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７月２１日（土）  広島市立観音中学校 

参加 ： 佐々木 堀内 木本 松本 宇根 山口克雪 塚本 原田 脇田 浜崎 田中 

上川 

 

 

１． 電池の学習（中３）                          松本さん 

 

（１）学習の流れ 

中学校３学年「化学変化とイオン」 

１章 水溶液とイオン 

日頃から、メディアなどで、イオンという言葉は、よく耳にするが、イオンがどのように

できて、何処に含まれているのか、どのような性質を持っているのかを考えることは少ない。

また、「マイナスイオン」＝体にいいと思っている生徒は多い。この単元でイオンの学習を

して、言葉の雰囲気に惑わされない知識や理解を身につけてほしいと思う。 

① 電流を通す水溶液は何か調べる。 

１時間目 固体の食塩に電流が通らない事を確認し、水溶液にすると電流が通る事を実際

に確かめる。電流が通った時の水溶液の変化も確認する。 

２時間目 蒸留水、塩酸、水酸化ナトリウム水溶液、砂糖水、エタノールと水の混合物、

塩化銅水溶液の６つの液体に電流が通るか調べる。→「電解質」「非電解質」

の言葉と溶質が固体とはかぎらない事を確認。 

② 電解質の水溶液に電流を通すとどのような変化があるか。 

３時間目 塩化銅の電気分解を見せて、－極から銅が、＋極から塩素が発生していること

をから、塩化銅が水溶液になっているときに、どのような粒子になっているか

を考える。→粒と電気の関係に目を向けさせる。 
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４時間目 前時の塩化銅の水溶液で、粒が電気を帯び

ていることから、青色のシミ（銅）がどちらに広がる

かを予想する。右図のような装置で電圧をかけ、イオ

ンの電気泳動から、銅原子が＋の電気を帯びているこ

とを確認する。 

５時間目 塩酸の電気分解の実験で、＋極から 

塩素が、―極からは水素が発生することを確かめる。 

６時間目 塩酸では、水溶液中に、どのような粒があるかを考えさせる。粒のモデルを

絵に描いて考える。 

③ 電解質の水溶液中での粒子はどうなっているかを考える。 

７・８時間目 原子の構造を学習し、電子を失うことで陽イオンに、電子を得ることで

陰イオンになることを学習する。 

  ９時間目 電解質が水に溶けて電離することを知る。電気分解をイオンの粒のモデルで

学習する。 

④ 電池のしくみ 

１０時間目 身近なもので電池を作る。（備長炭電池） 

１１時間目 電池のしくみをイオンの粒モデルで学習する。 

１２時間目 いろいろな電池を学習。（ビデオ１０ｍｉｎ） 

１３時間目 燃料電池の学習。（水の電気分解と燃料電池をやってみる。） 

１４時間目 【発展】金属板を使う電池を作り、より大きな電流を取り出す方法を考え

る。（本時） 

２章 酸・アルカリと塩 

（２）単 元 名     「化学変化とイオン 4 章 電池のしくみ」 

（３）本時の目標   金属板を使う電池を作り、より大きな電流を取り出す方法を考える。 

（４）本時の流れ    

 学 習 活 動   （主語は生徒） 指導上の留意点 

導 入 

以前につくった備長炭電池のつくりかたを思い出

す。 

生徒に質問をし、挙手で

発言させる。 

本時のめあて：金属板を使う電池を作り、 

より大きな電流を取りだす方法を考える 
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展 開 

実験の前に、電池の構造を考える。 

  ①電池を作るときに必要なものとその構造を考

えて、ホワイトボードに書き込む。 

  ②各班の意見を黒板に貼る。 

  ③説明できる班に説明してもらう 

④各自、自分なりに整理してプリントに書き込

む。 

【実験】用意してあるものを使って電池をつくる。 

     銅板、亜鉛板、マグネシウムリボン、 

     クエン酸水溶液、ビーカー、 

電極ホルダー、プロペラモーター 

電子オルゴール 

 

作った電池にどのような工夫をすれば、大きい電流

を得られるかを考える。 

【時間があれば、やってみる。】 

 

 

班で話し合う。 

話しやすいように、巡回

する。 

 

 

各班で協力して、電池を

作る。 

※班のみんなで準備・片

付けなどの作業ができて

いるかを見る。 

 

 

【電流の大小は、電子オ

ルゴールの音の大きさで

判定する。】 

ま と め 
電池のしくみを確認し、大きい電流を得る方法を交

流する。 

 

 

次のページは生徒用のプリント（通じない英語みたいです。正しくは Handoutと言うそうです…）。 

  

 校内で行われている研究授業としての一コマです。外部講師も来られているのですが、理

科の内容に関する指摘はなく、生徒がどのように活動するかが研究会の中心のようでした。

講師からは「授業中に手を机の下に置いている生徒は授業に参加しているとは言えない」と

いった類の指摘があり、松本さんが考えていることとはずれている雰囲気でした。例会で話

題になったことを以下に載せます。 

〇大きな電流を取り出すという目標なら、マグネシウムはないほうが良いのでないか。電圧

に着目するならあったほうが良い。 

〇何がわかったことになるのか今一つはっきりしないが、その点はどうか。松本さんは「も

やもや」で終わって良いと考えています。研究授業に参加した同僚からも「答えが知りたい」

という声はあがったようですが、生徒はどう感じたのでしょうか。 
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銅板と亜鉛版は大きさが違うものを２種類準備。プロペラモーターは回らないので電子オル

ゴールで実験しています。 

生徒のプリント：①の例 

 銅板・亜鉛板 同じ種類の金属だと電流が流れないから 

 銅と亜鉛 銅が＋極になって亜鉛が－極になるから 

 銅と亜鉛 二種類の異なった金属だから 

 銅板と亜鉛板 異なる 2 種類の金属だから 水溶液に接する面積が大きくなるから 

 

同：③では 

 水溶液に接する面積を大きくする。クエン酸水溶液尾濃度を濃くする。 

 濃度を濃くする。 金属板を大きくする。 

 亜鉛板と銅の距離を離す。 亜鉛をマグネシウムにかえる。 

 濃度を濃くする。 マグネシウムリボンにかえる。 

 

 生徒の反応から見ると、ほぼ同じ内容を思いついていることがわかりますが、だからどう

だというあたりは例会では話題にならなかったように思います。 

「より大きな電流を取り出す」と問うのと「より大きな電圧を発生させる」と問うのは違う

という意見が出ました。順序としては電圧が使う金属によって決まるが先でしょうか。例会

でもやったように、電圧計を使ってどの金属の組み合わせのとき電圧が大きくなるかを調べ

ることができます。より大きな電圧を発生させるには金属の組み合わせが関係するぐらいに

はもって行けそうです。これは松本さんの流れでは 10 時間目 11 時間目あたりでしょうか。 

【宿題】 

 備長炭電池はどういう意味で教材になるのか。 

 モーターが回らなくてオルゴールが鳴る理由。 

【おまけ】 

 たとえば 4 時間目の実験で、シミが移動するのは電場のせいではなく、拡散だそうです。

移動する側の電極でイオンがなくなるため、そっちに拡散していく現象とのこと。説明とし

てはイオンが電気を帯びているため力を受けると言いたいところですが電気化学の先生に

よるとそれは「間違い」とのことです。（例えば：化学と教育 65 巻 12 号 2017 渡辺 正） 

 今回の科教協全国大会の化学分科会でもこの点は論議になりましたし、以前の例会で山口

さんが紹介したのを思い出しました。 
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２．いつか役に立つかもしれないシリーズ                山口克雪さん 

 その１ 電池の学習にあわせてか、ダニエル電池などを紹

介されました。このダニエル電池は由緒正しく素焼きのカッ

プを使っています。要するに二つの液が簡単に混ざらなけれ

ば OK みたいです。イオン化傾

向から電池の電圧をあれこれ

するなら、ダニエル電池でな

いとだめ。ボルタの電池は単

純そうに見えていろいろな内

容を含んでいるので中身を扱

う教材としては…しかし電池

というもののスタートなので

大事にしたいみたいな話でし

た。 

 右がダニエル電池。モータ

ーはビュンビュン回ります。 

 左のＵ字型のは左右の電解液が多孔質の仕切りで分けられたもの。電極は両方とも炭素棒、

電解液は硫酸と水酸化ナトリウム水溶液。中和のときの電子のやり取りを外に導き出してい

るのでしょうか。 

  

 電池は面白いけど、何が起きているのか追及するとなかなか手強いです。 

 

その２ 光硬化性プラスチックの話題。光で硬化させるプラスチック製品が身近に出てきて

います。どうも発端は歯の治療に行かれたことらしいです。歯をけずった部分や欠けた部分

の修理？に使われているようです。市販されている接着剤の中にも商品名「ボンディック」

などがこれに該当するようです。どれも液体プラスチック（アクリレートモノマー・アクリ

レートオリゴマー）を光エネルギーで重合反応を起こさせるものです。 

 

その３ 金属磨き。10 円硬貨をみんなで磨きました。塚本も授業で何度かやりましたが、こ

の時ぐらい「忘れ物」を悔

しがる場面は見たことがあ

りません。①薄い酸で酸化

物を溶かす（省略可）②ピ

カールなどの研磨剤で磨く。

磨く布が黒くなりますが、

金属の粉は何でも黒いので

す。よって、これは表面を
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削っていることになりますね。時々きれいな布で磨くと光り具合がよくわかります。③ポリ

ッシャーサンダーという不織布で仕上げ。省略できますが、これで仕上げると、なんとなく

金色に見えます。 

 

３．竹の花その後                           山口克雪さん 

 通信に載った竹の花について越智さんからの返信を持って来られました。1972 年 9 月に四

国で土石流災害が起き、越智さんの生家は無事だったものの周囲は大変なことになりました。

その 3 年前から四国では全山ササが枯れました。花が咲くとササや竹は枯れてしまいます。

枯れると土砂の保持力が落ちるので土砂災害は起こりやすくなります。通信で紹介された豊

島は今後、要警戒ですね。 以上要旨です。 

 詳細は 9 月例会で聴けそうです。 

 

４．連絡・協議・紹介 

 仁川科学の祭典 

 日時  １１月１６日（金）～１７日（土） 

  ※場所などの詳細は木本さんまで問い合わせください。 

  

★今後の予定★ 

    ９月２２日（土）お楽しみ広場 9 時～11 時     五日市公民館 

例会・総会  13 時～       観音中 

   １０月２０日（土）お楽しみ広場 9 時～11 時     五日市公民館 

            例会     13 時～       比治山中高 

   １１月２３日（金）お楽しみ広場 9 時～11 時     五日市公民館 

例会     13 時～       観音中 

   １２月１５日（土）お楽しみ広場 9 時～11 時     五日市公民館 

例会     13 時～       観音中 

 

   １２月２６～２７ 中国大会             広島 

 

 

 

例会の様子はウェブにもあります。 

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


