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３月１７日 広島市立観音中学校 

参加 ： 山口 塚本 木本 松本 平田 浜崎 原田 堀内 脇田 田中 

 

 今回の通信の「１．」についてはレポーターが自分で書くのは難しいので、は田中さんに

お願いして書いていただきました。「２．」からは塚本が書いています。というわけで、合作

です。 

   

１．中学校の電圧の学習                        塚本さん 

電圧の授業の話題です。印象に残ったものは，以下の６点。２時間近く討議したが，時

間が短く感じられた。 

（１）基礎的な概念は単元の中で早めに行う。（電気の単元では，「静電気」「導体と不導体」

を導入時に行う。電子の存在を確認する。）教材としては， 

①太いマジックに上にフィルムケースを置くと回転体になる。 

②ストローを使った実験  

③アルミ箔とピンセットによるはく検電器の実験。 

（２）回路図の書き方で電池は縦に書いた方がよい。図のように書く。 

（「初歩のラジオ」など電気関係の雑誌では下がアース 0V になっているも

のがほとんど。） 

（３）ア「抵抗のない導線にかかる電圧は０V なのに電流が流れるのはおかし

い。」と生徒の疑問がある。 

   イ電圧には２つの顔があり，「電源の電圧」と「１アンペアあたりの仕事量」である。

「仕事をするところには電圧がある。」を伝えたい。  

（４）１点を基準として電圧を電圧計で測る。仕事場のあるところで電圧が減ることから電

圧と仕事に関係があることが分かる。（こんな方法で今までやったことがない。けど，

わかりやすいので電圧測定の授業でやってみたい。） 

（５）ア オームの法則 電圧と電流を変えて実験を行う。教科書にある抵抗だけでなくモ

ーターや電球も測定し，なぜ V-A の関係が曲線になるかを考えさせていく。 

イ A とｍA の変換が難しい。 □A．□□□ｍA を黒板に書いて変換する。 

（６）あらかじめナットを使って熱と温度の関係について実験する。発熱用の抵抗 

はニクロム線で自作する。 
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●以下は（１）～（６）で出た意見，調べたこと，気づき。 

（１）導入は静電気 

  教科書５社のうち，静電気の学習が最初にあるのが２社，電流・電圧を学習した後に静

電気の学習が２社，単元の最後に静電気の学習であるのが１社であった。電流を教えると

きに静電気が必要であることと，静電気の授業は興味がわき楽しいことから，静電気から

始めることに異存はなかった。 

  油性インキのマジックを立て，それにフィルム

ケースをかぶせる。その上にストローを置いて静

電気の実験を行うと反発しあうことがよくわか

る。アルミ箔を５ｍｍ×15ｃｍで切り，Ｖ字型に

半分に折り，ピンセットの先にのせる。泊検電器

になる。錫箔とまではいかないが，帯電したスト

ローを近づけると開く。 

「回路の学習にはスイッチを２個入れ，両方ＯＮ

にしないとつかないことを確かめさせる。」「その

後，電球を２個入れ並列回路と直列回路の学習に

入る」そうだ。スイッチ２個の回路は，授業の導

入で使う手品の種明かしにつながる授業展開である。 

（２）回路図 

  高校の教科書で水流モデルの横の回路図は，電源を左端においていた。電位差を考える

時にはこの書き方の方がわかりやすい。高校の教科書には電源がポンプで導線がパイプ，

中に水が流れているモデルもあるそうだ。 

（３）電圧 

電圧は，１アンペアあたりの仕事量であることから，仕事をする乗り物の電源電圧を生

徒に伝える。たとえば、広島電鉄電車３両編成 600Ｖ アストラムライン（新交通システ

ム）４両編成 800Ｖ ＪＲ電車８両編成 1500Ｖ 新幹線 16 両編成 25000Ｖ プリウス

350Ｖ など。電圧が大きいと大きな仕事をしていることがイメージできる。 

（４）電圧測定の実験  

教科書会社の４社が導線と抵抗と電源の電圧を測定している。１社は，導線の抵抗は測

定していない。この１社の教科書の実験からは，電圧０ｖなのに電圧がかかり，電流がな

ぜ流れているのかという疑問は出てこない。１ページの回路図で言えば，AB AC AD AE 

AF AO の電圧を測って ADと AE の電圧は変わらないが，なぜ DE 間に電流が流れるのかと

いう疑問が生徒から出ると「この生徒は電圧のことをよく考えているな。」と思うであろ

う。オームの法則をやっていたら、「厳密には０Ｖではなくて、ほんの少し抵抗があるの

で電流は流れている。」と回答しておく。  

（５）教科書では，「１ｍA＝1/1000A＝0.001A 」「１ｍA＝0.001A 1000ｍA＝1A 」 

とあるが，□A．□□□ｍA と黒板に書いておく方がわかりやすい。 

  ２００ｍA なら、□□□に２００を入れて ０．２A となおす。 
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オームの法則を考える時，モーターや電球も実験で行う。実験１時間，グラフ記入と考

察に 1 時間必要である。モーターや電球では，グラフが曲線になるのは，他のエネルギ

ーが関係していることを考察として言えるからである。電球もいろいろな電球を持って

くる。熱を発生するセメント抵抗は，ある程度の電圧以下でしか想定していない。熱が

発生すると比例ではなくなる。 

●その他の話し合いの中で気になった会話 

・「電圧と電流の関係」とあるが，電圧と電流は無関係。 

・電気の法則は，キルヒホッフの法則，ジュールの法則，マックスウエルの方程式の３つ 

・電圧・・・仕事のあるところに電圧はかかる。仕事がないと電圧はかからない。 

・「電気を押し出すはたらきが電圧であるが，仕事をするものがないと電圧はかからない」 

・電流と電圧の関係性はないのではないか。電流と電圧は別物のようなもの。 

・「電圧は管の中を通る水のイメージと教科書にあった。ポンプが水を上にあげ，ポンプで

管に水を押し出す。水平部分の管では水を押し出す電圧のようなものは必要ない。電圧を

イメージさせるのには，管内の水の方が，川の水によるイメージよりもいいのではないか。」

という意見もあった。 

 

〇教科書（啓林）には「乾電池１個よりも２個直列につないだほうが、回路に電流を流そう

とするはたらきが大きいからである。電流を流そうとするはたらきの大きさを表す量を電圧

という」と書いてあります。そのはたらきを持っているのは電源であると読めるので、これ

は電源の電圧のことだと思います。また、「豆電球の直列回路では、それぞれの豆電球に加

わる電圧の和が乾電池（電源）の電圧に等しいことがわかる。」という記述もあるので、電

源が持つ「流そうとするはたらき」が「豆電球に加わる」と考えるわけですが、そうすると

導線部分の電圧をはかったとき実質０Ｖというのが困るわけです。ここで電気抵抗を持ち出

して説明するのは苦しいと感じています。電源の「電圧」と、各部での「電圧降下」を区別

せずに教えようとするからまずいのではないかというレポートです。（塚本） 

 

 

２．スーパーボール                          山口さん 

 洗濯のり・ＰＶＡを使ったスーパーボールをつくります。ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）

はビニルアルコールがたくさんつながったもので、サイズ的にはコロイドです。コロイドに

は水に溶けにくいタイプと溶けやすいタイプがあるそうで、このＰＶＡは溶けやすい方にな

ります。この水溶液に食塩などをどばっと入れると、溶けているＰＶＡが沈殿します。塩析

と呼ばれる手法だそうです。で、沈殿したＰＶＡを押し固めると一応？固まってボールが作

れます。豆腐をつくる方法もにがりで塩析をやっているようです。豆腐もそのままでは固ま

らないので、水を押し出して固めますが、似ていますね。 

 なんか、書いてないコツがあるようで、塚本は失敗しました。 
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３．理科の授業をどう始めるか 

〇堀内さん 

 学年全体のガイダンスの中に位置づいています。

対象は子どもですが、教員もいます。時間は２コマ

で、そのうち１０～１５分が堀内さんの出番のよう

です。他の教員が聞いていることも念頭に置いての

内容とのことです。 

科学者（フロンティア）の視点に立った考え方が

できる人になってほしいと呼び掛け、そのための心

がまえや科学の方法が語られます。例としてタマネ

ギが登場。食べている部分は根・茎・葉のどこだろ

うと問いかけます。「スーパーでは玉ねぎはどこに置いてあるかな？」などと問いかけなが

ら、類推だの検証だの比較といった方法の整理もして、合理的な結論へとつなげます。２コ

マの中の短い時間ですが、生徒にとっては知的な興奮をおぼえる内容のような気がしました。

大人が体験してもおもしろい内容です。 

〇山口さん 

 その１ 

 模造紙に自己紹介

の字を筆で書きます。

筆につけるのは「ヨウ

化カリウム水溶液に

デンプンを入れて薄

い糊をつくり、ヨウ素

の色をビタミンＣで消した」もの。乾くと白い模造紙になるので、これを黒板に貼ります。

話し始めて、タイミングをみて霧吹きでオキシドールを吹き付けると…筆で書いた文字が紫

色に浮かび上がってきます。 

  H2O2 ＋ ２KI  →   I2  ＋  ２KOH 

できた I2  とデンプンで色が出るわけです。 

 その２ 

 「ふしぎなひも」を見せて、筒の中を予想させます。これらを通じて、生徒の反応を確か

め、その後の授業などで「頼みごと」ができる生徒をさがすようです。 

〇原田さん 

 高校生物の初めの１時間です。生物

とは何かというテーマで、共通性と多

様性をキーワードに問題にチャレン

ジします。 

 ハクサイ キャベツ ダイコン 

ブロッコリー カリフラワー ワサ
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ビ （もっとあったかな）の写真を見せて、共通することを訊きます。例会で最初に出たの

は「野菜」でした。 

いろいろやりとりがあって、結局、これらはアブラナの仲間だということに行きつきます。 

 身近な例を使って共通性と多様性という概念を紹介し、これからの学習の柱の１つとする

感じでした。このあと、鼻の話が出ました。 

 高校では学ぶことが多く多岐にわたるため、中学校の理科で学ぶべきことはきちんと学習

しておかないと生徒も先生も苦しいとのことでした。 

 

〇塚本 

 最初の１時間すべてを使って何かをすることはしていません。その学年

で学習する中から自己紹介のつもりで「物」を持って行きます。去年の４

月は電気回路のおもちゃを使いました。以前、青森の野呂さんに教わった

グッズです。（彼は見せてくれましたが、しくみは教えてくれませんでし

た。教えない人なのです。）子供が勉強する理由は単純ではなく、１０人

いたら１０通りの理由がありそうです。おもに中身についての理由と中身

とはまったく無関係の理由の組み合わせみたいな感じです。中身と無関係

の理由の中には、親などからご褒美がもらえるとか、誰かに気に入っても

らえるとか、叱られるとか、部活が制限されるとか、ライバルに勝ちたい

とか、いいかっこしたいとか、どこそこの高校に行きたいとかまあ、限り

なくあるのですが、現実問題としてこれがこの年頃の子にとっては案外ば

かにならないと感じています。で、その一つに「教師に興味を持つ」もあるような気がして

こんなことをやっています。もちろん種明かしはしません。 

 

〇田中さん 

 生物とは何か、植物とは何か、そういう問いから授業に入るようですが、１時間目のメイ

ンは植物の観察です。スケッチの方法（点と線で・かげはつけな

い・ぬらない）やルーペの使い方を学習しながらサクラの花を描

きます。田舎の学校であっても自然と接する機会は意外に少ない

のが現状のようで、じっくり観察することを大切にしておられま

す。教師としては生徒の丁寧さや文章力などの情報を得ることも

できるとのことでした。 

 今年は桜の開花がとても早く、授業が始まるころはもう葉桜に

なっていそうです。つぼみのうちに冷蔵庫に入れておくと開花を

コントロールできるという話も出ました。長々とオリエンテーシ

ョンをやって、さあ授業だという段になって「花がない」という

こともあり困るという発言もありました。（なんか、以前、秋に

植物をやった人もいましたが…秋は実でしょうかね？） 
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４．連絡・協議・紹介 

（１）科学お楽しみ広場   

日時  ７月２９日（日） 

 場所  五日市公民館ホール 

 取組  現在の出展：お餅スライム 塩化コバルトでお絵かき ストロー吹き矢 一弦琴 

     カズー ブーブー風船音階つき マムシのたまご （全くたりません） 

 

（２）小学校の仲間をふやすために 

 教科書はＰＤＦ化したものが準備できています。取り組みの体制はまだ未定です。方法に

ついても検討がいるようです。 

 

５．事務連絡                           

★今後の予定★ 

    ４月２８日    13：00～17：00  例会     なぎさ中高 

    ５月２６日    13：00～17：00  例会     観音中 

    ６月２３日    13：00～17：00  例会     広島工大※ 

    ７月２１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 

   ※初等中等教育研究センター 

 

例会の様子はウェブにもあります。 

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

 

 

【鼻の話し】 

原田さんからの話題。「鼻の穴はなぜ２つあるのでしょう？」突然そう言われても、 

あたりまえの事ほど答えに窮するのです。鼻って、もともとは 4 つあったとのことで、その

証拠としてコイの鼻の写真を持って来られました。たしかに片

方に二つあります。調べたところ、この穴はトンネル状につな

がっていて、口の中へはつながっていません。進化の過程で第

3 の穴が口腔内にでき、これが呼吸器の役目もするようになり

ます。そうして、外に開いていた二つの穴のうちの 1 つは目の

中に移動し、鼻涙管となったようです。両生類や爬虫類の場合、

内側の穴は口腔内に開いていますが、哺乳類では二次口蓋が発達してのどの奥に開くように

なります。このように鼻腔と口腔が分離したことによって、外呼吸・摂食・発声の能率が高

められることになったといえます。共通性と多様性は進化と結びついているのですね。 


