリ性を示すものの正体は何だろうか。 

酸性・アルカリ性を示すものの正体は何だろうか。 
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４ 電離式から，酸性・アルカリ性を示すものの正体は

何か予想する。 

・酸性の水溶液にはＨ＋がある。 

・アルカリ性の水溶液にはＯＨ－がある。 

・酸性やアルカリ性には共通するイオンがある。 

 

５ 赤色・青色リトマス紙に電気を流してみるとどうな

るか予想を立てる。 

・イオンが関係しているならどちらかに動く。 

・電離式で酸性に共通して存在したＨ＋がどちらかに動

く。 

・Ｈ＋が陰極側に動く。 

 

６ 実験方法を確認し，準備をする。 

 

【観察・実験例】 

①ろ紙と青色リトマス紙を食塩水に浸し，青色リトマス

紙の真ん中に塩酸をつけ，電池で電圧をかける。 

 

②水酸化ナトリウム水溶液も同様に，赤色リトマス紙の

真ん中につけ，電池で電圧をかける。 

 

７ 実験結果をまとめ，酸性・アルカリ性を示すものの

正体は何か考える。 

・酸性の水溶液中にはＨ＋が存在している。 

・アルカリ性の水溶液中にはＯＨ－が存在している。 

 

８ 班で話し合い，気づいたことをまとめ，発表する。 

 

９ まとめる。 

 

 

 

・電離式から共通のイオンがあることに気付 

かせる。 

 

 

 

 

・イオンは＋や－の電気を帯びていることを 

確認させる。 

 

 

 

 

 

 

※酸とアルカリの特性について関心を持ち

進んで調べている。 

（関心・意欲・態度） 

・保護眼鏡を着用させる。 

・３０秒ごとに色の変化を確認させる。 

 

 

※酸とアルカリの水溶液の特性を調べる実

験を行い，その性質が水素イオンと水酸化

物イオンによることを理解している。 

            （知識・理解） 

 

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）リトマス紙の色がうすく，色の変化がわかりづらい。 

＜対処法＞ 

 ・青色リトマス紙はアンモニア水の蒸気に，赤色リトマス紙は酢酸や塩酸の蒸気にかざして，色を

鮮明にしてから使用するとわかりやすい。 

（２）リトマス紙に試薬をつけすぎてしまう。 

＜対処法＞ 

 ・竹串の先に少量つければよいことを事前によく説明しておく。 

 

酸性・アルカリ性の性質を示すものの正体は，酸性の水溶液中のＨ＋（水素イオン）と，アルカ

リ性の水溶液中のＯＨ－（水酸化物イオン）である。 
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２ 経験談から 

  班で実験を行うと，どうしても見ているだけの生徒が出てきてしまいます。そこで，簡単な実験

器具で一人一実験を行い，より主体的に観察・実験に取り組めるようにと考えました。また，実験

を行う前の予想の時間を多く取り入れました。予想を立てることにより，生徒に問題をしっかりと

つかませ，さらには先の見通しを立てさせます。また，実験の結果が予想と合っていた場合は自分

の自信につながり，生徒は実験により意欲的に取り組むようになると思います。ぜひ，試してみて

ください。 
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中和と塩

Ⅰ 視覚的に確認でき，イオンなどの粒子概念の形成に役立つ中和反応の観察

・ 実験例

１ 観察・実験のあらまし

中和反応の実験は，塩酸と水酸化ナトリウムで行うことが多い。ところが，この反応では生成す

る塩は塩化ナトリウム（食塩）という水に溶ける塩であるため，混ぜた瞬間に中和反応が起きてい

ることがわからない。そこで，硫酸と水酸化バリウムの組み合わせで行うことで硫酸バリウムとい

う水に溶けない塩が生成するので，①「中性にならなくても中和反応が起きていること」，②「混

ぜ合わせる水溶液の量を変えると生成する沈殿の量が変化すること」を視覚的にとらえることが可

能となる。さらに，そのようすをイオンのモデルで考えることにより，原子や分子，イオンといっ

た微視的な見方・考え方を養うことができる。

２ 準備するもの

（１）器具（１班に必要な数）

・試験管（６）※飽和水酸化バリウム水溶液用

・試験管立て（１）

・５０ｍＬまたは１００ｍＬのビーカー（１）※希硫酸用

・５ｍＬ駒込ピペット（１）※希硫酸用

・バット（１）

・保護眼鏡（人数分）

（２）材料・試薬等（１班に必要な量）

・飽和水酸化バリウム水溶液＜約０．１ mol／ L＞（１８ｍＬ）
・希硫酸＜約０．１ mol／ L＞（１５ｍＬ）
・ＢＴＢ溶液（２～３滴×６本分）

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

・１ｍＬや２ｍＬなど指定した体積の液体を円滑にはかり取れるように，事前に駒込ピペットの操

作に慣れさせておくとよい。

・強酸性や強アルカリ性の水溶液を使用するので，試薬の扱い方や，衣類や皮膚についてしまった

場合はすぐに多量の水で洗い流すなどの対処方法を十分に指導しておく。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）試薬作成手順

ア 飽和水酸化バリウム水溶液＜約０．１ mol／ L＞
（ア）水に十分な量の水酸化バリウムを溶かし，数日間

放置する。

（イ）実験を行うときに上澄み液をろ過して使用する。

イ 希硫酸＜約０．１ mol／ L＞
（ア）水１８０ｍＬを攪拌しながら，市販の濃硫酸

１ｍＬを少しずつ加える。

（イ）冷却後，試薬瓶に保存して使用する。
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（２）実験の手順

ア バットの上に飽和水酸化バリウム水溶液を３ｍＬを入

れた試験管を６本用意する。

イ アの６本の試験管にＢＴＢ溶液を２～３滴ずつ加える。

ウ イの５本の試験管に，ビーカーに入っている希硫酸を

加える。ただし，加える希硫酸の量はそれぞれ，１ｍＬ

・２ｍＬ・３ｍＬ・４ｍＬ・５ｍＬを駒込ピペットではか

り取って加え，軽く振って混ぜたあと放置する。１本は希硫酸を加えない。

エ 中和によって白い沈殿ができたことを確認する。

オ ＢＴＢ溶液の色の変化を確認する。

カ 十分時間をおいてから白い沈殿の量を確認する。

（３）変化の様子

ア 混ぜる前 イ 混ぜた直後 ウ 十分時間が経った後

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

・中和反応によって生成する塩は，混ぜ合わせる酸とアルカリの組み合わせによって決まる。今回

の硫酸バリウムのように水に溶けない塩もあれば，塩化ナトリウム（食塩）のように水に溶ける

塩もあり，多種多様であることを知らせ，興味をもたせたい。できれば，酸とアルカリの組み合

わせを考え，何という塩ができるか予想し，実際に実験で確かめることをさせたい。

・塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜてできる塩化ナトリウム（食塩）は本来は水に溶ける塩な

ので，水溶液を混ぜただけでは結晶を見ることはできない。ところが，少量の濃塩酸に水酸化ナ

トリウムの固体を直接２～３粒ほど入れると混合液が沸騰状態になり，塩化ナトリウムの結晶が

沈殿する。危険なので教師による演示実験となるが，中和による発熱を実感させるなど，興味を

もたせるには有効である。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

ア 駒込ピペットで希硫酸を正確にはかり取る方法（３ｍＬをはかり取る例）

（ア）駒込ピペットに，加える希硫酸を何回か出し入れしたあと，いったん液を全て出す。

（イ）駒込ピペットを垂直に持ち，ゴム球を操作して液が３ｍＬの線まで上がったら駒込ピペット

の先端を液面からはずし，ゴム球から指を離す。

イ 飽和水酸化バリウム水溶液に希硫酸を加えたとき，試験管を振りすぎると沈殿するのに時間が

かかってしまうので，振りすぎに注意させる。

（２）安全面

水酸化バリウムは強アルカリ性，硫酸は強酸性なので保護眼鏡を使用し，衣類や皮膚につけな

いように注意させる。また，衣類や皮膚についてしまった場合は，すぐに多量の水で洗い流すよ

うに指導する。
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（３）その他

ア 水酸化バリウム水溶液は空気中の二酸化炭素を吸収すると炭酸バリウムの沈殿を生じるので，

実験のたびにろ過をして水溶液をつくる。（ろ過して沈殿を取り除いても，数分後には空気中の

二酸化炭素と反応して，表面に炭酸バリウムの膜がはってくるので，実験の直前にろ過すること

を勧める。）

イ 希硫酸をつくるときは，水に濃硫酸を加える。逆に，濃硫酸に水を加えると激しく発熱するた

め，液が飛び散る危険性があるので絶対にしない。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 中和と塩

２ 単元のねらい

酸性とアルカリ性の水溶液を混ぜて中和反応を行い，酸とアルカリを混ぜると水と塩ができるこ

とを理解できる。

３ 指導計画 （全５時間）

・酸とアルカリを混ぜたらどうなるか（１時間）

・塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和実験（１時間）

・中和実験のまとめ（１時間）

・水酸化バリウム水溶液と硫酸の中和実験（１時間）本時

・いろいろな塩（１時間）

４ 学習問題

水酸化バリウム水溶液に加える硫酸の量を少しずつ増やしていくと，硫酸バリウムの沈殿の

量はどうなるのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・酸性とアルカリ性の水溶液を混ぜ合わせる量を変えると生成する塩の量が変化する現象をイオ

ンのモデルで考えることができる。 （科学的な思考・表現）

（２）展開例 ※評価の観点

学習活動と内容 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の復習をする。 ○酸とアルカリを混ぜると塩と水ができる

・塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を混ぜると塩化 ことを確認する。

ナトリウムと水ができた。

２ 本時の課題を確認する。 ○演示実験を行い，混ぜてすぐに濁ること

①水酸化バリウム水溶液と硫酸を混ぜると白い沈 から，水に溶けない塩であることに注目

殿ができることを確認する。 させる。

②それぞれの水溶液の電離式を考える。 ○Ｈ＋とＯＨ－が一緒になるので中和反応で

Ｂａ(ＯＨ)２ → Ｂａ２＋＋２ＯＨ－ あることに注目させる。

Ｈ２ＳＯ４ → ２Ｈ＋ ＋ ＳＯ４
２－ ○塩とは酸の陰イオンとアルカリの陽イオ

③できた塩について考える。 ンが結びついたもので，中には水に溶け

Ｂａ２＋ ＋ ＳＯ４
２－ → ＢａＳＯ４ ない塩があることに注目させる。

④水酸化バリウム水溶液に硫酸を少しずつ加える ○塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を少しず
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と沈殿の量はどうなるかを考える。 つ加えていくと酸性→中性→アルカリ性

と変化したことを思い出させる。

・沈殿の量は変わらない。

・沈殿の量はだんだん増える。

・沈殿の量はだんだん増えるが，途中から増え

なくなる。

水酸化バリウム水溶液に加える硫酸の量を少しずつ増やしていくと，硫酸バリウム

の沈殿の量はどうなるのだろうか。

３ 実験を行う。 ○沈殿が沈むまで時間がかかるのでできる

【観察・実験例】 だけ短時間で実験を行わせる。

① ６本の試験管に入っている水酸化バリウム水 ○水酸化バリウム水溶液と硫酸を混ぜ合わ

溶液にＢＴＢ溶液を入れる。 せたときに振り過ぎないように注意させ

② ①の５本の試験管に希硫酸を１ｍＬ～５ｍＬ る。

を加え放置する。１本は希硫酸を加えない。

４ イオンのモデルで考える。 ○水溶液中の変化をイオンのモデルを使っ

①個人で考える。 て書かせることで，水溶液の性質の変化

②班で意見をまとめる。 のときと同じように，沈殿の量について

③班毎に発表する。 もイオンの振る舞いで考えられることに

気づかせる。

※生成する塩の量が変化する現象をイオン

のモデルで考えている。

（科学的な思考・表現）

○他の班の発表を参考に，自分たちの意見

を改善させる。

５ 実験結果を確認する。

①ＢＴＢ溶液の色の変化を確認する。 ○イオンのモデルで考えた結果と同じにな

・青 →（緑 →）黄 ることを確認させる。

②沈殿の量を確認する。

・だんだん増えたが，途中で増えなくなった。

６ 本時のまとめをする。

・水溶液がアルカリ性の間は，沈殿の量は増加する。

・水溶液が中性から酸性の間は，沈殿の量は増加しない。
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）駒込ピペットで１ｍＬ～５ｍＬをはかり取ることができない。または時間がかかる。

＜対処法＞

・別の試験管に１ｍＬ～５ｍＬをはかり取ったものを準備し，それぞれの水溶液を全部入れるよ

うにさせる。

・全体的に駒込ピペットの操作に不安がある場合には，はじめから水酸化バリウム水溶液を

１ｍＬ～５ｍＬを入れた試験管を準備して，それぞれの水溶液を全部入れるようにしてもよい。

（ただし，使用する試験管の数がかなり多くなること，準備に大変時間がかかることに問題が

なければ…）

（２）薬品をこぼしてしまった。（試験管を倒してしまった。）

＜対処法＞

・事前に，次の①～④について十分に確認しておくこと。

①実験中（操作中）は必ず保護眼鏡を使用し，立って行うこと。

②薬品は必ずバットの上に置き，バットの上で操作すること。

③こぼしてしまったら，すぐにぬれた雑巾で拭き取ること。

④衣類や皮膚についてしまった場合は，すぐに多量の水で洗い流すこと。

２ 経験談から

この実験は，駒込ピペットの操作が正確にできれば，２種類の水溶液を混ぜるだけなので簡単か

つ短時間で操作が終了します。結果の方も，沈殿するのに時間がかかるものの，ＢＴＢ溶液の色の

変化と沈殿量のちがいを確認するだけなので見てすぐわかるという利点があります。また，操作を

できるだけ短時間で終わらせることで，沈殿する時間の確保やイオンのモデルで考える時間の確保

が行えます。

中和反応はとかく「中性になるときに起こる」という誤解を生みやすいのですが，この実験を見

ると「中性にならなくても中和反応は起きている」ということが視覚的に確認できるので，ぜひ見

せてください。

参考文献

１）理科の世界３年 教師用指導書 大日本図書
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様々なエネルギーとその変換 
 
 

Ⅰ   

 
１ エネルギーの変換効率の違いを体験する実験のあらまし 

（１）火起こし器を用いて発火させる場合とマッチを用いて発火させる場合の労力の差を通して，エネ

ルギーの変換効率の違いを体感する。［観察・実験例１］ 
（２）手作りのコイルと強力磁石を用いて発電する場合と，市販のモーターを使って発電する場合のエ

ネルギーの変換効率の違いを体感する。［観察・実験例２］ 
（３）同じくらいの明るさの白熱灯・蛍光灯・ＬＥＤ電球を同時に点灯させ，その上に手のひらをかざ

すことで，発熱量の違いを体感する。また，それぞれの電球の消費電力の違いを比較する。［観察・

実験例３］ 
（４）手回し発電機（ゼネコン）どうしをつないで一方のハンドルを回転させると，もう一方のハンド

ルも回転するが，その回転数（回転速度）は減少する。この現象を通して，変換の際にもとのエネ

ルギーの一部が目的とするエネルギーとは別のエネルギーに変化してしまうことについて考える。

［観察・実験例４］ 
（５）生物の中には，化学エネルギーを光エネルギーに変換して発光しているものがいる。中でもその

変換効率が最も高いのがウミホタルである。ウミホタルの発光を観察することで，生物が持つ優れ

た能力について考える。［観察・実験例５］ 
 
２ 準備するもの 

［観察・実験例１］について 

  ・火起こし器 
  ・マッチ 
  ・すりがら入れ 
 
 
［観察・実験例２］について 

 ・コイル（φ０．８，２００回巻） 

  ・ネオジム磁石（ネオジウム磁石） 
  ・鉄パイプ 
  ・豆電球 
  ・モーター 
  ・たこ糸 
 
［観察・実験例３］について 

・白熱灯（６０Ｗ電球） 
  ・蛍光灯（電球タイプ） 
  ・ＬＥＤ電球 
  ・電球用ソケット 
   
［観察・実験例４］について 

  ・手回し発電機（２台） 
 

 
 

 

  

 

 

エネルギーの変換効率の違いを体験することができる観察・実験例  
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［観察・実験例５］について 

  ・乾燥ウミホタル（市販） 
  ・試験管 
  ・ガラス棒 
  ・スポイト 
 
 
３ 観察・実験の手順 

［観察・実験例２］について 

   コイルと豆電球をリード線で接続する。続いてネオ 
ジウム磁石に鉄パイプをくっつけ，このパイプを持っ 
て磁石をコイルに出し入れして電球を点灯させる。次 
にモーターと豆電球を接続し，モーターの軸にたこ糸 
を巻きつける。たこ糸をすばやく引くと，モーターの 
軸が高速で回転して電球が点灯する。 

 
［観察・実験例３］について 

   ソケットに取り付けてセットした３種類の電球を， 
白熱灯，蛍光灯，ＬＥＤ電球の順に並べ，それぞれの 
電球の上に手のひらをかざして発生する熱の違いを比 
較する。それぞれの電球の明るさが同じぐらいになる 
ように，６０Ｗの白熱灯相当の明るさの蛍光灯(２０Ｗ 
ぐらい)とＬＥＤ電球(１０Ｗぐらい）を選んでおく。 

 
 ［観察・実験例５］について 

   乾燥ウミホタルを試験管に１０粒程度入れ，ゴム栓 
をしておく(湿気を吸わないようにするため)。 暗幕を 
しめ，部屋を暗くしたら試験管のゴム栓をはずす。次 
にこの中にスポイトで水を５滴ほど入れ，ガラス棒で 
ウミホタルをすりつぶすようにして水とよく混ぜると 
深い青色の発光が始まる。 

 
Ⅱ 指導の例 
 

１ 単元名 仕事とエネルギー 

 

２ 単元のねらい 

  仕事は力の大きさと力の方向に動いた距離の積であることを知り，仕事量は道具の使用に関係なく

一定であることを見いだす。エネルギーにはさまざまなものがあり，それらが相互に変換されること

や，エネルギー効率は器具によって異なることを知る。また，熱の伝わり方には伝導，対流，放射な

どがあることを知る。 

 

３ 指導計画（全２５時間） 

力のはたらき（４時間） 
物体の運動（１０時間） 
仕事とエネルギー（１１時間）本時１１／１１ 
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４ 学習問題 

 

 

 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

・エネルギーの変換効率の違いについて積極的に実験したり，発言したりすることができる。 

（関心・意欲・態度） 

  ・エネルギーは変換の過程で，その一部が熱や音などに変わっていくことを見いだすことができる。 

（科学的な思考・表現） 

（２）展開                          ※評価の観点 

学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ 学習問題を把握する。 
 
 
２ エネルギーの変換効率を考える実験を行い，気

づいたことを発表する。 
①前時の火起こし器を使った実験の復習。 
マッチとの効率の違いについて［観察・実験例１］ 

②コイルと磁石による発電とモーターを利用した

発電を比較する。［観察・実験例２］ 
・コイルに磁石を出し入れして発電し，モーターを

利用した場合の発電と効率を比較する。 
③白熱灯と蛍光灯，ＬＥＤ電球の比較 

         ［観察・実験例３］ 
○発問「白熱灯と蛍光灯，ＬＥＤ電球ではどれが一

番発光効率がよいか。」 
 ・LED は省エネだから効率がよい。 
○発問「なぜ LED は効率がよいといえるのか。」 
 ・小さな電力で明るくなるから。 
 ・電気エネルギーがあまり熱に変わることがない

から。 
④手回し発電機どうしをつないで一方を回したと

きのもう一方の回転のようすを見てみよう。 
 ［観察・実験例４］ 
 
３ まとめる。 
 
 
 
 
 
 
４ 発展実験を行い，エネルギー効率のよいものが

あることを知る。 
・ウミホタルの発光（発光効率が最高） 

［観察・実験例５］ 

 
 
 
○前時に行った実験をもとに，エネルギー効

率の話をする。 
○実験にたっぷり時間をかけ，全生徒がエネ

ルギーを変換する体験ができるようにす

る。 
○②については対比実験を行うことで，効率

の違いをはっきりと体感させる。 
○照明の比較については教卓での実験とし，

グループの代表に体験させるものとする。

予想させてから暖かさの違いを体感させ

る。 
○電気エネルギーの多くが熱エネルギーに

変わってしまっていることに気づかせる。 
 

○再度エネルギーの変換の過程でエネルギ

ーのロス（熱になってしまう）があること

に気づかせる。 
※積極的に実験を行ったり，発言したりして

いる。      （関心・意欲・態度） 

※エネルギーの変換効率について考えてい

る。      （科学的な思考・表現） 
 
 
 

 

 

 

 

○生物の発光には非常にエネルギー効率の

よいものがあることを知らせる。 

エネルギーの変換効率を考えよう。 

エネルギーの変換効率を考えよう。 

エネルギーの変換効率を考える上で大切なこと 
・できるだけ少ない労力で大きなエネルギーを得る。 
・エネルギーを変換するときに不要なエネルギー（熱など）となって失われるのをでき

る限り少なくする。 
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Ⅲ よりよい実験にするために 
 
１ 生徒・教師の失敗例 

（１）コイルと磁石を使った発電やモーターを使った発電では，豆電球が切れてしまうことがある。 
＜対処法＞ 

 ・これらの方法では，磁石を動かす速さを極端に速くしたりモーターの軸に巻きつけたたこ糸を極端

に速く引いたりすると，かなり大きな電流が流れるので，豆電球は２．５Ｖ用以上のものを使った

方が安全である。 
（２）ウミホタルの発光が起こらない。 
＜対処法＞ 

 ・乾燥ウミホタルは湿気を吸うと知らないうちに発光が進んでしまうことがある。保管するときには

乾燥させておくことが大切である。また，実験の際に加える水の量であるが，あまり少なすぎると

十分な反応（発光）が進まないことがある。このようなときには水をもう少し足してみるとよい。

発光はウミホタル体内の発光物質と水が混じり合うことで起こるので，よくすりつぶして混ぜるこ

とが大切である。試験管の代わりに乳鉢を使い，乳棒ですりつぶすようにするとさらによく発光す

る。 
 
２ 経験談から 

  コイルを作るときにいろいろな太さのエナメル線で試してみましたが，豆電球を点灯させるために

は太さ０．８ｍｍのものが適当であることがわかりました。ＬＥＤを点灯させるのでしたらもっと細

いものでよく，また，ネオジウム磁石の代わりにふつうのフェライト磁石でもよいのですが，豆電球

には比較的大きな電流が必要なので，この太さのエナメル線とネオジウム磁石でないとうまくいきま

せんでした。 
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科学技術の発展 

 

Ⅰ  

 

 

１ 高吸水性ポリマー，PVA の観察・実験のあらまし 

  高分子吸収体（または高吸水性ポリマーとも言われている）や PVA（ポリビニールアルコール）

は，新素材として多くの生活場面で活用されている。そこで，高分子吸収体を利用している紙おむ

つに水を吸収させて，どのくらいの量を吸収するのか定量的に調べたり，水以外の水溶液も同じよ

うに吸収するのか調べたりすることでその特性を知る。また，水を含んだ紙おむつの高吸水性ポリ

マーの粒や保冷剤を利用し，そこから反対に閉じ込められていた水を取り出すことができることを

知る。 

また，文房具として使っているのりは，PVA が主成分となっているものが多く，親水性が高く湯

水に可溶という性質を持っている。そこで PVA を使用して風船スライムを作ることにより，その性

質を楽しく学び，興味を持って実験することができる。 

演示実験によって高吸水性ポリマーの存在を知った後，以下のア～エから４～５人グループで１

つ選択して観察・実験，オは一人一実験で併せて２時間扱いで行う。 

※ 演示実験 

ア 紙おむつの高吸水性ポリマーにどのくらいの水を含ませられるのかを調べる実験 

【観察・実験例２】 

 イ 紙おむつの高吸水性ポリマーは水以外の液体でも吸収するのかを調べる実験【観察・実験例３】 

ウ 水を含んだ紙おむつから，高吸水性ポリマーの粉を取りだす実験【観察・実験例４】 

 エ 保冷剤から高吸水性ポリマーの粉を取りだす実験【観察・実験例５】 

 オ 風船スライムを作る実験 【観察・実験例６】 

２ 準備するもの 

（１）器具 

 ※ 演示実験 ５００ｍＬビーカー，水，ガラス棒．黒の画用紙（ビーカーを覆う） 

ア １００ｍＬビーカー，水，はかり（グループで１つ） 

 イ ３００ｍＬビーカー（用意する水溶液の種類の分だけ），食塩水，炭酸水，砂糖水など生徒が思

いついた安全な水溶液 

 ウ １００ｍＬビーカー，水，ガラス棒，ガスバーナー，三脚，金網，蒸発皿（色つき） 

 エ １００ｍＬビーカー，水，ガラス棒，ガスバーナー，三脚，金網，蒸発皿（色つき） 

 オ お湯（６０℃），温度計，５０ｍＬビーカー３個，割り箸，プラスチックコップまたは紙コップ，

ストロー（一人一実験） 

（２）材料・試薬等 

 ※ 演示実験：高吸水性ポリマー 

ア 紙おむつ 数枚 

 イ 紙おむつ 数枚，数種類の水溶液 

ウ 紙おむつ 数枚，うすい塩酸 

エ 保冷剤，うすい塩酸 

オ PVA のり，ホウ砂,食用色素 

  
 

 

  

 

保冷剤                       紙おむつ（パンツ型） 

 

身近なものを活用して，高吸水性ポリマーや PVA などの新素材に興味を持たせる

観察・実験例 
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３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

身近な新素材を利用した生活用品として，紙おむつは大変適している。水を多く吸収して逆戻り

しないなど,ある程度の知識はもっていると考えられる。しかし，実際に水を吸収したおむつの中は

どうなっているのかを見たものは多くはないため，大量の水を吸収した高吸水性ポリマーを見て驚

くだろう。そこで，大量の水分を吸収可能なおむつが望ましいので，事前に教師が用意をしておく。

一方，保冷剤はどの家庭にもあり，安価に手に入るので生徒自身に用意させておく。また，文房具

用のりの成分にも注目させ，PVA が身近なものに使われていることにも事前に確認しておきたい。 

 

４ 観察・実験の手順・様子 ホウ砂飽和水溶液 

（１）ホウ砂の飽和水溶液の作成手順 

   ３００ｍＬまたは５００ｍＬのビーカーに２００ｍＬの水を入れてそれに 

２０ｇのホウ砂を溶かす。溶けきれずに残ったホウ砂がでたら，飽和水溶液 

のできあがり。上ずみだけを使うので注意が必要。１人につき，１０ｍＬ使 

うので２つは作っておきたい。（３０人学級の場合） 

（２）実験の手順および変化の様子 

 ※ 演示実験【観察・実験例１】 

５００ｍＬビーカーに水を２００ｍＬ 

ほど入れて，生徒に見せる。次にビーカ 

ーを紙で覆い，中が見えないようにする。 

そこに薬さじ１ぱいの高吸水性ポリマー 

を入れた後，しばらく待つ。逆さにして 

水がこぼれないことを見せる。その後，覆っていた紙をとり，水を吸収した高吸水性ポリマーを

見せて，その性質を知らせる。 

ア おむつの内側の表面材をハサミで切り取 

 り紙おむつの中の高吸水性ポリマーが水を 

吸って体積が大きくなる様子も観察する。 

１００ｍＬビーカーの水を紙おむつに１ 

  ぱいずつ入れて吸収させて，その質量をは 

  かりではかる。くり返し加えているうちに， 

もう含めなくなると，水が横からしみ出し 

て，質量が増えなくなる。その時の水の量を調べる。【観察・実験例２】 

  

イ おむつの内側の表面材をハサミで切り取り， 

紙おむつの中の高吸水性ポリマーが水を吸っ 

て体積が大きくなる様子も観察させる。 

紙おむつに水を５００～６００ｍＬ吸収さ 

せ，紙おむつの高吸水性ポリマーが水を吸収するとどのようになるか，確かめておく。グループ

で試したい水溶液（３００～５００ｍＬ数種類）を紙おむつに注ぎ，生徒が考えたそれぞれの水

溶液が吸収されるか否かを確かめる。【観察・実験例３】 

 

ウ 紙おむつに水を５００～６００ｍＬ吸 

収させ，おむつから水を吸収した高吸水 

性ポリマーを取り出す。１００ｍＬにそ 

れを入れて塩酸を少しずつ加えてかき混 

ぜると高吸水性ポリマーは，ゲル状から 

ゾル状になり，閉じ込めていた水があら 

われることが分かる。 

さらに，ゾル状になった液を少量とり， 

蒸発皿にいれて水を蒸発させると白い粉 

が見られる。【観察・実験例４】 
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  変化前の保冷剤     塩酸を加えた後の保冷剤 

エ 生徒が用意した保冷剤を中からとりだ 

 して，１００ｍＬビーカーにそれを入れ 

る。塩酸を少しずつ加えてかき混ぜると 

高吸水性ポリマーは，ゲル状からゾル状 

になり，閉じ込めていた水があらわれる 

ことが分かる。さらに，ゾル状になった 

液を少量とり，蒸発皿にいれて水を蒸発 

させると高吸水性ポリマーの白い粉も見 

られる。【観察・実験例５】 

 

オ 風船スライムの作り方（一人一実験）      

（ア）３つのビーカー（５０ｍＬ）にそれ 

  ぞれ湯５０ｍＬ（５０～６０℃），PVA 

  のり５０ｍＬ，ホウ砂飽和水溶液（上 

ずみ液のみ）１０ｍＬを作る。 

（イ）（ア）のお湯に食紅を一さじ入れ， 

着色する。（数種類の食用色素を用意 

しておく。）（ア）の PVA のりと着色 

したお湯をプラスチックコップに入 

れて，よくかき混ぜる。 

 （ウ）（イ）に，ホウ砂飽和水溶液を入れ， 

素早く勢いよくむらがないように３０ 

秒～６０秒かき混ぜる。 

 （エ）（ウ）がかたまってきたら，とりだ 

してよくもんで出来上がり。 

   

＊スライムで風船を作る方法 

①手のひらにスライムをのせて平らに広げる。 

②ストローをその中心において包む。 

③ストローとスライムが接するところをしっかり止めて空気がもれないようにする。ストローか

ら空気をおくると風船ができる。【観察・実験例６】 

①              ②              ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

高吸水性ポリマー（ポリアクリル酸ナトリウム）は親水基（カルボキシル基）を多く含み，水を

含むと，電離してできた陰イオンである－COO－どうしが反発して構造にすき間ができ，その中に大

量の水分子が入り込むため，体積を増大させ，流動性がほとんどなくなり安定する。この内容はイ

オンの学習の発展として説明し，また，自然環境の保全と科学技術の利用を接続することも可能な

ので，意識させたいところである。また，この授業をきっかけとして保冷剤や芳香剤，文房具用の

り等の成分としてどのような新素材が使われているのか調べる態度を養いたい。また，ウ，エの実

験は塩酸を使用するので塩酸を加えた後の残った保冷剤の廃液の処理は教師が一括して行う。 

（ア） （イ） 

（エ） （ウ） 
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① ② ④ ③ 

６ 器具や薬品等の扱い方等 

（１）指導面 

 ア 観察・実験例１では，高吸水性ポリマーを加える前に水の入ったビーカーの中が見えないよう

に，黒い画用紙で包むと興味深く観察でき，薬品を加えるとどうなるかを生徒に予想させる。 

 イ 観察・実験例３では，用意する水溶液は，安全なものであるかを確認しておく。 

 ウ 観察・実験例４では，うすい濃度で十分ゾル状になるので，１％程度でよい。また，塩酸を入

れた後の溶液を加熱する場合は，色つきの蒸発皿で白い粉が見やすいようにする。 

 エ 観察・実験例５では，保冷剤に塩酸を注ぐときは少量ずつ入れる。少ない塩酸で水がしみ出し

てくることが分かる。 

 オ 観察・実験例６では，お湯に PVA のりが可溶であることを確認させたいので，水ではだめなこ

とを強調する。スライムを持ち帰るのに便利なので，1 人ずつプラスチックコップまたは紙コッ

プを用意する。また，ふうせんを作ることにより，PVA のりの柔軟性と親水性に注目させる。 

（２）安全面 

 ア 観察・実験例３では，水酸化ナトリウム水溶液等の扱いに注意を要する薬品の場合は，きわめ

てうすい濃度の水溶液を教員が作ることが望ましい。使用の際には保護眼鏡をかけさせたり，手

についたときの洗浄をしたりするなど指導が必要である。 

イ 観察・実験例４・５では，塩酸を使用するので，十分注意させたい。目は保護眼鏡で保護でき

るが，もし手についた場合は素早く水で洗うようにする。蒸発皿で加熱すると５～１０分間は容

器や熱した物質がかなりの高温になっているため注意させる。また，水が蒸発しきると白い粉が

はねるので水がなくなったら加熱を止める。 

 ウ 観察・実験例６では，ホウ砂が入っているので，風船をふくらませる際にはストローで吸引し

ないように注意を促す。 

（３）その他（実験の注意） 

   スライムの色をつけるために使用する食用色素は少量で十分に色がつくので，耳かきすり切れ

一杯でよい。また，食用色素を直接手につけるとしばらくは色がとれないので，手についた場合

は素早く水洗いする。さらに，四ホウ酸ナトリウムも扱うので実験後はよく手を洗うようにする。 

※薬品について 

  薬品名  ① 高吸水性ポリマー ② 四ホウ酸ナトリウム＋水和物 

       ③ PVA のり 

       ④ 食用色素 

価 格  ① ２００ｇ １，３５０円程度 ②５００ｇ １，８５０円程度 

       ③ ７５０ｍＬ×２０本 ３，８００円程度（１本１９０円程度） 

       ④ ５．５ｇ １５７円程度（１本）（赤，緑，黄，青） 

 

 

 

 

 

Ⅱ 指導の例 

１ 単元名 科学技術の発展（補充的な学習） 

２ 単元のねらい 

科学技術の発展の過程を知るとともに，科学技術が人間の生活を豊かで便利にしてきたことを認

識すること。 

３ 指導計画（全５時間） 

  これからのくらしを考えよう    …１時間 

  接続可能な社会にする方法を考えよう…１時間 

  未来に向かって          …１時間 

  補充的な学習           …２時間（本時１／２，２／２） 
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私たちの生活に役立っている身近な新素材は，どのような性質を持っているのだろうか。 

４ 学習問題 

 

 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

  ・高吸水性ポリマーや PVA の特性に関心を持ち，進んで実験する。   （関心・意欲・態度） 

・身近に利用されている高吸水性ポリマーや PVA（ポリビニールアルコール）の性質を知るとと

もにその有用性に気づくことができる。また，少量で大量の水を含むことができる高吸水性ポ

リマーの仕組みを理解することができる。                （知識・理解） 

（２）展開例（２時間扱い） 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ 水に高吸水性ポリマーの粉末を入れるとどうな

るかを考える。（演示実験）【観察・実験例１】 

（５ 実験･観察の手順・様子を参照） 

 

 

  

 

２ 高吸水性ポリマーは，どのような特性を持ってい

るのかをア～エについてグループで考え，予想を立

てた後，興味を持った実験を決める。決まったら，

その実験方法を考える。 

ア 紙おむつの高吸水性ポリマーにどのくらいの水

を含ませられるのだろうか。 

 

イ 紙おむつの高吸水性ポリマーは水以外の液体で

も吸収するのだろうか。 

ウ 水を含んだ紙おむつの高吸水性ポリマーから，高

吸水性ポリマーの粉を取りだすことができるだろ

うか。 

エ 保冷剤から高吸水性ポリマーの粉を取りだすこ

とができるだろうか。 

○アの予想 

・無限に吸収するなど 

○イの予想 

・水以外の水溶液は，溶質が水の分子間に入っている

ので，吸収しないなど 

○ウの予想 

・一度水を含むと別の物質になっているので，粉は取

り出せない。 

○エの予想 

・保冷剤は高吸水性ポリマーが水を含んだ状態なの

で，水を蒸発すれば，粉を取りだせる。 

３ 実験方法を確認し，準備をする。 

【観察・実験例２～５】（５ 実験･観察の手順・様子

を参照） 

 ア 紙おむつが含める水の量を調べる。 

 イ 紙おむつが含める水溶液の種類を調べる。 

 ウ 水を含んだ紙おむつから高吸水性ポリマーの

・高吸水性ポリマーが水を吸収して固まること

に気づかせ，その仕組みや特性に興味を持た

せる。また，これらが私たちの生活に役立っ

ており，紙おむつや保冷剤に使われているこ

とを知らせる。 

  

 

 

・ア～エについてそれぞれ予想を立てて，興味

を持たせる。 

 

・高吸水性ポリマーに含んでいる水の量をはか

る実験方法は，質量をはかればよいことに気

づかせる。 

・水以外の水溶液は，今までの理科の実験で使

用したものを思い出させる。 

・水を含んだ高吸水性ポリマーは塩酸を加える

と水が抽出できることを伝える。 

・粉を取り出すには，水を蒸発させる方法を考

えさせる。 

※高吸水性ポリマーの特性を予想し，その実験

方法を考えている。  （関心・意欲・態度） 

 

・実験方法については，十分にグループ内で話

し合い，アドバイスを加える。 

 

 

 

 

・実験結果については，次時に発表を行うこと

を伝えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの生活に役立っている身近な新素材は，どのような性質を持っているのだろうか。 
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粉を取り出す。 

 エ 保冷剤から高吸水性ポリマーの粉を取り出す。 

４ 実験を行い，結果を記録する。 

 

 

５ 実験結果をグループごとに発表する。 

 ・発表後，補足の話を聞く。 

 

 

 

６ まとめる。 

 

 

 

 

 

 

７ 発展 

【観察・実験例６】（５ 実験･観察の手順・様子を参

照） 

・PVA のりを使って風船スライムを作り，新素材 PVA

の特性を調べる。 

・風船スライムを作って，遊びながら PVA の特性を知

る。 

※高吸水性ポリマーの特性を調べる実験を意

欲的に行っている。 

（関心・意欲・態度） 

※高吸水性ポリマーの特性を理解し，発表して

いる。           （知識・理解） 

・高吸水性ポリマーが水を吸収する仕組みやイ

オンが電離している水溶液は吸収しないな

ど，既習事項と関連しながら補足する。また，

高吸収性ポリマーの生活場面での活用例を紹

介し，その有用性に気づかせる。 

 

 

 

 

 

 

 

・高吸水性ポリマーのように，身近に使われて

いる新素材 PVA を紹介する。文具用の，のり

の主成分を確認させるとよい。 

・PVA の特性，特に湯水に可溶なことや親水性

に注目させたい。 

※スライム作りを意欲的に行っている。 

（関心・意欲・態度） 

 よりよい観察・実験にするために 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）水に高吸水性ポリマーを入れて逆さにすると固まりが下に落ちてしまう。 

＜対処法＞ 

 ・水に高吸水性ポリマーを入れた瞬間から固まりはじめるので，かき混ぜない方がよい。また，高

吸水性ポリマーは薬さじ 1杯をしっかり入れた方が逆さにしてもこぼれない。 

（２）おむつの高吸水性ポリマーが含むことができる量をはかる実験で，質量をはかるときに水がお

むつからこぼれはじめる量がわからない。 

＜対処法＞ 

 ・予備実験では１．８ｋｇが概ね限界ラインなので，１ｋｇ超えたあたりからビーカーから注ぐ水

は少しずつ加えるのがよい。また，おむつの底の外側を水を注ぐたびに手でさわってみることも

大切である。 

（３）高吸水性ポリマーに吸収可能か否かを調べる水溶液が見つからない。 

＜対処法＞ 

 ・生徒は 1年理科から３年理科まで多くの水溶液を扱っているので，水溶液の性質やイオンの学習

を振り返させるとよい。教師側もイオンが電離している水溶液とそうでないものをそれぞれ用意

しておくとよい。 

（吸収不可：塩酸，食塩水，水酸化ナトリウム水溶液，炭酸水など・・・電解質水溶液 

吸収可 ：砂糖水，エタノール水など・・・・・・・・・・・・・・非電解質水溶液） 

※参考資料 

・身近なものを活用した理科の観察・実験の工夫 研究指導主事 植 村 泰 行 

http://www.nps.ed.jp/nara-c/gakushi/kiyou/h20/data/A/A-8.pdf  

・身近な新素材を利用した探究学習の実践 茨城県東町立東中学校 若 林 克 治 

http://www.toray.co.jp/tsf/rika/pdf/h10_02.pdf 

・高吸水性ポリマーは多量の水を吸収できるが，限界がある。 

・高吸水性ポリマーはイオンが電離している水溶液は吸収しない。 

・高吸水性ポリマーは水以外の水溶液は吸収する水溶液と吸収しない水溶液がある。 

 （非電解質水溶液は吸収され，電解質水溶液は吸収されない。） 

・水を含んだ高吸水性ポリマーから，水を取り出すことができる。 
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