
Ⅳ．理科教育部門所員会

１．理科教育部門所員会活動について

理科教育部門所員は市内小・中学校から４名の教員に委嘱し、月例の所員会を開いて活動して

いる。古くは冊子「実験・観察の工夫」の編纂、インターネットの教育利用が始まりだした時期

には Web サイト「茨木の自然」の共同作成、また ICT 機器や「理科ねっとわーく」を活用した

理科授業の研究など、時代とメンバーによってさまざまな活動をしてきた。平成 18 年度からは

実験観察の実技研修を企画し、予備実験や材料準備、研修会講師と研修補助まで、理科教育所員

会の手で行うことを始めている。

平成 25 年度は、授業で利用できる物理・化学・生物・地学の４領域の基礎基本を、７月の夏

季休業中２日間にわたり実技研修会を実施した。

また、小学校、中学校ともに理科の授業のモデルケースの提案として研究授業を実施した。小

学校は平成 25 年 10 月３日に耳原小学校（前田教諭）、中学校は、平成 26 年 2 月 21 日に太田中

学校（亀田教諭）で実施した。どちらの研究授業もともに事前授業を研修会として公開し、大阪

府教育センター理科教育研究室竹村美德主任指導主事にご指導いただいた。

実施内容

夏季理科教育実験実技研修会“自信がもてる理科実験観察講座”

化学・地学編 平成２５年７月２５日（木）午前９時００分～午後 ５時００分

物理・生物編 平成２５年７月２９日（月）午前９時００分～午後 ５時００分

茨木市教育センター ４階 科学実験室

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

理科教育部門所員による研究授業

① 授業者：前田 美恵子 （小学６年 単元「水よう液の性質」）

指導案検討研修

平成２５年８月２３日（金） 午後２時００分～午後５時００分

茨木市教育センター ４階 科学実験室

研究授業

平成２５年１０月３日（木） ６時間目

耳原小学校 理科室

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

② 授業者：亀田 直記 （中学１年 単元「活きている地球」）

指導案検討研修②

平成２５年 1２月２６日（木） 午後２時００分～午後５時００分

茨木市教育センター ４階 科学実験室

研究授業

平成２６年２月２１日（金） ６時間目

茨木市立太田中学校 １年３組教室



２．理科教育部門所員研修

本年度も、市内の教職員の授業力の向上を目的とし、理科の授業の基礎基本を伝達する研修を実

施した。本年度は、所員に中学校籍の教諭も加わったこともあり、中学校の教職員対象の内容も取

り入れた。

＜理科教育部門所員研修＞

研修内容はそれぞれの所員がこれまで培ってきた実験・観察

の経験を基に、１学期の所員会発足当初から、教科書に掲載さ

れているものや、より発展的な実験・観察について検討し、事

前に実験もしながら、より効果的な方法を確立していった。

このとき、授業で利用できる教材や指導に当たっての基礎基

本を前提に検証し、１テーマごとの平易な実験・観察マニュア

ルを分担して作成した。また、研修会当日までに必要な実験器

具や材料を用意したが、科学実験室で用意できる器具や薬品の

ほか、野草を用意したり、簡単な理科工作の準備もおこなった

りもした。

研修会の進行は、４名の所員のうち１名が前に立って解説し、

他の３名が器具や材料の配布・回収や研修補助を行うスタイル

とした。限られた研修時間内にできるだけ効果的に多くの実

験・観察の指導を行うため、取りあげる内容の順序や重点の置

き方を工夫し、事前にシミュレーションして、当日を迎えた。

研修会では例年より参加者数は少なかったが、その分一つ一

つの実験を丁寧に先生方に伝達することができた。アンケート

においても多くの方より参考になったとの意見をいただいた。

［研修内容］

◇地学編 平成２５年７月２５日（木） 午前９時～１２時

・インターバルカメラを使って

・天体立体写真

・月・金星の満ち欠け（日食・月食）

・雲を作ろう

・雲カード

・雲の観察

・天気予報

・立体的な地震分布

・地震の建物揺れ模型

・空気砲（空気の渦）



◇物理編 平成２５年７月２５日（木） 午後２時～５時

・ホログラム万華鏡

・磁化する砂鉄

・シークレットシール

・ふりこで手品

・ファラデーモーター

・クリップモーター

・発電ぶんぶんごま

・ストロー発電

・てこで車を持ち上げる

・世界一簡単なブーメラン

・簡単教訓コップ

◇生物編 平成２５年７月２９日（月） 午前９時～１２時

・さなぎを目の前で

・昆虫で模型作り

・押し花

・生き物の知恵

・めざしの解剖

・木を見に行こう

・野菜を使った植物観察

◇化学編 平成２５年７月２９日（月） 午後２時～５時

・復活！！小便小僧！！

・溶けるって？飽和って？

・結晶でカイロ

・いろいろな色 ～酸とアルカリ～

・静電気で遊ぼう

・変わりスライム

・紫外線チェックシート

・エタノールで再結晶

・エタノールでカチカチ

［添付資料］

今回の研修内容は、例年度同様、当日提供した資料に画像や

動画を加えてデジタルコンテンツとしている。市内の大勢の先

生方の参考資料としていただき、授業づくりの際の参考にして

いただければと思う。

右の画像をクリックしてご覧ください→



３．研究授業

本年度は、耳原小学校、太田中学校において、理科教育所員の代表授業を行った。昨年度同様、

事前の指導案の検討段階も市内の教職員を対象とした研修として公開し、多くの方同席のもと指導

案の練り上げを行った。また授業全般を通して、大阪府教育センター 理科教育研究室 竹村美德

主任指導主事のご指導の下、授業を作り上げていった。

＜耳原小学校 ： 前田 美恵子 教諭＞

主に小学校６年「水よう液の性質」の授業に関する研修も含めて実施した。本研究授業のテーマ

は「「活用教材」を利用した思考力を育む授業づくり」として、児童の既習事項を活かし課題に取

り組み思考力を付ける授業を実践した。

◎ 事前授業研修（平成２５年 ８月２３日実施）

前半部分では、前田教諭により、本研究授業における

模擬授業を実践し、参加者が児童役となり授業の内容に

ついて交流した。模擬授業を行う事で、児童が躓くであ

ろう箇所も明確となり本番授業への改善事項を確認する

事ができた。また、前田教諭より本単元での指導ポイン

トも含めて実施したので、参加者自体実りのある研修と

なった。

◎ 研究授業 （平成２５年１０月３日実施）

本番の授業では、薬品の分類の方法を既習事項を基に

考えるものであった。教材・教具については授業者の工

夫があり身近な素材を利用したものを用意しての展開で

あった。授業案の段階では、「分類方法の予想」「実験」

「結果の交流」「考察」の４つの段階を想定していたが、

「実験」の段階までしか４５分の授業では入りきらず、

研究授業で見る場合どのように設定するべきか課題があ

がった。しかしながら、単元の総まとめの段階であった

ので本課題に当たっては、どの児童も生き生きと取り組

むことができた。



＜太田中学校 ： 亀田 直記 教諭＞

本年度、委員会においても取り組みを進めてきた「評価」の進め方を柱とし授業構築を進め、「子

どもが伸びる「評価」を柱とした授業づくり」をテーマに実践した。

◎ 事前授業研修（平成２５年１２月２６日実施）

事前授業においては、平行法を利用した太田中学校近

隣の地形の読み取りを教材として授業に取り組んだ。こ

の研修で見えてきた課題は、生徒を平等に評価するに当

たってはどの子も同じ条件にすることの難しさ、評価基

準の設定の難しさ等があげられた。しかしながら、参加

された先生方には、今求められている授業づくりについ

ての方向性を伝えることができた。

◎ 研究授業 （平成２６年 ２月２１日実施）

本番の授業においては、事前研修の課題もふまえた上

で授業構成を練り直し実践した。授業中はどの生徒も積

極的に発言したり、班活動に参加したりしている姿が見

かけられた。

授業後の検討会においては、理科以外の教科の方にも

参加いただき、実際の生徒のワークシートと授業者設定

の評価規準を基に評価を行った。グループ討議を進める

に当たり同じ評価規準においても参加者によって評価が

変わり、場合によっては同じ作品でありながら「A 評価」

～「支援が必要」と評価に分かれるものも現れた。討議

を通して出てきた課題は、評価する場面の適切な設定の

大切さ、また教職員間の評価についての意思統一の必要

性等があげられた。



３．教育センターフォーラム

本年度より始まった教育センターフォーラムでは、宮﨑悠教諭（天王小

学校）熊谷弘美教諭（大池小学校）の２名が発表を行った。

宮﨑教諭は、「理科」を児童・生徒に伝える際に大切にしたいことを NHK

の番組「考えるカラス」と絡めながら発表を行った。熊谷教諭は、指導要

領には「実感を伴った理解」という文言がある。近年、理科の授業におい

ても言語活動が重視される中、実物の持つ魅力・理科における実物の大切

さについて発表した。

４．茨木市科学賞

本年度、児童・生徒の科学に対する興味関心を引き出すため新しく設定した。主に夏季休業中に

児童・生徒が作成した作品を募集し表彰を行った。作品については、各小中学校で多数の提出があ

り、センターに提出されたもので２３３点の作品が集められた。集められた作品については、理科

教育部門所員の４名とともに選考を行い、優秀作品１２作品の選定を行った。

表彰においては、本市の栄誉市民である相馬芳枝氏にプレゼンターを依頼し授賞式を行った。ま

た、表彰後は所員と市内の教職員の協力の下実験ブースの設定を行い、簡易な実験を通して科学に

触れることができる場を設けた。

提出作品の展示は、表彰式の日を含めて３日間設け、その間に５８２名の市民の方に来所いただ

き、多くの児童・生徒そして保護者の方々から感嘆の声をいただいた。



２０１３年７月２５日（木）

午前の部（９：００～１２：００）

「地学」

発表者：茨木市理科所員

大池小学校 熊谷 弘美

天王小学校 宮﨑 悠

太田中学校 亀田 直記
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①インターバルカメラを使って

インターバルカメラとは

設定した時間ごとに自動的に写真を撮ることをインターバル撮影と呼びます。撮影

した写真をつなぎ合わせて動画として再生すると、時間の流れを縮めて、成長する植

物や移りゆく風景などを鑑賞することができます。（インターバルレコーダー「recolo」

株式会社キングジムの説明書より）

つまり、そのインターバル撮影ができるカメラのことを「インターバルカメラ」と

呼ぶのです。

インターバルカメラでできること

（啓林館 23 年度用「わくわく理科」のタイトルに即して）

○３年「２．たねをまこう」発芽

○３年「３．チョウを育てよう」羽化

○３年「植物の育ちとつくり」植物の生長

○３年「５．かげのでき方と太陽の光」影の移動・太陽の動き

○４年「３．１日の気温の変化」気温の変化

△４年「４．月や星」月や星の動き

○４年「９．水のすがた」氷の溶解、水の沸騰

○５年「１．植物の発芽と成長」発芽と成長

○５年「４．雲と天気の変化」雲の変化

○５年「５．流れる水のはたらき」砂山のモデル撮影

△６年「６．月と太陽」月と太陽の動き

○その他：コマ送り映像

○その他：ミニチュア風撮影

○その他：監視カメラ

（○は：「recolo」でも撮影可能、△は専門的なカメラの方がベスト）

インターバルレコーダー「recolo」の特徴

・発売元：株式会社キングジム 定価：￥６９８０（でも製造

中止になったらしく価格が上がるかも…？） 単三電池２本

で動き、別売りで AC アダプタ（定価￥２１００）もある。

いわゆるトイカメラの一種なので、光源や高画質ではないが、

インターパル撮影ができる専門的なカメラより随分安価。

・SD カードに記録

・撮影間隔を３秒～２４時間で決め、再生速度（毎秒何コマか）を決めると、すぐ撮影

でき、自動で AVI ファイル形式の動画に変換してくれる。

・フリーソフトを使えば、動画から静止画を抜き出すことも可能。

実際の撮影画像

○影の移動（天王小学校南校舎１階、職員室より南向きに撮影）

藤棚の影の動きに注目。徐々に西側から東側に移動しているのがわかります。

○植物の生長（自宅南向き窓辺にて撮影）

道端で花を摘んできたがしおれてしまいました。水に入れると徐々に元気に！

○雲の変化（自宅北向き窓辺にて撮影）

雲が形成される様子、雲が西から東に流れていく様子がよくわかります。

○コマ送り映像（自家用車のフロントガラスに乗せ、阪急茨木駅⇒JR 茨木駅を撮影）

何かの制作過程なんかを撮ってもおもしろいかもしれませんね。



②天体立体写真

単元：「月や星」

用途：導入、発展教材

準備物：赤（マゼンタ）と青（シアン）のフィルム

（それぞれ５㎝四方の正方形に切っておく）

アナグリフ画像

以上でもできるのですが…

画用紙（30 ㎝×１㎝を２本、10 ㎝×１㎝を２本）

ホッチキス

アナグリフ画像とは

左右異なる角度から撮影した画像をそれぞれ赤と青の光で重ねて作ったもの。通常は

赤色のフィルムを左目で青色のフィルムを右目で通して見ると、画像が立体的に見える。

アナグリフを扱った画像や映像はインターネットで容易に検索できたり、本や百科事典

などに採用されていることも多いが、右目用と左目用の画像があれば、パソコンのフリ

ーソフトで自作することもできる。従来はモノクロ画像に限られていたが、色彩情報を

左右に振り分ける事でカラーでの画像製作が可能になっている。

作り方

①画用紙①を半分に折り曲げ、赤フィルムと ②赤フィルムの横に並べるように

画用紙③を挟み込んでホッチキスでとめる。 青フィルムを挟んでホッチキスでとめる。

③画用紙④を青フィルムの横、画用紙①に ④画用紙②を半分に折って、メガネの下部に

挟み込むようにしてホッチキスでとめる。 なるように挟み込んでホッチキスでとめる。

⑤余分な画用紙を切り落として、

簡易立体メガネの完成！

参考サイト

・アナグリフ作成ソフトはいろいろありますが、「むっちゃんのステレオワールド」

http://www.stereomaker.net/jpn/index.html からダウンロードできる「ステレオ

フォトメーカー」が多機能でお勧めです。

・「3D MOON ギャラリー」

http://www.asahi-net.or.jp/~EP3N-KIZM/moon3d/index.htm

・JAXA（宇宙航空研究開発機構）

http://www.jaxa.jp/

（デジタルアーカイブスから「アナグリフ」を検索してください。）

・4D2U（国立天文台 4 次元デジタル宇宙プロジェクト）

http://4d2u.nao.ac.jp/t/index.php

（記事検索で「アナグリフ」を検索してください。）

画用紙①(30×１)

画用紙②(30×１)

画用紙③(10×１)

画用紙④(10×１)

赤フィルム 青フィルム

画用紙①

画用紙③

ホッチキス

画用紙④ 画用紙②



③月・金星の満ち欠け

単元：「月や星」（小４）、「月と太陽」（小６）

「太陽系の天体」（中３）

用途：観察用教材

準備物：透明ビニール傘

発泡スチロール球（傘の骨の数＋α）

竹串、タコ糸、ポスターカラー（黄色）、セロファンテープ

電球、ソケット（100 V）

作り方

① 発泡スチロール球にポスターカラーを塗る。

② 傘の開いた先の部分すべてに１５cm 程度のタコ糸を結び

つけ、その先にセロファンテープを１巻くらいまきつけ

ておく。

③ ①の発泡スチロール球に②のセロファンテープ

部分を差し込む。

④ ③以外の発泡スチロール球には、竹串をさす。

⑤ 傘の柄の先の部分に穴を開け、ソケットを

通す。

⑥ ソケットに電球をつけて完成。

使い方

小学校６年の教科書では天体の位置関係が言及され、ボールをつかった月の見え方

のモデル実験が掲載されているが、大人数での観察には不向きである。本モデルでは、

１クラスの生徒全員で行うことが可能である。また、中学校の教科書では金星の満ち

欠けのモデル実験が掲載されているが、簡単に作成できるものではない。本モデルで

は、簡単に作成できるものであることに加え、月と金星のいずれの学習でも使えるも

のである。

準備

① 傘をさかさまに向けて天井に柄の部分をひっかけ、ソケットをコンセントにさす。

② 部屋は暗室にしておいた方が、観察がしやすい。

A．月のモデル

① ぶら下げた発泡スチロール球は使わないので、上に乗せておく。

② 竹串に刺した発泡スチロール球を持ち、自分が地球となって回転し、発泡スチロー

ル球が照らされる部分を観察する。

③ 日食になるときの位置関係、月食になるときの位置関係を探す。

B．金星のモデル

① ぶら下げた発泡スチロール球のうち、観察したい位置の球のみ降ろし、自分が地球

となって観察する。

② 金星が公転しているとして、順番に球を降ろして観察する。

③ すべての球を降ろし、みかけの大きさの違いを確認する。

参考

「Planetary Motion」

太陽系内の惑星と月の動きを計算し表示するフリーソフト。任意の日時が指定でき

る。ベクター（以下 URL）よりダウンロード可能。Windows７では一部文字化けす

る場合があるが、使用に支障はない。

http://www.vector.co.jp/soft/win95/edu/se100356.html

日食の日・金星の太陽面通過の日の惑星の位置関係を見る、自分が生まれた日の惑

星の位置を知るというときに活用できる。

穴を開ける

タコ糸

差し込む
セロファン

テープ

金星の太陽面通過（2012.6.6）

時の太陽・金星・地球の位置関係

拡大すると、３つの天体が一直線上

に位置していることがわかる。

本日９時の惑星の位置と月の形

左下の＠･･･は文字化けしているが、水星、金星、

地球･･･の日心黄経を表している。右下の図は、こ

の日時における月の満ち欠けを表したものである。

太陽 金星 地球



④雲を作ろう

単元：「雲と天気の変化」

用途：導入、発展教材

準備物：ペットボトル（炭酸飲料用）

空気入れ（ボール用）

ペットボトルにはまるゴム栓

雲とは

空気は圧力を高くすると温度が高くなり、反対に圧力が下がると温度が低くなる性質

を持っています。地上付近にある空気が上昇気流で上空に押し上げられると上空は気圧

が低いので（気圧が下がって）温度が低くなります。そして、空気中の水蒸気が細かい

水のつぶとなって空に浮いている。それが「雲」です。

作り方

①ゴム栓にキリなどで穴を開けて、 ②ペットボトルの中に一度水を入れ、

空気入れの針が通るようにしておく。 中身全体を濡らしておく。

③ペットボトルにゴム栓をして、 ④入らなくなったら、

ひたすら空気を入れる。 ゴム栓を勢いよくポンッと抜く。

参考

・線香の煙等を入れると、水の粒ができやすくなりますが、なくても十分観察できます。

・水の代わりにアルコールを使用すると雲ができやすく長く残ります。（本当の雲のモデ

ルではないですが）

⑤雲カード

単元：「雲と天気の変化」

用途：調べ学習、発展教材

準備物：雲の一覧原稿・ラミネートシート・金属性の輪などのとじるもの

↑データ元･･･市内共有フォルダー→教育委員会→教育センター

→理科教育部門所員会研修資料

雲の動き、天気との関係

この単元では、雲の動きや、天気との関係を学習する。しかし、子どもたちの日常の

中で雲を注意深く観察したり眺めることはあまり無いようである。そこで、一言に「雲」

といっても様々な種類があり、今目の前にある雲の名前を知ることによって、興味を持

つことができる。また、雲の様子から大まかな天気の予想をするのも興味深いことであ

る。

作り方

①雲の一覧原稿の表・裏をカラーでプリントアウトし、ラミネートする。

②１枚ずつ切り離し、パンチで穴をあけ、金属性の輪などでとじる。

少なくとも班で１束、余裕があれば２人で 1 束あると、観察がしやすい。

雲ができている



⑥雲の観察

単元：「雲と天気の変化」

用途：調べ学習、発展教材

準備物：教師…ワークシート・ストップウォッチ・（雲カード）

児童…たんけんバック・筆記用具

雲の動き

児童は、雲が徐々に風に乗って形を変えながら移動していることを、日常の中でじっ

くりと眺めることは少ないようである。そこで、一定時間ごとに記録することによって、

雲が形を変えて移動していっていることを実感する。

作り方

ワークシート・A4 用紙を 8 分割した程度の大きさを１コ

マとし、観察場所から見える目印(高い建物等)を記入する。

方位を記入し、コピーして１枚に８コマのワークシートを

作成する。１～８のコマ番号を入れる。

観察方法 ほどよく雲がある日が観察しやすい

①観察場所に行ったら、ワークシートの目印と、実際の目

印を照合する。

②１分ごと(児童の様子・雲の流れる速さによって、時間は

１分半等調節して下さい。)に、雲を描く。

※時間が来たら、描いている途中でも次のコマへ行く。

※空にある全部の雲を描くのが難しければ、風上の雲のどれかに絞って追うのでも良

い。

③８コマを見渡して気づいたこと(動き・形)を記録する。

雲カードがあれば、を見ながら何雲かも考え、記録する。

⑦天気予報

単元：「雲と天気の変化」

用途：調べ学習、発展教材

準備物：気象庁のホームページが TV に映るようにしておく。

http://www.jma.go.jp/jp/gms/smallc.html
※読み込みに時間がかかるので、少し前から読み込んでおく。

天気の変化

児童は、新聞の天気図等から天気が西から東に変化することを学習するので、それを

生かして、気象庁の雲画像や天気図から明日の天気を予想することに挑戦する。

方法

①天気の変化がおもに「西から東」であることを確認。

②実際の空と、気象庁の雲画像を見つつ、現在の天気を確認。

③ここ数時間の雲の動きや天気図の変化を、気象庁の動画で見る。

④大阪の西側を見て、明日の午前中の天気を各自予想する。

⑤後ろの黒板に、予想した天気ごとに名前を書いておく。

（そう予想した理由つきで。）

⑥次の日の昼前頃、午前中の天気をみんなで確認する。

正解した人の理由に注目し、また明日の天気を予想する。

※３回くらいすると天気が西から東へ変化することが大分実感できるようである。

※東西南北がわかりにくい児童がいれば、TV に「東」「西」と書いた紙を張っておいて

やるとよい。



⑧立体的な地震分布

単元：「大地の変化」

用途：調べ学習、発展教材

準備物：地震分布図（＋震源地の深さ、マグニチュード、最大震度など）

プラ容器のふた

油性色ペン

地震への関心

地震大国とも呼ばれる日本。気象庁の発表するデータを見ていると、小さい規模のも

のを含めると、日本の領域で毎日数十、数百回の地震が起きています。そして、そう遠

くない将来に起こるであろうと言われている「南海トラフ大地震」は内閣府の発表でも

関西圏を含む多くの地域が多大な被害を受けることが予想されています。

過去に日本で起こった地震への関心、知識を得ることは、将来起こりうる地震に対し

て防災教育の観点でも有効であるのではないかと思います。知識を言葉や平面の情報で

のみ与えるよりも、立体で視覚に訴えたり、製作によって体感させたものは、より強く

関心をひくのではないでしょうか。

作り方

①プラ容器のふたの下に第一層の地震分布図を敷き（セロハンテープ等で固定してもい

いかも）、上から日本地図を黒い油性ペンでなぞる。

簡易バージョン 標準バージョン

②続けて地震の震源地の中央に ②続けて地震の震源地にマグニチュードの

油性赤ペンで印を入れる。 大きさも考えて、円をなぞる。

③第２層～第６層までも別々のプラ容器のふたにそれぞれの色に合わせて色を塗る。

④最後にプラ容器のふたを順番に並べてると立体的な地震分布図ができる。

※日本地図をなぞるのは一番上の層だけでよい。

※地震の印、近くに「No.」を書いておけば、後でどの地震か合致させやすい。

⑨地震の建物揺れ模型

単元：「大地の変化」

用途：調べ学習、発展教材

準備物：クリップ

ストロー

はさみ

教材の情報

この教材は名古屋大学の環境学研究科（福和研究室）の H.P.※１で紹介されていたもの

です。同研究室が開発したものに「ぶるるくん」があり、地震時の建物の揺れや耐震化

について、実際に見て触れて学べるように作られた教材です。

（以下内閣府の H.P.※２より引用）

「ぶるるくん」は 2000 年に、手回し型の携帯型振動台として開発され、その後、防

災知識の普及と耐震化推進などを目的に、名古屋大学と愛知県、名古屋市などが協力し

実施された「中京圏における地震防災ホームドクター計画」（2002〜2004 年度文部科学

省「地域貢献特別支援事業」）の中で、防災教育用教材として広く普及が図られた。

現在では、使用目的に対応し、ペーパークラフト教材（紙ぶるる）から、人も乗れる

台車式のもの（台車ぶるる）まで様々なタイプがある。

※１ http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/laboFT/bururu/

※２ http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/torikumi/kth19001.html

作り方（前記※１からの引用）

ストローとクリップを使って簡単な家の模型を作り、家

を強くするための勉強をすることが出来ます。 自分で

模型を作りながら、家を地震に強くするためにどうした

らよいかを考えます。

（参考文献）ベルニー・ズボルフスキー著／斉藤 敏訳

「ストローで調べる強いかたち」さ・え・ら書房



1. ２つのクリップ

をつなぐ

2. クリップをスト

ローに差し込む

3. もう一つのクリ

ップをストロー

に差し込む

4. これで2本のス

トローがつなが

った！

5. クリップをもう

一つ、つなぎ合わ

せる

6. そのクリップを

ストローに差し

込む

7. これで 3 本の

ストローがつな

がった！

8. さらにクリップ

をもう一つ、つな

ぎ合わせると…

9. 横材、縦材、斜

め材がつながっ

た！

10. 1-9 までの作

業を繰り返すと

三角錐や、

11. 正方形ができ

ます

12. 斜め材は、ス

トローを半分に

切った後、もう 1

本のストローを

つなぎ合わせて

作ります

完成形

すじかいの有無 屋根の重さのちがい 建物高さのちがい

斜め材の数を変えると？ 屋根にクリップをつけ、重さを変えると？ 建物の高さがちがうと？

⑩空気砲（空気の渦）

単元：クラブ指導

５年生では「天気の変化」で“台風”と“雲”について学習します。台風では“渦”

を巻きながら進む様子を観察したり、また雲の映像から“渦”を巻きながら発生してい

る様子が見られたりするので、この実験を「地学」分野に位置づけてみました。

４年生の「空気や水をとじこめると」（物理）で空気の性質について学習するので、そ

ちらの方でも使えるかもしれません。

準備物：段ボール

段ボールカッターor はさみ

ガムテープ

線香（今回は演劇用スモークマシンを使用）

作り方

①できるだけ空気がもれないように、ガムテープなどで穴をふさいで

段ボールを箱型に組み立てる。

②好きな面に段ボールカッターで円形の穴を開ける。

（この際、面が長方形ならば、短い辺の
１

３
程度の長さを直径とした円がちょうどよい）

③数本の線香に火をつけて消し、煙を段ボールの中に入れる。

④ある程度、煙が溜まったら穴を前方（広い空間の方）に向け、段ボールの側面をたた

くと煙の渦ができる。

３：１

渦の向き



参考

空気砲はよくテレビなどでも取り上げられ、知っている子どもが多いと思います。し

かし、様々な実験を組み合わせると、自分で作る＆簡単という要素も相まって、かなり

楽しめる教材になります。

例えば、初めは煙をあえて入れず実験していると、その時間差がとても不思議に感じ

られます。（ある程度距離が空いていれば、お互いに顔に向け合って撃っても危険はあり

ません。）その後、改めて空気の流れを煙で視覚化することで、その到達までの過程が明

らかになるのです。煙のリングが顔に当たる瞬間に風を感じるのは、わかっていても子

どもは喜んでくれます。

また、穴の大きさや位置、形状を変えてみるとどうなるでしょうか？出てくる煙の形

に変化はあるのでしょうか？子ども達と一緒に実験をして楽しんでみてください。

大きい空気砲を作りたい！

テレビではよく、体育館のような場所で大きな空気砲を使って、会場を沸かせている

様子を目にします。私も大きいリングを作ってみたい！と思い、何度かチャレンジしま

したが、うまくいきませんでした。テレビでは空気が漏れないように、大きい一枚物の

段ボールを使っています。自分ではあまりお金をかけたくないので、張り合わせたり、

違う素材で作りましたが、それがやはりダメでうまく空気を押し出してくれないのでし

た。それと、大きくなればなるほど、段ボールでは自身の重さを支えきれないので、中

に補強材を使わないといけないようでした。

]そこで妥協したが、“ほどほどに大きい”空気砲。たま～に学校の備品が大きな段ボ

ールに入って、届けられることがあります。（今回は簡易黒板の物を使用）発射口は１ｍ

四方、奥行きは１．３ｍぐらいはありました。初めに自分でイメージしていたものより、

ずいぶん小さくなりましたが、子どもが作るサイズより大きいというだけで、迫力はあ

ります。何より、一枚物に近いので、空気が漏れにくいというメリットがあります。実

際に撃ちだしてみると、ほどほどに大きくきれいなものができました。（直径４５㎝程の

穴にしたので、直径５０㎝前後のリングかな？）つまり、大きい空気砲を作ろうと思う

なら、大きさよりも形状、空気の漏れが少ないことを重視した方がいいということがわ

かりました。ただ、そのままでは保管と移動に困るので、ある程度折り畳みにできる方

がいいかな？と思います。（実際、教室で組み立てると扉を外しても外に持ち出すことは

不可能でした…）
ここにリングが

飛んでます。



２０１３年７月２５日（木）

午後の部（１４：００～１７：００）

「物理」

発表者：茨木市理科所員

大池小学校 熊谷 弘美

天王小学校 宮﨑 悠

目次：

３年 ①ホログラム万華鏡

②磁化する砂鉄

製作

製作

４年 ③シークレットシール 紹介

５年 ④ふりこで手品

⑤ファラデーモーター

⑥クリップモーター

製作

製作

製作

６年 ⑦発電ぶんぶんゴマ

⑧ストロー発電

⑨てこで車を持ち上げる

紹介 or 製作

製作

紹介

クラブ ⑩世界一簡単なブーメラン

⑪簡単教訓コップ

製作

製作



①ホログラム万華鏡

単元：「光のせいしつ」

用途：発展教材

準備物：ホログラムシート（３㎝×３㎝）を２枚

黒画用紙（３㎝×３㎝）

大きめの紙コップ３つ

黒マジック

ビニールテープ

ホログラムシートとは

回析格子、プリズムシートとも呼ばれ、透明のシートにたくさんの細い溝がつけられ

ています。その溝によって光が分かれて見えるので、虹色に見えるのです。なんと１㎜

の間に約 100 本の溝がいろんな方向につけられているんですって！技術や仕組みはす

ごく難しいので、「これを使えば簡単に分光器が作れる」程度の認識で構わないと思いま

す。最近では花火セットの中にもホログラムシートを使った簡易メガネが入っている場

合がありますね。また一度手にしてみてください。

作り方

①カッターナイフで３つの紙コップの ②そのうちの２つの紙コップ A と B に

底に約２㎝四方の穴を開けます。 ホログラムシートを貼り付けます。

③黒画用紙の真ん中辺りに型抜き ④それを紙コップ C の底の穴に

パンチで穴を開けるか、カッターで 貼り付けます。

模様を切り抜きます。

⑤紙コップ A と C を口の部分で ⑥紙コップ B を A の方に重ねて完成！

合わせてビニールテープで留めます。 B の底からのぞいて、回してください。

光が C の底以外から入ってくる時は

ビニールテープで覆うか、黒マジックで

塗りつぶすようにしてください。

②磁化する砂鉄

単元：「じしゃくのふしぎをさぐろう」

用途：釘を磁化するモデルとして、発展教材

準備物：砂鉄

ストロー

セロハンテープ

磁化とは

鉄くぎやスプーンなど鉄製のものを磁石でこすると、磁石になります。これは、鉄の

粒子それぞれがＮ極とＳ極をもっている（強磁性）ために、こすることでその向きが揃

って全体で１つの磁石になるからです。しかし、ものにぶつけたり、熱を加えたりして、

粒子を振動させ、揃っていた粒子の向きを乱すことで、再び磁石の性質はなくなります。

常温でこのような性質を持っているものは、鉄、コバルト、ニッケル、カドリニウム（18℃

以下）だけだそうです。

作り方

①ストローを半分ぐらいに切って、 ②中身がいっぱいになるように

片方を少し折り曲げ、セロハンテープで 反対側のストローの口も折り曲げ、

固定し、中に砂鉄を詰める。 セロハンテープでとめる。完成

使い方

①方位磁針でストローの磁石モデルに極がない（磁石ではない）ことを確認。

②できるだけ強力な磁石でストローの端から端まで同じ方向に何度かこする。

③ストローをもう一度方位磁針に近づける。（極ができている）

④ストローを振って、もう一度近づける。（極がなくなっている）

※“見た目でよくわかる！”というわけではないのですが、子どもにとって、粒子が固

体である鉄の中で動いているイメージはしにくいので、一粒一粒が動くことができる

砂鉄を入れればモデルとして理解しやすいと思って作りました。

×３ ×２セロハンテープ

で構いません。

セロハンテープ
砂鉄



③シークレットシール

単元：「もののあたたまり方」

用途：水や金属のあたたまり方を視覚化、発展教材

準備物：シークレットシール

ラミネート用紙

シークレットシールとは

理科用品を扱う会社のいくつかで販売しているようです。この「もののあたたまり方」

の単元では“サーモテープ”や“サーモインク”が温度の変化を視覚化できる教材とし

てよく取り扱われます。それらと特徴はよく似ていますが、“シークレットシール”は手

軽に貼れる黒色のシールで、体温程度の約 30 度で黒色から無色透明に変わるシールで

す。よく子どものおもちゃである、お風呂に入れるとイラストが出てくるタイプと同じ

ものだと思います。

“サーモテープ”“サーモインク”の使用と比べてのメリット

・変色する温度が若干低いので、変化が早く見られる。

・シールなので、金属に貼れば金属のあたたまり方、ラミネートやプラスチック素材の

物に貼れば、水のあたたまり方に利用できる。

・好きな形にカットできるで、いろんな形の熱の伝わり方を確認できる。

・色の変化ではなく、黒色⇒無色透明になる点を利用すれば、児童の興味を引き付ける

教材を作れる。

教材例

出てくるイラストシート

①ビーカーや試験管に入るサイズの用紙にイラストや文字を描いて、ラミネートする。

②不要な部分を切り取り、シークレットシールを貼る。

※これで温度が上がると下地のイラストや文字が浮き出てくるようになります。

次の指示やメッセージ、オリジナルのキャラクターが出てくれば、児童も大ウケ！？

迷路金属板

①アルミホイルを好きな形にカットする。（しっかりするように何重かにした方がよい。）

②その上にシークレットシールを貼る。

※金属の板であたたまり方を調べる時は、よく銅板などを使って実験しますよね。金属

の加工は難しいので、正方形かコの字形があるぐらいです。（小学校ではそれで十分と

は思いますが…）また蝋などを塗って実験することが多いので、きっちりと管理して

いなければ、すぐに汚れてしまいます。そこで、加工が簡単な金属と言えば“アルミ

ホイル”を思いつきました。シールを貼るので少々は頑丈になりますが、あらかじめ

何重かにはしておいた方がいいと思います。また直接火を当てる部分からはシールは

離して貼る方が賢明でしょう。それさえ注意すれば、迷路型なり文字なり、好きな形

の“金属板”であたたまり方実験ができます。

④ふりこで手品

単元：「ふりこのきまり」

用途：導入、発展教材

準備物：竹ひご

たこ糸

ワッシャー

５年生で習う「ふりこの性質」とは

簡潔に言うと「糸につるしたおもりが１往復する時間は、おもりの重さや振れ幅によ

っては変わらないが、糸の長さによって変わること」です。これを逆に利用すると、１

本の竹ひごから様々な糸の長さでおもりを吊るした時、一定の周期で揺らすとそれに反

応するのは１つのふりこだけになります。つまり揺らすことを繰り返すと、その１つの

ふりこの揺れが増幅されていきます。（共振）

作り方

①ワッシャーにたこ糸を結びつけます。 ②糸がいろんな長さになるようにして

竹ひごに結びつけます。

※糸の長ささえ代えてしまえば、ふりこはいくつ作っても、この手品は可能です。数が

多くなった時は竹ひごの長さを伸ばすよりも、下のような形にした方がいいかもしれ

ません。

※この場合、両端を持って揺らす方がやりやすいです。糸の長さが短い程、周期が早い

ので、ある程度の長さがあった方が、やりやすく＆手品っぽく気付かれずに揺らせる

かもしれません。



⑤ファラデーモーター

単元：「電磁石のはたらき」

用途：モーターの仕組み、発展教材

準備物：単三電池

ネオジム磁石

釘

アルミホイル

作り方

①アルミホイルを適当な長さに切り、 ②アルミホイルを巻いたネオジム磁石を

幅１㎝ぐらいの帯を作る。 釘の頭につける。

③電池の－極に釘の先を ③アルミホイルの一端を電池の

くっつける。 プラス極に押し付け、もう一端を

ネオジム磁石に近付ける。

※アルミホイルをネオジム磁石にぴったりつけるのではなく、触れるか触れないかの所

で調整すると、釘が勢いよく回る。ちなみにファラデーは原始的なモーターを作った

イギリスの科学者の名前です。

⑥クリップモーター

単元：「電磁石のはたらき」

用途：モーターの仕組み、発展教材

準備物：単三電池

フェライト磁石（で充分）

エナメル線

クリップ ×２

紙やすり

作り方

①エナメル線を電池に４～５回巻いて ②コイルの両端を５㎝程残して切り、

コイルを作る。巻き終わりは束ねる。 １本は紙やすりで完全に磨き、

もう１本は半分だけ磨く。

③電池の両極にクリップをセロハン ④クリップの間にコイルを入れ、

テープで仮留めする。 電池の下に磁石をつける。

⑤片手で電池の両極を押さえて持ち、

コイルに回るきっかけを与える。

※クリップモーターがうまく回るコツは２つ。１つはエナメル線の削り方。もう１つは

コイルが回る時の重心が捉えられているかのバランス。これらがうまくできていると、

円形のコイルでなくとも、ハート形や三角形などのおもしろい形でも回りますよ。い

ざ挑戦！

１㎝折りたたんでいく

釘

アルミホイル

を巻いた

ネオジム磁石

２回程

巻きつける

完全に磨く 半分磨く

※ここ重要！丁寧に！



⑦発電ぶんぶんゴマ

単元：「発電と電気の利用」

用途：発電の仕組み、電磁誘導、発展教材

準備物：エナメル線

鉄心（ねじなどで OK）

赤色 LED

ネオジム磁石数個

タコ糸

作り方

①エナメル線を鉄心に 300 回以上巻いて ②赤色 LED とつないで、テープなどで

端を紙やすりで削る。 机に固定する。

③ぶんぶんゴマがしやすい長さで ④中央に重ねた磁石を置いて、糸と

タコ糸を切り、輪っかにします。 しっかり固定します。

※実験中、遠心力で磁石が飛んでいく

と事故につながるので、ビニールテ

ープで巻いたり、段ボールで巻いて

固定したり、細心の注意を払って

ください。

⑤机に固定したコイルの傍で

ぶんぶんゴマを回すと LED が光る。

※この時、電磁誘導によってコイルに電流が流れ、LED が光っているので、実は点灯し

ているように見える LED は点滅しているのです。LED を速く振ったりするとそのこ

とがわかるのですが、今回は机に固定されているのでできません。しかし、この実験

は机に固定する部分とぶんぶんゴマとして回す部分とを入れ替えても可能な実験なの

で（つまり、磁石を机に固定して、コイルと赤色 LED をコンパクトに固めて、ぶん

ぶんゴマとして回す方法）、そうすれば点滅が理解できるかもしれません。

⑧ストロー発電

単元：「発電と電気の利用」

用途：発電の仕組み、電磁誘導、発展教材

準備物：エナメル線

赤色 LED

ネオジム磁石（小）数個←百均のピンマグネットから取り出せます。

ストロー

ボビン

作り方

①エナメル線をボビンに巻きつける。 ②エナメル線の端を紙やすりで削り、

（1000 回ぐらい）この時、ミシンを LED とつなぐ

使うと早くきれいに巻ける。

③ストローの中央にテープを巻き、その上 ④ストローの中にネオジム磁石を重ねて入

にボビンをはめて、固定する。 れる。

⑤ストローの先が細くならないように蓋を

するか、そのまま指で押さえるようにして

中の磁石を動かして振ると LED が光る。

※材料のサイズはいろいろありますが、以下のサイズは比較的手に入れやすく、なおか

つ作りやすいです。

・ボビンの穴の内径 …７㎜

・ストローの太さの直径…６㎜

・ネオジム磁石の直径 …５㎜

磁石の数やコイルの巻き数を変えてみると、LED の明るさも変わり、復習にも使える

かもしれません。



⑨てこで車を持ち上げる

単元：「てこの規則性」

用途：導入、てこの原理、発展教材

準備物：固いパイプなど

丈夫な台

車

教科書の取り扱い

実は教科書でもまとめの「理科の広場」というコラムで、車のジャッキや救助用バー

ルの紹介がされています。下で紹介する方法は同じ原理なので、ここを読んでからだと

あまりインパクトがなくなってしまいます。そこで導入で「先生は 1 人で、先生の力だ

けで、車を持ち上げることができる！」と宣言したり、てこの原理を学習した後に、「て

この原理を利用して、どうすれば自分の力だけで車を持ち上げられるか考えてみよう！」

と思考を促すと、児童は興味を持って、聞いたり考えたりしてくれるのではないでしょ

うか？また、実験する様子を直に見せるとなると違った問題点が浮上してくるので、ビ

デオに撮るか、写真で撮ってコマ送りにすると、効果的ではないかと思います。映像で

も見知った先生が出てくるとなると、児童の興味津々で見てくれるはず！

行い方

①パイプなどの固い棒状のものをタイヤの ②そこに支点となる台をパイプの下に入

下に潜り込ませるように差し込みます。 れ、できるだけタイヤに近づけます。

③あとは、できるだけタイヤから離れた ※力の大きさと動かす距離との関係は中学

位置でパイプを下に押し下げれば 校で習うことになるが、感覚的に知って

車は持ち上がります。 おいても損はしないと思います。

※・タイヤ以外の所はへこんだり、傷になってしまう可能性があるのでしない。

・車はサイドブレーキがかかっていることを確認した上で、安定した場所でやる。

・車は持ち上がればよしとし、決してひっくり返そうなどと思わない。

・その他、パイプが急にタイヤから外れたり、台がずれたりが考えられるので、怪我

には十分注意する。全て自己責任でやること。

⑩世界一簡単ブーメラン

単元：クラブ指導

この「世界一簡単ブーメラン」は大阪市立科学館のサイエンスショーで紹介されてい

たもので、資料も同科学館で手に入れることができます。名前の通り、とにかく簡単に

作れて、ちょっとしたコツさえ掴めれば、誰でも投げて返ってくるというのがとても魅

力的です。「揚力」の原理によるものなのですが、仕組みがわかり、繰り返しやっている

と、とびっきり小さいサイズを作って、指ではじくと返ってくるブーメランを作れたり、

おもりで羽を調節して、大きく旋回するブーメランが作れたりします。後は自分で経験

と研究を重ねてみてください。

準備物：厚紙

ホッチキス

作り方（大阪市立科学館の H.P.より）

①厚紙を長さ 27cm、 ②四隅のとがった角を切り丸くする

幅 25～30 ㎜の短冊状に切り出す。 （飛び方には関係しませんが）。

③2 枚を十字に重ねてホチキスで止める。 ④羽根の先（４つとも）に丸み

（キャンバー）をつける。

つまり、お菓子の八つ橋のように

上を膨らませ凸にする。

⑤上端を上に反らせる。

投げ方のコツ

①上面を自分の体に向けて、ブーメランを縦に構える。

②投げる方向は右利きなら、少し左上、左利きなら、

少し右上に向ける。

③手首のスナップをしっかり利かしながら、

ブーメランを回転させるようにして投げる。



⑩簡単教訓コップ

単元：クラブ指導

教訓コップはかなり昔からあるものの、外に水が流れ出る管とコップの部分を接合す

るのはかなり難しく、柔らかいチューブを重ねて使ったり、パテを使って水漏れを防ご

うと思ったり…。でも、結局、手間と費用をかけた程の効果が現れず、せっかくのおも

しろい原理を子ども達に体験させてあげられず仕舞いでした。

今回は難しい技術も、失敗することもほとんどありません。そして、何より安価でで

きるので、クラブ向きだと思います。

準備物：紙コップ ×３

曲がるストロー

作り方

①紙コップ３つのうち、２つの底を ②底のある紙コップ（C）の側面に

カッターで切り抜く。（A、B） ストローが 1 本通るぐらいの穴を開ける。

（この穴が水がこぼれる水位になる。）

③ストローの曲がる部分をコップの ④長さを調節したストローの曲がる部分を

穴に通して、底にギリギリ 内側と外側を入れ替えて、内側から

くっつくぐらいの長さで切る。 紙コップ A⇒C⇒B の順番で重ねる。

※このまま水を注ぐと一定の所までは溜まりますが、ストローの曲がる部分の上端を超

えるとそのまま、全ての水が流れ出てしまいます。これは「サイフォンの原理」と言

い、今は見ることも少なくなっていますが、灯油ポンプやサイフォン式のコーヒーメ

ーカーなどにも使われている原理です。



２０１３年７月２９日（月）

午前の部（９：００～１２：００）

「生物」

発表者：茨木市理科所員

大池小学校 熊谷 弘美

天王小学校 宮﨑 悠

太田中学校 亀田 直記
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①さなぎを目の前で！

単元：「チョウを育てよう」

用途：さなぎ⇒羽化の観察、発展教材

準備物：接着剤

さなぎの観察

教室の虫かごや飼育小屋で飼っていたアオムシは無事チョウになりましたか？その時、

さなぎになって、そこから羽化する過程も見られましたよね？でも、虫かごや飼育小屋

の中では「少し観察がしにくい」ということはなかったですか？また、うまく木の枝に

体をつけられず、羽化に失敗するさなぎもいたかもしれませんね。

そこで、教室に掲示するように壁面にさなぎがつけば、観察もしやすいし、もしかし

たら、感動の羽化の瞬間をみんなで見守ることもできるかもしれない…と考えたことは

ありませんか？「確かにそうだけど、そんなにうまくいくわけがない」と声が聞こえて

きそうです。自然に壁面につくのを待っていると、気が遠くなる話ですが、強制的につ

けるとどうでしょう？このように書くと、「さなぎがかわいそう」と思うかもしれません

が、前述したように、不慮に枝から落ちてしまった時には、逆に助けることができるか

もしれませんし、細心の注意を払ってやれば、十分に可能なのです。もちろん、いくつ

かの注意点がありますので、やり方とその注意点を以下に記載します。

やり方

①段ボールなどにペーパータオルなどを ②完全にさなぎになった状態のものを

（成虫がつかまりやすくするため） 優しく持って、①のペーパータオルの

はりつける。この時、万が一落ちた時 真ん中に接着剤で貼り付ける。この時

のことを考えて、受け皿も作る。 頭を上に、腹の部分だけを付ける。

③あとはできるだけ丁寧にそっと扱い、

掲示板に画びょうで段ボールを壁に貼ったり、

黒板に磁石で挟んだりして観察する。

※完全にさなぎになる前の途中段階では、体の再構築を行っています。むやみに触った

り、揺らしたりしないようにしましょう。また接着剤が腹部の横（気門）についたり、

羽や背中部分についたりしないようにしましょう。窒息したり、うまく殻を破れなく

なったりします。何より実験を通して、できるだけ丁寧に扱いましょう。

②昆虫で模型作り

単元：「いろいろなこん虫のかんさつ」

用途：導入、昆虫の体の作り、発展教材

準備物：画用紙

紙粘土

絵の具

モール

作業の目的

この昆虫模型作りは取り組むタイミングによっては、意味合いが大きく変わってくる。

①導入…個人の昆虫に対するイメージ、記憶、知識を思い起こして作る。

その後、昆虫の体の構成（頭、胸、腹）や足の本数（6 本）、羽の枚数（４枚）、

足や羽がどこらから生えているのか（胸）などを学習するにつれ、今までの感

覚との違いをはっきりさせることができる。ただし、もう一度正しい昆虫模型

を作り直さなければ、多くの児童が“間違った”作品を残すことになる。

②まとめ、発展教材

…学習したことがきちんと身についているかを確認しながら作る。

いろいろな昆虫の頭、胸、腹の大きさのバランスや足・羽の大きさや付き方を

比較して、違いや共通点を調べることができる。紙粘土に絵の具を混ぜて、頭

は赤、胸は青、腹は黄など色分けすると、よりわかりやすくなる。グループで

相談しながら作ることも可能。

※どちらにしても、クラス全体で交流するといいと思います。発表形式なのか、個人で

見て回るのかはお任せしますが。次に口の形を比較したり、それぞれの昆虫の特徴を

調べたりすれば、もっと興味を持って自主的に学習を進めていくかもしれませんね。
ペーパータオル

この部分だけ

くっつける

頭



③押し花・ドライフラワー

単元：「植物の一生」

用途：発展教材

準備物：シリカゲル（乾燥剤）

押し花・ドライフラワーにしたい植物

作り方

押し花編

①シリカゲルを電子レンジにかけて ②普通に押し花を作るようにするが、

水分を飛ばし、砕いて粉にする。 花の上下の層にキッチンペーパーに

シリカゲルの粉をまいて包んだものを

はさむ。

ドライフラワー編

①シリカゲルを電子レンジにかけて ②切り花などを逆さに吊るし、袋の中の

水分を飛ばし、ビニール袋に入れる。 シリカゲルに浸かるようにする。

※両方とも数日から１週間かかるが、通常よりも早くきれいに仕上がる。

最近の押し花事情

やったことがある方はわかると思うのですが、ふつう「押し花」を作ろうと思うと、

電話帳などの重いものの間にはさみ、1 週間以上待たなければならず、また色をキレイ

なまま仕上げるのはなかなか難しいのです。つまり、時間がかかることと、仕上がりの

きれいさに課題があったのです。

しかし、最近はその課題をクリアするものが出てきています。乾燥剤を使って、花の

水分を抜いていくものや、セラミックプレートにはさんで電子レンジで仕上げるものな

どがあります。どちらにしろ退色は徐々に始まってしまうようですが、少なくとも昔の

押し花作りよりは、とても進化しているように思います。

上記の方法にはキットがあるので、それを準備してもいいのですが、個人的にはすご

く高価である気がします。乾燥剤のシリカゲルはお菓子などについていることがあるの

で、比較的簡単に手に入りますが、押し花の種類によっては向き不向きがあるようです。

電子レンジで作る方法に代替方法がないか今後も考えていきたいと思います。また思い

つかれたり、実験してみてうまくいったということがあれば、またお互い意見を交流し

合えたら幸いです。

④生き物の知恵

単元：「植物の一生」（３年）「生き物の１年間」（４年）「花から実へ」（５年）

用途：発展教材

植物の知恵

・フタバガキ（ラワン）の種

風によって遠くまで飛ばせるように、種に２枚の羽が付いている形をしている。

飛び方はクルクル回りながら、ゆっくり落ちてくる。

準備物：薄い紙

クリップ

モデル作り

①短冊状の紙を半分に折り曲げる。 ②折り曲げた部分にクリップを挟み、

この時、少しずらす。 羽をそれぞれ外側に反らせる。

※クリップ部分を持って、投げ上げるか、高いところから落とすと、回転しながら落ち

てきます。羽の大きさや、ずらす角度、反らし具合などは調節してください。紙の代

わりにスチロールペーパーやスチレンペーパーなどを使うと、より滞空時間が長くな

ります。

・アルソミトラの種

風に乗って滑空し、遠くまで飛ばせるような形状になっている。

※これもスチロールペーパーなどでモデルを作ることができます。型版や作り方などが

多数インターネットで出ています。こちらはそれを参照してください。



・ニワウルシの種

クルクル横回転をしながら、ゆっくり落ちてくる。

準備物：薄い紙

クリップ

モデル作り

①長めの短冊状の紙を８の字になるように真ん中で重ね合わせ、クリップで挟む。

※高い所から落とすと回転します。

※他にもマツの種、ボダイジュの種などが、風に乗ってクルクル回りながらゆっくり落

ちてくるタイプの種です。

ちなみにマツの種は松ぼっくりの間に挟まっているのですが、空気が乾燥すると、松

ぼっくりのかさが開き、種が飛びやすくなります。反対に湿気が多い雨の日だと、松

ぼっくりのかさは閉じてしまいます。そのことを利用してちょっと不思議なオブジェ

を作れます。

作り方

①口の大きさが適度な入れ物を ②入れ物の口に合った大きさの松ぼっくり

用意する。（ペットボトルなど） を用意する。（かさが閉じている時には

入れ物の口に通せ、開くと通せなくなる

大きさ）

③松ぼっくりを湿らせてかさを閉じさせる。 ④松ぼっくりを入れ物の中に入れて、

よく乾燥させる。（ドライヤーなど可）

⑤松ぼっくりの羽根が中で開くと、

入れ物から出なくなる。

※結果だけを見ると、どうやって入れたのかわからなくなります。乾かす時に自然乾燥

だけに頼りすぎて、かびさせないように注意！

動植物から新技術へ

・オナモミの種

いわゆる「ひっつきむし」。棘が服に絡みつく様子から、マジックテープが作られたそ

うです。

・ハスの葉

ハスの葉の上では水がはじかれ、球体に近い状態になります。レインコートなどに使

われる超撥水の技術が生まれました。最近では子どものおもちゃやヨーグルトの蓋に使

われてもいます。

・フクロウの羽

フクロウは獲物に気付かれにくくするため、羽音をほとんどさせずして飛ぶことがで

きるそうです。その構造をヒントに新幹線のパンダグラフが作られました。

・カワセミの嘴

カワセミは小魚を捕食するために、空中から水中に飛び込みます。その時の衝撃を最

小限に抑えるような嘴の形になっています。そこからヒントを得たのも新幹線。新幹線

ではトンネルを通過する際に、そのスピードから空気圧の関係で大きな衝撃音が鳴って

いました。そこで新幹線の先頭車両の形、いわゆる「顔」をカワセミの嘴の形にしたの

です。

・蚊の口

人間は蚊に刺されてもほとんど痛みを感じません。理由はいくつかあるようですが、

そのうちの一つに口の形状が関係しているようです。また極小であるならば痛点を避け

られることもわかったので、最新の注射器の研究に役立てられています。



⑦野菜を使った植物の観察

教材の意義

教科書に載っている生きた物を扱う教材は、時期や環境などで、入手に手間取る場

合がある。また、観察する時間帯によって、うまくいかなかったりすることがある。

近年、野菜は季節を問わず流通しており、いつでも入手できる手軽さがあることに加

え、下処理を施せば大きな効果が得られるものがあるので、紹介する。

A．維管束・道管の観察

単元：小 6「植物と水」

中 1「茎のつくりとはたらき」

用途：観察教材

準備物：セロリ（双子葉類）、アスパラガス（単子葉類）

＊道管の観察はゴボウ、レンコン、タマネギ、タケノコなどでも可

切り花染色液（インクでも可）

カッターナイフ

その他、顕微鏡を使った観察に必要なもの

やり方

① 前日に、セロリとアスパラガスを切り花染色液につけておく。

② セロリとアスパラガスをそれぞれ輪切り、縦切りにして維管束を観察し、違いを比

べる。

＊縦切りにするときは、一度長めの輪切りをつくった後、縦に切る

＊切ったものはシャーレに入れて水につけておくとよい

＊セロリは根もとの太い部分では輪にならないので、上部を使うとよい

＊観察は、双眼実態顕微鏡でスライドガラスに載せるだけで OK

輪切り 縦切り

③ 縦切りのものから、赤く染まった部分をピンセットで軽く剥ぎ取って、プレパラー

トを作り、道管を観察する。

＊透明くらいの薄い切片部分を観察するとよい

B．体細胞分裂の観察

単元：中 3「生物はどのように成長するのか」

用途：観察教材

準備物：タマネギ（ネギ、発根した種子でも可）

エタノール

酢酸オルセイン

１M 塩酸

シャーレ

カッターナイフ

その他、顕微鏡を使った観察に必要なもの

やり方

事前準備

① 発根した部分を、７０％エタノールに浸して冷蔵庫に貯蔵する（固定）。

＊氷酢酸：エタノール ＝ ３：７でも OK

② 酢酸オルセインと１M 塩酸を、１：２で混合した溶液に、①で固定した根を室温で

1.5～3 時間浸す。

③ ②の根を水洗いし、保存ビンやシャーレの水に浸して冷蔵庫で保存する。

＊ここまで事前準備したものは、一週間程度使用可能

観察当日

① カッターナイフで１～２ｍｍ根端を切り取り、水を一滴滴下してカバーガラスをか

ける。

＊押しつぶせそうなら押しつぶしてもよい。

② 顕微鏡で根気よく、細胞分裂途中の（染色体が見える）ものを探す。

赤色の部分をピンセットではぐ

プレパラートをつくって観察



にぼしの解剖

単元：「ヒトの体のつくりとはたらき」

用途：発展教材

準備物：にぼし（カタクチイワシ）

生の生き物（カエル、イカ等）を利用した解剖というのは実際の内蔵が観察すること

ができる。しかしながら、児童生徒への抵抗感が大きく、用意や実験後の取り扱いの負

担が大きい。

ここでは長期間保存することもでき、実験もスムーズに行える教材としてにぼし（カ

タクチイワシの干物）の解剖を紹介する

作り方

脳

① 頭と胴体をはずす

② 頭を左右に割る

③ 割った頭のどちらか、目のうしろに

キャラメル色した小さなものをさがす

④ ピンセットでとりだす

⑤ 台紙にのせる

水晶体（すいしょうたい）

① 目をとりだす（ひとつ）

② 目のまわりの黒いものをはがす

③ 台紙にのせる

えら（鰓） と さいは（鰓耙）

① 頭の下半分にあるものをとりだす

こわさないように外側をはがして台紙にはる。

えら・・・・茶色い短い“くし”のようなもの

さいは・・白い“ひげ”のようなもの

心臓

① 胴体を背中側からわって心臓を見つける

☆みつからないときは、えら・さいはにくっついている

頭をはずすときに落ちた、肝臓とくっついている

肝臓（かんぞう） と 胃（い）

① 胴体のなかの黒いかたまりが肝臓

② 胃は肝臓にくるまれているので、肝臓をわってとりだす

胃は明るい茶色のまるいもの

③ 肝臓は、その一部を台紙に置く。胃も台紙に置く。

卵巣 または 精巣

① 胴体のうしろ半分にある茶かっ色のものをとりだして台紙に置こう

卵巣：小さなつぶつぶのあつまりに見えるもの

精巣：うすっぺらくて、はりついている

背骨 と 筋肉

① 背骨をピンセットではがそう

② 残った「魚の身」の部分が筋肉

③ 背骨も筋肉も（一部分でよい）台紙に

☆短いものも並べてはりつけられる
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①復活！！小便小僧！

単元：「ものの温度と体積」

用途：空気の温度と体積・水の温度と体積の後、発展教材

準備物：ボトル缶

釘や千枚通しなど

今や誰ぞ知る？小便小僧

今の子ども達は「小便小僧」なる存在を知っているのでしょうか？数年前なら経口補

水飲料の CM で出てきたこともありましたが、現在は二人のかわいい少女達。（グリー

ン○○○ちゃん）でも、知っていても知らなくても、なぜかこういうタイトルを付けた

方が子どもウケはいいような気がします。なので、嫌な方はお好きに変えてください。

作り方

①ボトル缶の中身を飲んで、きれいに ②缶の下の方に釘を打ち付け、穴を開ける。

洗う。 この時穴が上向き加減になるようにする。

③缶の中に半分ぐらいの水を入れ、 ④水槽などの中に台を置き、その上に

蓋を閉める。水が出てこなくなる。 缶を置く。

⑤缶の上から熱湯をかけると

缶の穴から水が出てくる。

※これは中の空気と水が温められて、体積が増えるために起こる現象です。

ボトル缶の中身の水を多くすると、あまりうまく噴き出しません。また少なすぎると

実験がすぐに終わってしまいます。

ボトルのサイドにラミーネートした小便

小僧のイラストでも貼ると、よりリアルに

なるでしょうか？？

②溶けるって？飽和って？

単元：「もののとけ方」

用途：発展教材

準備物：砂糖

食塩

溶けるとは飽和とは

辞書引きすると、次のような意味が現れます。“溶ける”「ある物質が液体の中に平均

にまじって、液体と一体になる。」“飽和”「ある条件のもとで、ある量が増加していき、

それ以上増加しなくなる最大限に達した状態。」これが水溶液なら、飽和水溶液となるわ

けです。

学校で習う“溶ける”の定義は「透明性（色付き可）、均一性（濃さはどこも同じ）、

個体が残っていない」だと思うのですが、つまり、この条件を満たしている上での限界

を“飽和”状態とするんですね。

小学校の授業では飽和水溶液を作るときは、一つの物質でしかやりません。それ以外

をやる必要性がないからなのでしょうが、やってみたらどうなるのでしょうか？

このプリントでは敢えて答えは書きませんが、以下の問題を予想してみてください。

そして、「どうして」そうなるのかを考えてみてください。

※砂糖の飽和水溶液（A）と食塩の飽和水溶液（B）を作ります。

実験① A に食塩をさらに入れてかき混ぜると、食塩は溶けるでしょうか？

実験② B に砂糖をさらに入れてかき混ぜると、食塩は溶けるでしょうか？

※正しい考え方は分子量（モル）なども考えないとダメみたいなので、遥か過去の記憶

を呼び起こそうとしても、かなり無理がありました…。

○

×

予想・考え方



③結晶でカイロ

単元：「もののとけ方」

用途：食塩やミョウバンの結晶を作った後、発展教材

準備物：酢酸ナトリウム三水和物（学校から買えますよ）

エコカイロを知っていますか？

鉄の粉が空気中の酸素と結びついて酸化する熱を利用する、いわゆる「使い捨てカイ

ロ」ではありません。エコカイロにもいろんな種類のものがあるのですが、酢酸ナトリ

ウムの飽和水溶液を使ったもの＝液体で中に「トリガー」と呼ばれるスイッチが入って

いる。トリガーをひっくり返すと、その衝撃で液体が固まりながら熱を発するというや

つです。これは湯煎や電子レンジで固まり（結晶）を溶かすことで、再び使えるように

なるので、エコカイロなのです。しかし、これはカイロに留めておくのがもったいない

ぐらい、結晶のでき方がおもしろいので、是非結晶の紹介に利用してみてください。

作り方

①ビーカーに湯を入れ、酢酸ナトリウム ②完全に溶けきるまで、かき混ぜる。

三水和物を溶かす。（水：○酢＝２：５）

③溶けたら、できるだけ新しい or 傷が ④水温が下がったら、上から酢酸ナトリ

付いていないシャーレにそっと流し込む。 ウム三水和物の粒を１つ落とす。

⑤木の枝が広がるように結晶が進む。

その時シャーレを持ち上げて底を

触ると温かくなっていることがわかる。

※これは酢酸ナトリウムの凝固点が５８℃であるため、常温で既に結晶化してしまいま

す。しかし、結晶化するためには何かのきっかけ（衝撃や不純物、傷など）が必要な

ので、簡単に液体のまま過冷却状態を作り出すことができるのです。そして結晶化す

る時に熱を発する為、カイロの役割を果たしています。シャーレの代わりにチャック

付の袋に液を入れて、小さい髪留め（ひっくり返してとめるやつ）を入れてやると、

自家製カイロの出来上がりです。（ただ髪留めはコーティングされているとはいえ、鉄

製のものがほとんどなので、錆びないかが心配です。）

※「夏場に熱くなるカイロなんて作りたくない！」という方に朗報！尿素でもよく結晶

を作ったりされると思うのですが、尿素は水に溶けるときに周りの熱を奪うので（尿

素だけではなく物が溶ける時には熱を奪うものがいくつかあります。食塩もそうで

す。）、酢酸ナトリウムのカイロ同様、チャック付の袋に入れて、少量の尿素も入れて、

揉んでいると、冷たい「冷却カイロ」のできあがりです。使い終わった後も、結晶を

作るなり、畑や花壇の植物に撒くなり、何かと便利なのです。

④いろいろな色～酸とアルカリ～

単元：「水よう液の性質」

用途：導入、発展教材

リトマス紙だけに活躍させてなるものか！

小学校で出てくる「酸・アルカリ」の試薬は“リトマス紙”、中学校では“BTB 溶液”

や“フェノールフタレイン溶液”が出てきますね。でも試薬になりうるものはこれだけ

ではありません。紫キャベツはもう有名ですが、この色素である“アントシアニン”は

多くの植物に含まれます。その他、酸・アルカリに反応するものをいくつか紹介します。

試薬

・紫キャベツ ・紫たまねぎ ・紫芋 ・しその葉 ・ナスのへた、皮

・ぶどうの皮（ぶどうジュースも可） ・ブルーベリー ・カシス

・黒豆の煮汁（少し見にくいかも） ・朝顔で作った色水 ・ターメリック（ウコン）

・紅茶 ・マロウブルー（ハーブティー）

おもしろい実験の組み合わせ

・焼きそば（かんすい〈アルカリ性〉）＋ターメリック

真っ赤なナポリタンのような麺になる。ターメリックが含まれたカレー粉を入れる

と味も上々。食べる前にソース〈酸性〉をかけると、黄色の麺に戻る。紫キャベツを

使うと緑の麺になり、見た目はこの上なくまずそうになります！

・ホットケーキミックス（重曹〈アルカリ性〉）＋ぶどうジュース

重曹（ベーキングパウダー）は熱を加えるとアルカリ性になるので、ホットケーキ

が緑色になります。混ぜた段階でレモンの汁〈酸性〉を少量混ぜておくと、赤いホッ

トケーキができます。普通のを作れば、三色信号色のホットケーキが完成です。

・マロウブルー＋レモン〈酸性〉

優雅なティータイムが実験コーナーに早変わり。ピンク色に変わります。

※食べ物ではないですが、ドライアイスを使うときれいな色の変化が見れます。

ご存知の通り、ドライアイスは二酸化炭素の固体。水に入れると白い気体を出しなが

ら、だんだん酸性を示していきます。紫キャベツの煮汁を卵の白身などを使って、緑

色（アルカリ性）にしておけば、その中にドライアイスを入れると、徐々に変色して

いく様子が見られます。ドライアイスを使う際は軍手を使ってくださいね。



⑤静電気で遊ぼう

単元：クラブ指導

準備物：塩ビパイプ（ホームセンターで１ｍ100 円程度）

（アクリルパイプ）

スズランテープ

スーパーのビニール袋

紙の袋付きストロー

プラコップ ×２

アルミホイル

ふわふわボール

①スズランテープを 10 ㎝程度の ②真ん中で結び、両端を割く。（櫛やブラシ、

長さで切る。 剣山などを使うと早く細かくできる。）

③スズランテープの結び目を持ちティッシュ ③結び目を持ち、上に高く放り投げる。

ペーパー（トイレットペーパーも可）

を平らな机の上で何度もこすりつける。

机にぴったり張り付けばＯＫ．

※塩ビパイプがあれば、同じようにこすって、飛んでいるスズランテープに近付けると、

反発して離れていきます。アクリルパイプの場合は反対に吸い寄せるので、両手に持

てば、ふわふわボールをコントロールできるようになります。ちなみにアクリルパイ

プがなくても人の手や顔を近付けると吸い付いてきます。児童一人ひとりに塩ビパイ

プは用意できないので、スーパーのビニール袋などを縦に何度か折りたたんで、同じ

ように机につけてこすると、同様の効果のものが作れます。ただし、こすった後、支

柱などを入れないと強度があまり強くありません。

※静電気の実験は空気が乾燥している冬の方が成功しやすいです。ティッシュでこする

前にアルコール等で一度拭いておくと、なお良いですよ。

ストローで反発

①紙の袋付きのストローの端を開けて、 ②友達同士でストローを近付け合うと

その袋でストローを出し入れしながら 反発を感じられる。

こする。

③続けて、水道の蛇口から水を細く出し、

ストローを近付けると、水を曲げること

ができる。

ライデン瓶で百人おどし

①プラコップの周りにアルミホイルを巻く。 ②アルミホイルを縦長に折り曲げ、

一番上だけ旗のように１枚出す。

③プラコップを重ねる間に旗状の ④みんなで手を繋いで、端の人がＡの

アルミホイルを出す。 部分を持つ。塩ビパイプをＢの近くで

こすり、ライデン瓶に静電気をためる。

反対側の端の人がＢを触ると、全員に

静電気が走る。

こんな風に広がれば成功

×２

Ａ

Ｂ



⑥変わりスライム

単元：クラブ指導

準備物：せんたくのり（ＰＶＡのり）

硼砂の飽和水溶液

忍者絵の具

四酸化三鉄（Fe3O4）

作り方

①びん、プラコップなどの中 に ②そこに水（お湯）を３０ｍL 入れ、

せんたくのりを３０ｍL 入れる。 色を付けたい場合は絵の具を少し入れる。

③わりばしで、よくかき混ぜておく。 ④ホウ砂の飽和水溶液を 5ｍL 入れて、

すばやく混ぜ続ける。

⑤すぐに手で触らず、まとまるまで混ぜる。

※これだと普通のスライムだが、クラブでは＋αの要素を付け加えてあげます。１つは

「忍者絵の具」なるもの。これは普段は白っぽい色をしている液体ですが、紫外線に

反応して、指定の色が出てくるというもの。上の②で少量混ぜると、一見普通のスラ

イムが外に出ると色づくことになる。もう１つは「四酸化三鉄（Fe3O4）」これで、磁

石に引き寄せられるスライムを作りたいと思います。「砂鉄」ではダメなのか？ダメな

んです。普通の砂鉄を入れると、次の日には茶色のスライムへと変わってしまってい

ることでしょう。そう、錆びてしまうのです。この「四酸化三鉄（Fe3O4）」（四三酸

化鉄とも言う）とは簡単に言うと、錆びない鉄なのです。学校を通して購入できるの

で、磁石に引き寄せられるスライムは是非、こちらを使いましょう。

⑦紫外線チェックシート

単元：クラブ指導

準備物：忍者絵の具

作り方

①忍者絵の具を筆ではがきに ②紫外線が当たる所は色が変わるシートが

塗る。 できるので、手や物を乗せて紫外線に当てる

などの遊びもできる。

⑧エタノールで再結晶

単元：クラブ指導

準備物：エタノール

食塩

作り方

①まずは食塩の飽和水溶液を作る。 ②食塩水にエタノールを入れと、食塩の結晶

が出てくる。

※再結晶ができるのは、エタノールを入れることによって、水の溶解度が下がるためで、

急激に再結晶化する為、粒の大きさはさらさらの砂のように小さくなります。

⑨エタノールでカチカチ

単元：クラブ指導

準備物：エタノール

ドライアイス

バナナ

釘

板

作り方

①ビーカーの中にエタノールを入れる。 ②ドライアイスを砕き、エタノールの中

に入れる。

③しばらく待って、バナナを漬ける。 ④またしばらく待って、バナナを取り出

し、釘を板に打ちつける。

※液体窒素は入手、管理が難しいのですが、エタノールでもドライアイスを使えばマイ

ナス 72℃まで下げられるのです。軍手を使用してくださいね。

ドライアイス



理科学習指導案

指導者 茨木市立耳原小学校 教諭 前田 美恵子

水溶液の性質について推論する能力をはぐくむ

【１】 日時 平成 25年 10 月 3 日（木） ６時限目

【２】 場所 茨木市立耳原小学校 理科室（南校舎４階）

【３】 学年・組 第６学年１組 ３０名（男子 16名・女子 14名）

【４】 単元名 水溶液の性質

【５】 単元目標

いろいろな水溶液を使い、その性質や金属を変化させる様子を調べ、水溶液の性質や働き

についての考えをもつことができるようにする。

ア 水溶液には、酸性、アルカリ性及び中性のものがあること。

イ 水溶液には、気体が溶けているものがあること。

ウ 水溶液には、金属を変化させるものがあること。

学習指導要領 6年 A－(２)水溶液の性質

【６】 教材観

本単元では、水溶液の性質やはたらきについての見方や考え方を養うとともに、興味関心をもって日常生

活に見られる水溶液を見直す態度を育てることがねらいである。

５年生『もののとけ方』で、食塩やミョウバンをなどの固体を水に溶かし、水の温度や量による溶け方の違

いを調べ、ものの溶け方の規則性についての見方や考えを身につけてきている。

また、６年生の１学期『ものが燃えるとき』で、二酸化炭素の存在を石灰水が白く濁る反応で調べる方法を

学習している。今後、本単元の学習は、中学校理科第 1 分野の『身のまわりの物質』や『化学変化と原子・

分子』の学習につながり化学反応を学習する素地となる。

【７】 児童観

クラス全体として活動する時などの反応は良いが、授業時間となるとおとなしくなり意見発表は限られた

児童に偏りがちである。周りの目を意識しすぎて引っ込んでしまい、どの児童も、小グループでは中心にな

ることができても、クラス全体を引っ張るような力は弱い。周りから優しいといわれることが多く、男女とも「話

を聞いて、聞いて。」と、とても幼い。1 学期は全員発声を目標に授業を進めてきたこともあり、2学期開始の

班決めは活発な意見交流ができる班作りということで児童たち自身で班編成を行ったが、結果的には学力

面でバランスがとれていない班となってしまった。

「理科」という教科に対しては「好き」と答える児童が多い。しかし、課題を明確に持ち見通しを持って追求す

る力には個人差があり、何のための実験をしているのかあやふやになってしまう児童もいたので、ノートを



工夫し、『課題（問題）→予想・計画→実験→結果→考察→振り返り』 という過程がわかるようにまとめ、繰

り返しパターン化することで、少しずつではあるが今までの既習事項や日常の現象と絡ませて説明したり、

記述したりできるようになってきた。

【８】 基本的な知識・理解

・水溶液は、リトマス紙のへ変化で三つの仲間に分けることができる。

青色リトマス紙 → 赤色に変化 ・・・酸性

青色と赤色のどちらのリトマス紙も変化なし ・・・中性

赤色リトマス紙 → 青色に変化 ・・・アルカリ性

・水溶液の仲間分けは、BTB 液、万能試験紙でも識別することができる。

・酸性（塩酸）の水溶液は、金属を溶かして別のものに変化させる。

・アルカリ性（水酸化ナトリウム）の水溶液は、タンパク質を溶かす。

・水溶液によって、どの金属を変化させるかが違う。

・水溶液には、炭酸水（二酸化炭素）や塩酸（塩化水素）のように気体が溶けた水溶液がある。

・気体が溶けた水溶液から水を蒸発させると、気体も空気中に出ていき、後には何も残らない。

【９】単元計画（1０時間+ゆとり 1時間）

次 時 学習活動及び内容 おもな評価規準

水溶液の性質 関・意①金属に薄い塩酸を加えた時のようすに

１ ・金属に塩酸を加えて、どのように変化するか 興味をもち、金属が変化するようすを調べようと

調べてみよう。 している。

実験１ うすい塩酸を加えると 技能①水溶液やガラス器具などを使って、金属

が変化するようすを調べている。

２ 水溶液と金属 思・表①薄い塩酸に入れた金属の変化から推論

（１）塩酸に溶けた鉄やアルミニウムは、どうな して薄い塩酸が金属を質的に変化させたと考え

ったのだろうか。 自分の考えを表現している。

３ 実験２ とけた金属のゆくえ 技能②蒸発皿に残ったものの性質を調べ結果を

記録している。

４ （２）塩酸以外にも、金属を変化させる水溶液は 技能③水溶液と金属との反応を調べ、結果を記

あるのだろうか。 録している。

５ 実験３ 金属を変化させる水溶液 知・理①水溶液には、金属を変化させるものがあ

ることを理解している。

６ 水溶液の仲間分け 技能④リトマス紙などを使って、水溶液の性質を

（１）水溶液は、どんな仲間に分けることができる 調べ、結果を記録している。

のだろうか。

７ 実験４ 水溶液の仲間分け 知・理②水溶液は、３つの仲間に分けられること

を理解している。

一

単
元
導
入

二



水溶液にとけているもの 関・意②気体が溶けている水溶液に興味をもち、

８ （１）炭酸水には、何がとけているのだろうか。 二酸化炭素を水に溶かす実験に取り組んでい

実験５ 炭酸水にとけているもの る。

９ 実験６ 二酸化炭素は水にとけるか 思・表②炭酸水から出る気体を調べる実験から

炭酸水には気体の二酸化炭素が溶けていると

考え、自分の考えを表現している。

まとめ 知・理③水溶液には、気体が溶けているものがあ

・金属を変化させる水溶液があること ることを理解している。

１０ ・水溶液は酸性、中性、アルカリ性に仲間分け

できること

・気体が溶けている水溶液があること

１１ なぞの水溶液の正体を探ろう

(

本
時)

活

用

三

ま

と

め



【10】 本時の目標 ・なぞの液体の正体を予想し、既習事項を使って調べることができる。

(1.水酸化ナトリウム水溶液・2.食塩水・3 さとう水・4 塩酸・5炭酸水・6石灰水)

本時の展開

学習活動・内容 指導上の留意点・支援 評価

課題をつかむ

この水溶液が何かを調べるために

は、どんなこと（実験）をすれば

良いかな？

・個人で考える

・班で交流し、意見をまとめる

・班ごとにコミュニケーションボ

ードを黒板にはる

・「はかせ」に基づき、より良い実

験を考える」

どの実験がより良い方法かを考え

てみよう

・実験の手順、進め方を知る

・教材の提示の仕方を工夫し、子ども

たちに興味・関心をもたせる

・見ただけではわからないことに気付

かせる

・考えが出ない児童への支援を行う

・各班の意見をまとめる際には、「は

やい」「かんたん」「せいかく」に基づ

いて整理する

・安全への配慮事項を伝える

・実験上の注意点について整理する

・実験の流れ、進め方について整理す

る

【思考】

既習学習事項や生活経験と

関連づけて、どのような手順

で実験を行えばよいか考え

ることができているか

自分たちで分類してみよう

・自分たちで決めた実験方法で行

う

実験結果を記録しよう

・結果を基にそれぞれの水溶液の

名前を導き出す

・名前を決定した理由は２つ以上

書く

・発表する

・机間指導を行い、安全指導を徹底す

る

・実験器具の取り扱いや結果の見通し

などがしっかりとわかるように支援

する

・学び合いに参加するのが難しい児童

への支援を行う

・記録が苦手な班には適宜支援を行う

・発表の際には必ず理由を明確にさせ

る

【技能】

実験の目的を理解した上で

適切に実験を行うことがで

きているか

なぞの水溶液の正体を探ろう

つ
か
む

15

分

調
べ
る

20

分



無色透明の水溶液を分類できたの

はなぜだろう？（考察）

・個人でワークシートに記入する ・抽象的な記載をしている児童につい

ては、「なぜ？」と問いかけることで

深めていく

学習を振り返る

・ワークシートに振り返りを書く

・水溶液の性質には、酸性・中性・ア

ルカリ性があることを再認識させる

ま
と
め
る

5

分

ひ
ろ
げ
る

5

分



正体のわからない水溶液がある。いったい何の水溶液だろう。

・どんな方法で、この水溶液の正体が見つけ出せるかな。

・今まで学習してきたことを使って調べる方法を考える。

・水溶液の性質を調べてなかま分けをしてみよう。

なぞの水溶液の正体を調べてみよう。

Ａ リトマス紙を使って、どちらのリトマス紙の色が変わるかを観察するとわかる。

青→赤･･･酸性 赤→青･･･アルカリ性 変化なし･･･中性

Ｂ 二酸化炭素を入れ、白く濁ると石灰水だとわかる。

Ｃ 臭いをかぎ、刺激臭があると塩酸だとわかる。

Ｄ 水分を蒸発させ、白いものが出てきたらわかる食塩水だとわかる。塩酸や炭酸水は気体が溶けてい

るので何も残らないが、水酸化ナトリウム水溶液は濃度が濃くなり危険なのでやってはいけない。

Ｅ 金属（アルミホイル、鉄）が溶けると塩酸。金属（アルミホイル）だけ溶けるのは水酸化ナトリウム水溶

液。水溶液によって溶ける金属が違うのでわかる。

Ｆ 水溶液を振って、二酸化炭素が出てきたら炭酸水だとわかる。

・Ａさんの方法とＥさんの方法で実験を行う。

・今まで学習してきたことを使って実験を行う。

・水溶液の正体がわからないときは、蒸発実験はしない。（危険）

図等を用いて結果を整理し、すべてのグループの結果を共有化した後、考察する。

水溶液の名前を決定した理由は、２つ以上説明する。

事 象

課題

計画

結論

課
題
と
の
出
会
い

課題

個人の考えをノートに書いた後、グループで交流し実験方法の妥当性を検討する。

実 験

結 果

計 画



なぞの液体 水溶液の名前 理 由

・リトマス紙を使って、酸性とアルカリ性、中性の性質をもつものに分類できる。

・溶ける金属の違いで、水溶液の特定ができる。

・わからない水溶液も、わかった水溶液を特定することでわかる。

・既習事項を使って、水溶液のなかま分けができる。

・私たちの身の周りには様々な水溶液があり、その性質を活用したものがたくさんある。

・身の周りにあるものが指示薬となり、水溶液の性質を調べることができることに気づき、

興味・関心を高め科学的な見方・考え方を深めることができる。

・見た目は同じように見える水溶液でも、それぞれの性質が違い、既習事項を使って判別す

ることができた。

・もっと他の指示薬もさがしてみたい。等

考 察

結 論

活用関連

振り返り

１

２

３

４

５

６



水溶液なかま分けシート

☆リトマス紙でなぞの水溶液を調べよう☆

①上段には青色リトマス紙を、下段には赤色リトマス紙をそれぞれ入れる。
（半分に切ったもの）

②なぞの液体をそれぞれの場所に１滴ずつ入れて、リトマス紙の色の変化を観察して、
それぞれの水溶液が何性かを調べる。

★リトマス紙の変化から、それぞれの水溶液は、酸性・中性・アルカリ性のどれか調べてみよう。

☆金属（アルミホイル、鉄）でなぞの水溶液を調べよう☆

①上段にはアルミホイルを、下段には鉄を入れる。

②なぞの液体をそれぞれの場所に数滴ずつ入れ、金属の溶け方の違いから
水溶液を特定する。

★金属の溶け方の様子を観察しよう。

１ ２ ３ ４ ５ ６

名前

１ ２ ３ ４ ５ ６



なぞの液体 水溶液の名前 理 由

１

２

３

４

５

６

結 果
名前

考察

振り返り



【資料】

身
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を
使
っ
て
廃
液
を
少
な
く

環
境
に
や
さ
し
く
実
験

リトマス紙の結果が一目瞭然！！



理科学習指導案

茨木市立太田中学校 亀田 直記

1. 日 時：平成 26 年 2 月 21 日（金） 第６校時（14:30～15:20）

2. 学 級：第１学年 3 組 34 名

3. 場 所：第１学年 3 組 教室

4. 単元名：単元 活きている地球

学習目標 大地の活動の様子や身近な岩石、地層、地形などの観察をとおして、地表に

見られるさまざまな事物・現象を大地の変化と関連付けて理解し、大地の変

化についての認識を深めることができる。

指導計画（１）火山と地震

１－１ 火山活動と火成岩 ５時間

１－２ 地震の伝わり方と地球内部の動き ５時間

（２）地層の重なりと過去の様子

２－１ 地層の重なりと過去の様子 ６時間（本時３／６）

「大地の変化を推測しよう」

評価場面

時

間

領域

分野
単元（題材）名

学習活動

評価場面

関心

意欲

態度

思考 技能
知識

理解

１

大地

が火

をふ

く

火山の形はどうして

ちがうのだろうか

噴火映像の観察 ○

２ マグマモデルの観察 ○

３

マグマからできた岩

石を調べてみよう

火成岩の観察 ○

４ 火成岩の組織の違い ○

５ 造岩鉱物の観察 ○

６

大地

がゆ

れる

地震のゆれはどのよ

うに大地を伝わるの

だろうか

兵庫県南部地震の被害 ○

７ 等発振時曲線の作図 ○

８ 地震速報を聞く ○

９ 地震はどのようにし

て起こるのだろうか

震央と震源の分布 ○

１０ 校区の断層を調べる ○

１１

大地

は語

る

大地の語り部，「化

石」から学ぼう
地球史年表づくり ○

１２
地層はどのようにし

てできるのか
地層のでき方を知る ○

１３
本時

大地の変化を推測し

よう
市内ボーリング調査 ○



１４
地層をつくる岩石を

調べてみよう

堆積岩の観察 ○

１５ 堆積岩まとめ ○

１６

地球上の大地形は

どのようにしてできた

のだろうか

地球規模でのプレート

の動きを説明する
○

＊評価規準については、別紙（様式２）参照

5. 教材観：

生徒は小学校５年で流水の働き、６年で土地のつくりと変化について学習している。主に地域や

で日本国内の事象を扱うことにとどまり、本質的な成因にまでは踏み込んでいない。中学校ではプ

レートの動きや、地球内部のエネルギーの働きなどと関連させて事象をとらえ、地球規模のスケー

ルでの空間的な広がりを身につけさせる。また、小学校では長い年月としか触れられていなかった

時間概念を、中学校では地球の誕生や地層の生成年代を学習することで、時間的な長さを実感させ

る。

6. 生徒観：

本校は北側に北摂山地が見え、安威川の中流域の川沿いに立地しているなど、比較的自然に親し

みやすい環境にある。実際、やまびこと音の伝わり方や結晶の成長の例として岩石を挙げたときに

は、興味を持ってとらえられ、身の回りの自然と科学的な考え方を結び付けようとしていた。1年 3

組には、興味深い質問ができる生徒が何人かおり、関心の高さがうかがえる。また、授業中のペア

ワークや班活動でも積極的に取り組む姿が見られ、説明や発表活動には慣れている。反面、リーダ

ーシップをとれる生徒が少なく、つまずいたときの立ち直りが遅かったり、学びが学級全体に広が

りにくい場面がある。また、本学級には支援学級在籍の生徒が２名、特別支援対象の生徒が１名い

る。学習の苦手な生徒のつまずきを減らせるよう要点を押さえ、学習内容の定着に努める必要があ

る。

7. 指導観：

本単元は授業中には行えない野外観察を含むが、校区には特徴的な地形があり、近隣には丹波層群

が広がっている。以下の指導を行い、学校外においても継続的観察を行えるようにし、地球規模から

地域に立ち返って考えるようにしたい。

A. 大地の成り立ちと変化についての基礎知識、基本的な観察・記録の方法の定着

B. ICTやモデルなどを使った模擬的な観察による空間的概念・時間的概念の獲得

C. 現象の理由を考える場面の設定と、知識を活用した防災・減災という視点の育成

また、集団づくりの視点も踏まえ、ペアワークやコミュニケーションボードを使った班活動での

説明・発表をとり入れ、相互に学びあえ、高めあえられるような場面設定を行う。本単元ではすで

に、火山の形や色が山によって異なる理由の記述、火成岩のつくりが異なる理由の説明、震度とマ

グニチュードの違いを小学生がわかるような説明するなど、毎回の授業で生徒同士の活動を取り入

れてきた。生徒には思考をすることは習慣づいており、何回も積み重ねることで、できるという実

感を持たせ、自信につなげたい。



8. 本時の展開

（1）本時の目標

地層の重なりと過去の様子に関する事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識を持って観察

を行い、地層の重なり方や広がり方についての規則性について自らの考えをまとめることがで

きる。

（2）本時の評価規準

地層の観察結果から、過去の変化を推測し、自らの考えを表現している。【思考・表現】

＊詳細な規準については別紙（様式３）参照

（3）本時で扱う教材

使用図書：教科書（啓林館 未来へひろがるサイエンス１）

使用器具：パソコン、プロジェクター、アズキ火山灰資料２枚

（4）本時の学習過程

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点

評価規準(評価方法)

【関＝関心・意欲・態度、

思＝思考・表現】

10 分

導入

ペアワーク（振り返り課題）

Ｑ１示準化石、示相化石

について

Ｑ２かぎ層について

・教科書 P85 の写真の露頭

を見て、大阪でも泉北丘

陵や千里丘陵で、かぎ層

とともに見られることを

確認する

・市内郡山小学校の地層表

面を観察し、アズキ火山

灰層を確認する

・ペアで交互に語句の説明

をさせる

・写真のスライドを見せる

・アズキ火山灰は９０万年

前のもので大阪全域に広

がっていることを伝える

・茨木市の地図を提示する

・都市では実際の地層の様

子は見られないので、ボ

ーリングの結果を使うこ

とを提示する

10 分

展開Ⅰ

・近距離の２点間のボーリ

ング調査の結果から、地

下の地層の様子を作図に

よって調べる方法を知る

・プリントを配る

・プリントに記載した方法

に沿って、見本を示す。

・火山灰の層があり、地下

でつながっていることを

確認する

25 分

展開Ⅱ

[実習]

・市内南部に位置する平野

部の地域の４つのボーリ

ングデータをもとに、広

域の地層の様子を作図す

る

・班で１番最初にできた生

徒の結果と考察１まで確

認する

・作図から気づいたこと、

わかることを考えさせる

課題：茨木市の地下の様子から過去にどんな大地の変化があったことがわかるか？



・考察１として、作図結果

より、データがない位置

での地層の推定と、この

地域の地層の形成年代を

決めるために必要な情報

を考える

・考察１を発表する

・考察２として、Ｘ地点の

地層が古いか、新しいか、

これだけでは判断できな

いかを考える

・考察２を発表する

・Ｘ地点の実際のボーリン

グのデータを示す

・A、B地点と X地点の標高

差を考慮した図を提示す

る

・コミュニケーションボー

ドを配り、個人で書いた

考察２について、各班単

位でまとめさせる

・実習で調べた付近の、地

下40ｍ近くでアズキ火山

灰が見られるボーリング

結果を提示する

５分

まとめ

・考察３として、新しい資

料を考慮して、再度、Ｘ

地点の地層が古いか、新

しいかを考え、茨木市広

域の大地の変化を考える

・個人でプリントにまとめ

させ、提出させる

・地層の観察結果から、過

去の変化を推測し、自ら

の考えを表現している

か。【思】

（実験レポート）

（5）板書計画

どんな大地の変化があったことがわかるか？

○新 アズキ火山灰

○古

○判断できない

スクリーン
紙資料１

紙資料２



（様式２）

学年 単元 評価場面

第１学年 （2）大地の成り立ちと変化

関心・意欲・態度 思考・表現 技能 知識・理解

火山と地震、地層の重なりと
過去の様子に関する事物・現
象に進んでかかわり、それら
を科学的に探求するとともに、
事象を日常生活とのかかわり
でみようとする。

火山と地震、地層の重なりと
過去の様子に関する事物・現
象の中に問題を見いだし、目
的意識をもって観察、実験な
どを行い、事象や結果を分析
して解釈し、自らの考えを表現
している。

火山と地震、地層の重なりと
過去の様子に関する事物・現
象についての観察、実験の基
本操作を習得するとともに、観
察、実験の計画的な実施、結
果の記録や整理など、事象を
科学的に探究する技能の基礎
を身に付けている。

観察や実験などを通して、火
山と地震、地層の重なりと過
去の様子に関する事物・現象
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
付けている。

・火山噴出物に関心をもち，積
極的に調べようとする。

・実際に起こった地震に対して
関心をもち，震源や震央，地
震の被害について調べようと
する。

・化石の写真や標本に関心を
もち，意欲的に学習に取り組も
うとする。

・プレート境界に火山や震央
が集中していることに関心をも
ち，その原因を調べようとす
る。

・マグマの性質と火山の形・噴
火の様子・噴出物との関係を
推測することができる。

・火成岩の色の違いが，造岩
鉱物の違い(種類と含有率)に
よることを捉えることができる。

・断層や段丘などから，大地が
過去に力を受けたことを推測
できる。

・火成岩の組織や鉱物を観察
し，その特徴をスケッチで示す
ことができる。

・地震計の記録から，等発震
時曲線をかくことができる。

・堆積岩を適切に観察し，その
特徴を記録することができる。

・火山岩と深成岩の組織の違
いを，その成因などと関連づ
けて理解する。

・地震のゆれの特徴を，地震
計の記録と関連づけて理解す
る。

・地震のゆれの強さや規模
は，それぞれ震度やマグニ
チュードで表すことを理解す
る。

・地層の広がり方を，粒の大き
さの違いに注目し，時間的，空
間的に理解する。

行動観察
記述分析

行動観察
記述分析
ペーパーテスト

行動観察
記述分析

ペーパーテスト

十分満足できる
（Ａ）

火山噴出物・地震・化石・プ
レートなどに関心を持ち，実物
を観察したり，文献で調べたり
し，日常生活とつなげようとし
ている。

マグマの性質と火山の関係・
火成岩の色の違い・断層や段
丘などについて，具体例をあ
げ，成因などの理由の記述と
他者への説明をすることがで
きる。

火成岩・堆積岩が分類の観点
で適切にスケッチや文章で記
録している。また，20秒ごとの
等発震時曲線を，なめらかな
曲線で同心円状にかくことが
できている。

火成岩のつくり・初期微動と主
揺動・震度とマグニチュードの
違い・風化と侵食と堆積を，そ
れぞれ区別し，時間的・空間
的意識も含めて理解している。

概ね満足できる
（Ｂ）

火山噴出物・地震・化石・プ
レートなどについて，実物を観
察したり，文献で調べたりして
いる。

マグマの性質と火山の関係・
火成岩の色の違い・断層や段
丘などについて，成因などの
理由の記述ができる。

火成岩・堆積岩がスケッチス
ケッチや分類で記録している。
また，等発震時曲線をおおむ
ねかくことができている。

火成岩のつくり・初期微動と主
揺動・震度とマグニチュードの
違い・風化と侵食と堆積を，理
解している。

指導の手立て
（Ｃ）

日常生活につながっている例
を示し、詳しく調べさせる。

教科書や資料集の図を示し、
文章でわかることを説明する
よう促す

スケッチの描き方を復習する 語句の意味を確認し、グルー
プなどを図示化する

観
点
別
学
習
状
況
に
つ
い
て

教科

理科

評価規準に盛り込むべき事項

単元の評価規準

評価方法



（様式３）

学年 単元 時数 評価場面

第１学年 1活きている地球 １３時／１６時 大地の変化を推測しよう

科学的な思考・表現

地層の観察結果から、過去の
歴史を推測し、表現することが
できる。

実験レポートの記述

Ａと判断するポ
イント

地層の新旧を推測する際に、
かぎ層の位置の確認のために
必要な資料が足りないことを指
摘できている。

Ｂと判断するポ
イントと具体例

複数の柱状図から広域の地層
のようすを示し、データがない
位置の地層の様子を推測し、
アズキ火山灰の層の位置か
ら、隆起や沈降などの変化が
起こったことが指摘できてい
る。

Ｃの生徒への
指導の手立て

地層の連続性を教科書の図な
どを示して、確認させる

具
体
的
な
事
例

教科

理科

評価観点

評価規準

評価方法



1. X 10 m

2

X 10 m

10 m

X

A

X 10 m

X 10 m
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一授業一実物のすすめ

大池小学校 熊谷 弘美

１．はじめに

理科の学習では、「モノ」を対象にして、知識や表現力、思考力を育む。そんな

理科の学習が、教科書などの二次元だけで良いのか。勿論良いはずなどない。私は、

ある先輩教師が「毎回何か実験をしたり実物を見せたりしている。」と仰っていた

のを聞き、自分もそれに挑戦してみようと思い、取り組んでみた。その実践を紹介

する。

ただし、１年間に行わなければならない内容に対して時間数には限りがあるの

で、児童が自分の手で行う実験だけでなく「児童が実物にふれる機会」とし、ある

程度の余裕を持たせて目標を定めた。

・教科書に載っている実験・観察は、当然児童の手で実験を行う。

・児童の手による工作等の物作り。

・教師による演示実験や、関連する試料 (実物 )を見せる。(導入や学習の終わり等 )

これらのどれかを必ず１時間の中に入れられるように努めた。

また、実験・観察等の活動がしたままにならないよう、各単元ごとに児童が自分

で考え、その単元見開き１ページにをまとめる時間を設けた。

２．実践記録

(1)例１ 6 年生 1 学期

単元名 時間 種類 担当 内容

１

ものが

燃える

とき

１ 演示 教師 紙の鳥を燃やす。空気中の時とびんの中の時

で、違いに気付かせ、原因を予想させる。

２・３ 実験 児童 びんの中でろうそくを燃え続けさせるにはど

うしたらいいか。

４ 練習 児童 気体検知管の使い方。

５ 実験 児童 物が燃える前後の気体の成分を調べる。

６ 実験 児童 空気中と酸素中でろうそくを燃やして違いを

調べる。

７ 演示 教師 二酸化炭素中でろうそくを燃やした場合の燃

え方。石灰水と二酸化炭素の反応の紹介。

８ 実験 児童 ろうそく以外を燃やした時にも二酸化炭素が

発生するか調べる。

９ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

２

ヒトや

動物の

体

１ 体験 児童 深呼吸

２ 実験 児童 すう息(空気)とはく息の成分の違いを調べる。

３ 実験 児童 パンはだ液でどのような変化をするか。

４ 演示 教師 人体模型（消化管）

５ 演示 教師 人体模型（血の巡り）・心臓の仕組みの(逆流し



ないようになっている)ポンプ。

６ 観察 児童 脈を測る。心臓の音を聞いてみる。

７ 工作 児童 人体解剖図を作る。

８ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

３

生物と

かんき

ょう

１ 練習 児童 葉へのアルミ箔の付け方

(1，5) 実験

準備

児童 葉へのアルミはくの設置(実験前日下校時)、取

り外し(実験当日朝)

２ 実験 児童 葉にデンプンができているか調べる。

３ 練習 児童 葉へのビニール袋の付け方

(3，5) 実験

準備

児童 葉にビニール袋を設置し、息を吹き込み、テー

プで閉じる。(本時より前の休憩時間)

４ 実験 児童 ビニール袋の中の気体の成分を調べる。

(5，5) 実験

準備

児童 葉へのビニール袋を設置。(本時より前の休憩

時間)

5 観察 児童 葉に設置したビニール袋の様子を観察する。

６ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

(2)例２ 6 年生「大地をさぐる」「大地の変化」の単元

「大地をさぐる」

時間 種類 担当 内容

１ 観察 児童 化石の観察・スケッチ。

２ 演示 教師 堆積実験機により、異なる粒の大きさの砂を水と

ともに流し、砂の積もり方を観察する。

３ 観察 児童 水の働きによる粒子の分かれ方。(ペットボトル。)

４ 観察 児童 れき岩・砂岩・でい岩を観察・スケッチしする。

５ 観察 児童 顕微鏡で火山灰を観察・スケッチする。

６ 観察 児童 地層の資料を観察する。

７ 観察 児童 学校のボーリング資料を観察する。

演示 教師 学校の地質柱状図を見せる。

８ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

「大地の変化」

時間 種類 担当 内容

１ 演示 教師 歯科印象材による火山の噴火のモデル。 ※１

２ 演示 教師 富士山付近のモデルによる、溶岩流の被害の想像。

３ 観察 児童 火山弾の観察

４ 演示 教師 小麦粉とココアによる断層のでき方モデル ※２

５ 実験 児童 「紙ぶるる」による地震に強い家の構造を調べる。※３

６ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

３．実践をしてみて



これらを試みてみたが毎授業の感想を見てみると、やはり児童が自らの手と頭を

使いながら学習に取り組むことにより、意欲的に取り組めたようである。また、理

科に対する興味や関心を湧かせ、教科書にはのっていなかった実験方法を考え付い

たり、単元をまとめてから新たな疑問が生まれたりと、よりゆ楽しく取り組むこと

ができていたようである。毎時間に実験・観察道具を準備し、予備実験・観察をす

るのは大変なことではあるが、児童が理科に意欲的に取り組むようになってくれる

ならば、その価値は十分にある。従って、これからも、できる限り毎授業に児童が

実物にふれる機会を組み入れていく。

注釈（もっと詳しく知りたい方へ）

※１歯科印象材による火山の噴火のモデル。

「歯科用印象材を使った火山形成モデル実験」

考案：北海道立理科教育センター地学研究室研究員 境 智洋

http://www.ricen.hokkaido-c.ed.jp/411kenkyuukiyou/vol16/53sakai.PDF

※２ 小麦粉とココアによる断層のでき方モデルの詳細は、

「小麦粉を用いた断層モデル実験」岡本義夫

http://www.osaka-c.ed.jp/kate/rika2/regional-c/kyouzai/earth/earth-10.pdf

※３「紙ぶるる」は、以下からダウンロードできます。

「ぶるるくんのじこしょうかい」名古屋大学福和研究室

http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/laboFT/bururu/index.htm



育てよう！「考えるカラス」

天王小学校 宮﨑 悠

１．「考えるカラス」なった私

「考えるカラス」とは NHK E テレの番組名である。オープニングでは、細い筒の中の

水に浮かんだエサを、カラスが知恵を働かせて取って食べる映像が流れる。それがこの番組

名の由来になっているようであるが、ホームページの番組紹介には、『科学の知識ではなく、

「考え方」を学ぶ番組です。』とある。内容は様々な科学的現象を捉え、その課題を観察→

仮説→実験→考察するという流れで進行される。そして最後は必ずこのセリフで終わるのだ。

「ここから先は自分で考えよう。これからは、みんなが考えるカラス。」つまり、番組内で科

学的現象の解説をせず、視聴者に投げかける形である。今までわかりにくいことをあの手こ

の手を使って、少しでもわかりやすく伝えようという番組にはたくさん出会ってきたが、一

見乱暴にも思えるこの番組の構成に、初めて見た時はとても衝撃を受けた。もちろん次回に

解説される様子もなく、モヤモヤした気持ちも残った。しかし、後から考えると、解説がな

かったからこそ、私はその現象のしくみが気になって気になって、時間があるとそれをずっ

と考えてしまっていたように思う。それは元々理科好きだということもあったかもしれない

が、まさに私が「考えるカラス」になったのだ。

２．理科のおもしろさに気付く

小学校理科の現行学習指導要領には「自然に親しみ，見通しをもって観察，実験などを行

い，問題解決の能力と自然を愛する心情を育てるとともに，自然の事物・現象についての実

感を伴った理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。」とある。今まで私がしてきた理科の

授業は、どれだけこの目標を意識できてきただろうか。日々の多忙さを言い訳に、教科書に

載っていることを順番通りに教えることで精いっぱいだったように思う。しかし、実験や観

察の必要性を示さず、“教科書に載っているからやる”というのでは、どうしても児童自身も

「やらされている感」が拭えないと感じる。結局は理科に対して受け身な児童を育て、自主

的に「学びたい」と思わせることができずに、科学的な思考力を養わせることができていな

かったように思う。幸い私自身は前述の通り、理科が好きなので、授業をすることに何の抵

抗もなかったのだが、先生方の中には理科に苦手意識を持つ方もおられるかもしれない。ど

うすれば教師自身も児童も興味・関心を持って理科に取り組み、そして児童に思考力を養わ

せることができるのだろうか。それについて、現在私が出した答えは、教師も児童も理科を

「楽しむ」ということだった。そんなことは“当たり前”で、またそれが“難しい”と思わ

れるだろう。しかし理科とは、科学とは、苦手な人にとっても純粋に「おもしろさ」を感じ

られる要素を元来持っている。その要素とは

(1)現象自体のおもしろさ ex.松ぼっくりがペットボトルの中に入っている。

(2)しくみ自体のおもしろさ ex.松ぼっくりがしぼんでいる時に入れた。

(3)現象としくみをつなぐおもしろさ ex.なぜ松ぼっくりがしぼむのか。

ではないかと思う。つなぐとは現象を起点とし、疑問を自分で考えたり、調べたり、友達と

話をして一緒に意見を述べ合ったり、共感したり、そして実験をやってみて自分の仮説を立

てたり…、“しくみ”にいたるまであれやこれやと考えることだ。つまり、(1) (2)は興味・関

心に、(3)は思考力につながっていく要素なのである。まず、教師がこの「おもしろさ」に気

付く必要がある。では児童に“気付かせる”には、どうすればよいのだろうか。

３．おもしろい理科“遊び”を目指して



私は現在、算数習熟度加配で担任を持っておらず、理科を教えたくとも教えられない。そ

こで現状を逆に活かし、授業以外のところで理科の「おもしろさ」を伝えようと考えた。教

室前の廊下を利用して「算数広場」「理科広場」なるコーナーを設け、児童が設置されている

ものを自由に触ったり、観察したりして遊ぶことができるようにしたのだ。「理科広場」には

現在、以下のものがある。

(1)松ぼっくりを調べる(掲示)

・ペットボトルに松ぼっくりを入れたもの

・松ぼっくりのかさに種子が挟まったもの

・乾燥させた＆水につけた松ぼっくり

(2)どんぐりおもちゃ（体験・製作）

・どんぐりやじろべえ

・どんぐりゴマ

・どんぐり笛

(3)タネモデル(体験・製作)←発泡スチロールをスライスして使用

・ニワウルシ

・ラワン

・アルソミトラ

・マツ

(4)ふしぎなシート(体験)←偏光板とビニール

(5)目の錯覚(体験)

・立体掲示

・ミラーボックス

・３Ｄボックス

(6)空気の重さ(体験)←空き缶とシリコン材

(7)コイン転がし(体験)

(8)ファラデーモーター(観察) 2013 年 12 月末の時点

(掲示)や(観察)は見て、(体験)は置いてあるものを実際に触って考えて、現象を楽しんだり

するもの、(製作)は希望者に作ってあげたり、機会を設けて一緒に作ったりするものだ。も

ちろん理科の授業に直結する内容のものばかりではない。むしろ、小学校ではあまり取り扱

わないものも多くある。しかし、休み時間になると多くの子ども達が見て触って遊んでくれ

ている。中には疑問に思ったことを直接聞きに来てくれたり、自分の仮説を披露してくれた

りする子もいる。友達と相談をしたり、協力して遊び方のアイディアを出し合ったりする姿

も見られる。そしてそれは１年生から６年生までが遊んでくれている。そんな様子からは学

年や授業という枠は関係なく、むしろ遊びの延長だからこそ、あれこれ操作して考えられる

という、その有効性の高さを示してくれた。改めて感じたことは、理科の「おもしろさ」に

気付くきっかけは、身の周りの環境であったり、些細なことを不思議に思えるかどうかにあ

るのではないかということだ。もちろん理科の時間には、より専門的な道具や薬品を使うこ

ともあるので、「おもしろさ」を伝えるのに効果的である。しかし、やはり多忙な毎日、限ら

れた授業の中に興味・関心も思考も知識も全て盛り込むことが少し息苦しくも感じる。もし

“遊び”の中で「理科」への興味・関心を高めることができ、思考の練習もできていたのな

ら、よりスムーズに「理科」の授業につなげることができるのではないだろうか。だから、

私はおもしろい理科“遊び”を作ることを目指したいと考える。

４．大きな渦に！



この３学期には教室前の「理科広場」のスペースを超えて、２つの大きな取り組みを行っ

た。

まず科学クラブ主催で、アルソミトラのタネモデルを作成した。職員室前と教室前に案内

を掲示して、全学年の目に触れるようにし、参加申込み制にした。教室配置の関係もあって

か、多かったのは１年生と５年生だったが、低学年から高学年までの申し込みが多数あった。

時間もクラブとは別枠で休み時間に児童を集めて行い、当日参加希望者も受け入れたので、

総勢５０名ほどの参加だった。薄くスライスしておいた発泡スチロールにアルソミトラの種

の形を描いておいたので、参加児童はハサミを持ってきて切り抜くだけ。後は先端にクリッ

プをつけて完成である。元々「理科広場」にも置いていたものだったので、遊び方はすぐに

理解してくれた。みんな、自分専用のタネモデルができて嬉しそうな顔で帰っていった。

もう一つは保健の先生と一緒に手洗い指導を行った。これは１年生全員と保健委員に所属

する子ども達の体験だ。まず、給食に出たみかんの皮を保管してもらい、手洗い指導の直前

に手にこすり付けてもらった。それをブラックライトに当てると、みかんの成分に反応して

手に付いた所が黄色く光る。それをウィルスと見立てて、各自手洗いをした後、もう一度ブ

ラックライトにかざすというものだった。みかんの皮はオイル成分も含まれているので、簡

単な手洗いでは落ちない。まだ黄色く光る部分がある自分の手を見ながら、おもしろいやら、

バツが悪いやら、不思議そうな顔で見ていた。最後に正しい手洗いの方法を保健の先生から

確認してもらい、感染症などへの注意喚起をして終わった。

どちらも「理科広場」同様、「理科」の授業から離れた視点でのアプローチを試みた。また

「理科広場」内にも不思議に思ったことを調べやすいように、図書室に置いてある本の紹介

をつけてあるものも作った。これらの意図は、一人の呼びかけではなかなか全体に広がりに

くい所を、他の人や組織と連携することで学校全体を巻き込むような大きな渦へと成長させ

たいと考えてのことだ。そしてそれが、児童へ、また「理科」の授業へと還元されるといい

なと考えている。

５．育てよう！「考えるカラス」

授業以外で私達がまずできることは、理科の「おもしろさ」に気付きやすい環境設定をし



て、実際に触れる機会を作ってあげることではないかと思う。当然その機会が多ければ多い

程、児童が興味・関心を持つ機会も増えるということになるだろう。しかし、理科が苦手な

先生は負担に思われるかもしれない。そんな時は府や市の理科研修や市教研理科部会に是非

一度顔を出し、その中から１つでもいいのでネタを持ち帰って、実践してみてほしい。先生

自身が子どもと同じように遊び、考えていると、そこから授業への興味につながり、幅が広

がっていくのではないだろうか。ただ１つ心に留めておいてほしいことは、理科はショーの

ように先生が頑張っておもしろくするだけの科目ではないということ。子どもに与える課題

は難しすぎると興味を持ってもらえず、簡単に答えを教えると自分で考える練習にならない

と思う。「楽しい」教材、「おもしろい」教材をどのように児童に提供するかをじっくり考え

てみてほしい。それはまさに「考えるカラス」の番組のように、興味を引き付けておいて、

大事な所でシャッターを下ろすことも必要だと考える。

様々な機会に理科の「おもしろさ」に触れた子ども達は、ちょっと覗いてみようと教室前

の「理科広場」にやってきてくれる。今日も「理科広場」にある遊び道具の解説を聞きに来

る子たちに、私は簡単には答えを教えない。笑顔を返しながら、心の中でこう答えるのであ

る。「これからは、みんなが考えるカラス。」

(画像元： (Japan Broadcasting Corporation) http://www.nhk.or.jp/rika/karasu/ )
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■ 対象 
 茨木市内在住・在学の小学生・中学生 
 

■ 作品について 
  ●工作部門 

   科学的な観点を含んだ工作物 

  ●レポート部門 

   画用紙などに写真、絵、グラフなどを 

   含めて展示できる形式にまとめられ 

   たもの 
 

■ 応募方法 
 茨木市教育センターのホームページにあ

る応募用紙に記入の上、提出ください。 

 

■ 提出期間 
 ８月２６日（月）～９月６日（金） 

 

■ 提出先 
 所属の小・中学校 
 

 

■ 審査について 
 学校内審査を経た後、教育委員会関係者に

よって審査を行います。 
 

■ 表彰について 
 ｢小学校低学年｣｢小学校中学年｣｢小学校高

学年｣｢中学生｣の分類に分けた上で、表彰しま

す。 
 

■ お問い合わせ先 
 茨木市教育センター 

  Tel 072-626-4400 

  (月曜～金曜 9:00～17:00) 
 

■ 個人情報の取り扱い 
 応募いただいた方々の個人情報については、今回の科学賞に

関する連絡（結果通知、取材等）、作品の返却以外には使用い

たしません。 
 応募票に記入いただいた学校名、学年、氏名は市のホームペ

ージ、作品展示等で公表することがあります。 
 提出いただいた作品につきましては、ホームページ等で内容

の一部を公開することがあります。 
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