
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。



（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。



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。



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）



（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。


