
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 



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】 



  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） 



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） 



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。 



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。 


