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１月２７日 広島なぎさ中学校・高等学校 

参加 ： 佐々木 星野 堀内 木本 田中 福田 宇根 脇田 坂本 平田 森 土肥 

     山口克雪 浜崎 塚本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 △今回も…実は、「とうふ」を食べています。例のとうふではなく、極々ふつうのとうふ。 

  久々のなぎさ中高での例会で、たくさんの参加がありました。 

 

１．話し合いを重視した理科授業の組み立てについて          佐々木さん 

 〇以下ほぼ原文 

 以前の授業は「質問」を唐突に出し、それに対する解答を導くための実験を示し、最後の

段階で「まとめ」をして教え込むというスタイルであった。これでは生徒自身が理科を楽し

み、身のまわりの自然現象と理科の学習を結びつけて考える力を身につけることはできない

と考えていた。 

 観察や実験で知りえた情報を客観的に「結果」として記述し、それらを基に実験の現象や

課題について「思考」し、その内容を自分の言葉で論理的に「表現」することが「考察」で

ある。これは、理科の学習過程において最も重要な活動であると考えている。「考察」を充

実させる手立ては何か、今年度の実践の一つを伝えたいと思う。 

 

〇そのために二つの手立てを考えたとのこと。 

手立て① 生徒と友に単元計画を立てる  

 授業に対する生徒の目的意識を高めるため、単元の最初に know（知っていること）と want 
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to know（知りたいこと）を書きだした。そして、この単元における既習事項は何か、これ

から学習していく事はなにかを生徒と共に確認する時間をつくった。さらに、「この単元を

学習した後、まとめとしてどんな活動をしたいか」と

問いかけ、単元の終わりに２時間程度、生徒が学習し

た内容をを表現する時間をつくった。 

手立て② 話し合いの時間を作る  

 授業の中に話し合いの時間を作るようにした。個人

で考える時間をとり、班で共有し、クラス全体で発表

するというスタイルを続けた。 

 

〈単元計画〉 

単元名 身の回りの物質 

第４章 物質の状態とその変化 （全６時間） 

 １節 物質のすがたと変化 

     実験 エタノールの状態変化 液体⇔気体            １時間目 

     実験 ろうの状態変化 固体⇔液体 

       →状態変化において、体積は変化するが質量は変化しないこと 

     話し合い 物質をつくる粒子を〇として、物質の三態を表現してみよう 

                                    ２時間目 

 ２節 状態変化と温度 

     実験 エタノールの沸点の測定                 ３時間目 

       →実験方法やグラフの書き方 

     話し合い ①沸騰するまでに加えた熱エネルギーは何に使われた？ ４時間目 

          ②沸騰している間に加えた熱エネルギーは何に使われた？ 

 

     実験 混合物の分離（蒸留）                  ５時間目 

       →実験を終え、結果を書くだけで終了 

     話し合い なぜ取り出した液体の燃焼の様子に差が生まれたのか  ６時間目 

 

〇話題になったことなど 

・エタノールの液体⇔気体は傘袋などでやるが、これはメタノールでやると変化が安定して

観察できる。ただし、気体には注意。よって、教師の演示。 

・エタノールの沸点測定を枝付きフラスコでやらないのはなぜ？沸点ということに集中する

ため。 

・混合物が沸騰するときは沸点の低い方から順に沸騰？いや、沸点がだらだらと変化する。

（ただし、エタノールの濃度が９６％の場合は沸点が変化しなくなるらしいです。） 

・２時間目の話し合いで、液体が気体になるときの体積変化を粒子〇が大きくなるモデルで

表す生徒もいるようです。そうではなく、〇が飛び回るモデルにしたい（？）わけですが、
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そこをどのように落ち着けるかは論議にはなりませんでした。 

・生徒のプリントには「粒子が持っているエネルギー」が固体・液体・気体の状態で異なる

のだという説明文が載っています。ただ、授業ではエネルギーそのものについての学習はし

ていないとのことでした。説明文についても授業では読まず、気になる生徒が自分で読むと

のことでした。 

・この段階で、原子という言葉は使っていなくて、粒子で通しているとのこと。 

・物質の状態とその変化の章に６時間はなかなか使えないとの感想もあった。 

・生徒の発表に時間がとられて（こういう時間は意外に膨れるものです）収まらないことに

ついては、いろいろ工夫があるようです。参加者からは、班から他の班へ行って説明をさせ

るパターン（ひょっとしてジグソー？）などの例も出されました。また、班内で誰が司会を

するか、誰が記録をとるかなどはあらかじめ決めて、無理やり？にでも参加をさせるそうで

す。 

 

今回のレポートで、発表の佐々木さんからは以下の提示がありました。 

①話し合う場面はこのような設定でどうなのか。 

②この小単元の学習を理解するためにこの実験は適切か。 

③生徒が意見を共有するための手法でおすすめはないか。 

 

 私たちはサークルで論議するにあたり、何をどのようにという視点で話しを進めていくの

が常です。話題によっては「何を」の部分に議論が集中することもあり、「どのように」の

部分に集中することもあります。上の①～③を見る限り、今回の主な関心は「どのように」

の部分にありそうです。ただ、「どのように」は「何を」と切り離しては存在しません。た

とえば、３時間目の沸点測定では沸騰している間は温度が変化しないことをなるべくシンプ

ルに示す方法として枝付きフラスコではなく試験管が使われました。 

 また、たとえば、加熱を湯浴でやっていますが、温度計を２本使って湯浴の温度も測定す

るという方法も考えられます。そのねらいは、エタノールの温度は、まわりが上がっても、

上がらないことをはっきりさせるためです。 

 佐々木さんは生徒をプレーヤーにするための１つの手立てとして、共に単元計画をたてる

ことと、話し合いをさせることを年間を通して実践されました。残念ながら、今回の例会で

はこの手法と内容をうまくリンクさせた論議ができなかったのは今後の課題だと思います。 

 

２．目黒寄生虫館に行きました                     田中さん 

 科教協委員会に参加するため東京に行ったついで？に目黒に立ち寄ったとのこと。最近は

デートスポットにもなっているそうなので、同行の木本さんと…まぁ、それはそれとして、

名前を掲げるだけあって、中は寄生虫だらけのようです。大まかな分類だけでも１１種類、

さらにその中を分けて４７種類の展示があります。 

 田中さんによると、寄生虫全体からみればヒトにとって有害なものはごく一部だそうです。

日本にはほとんどいなくなってしまった回虫は世界では８００億人もの感染者がいるとか。
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例会では、自分の体でわざと飼っている人

もいるとか、美容にどうだとか、アレルギ

ーにどうだとかあれこれ話題になってい

ました。 

 右の写真は回虫（ウェブから） 

 

３．とうふの作り方    宇根さん 

 小学校の特別支援学級でのとうふづく

りの報告と味見です。学級の男子生徒は釣

りが大好きで、先日は学校のグランドから

投げて、なんと３０㎝級のチヌを釣り上げたとそうです。学校のそばは海です。チヌ釣りは

「授業」らしいです。さて、本題。国語の教科書に「姿をかえる大豆」という教材がありま

す。それに関して、総合的な学習の時間に「大豆のパワーをしらべよう」という単元を設定

されました。 

 大豆について調べる  ２時間 

 洗って水につける   １時間 

 豆腐を作って味わう  ３時間 

 まとめ        ２時間 計８時間です。 

 

 で、最初の写真のように例会での味見となりまし

た。普通にとうふでした。 

豆腐はなぜ固まるかという問いの答えは「塩析」らしいです。塩析はブリタニカによると、

「主として有機物の水溶液に可溶性の塩類を溶解させて，溶質を析出させること。この現象

は，加えられた塩類が水分子と水和して，溶質と水和している水分子を奪い取る (脱水効果) 

か，あるいは溶質粒子の表面が荷電しているときは，その電荷を塩類のもつ反対電荷で中和 

(中和効果) して，溶質の溶解度を減少させることにより起る。水分子をよくひきつけて安

定化している親水コロイドの場合によくみられる。石鹸水溶液に多量に食塩を溶かしこんで，

石鹸を析出させたり，蛋白質の水溶液に硫酸アンモニウムを溶かして蛋白質を析出させたり

するなど，物質の分離に利用される」とあります。とうふの場合のにがりは塩化マグネシウ

ムや硫酸マグネシウムのマグネシウムイオンが２価の陽イオンなのでこれがタンパクの端

っこのカルボン酸の陰イオン部分どうしをくっつけて巨大化するみたいです。（自信はない

…） 

 

４．変形キューブ                         山口克雪さん 

 ４個の立方体を使ったおもちゃ？です。変形キューブとか TOM CUBE などで検索すると出

てきます。なかなか文では伝えにくいグッズです。山口さんはどこで見つけたのかは言わな

かったような気がしますが、塚本は一昨年の科教協全国大会のお楽しみ広場で初めて見まし

た。写真を撮って帰り作りましたが、設計図なしでは苦しかったです。今回は山口さんが設
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計図も材料も用意してくださったのでみんなで作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立方体の部分は１００均で仕入れています。一辺３㎝の木片です。実はこの立方体の準備

がなかなかしんどいのです。もうちょっと大きいのが欲しければ発泡スチロールのブロック

も１００均にありますが形がレンガなので、切らなくてはなりません。できたものの動画が

ＨＰにあります。 

 

５．どこから見てもピッチングマシン                  土肥さん 

 そう言うからそう見えるのであって、置いてあるだけなら「何これ？」でしょう。ただ、

土肥さんが持って来るものは何でも参加者をこんな顔にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 で、その顔ですが、グッズには必ず「顔」がついています。製作者のこだわりですね。 
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その２ 発泡ビーズ入りバルーン 

 キャンドゥーで入手。ちょっと丈夫な風船の中に

発泡ビーズが入っています。ふくらませて振り回す

とこんな感じになります。静電気ですね。 

手を近づけたり、摩擦した塩ビパイプを近づけたり

して遊びます。 

 呼気でふくらませてはダメだそうです。水が入る

ので静電気がうまく起きません。ポンプも以前は 

１００均にあったのですが、なければビーチボール 

用でもＯＫ。とにかく呼気はだめ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３ バイメタルきつつき 

 バイメタルは生徒には通じないとかで、実物を見せます。熱膨張率がちがう２枚の金属を

貼り合わせたもので、温度計やサーモスタットなどに使われています（いました）。これも

１００均で温度計を購入後分解→キツツキ作成。ぐるぐるっとなっている部分をロウソクな

どで加熱するとキツツキが動きます。土肥さんによると、生徒は石を擦るタイプの１００円

ライターは使えないそうです。不器用なのとしくみがわかっていないの相乗効果？。できた

子は授業内容よりそっちの方が印象的だとか…う～ん。 

 

その４ ジャイロ効果 

 ハンドスピナーをＣＤにとりつけてあり

ます。重さの関係で裏にも１個。回転させて

ＣＤを机の上などに立てると、倒れないとい

うおもちゃ。なぜ倒れないかの説明を生徒が

面白がるかどうかは微妙ですが、とにかく不

思議さはアピールできます。余談ですが、裏

と表の回転方向は同じでないとだめです。や

ってみてください。 
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その５ 原子模型 

 卓球のボールの中に直径約５㎜のネオジム磁石が入っています。 

糊で磁石を張り付けたのは時々見ますが、これは球に切れ目を入れて

その中に磁石を入れてあります。２個くっついて分子にもなるし、黒

板に貼りつけることもできるようです。 

 

その６ 無視 

 これも１００均で売っているロウソク？の

インテリアグッズ。その光は点滅しているらし

く光を電気に変換して増幅してやると音が聞

こえます。点滅は見えないのに聞こえるのが不

思議でした。目はそういう点滅は感じないので

しょうね。目は光の周波数の違いを色で見分け

て？いますが可視光は１０14 Hz 程度で可聴

音は１０3 Hz です。可聴音ていどの点滅は無

視しているのでしょうか。 

 

６．モダマ   木本さん 

 植物は種が重要なんじゃないか。そう思うなら、教師は種ぐらい持っていないといかんで

しょ。というわけで、いや、わけなんかなくても興味のわいたものは集めるということも重

要なようです。この冬の中国大会でアルソミトラを入手。

その後、中央卸売市場でモダマを入手。生花の素材でし

ょうか。火炎樹のさやはどこか南方で入手。（塚本はタイ

で拾った） 

アルソミトラは折紙で模型もつくっておられました。以

前、発泡スチロールの薄いもので作っていた人もいまし

たね。 

 

 

 

 

 

 

 

 手に持っているのがモダマ。それと並べたカエンジュ。 

右はアルソミトラです。「く」の字に曲がった中央が種子。 

両側にうすい羽がついています。つる性らしいですよ。 
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７．報告    

 〈山口さん〉  

  冬に四国の科教協研究会に行って来られました。１２名の参加だったとのこと。高知は 

７～８名で月１回の例会が行われています。愛媛は５～６名の OB がサークルを継続中。

徳島は今はお休み。香川の情報はありませんでした。全国大会をやりませんかと誘いをか

けたそうです。ほかに、紙を切ってつくる工作もののお土産を持って来られました。 

 〈木本さん〉 

  中国大会と合宿の報告でした。合宿はカキの養殖業者さんのお話をききましたが、カキ

って養殖といえば養殖ですが、孵化させるわけじゃないし、エサをやるわけじゃないし、

変わった養殖でした。殻付きのカキを買って解剖？しました。貝柱のそばに心臓があり、

拍動も観察できます。１個１５０円ぐらいで入手できるのでアサリよりこっちの解剖が良

いかもしれません。ただ、オノ足類ですが、足はありません。外とう膜はよくわかります。 

 〈脇田さん〉 

  広島教育研究所という組織が「ヒロシマの子育て・教育」という冊子を発行しています。

その冊子に、理科教育に関する連載記事を載せるのでその原稿を書いてほしいという依頼

が脇田さんを窓口としてありました。 

 

８．事務連絡                           

★今後の予定★ 

    ２月２４日    13：00～17：00  例会     観音中 

    ３月１７日    13：00～17：00  例会     観音中 

 

   ※７月２９日        科学お楽しみ広場      五日市公民館 

 

様子はウェブでどうぞ。 

 http://www43.tok2.com/home/gutti63/index.html 

★スマホに対応しました★ 

既定のブラウザで開かなかったら、クロームか 

ヤフーを試してください。 

 

記事についての連絡先 

matsumi@ms3.megaegg.ne.jp 

報告されたレポートの原文もあります。 


