
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



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



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



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。



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



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。
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