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会場 観音中学校理科室

参加者 浜崎、田中、脇田、山口克、山口俊、原田、星野、塚本、堀内、坂本、松本、木本

（ ） 、 。４月２７日 土 １０連休の初日でしたが １２名の参加がありにぎやかな会となりました

実践発表はありませんでしたが、顕微鏡観察の仕方を中心に５時半まで行いました。

下の写真はムラサキツユクサの気孔顕微鏡の使い方（なぎさ中高 星野）

（ ）スンプ法 レプリカ法

セメダインか透明なマ

ニュキアを葉の表面に

薄く塗り、１～２分後

その上にセロテープを

貼ってはがす。それを

スライドガラスに貼っ

て顕微鏡観察をする。

葉の表裏の気孔数の違

いを調べるのには都合

が良い。



ムラサキツユクサの表皮の気孔を見たが、数はほとんど一緒であった。ツバキであればはっき

りした数の違いがわかる。木本は過去に液体ばんそうこうを髪の毛に塗りキューティクル細胞

を 観察したことがあっ

た この方法は細胞の形を。

と ることにた

↑ １００円ショップのマ

ニ ュキアで塗る

けているが、気孔の孔

辺細胞の葉緑体を観察するのには向かない。皮膚もやってみた。角質は見えるのでピント合わ

せの練習には良い。

体細胞分裂観察

ネギの根を利用した シャ。

ーレに水をほんの少し入

れ 脱脂綿は敷かない 根（ 。

が取りにくい ティッシュ。

が良い ）ネギの種子をま。

。 。く 暗くしなくても良い

明るすぎは禁物 春なら（ ）

ば１週間くらいで発芽す

る 夏はもう少し早い こ。 。

の根 朝１０時頃 をたく（ ）

さん取り ５％塩酸に３０、

分くらいつけて置く 塩酸。

を取り 染色液に４時間つ、

ける 根の先が濃く染まる それをスライドガラスに。 。

載せ カバーガラスをかけて押す 分裂の様子をちゃ、 。

んと確認することができた 今まで この観察はうま。 、

くいかないことが多かった 今回の例会で発表するに。

あたり 研究をしたので自分としても良かったという、

ことだった 生徒にさせるのは難しいので染色までは。

教員がすべきであること また朝１０時頃に根を取る、

ことも大切である このころは一番細胞分裂が盛んな。

のかも知れない。

乳酸菌→原核細胞（原核生物）観察



真核細胞観察をした後は、原核細胞観察（核がない）をしている。教材としてはネンジュモ

が一般的であるが、乳酸菌の観察もよい。ヨーグルトをほんの少しようじにとり（この行為は

教師が行う。スライドガラスを持った生徒をならばせる。生徒がヨーグルトをたくさんとるた

め 、スライドガラスに載せカバーガラスをかける。脂肪と脂肪の間に乳酸菌の細胞1つだけで）

なく、連鎖球菌状になっているものも観察できる。

ミクロメーターを使って細胞の大きさを確認

接眼ミクロメーターには等間隔に目盛りが刻まれている。対物ミクロメーターは１mmを１０

０等分（１㎛）した目盛りが刻まれている。細胞の大きさを測るときは、接眼ミクロメーター

を使う。ただ、接眼ミクロメーターの１目盛りの長さはわかっていない。よって、顕微鏡をの

ぞきながら対物ミクロメーターと接眼ミクロメーターを平行にして、両方の目盛りが合致して

いる２か所を見つける。対物ミクロメーターの長さから接眼ミクロメーター１目盛りの長さを

割り出す。このことを高校生物基礎で教えている。 授業プリント↓

学習コーナー

① 気孔の数について

一般的な傾向として、双子葉植物の木本では葉の裏側にのみ分布、草本では通常、葉の表側よ

りも裏側に多く見られる。単子葉植物では、表側に多いもの、裏側に多いもの、表裏の気孔の

数がほぼ同じものなど多様であるが、環境の影響による変動が大きい。水面に浮かぶ葉を持つ

植物（ウキクサなど）においては、表側の表皮にのみ気孔が見られ、水草の水中葉では気孔は



全く見られない。以上のことが書かれていた。特にウキクサやオオカナダモの気孔観察ができ

るかできないかやってみる必要がある。

② 根にうすい塩酸を使用するわけ

塩酸は強酸なので、細胞と細胞の接着が壊わし、細胞と細胞が離れやすくする。実際には細胞

壁を構成するセルロースを分解できず、細胞壁同士を結合させているペクチンを分解するに留

まる。よって、細胞壁の構造を破壊する訳ではない。細胞壁を失った植物細胞はプロトプラス

トと呼ばれ、張力が均一に働くために丸い形をしたものができるが、塩酸処理した細胞は、細

胞同士を結合させているペクチンを分解しているだけなので、四角い形をしている。濃い塩酸

や硫酸ではセルロースまで分解されてしまう。

③ 原核生物

核膜 核がない がなく DNA分子がほとんど裸のまま細胞のほぼ中心部にあり 構造的には細（ ） 、 、

胞質と区別できない生物。原核細胞からなる単細胞生物の総称。細菌，マイコプラズマ，ラン

藻類を含み，近年ではこれらをモネラ界として，動物・植物・菌類・原生生物界と合わせて５

界とする考え方がある。 核がある細胞は真核細胞。

花粉管観察（大竹中 田中）

中３で花粉管の観察がうまくいかないとい

うことで資料を持ってこられた。アフリカ

インパチェンスはまだ花粉が採れず断念。

シロツメクサもできるとあったのでやって

、 。みたが やくが小さく花粉が採れなかった

そこで咲いていたムラサキツユクサの花粉

をスライドガラスに載せる。10％砂糖水を

一滴落とし、カバーガラスをかける。10分

後に1個の花粉から管が出ていた （ガスバ。

ーナーの熱で机が温かくなっているのがよ

かったのかも。温度が関係ある？）精製水

に砂糖を溶かし，砂糖水を作るのが良いよ

うだ （水道水を使用すると，花粉管は発芽しないらしい ）しかし、たくさんの花粉で見られ。 。

ないので困っている。

サザンカの花粉を10％砂糖寒天培地に載せる。10分後、ほとんどの花粉から花粉管が出るこ

とを木本は観察している。ツバキもできるらしいのでやってみる価値がある。春先はサザンカ

はないが、まだツバキはある。4月ではムラサキツユクサは難しいという結果もあった。5月く

らいが良い 気温との関係があるのかもしれない ネギは4月に良いと書いてあるが やってみ。 。 、

る必要がある。



表： ％ショ糖 ％寒天培地花粉の発芽時間及び発芽率10 -1.5

植物名 植物発芽 発芽率(％) 実験温度 植物名 植物発芽 発芽率(％) 実験温度

時間(分) (℃) 時間(分) (℃)

ホウセン ２～１０ １００ ２５ タマネギ ５～１０ １００ １８

カ

ソラマメ ５～１０ １００ ２０ チューリッ １００ ２０１５～３０

プ

エンドウ ５～１０ １００ ２０ スカシユリ ８０ ２０６０～９０

スイート ５～１０ １００ １８ ムラサキツ １００ ２０１５～３０

ピー ユクサ

ネギ ５～１０ １００ ２０ ツツジ １５ ２５６０～９０

バラ ２０ ２０ セントポー １０ ２０６０～９０ ６０～９０

リア

（出展：東洋館出版｢身近な自然を生かした生物教材の研究｣より）

超 簡 単 ： 露 点 の 測 定 実 験 （ 浜 崎 ）

教科書は、氷を入れた試験管でステン

レスコップの水を冷やすことになって

いる。特に室温の低い冬場は実験がう

まくいかない。よって、室温と同じ水

を入れたコップに氷を１～２個入れ

て、しばらくかき混ぜて、コップの壁

に水滴がつけばOK。

準備物として割りばしに温度計を挟

んで輪ゴムなどで固定しておく。液留

め部分が氷に当たらないように割りば

しの先端よりも引っ込めておく。くみ置き水も準備しておく。

実験 くみ置き水１００ｍｌをコップに入れる。氷を入れて壁面が曇るまで棒

状温度計でかき混ぜる。2分程度で曇らなければ、氷をもう1つ入れる。この氷数

を予備実験で確認しておく。本実験では、氷の数を統一しておく。注意事項とし

て、壁が曇ったかどうかを時々指でこすって確認することと観察者が息を吹きか

けないことである。室温と露点から、飽和水蒸気量表を使って湿度を計算する。



http://www41.tok2.com/home/rikajhm/修さんＨＰに動画あり。

空気の重さ実験器を使って（向原高 原田）

、 。 。以前 空気の重さを測定する実験器を買った これに高圧空気入れで10気圧の空気を入れる

通常の空気入れは2気圧しか入れられない 下のバルブの虫ゴム部分を外して 一気に空気を（ ） 、

出すと缶が冷たくなるだけでなく空気の出る金属部分に一瞬、氷ができる。断熱膨張による温

度低下である。これを最初の授業で生徒たちに見せた。缶が冷たくなることにはびっくりして

いたが、氷ができることには感動しなかったことが残念であった。もっと大きな缶があると良

い。

空気を抜いた缶を電子天秤（小数第2位まで測れるもの）で重さを測る。普通の空気入れで5

回くらい押して空気を入れる。その缶の重さを測ると入れる前より重くなる。つまり、空気に

重さがあることがわかる。その後、水槽に水を満たしたメスシリンダーを立てる。メスシリン

ダーの中に缶の空気をすべて入れ、空気の体積を測る。そうすると空気の密度も計算できる。

次回の例会では、この空気重さ実験器をつくるので楽しみにしてください。

消えた正方形？（亀崎中 山口）

アインシュタインの写真を構成する４枚の四角形（４枚でで正方

形 を反転させる 中心部を外側へ とほぼ正方形の中に小さな正） （ ）

方形ができる （図１の左側の正方形のように）なぜこんなことが。

起きるかを考える。

図１の左は正方形の中に正方形がある 左の正方形と右の正方形は。

同じ大きさである。

図２ 図１の左の正方形を反転させる（中心部を外側へ）と中にあった正方形が消える。

図３ 図２の正方形（上）と図１の右の正方形（下）を重ねると、図２の正方形が若干小さく

なっている。その面積の差が、中心にあった消えた正方形の面積と同じである。



図１ 図２ 図３

６月３０日の科学お楽しみ広場について

出店者が２０人もいないので、できそうな方は連絡ください。

人数を増やすことが今の一番の課題です。

何をするかは決まっていないけど、これをやってと言われたら手伝う気持ちのある方は５月の

例会に参加ください。やってほしいことを伝授します。下記が出店状況。 ？は未決定です。

出店内容

お餅スライム 木本→山崎？ ・お絵かき大変身！ 佐々木 ・猫と鼠 田中 ・一弦琴 山口（ ） （ ） （ ） （

克 ・ドラミングキツツキ（宇根 ・葉脈標本（松本 ・ビュンビュンゴマ（塚本 ・ブーブー） ） ） ）

風船音階付き 坂本 ・もどり車 堀内 ・スーパーボールロケット 森 ・ぶんぶんミツバチ（ ） （ ） （ ）

山上 ・チリメンモンスター 星野 ・発泡スチロール鳥 土肥 ・マジックスクリーン 永（ ） （ ） （ ） （

田 ・魚釣り浮沈子（山口俊→岡棟？ ・回転舞踏会（木本 ・カズー（柘植 ・綿菓子（岡） ） ） ）

馬？）？（金本） チラシを参照ください。P8

今後の予定

５月２５日（土）１０時～ 科学お楽しみ広場チラシ配布準備（会場 なぎさ中高理科室）

。 、 。 。１２時半 出店伝授 昼食後 例会 近くに食堂がないので弁当が良いかも

１３時～１７時 例会 中学校授業実践・空気重さ実験器づくりなど

１７時～ 出店伝授

授業実践・おもちゃ「引っ込み思案づくり」６月２２日（土）１３時～１７時 例会 会場なぎさ

６月３０日（日）８時半～１２時 科学お楽しみ広場 五日市公民館ホール 駐車は公民館裏

（北側 玄関の反対側）に止めてください。８時には木本は来ています。

事前連絡の方（５月例会で確認）は弁当が出ます。水筒は持ってきてく

ださい。

連絡は木本（090-7124－5870）または堀内（なぎさ中高）まで。



７月２７日（土）１３時～１７時 例会 会場なぎさ 内容は未定 夜 打ち上げ

８月９日（金）～１１日（日）科教協全国大会 福岡 西南学院大学 一緒に行きましょう。

、 、 。急遽 予定が変更される場合があるので 科教協ヒロシマHPで確認ください

例会の様子はウェブにもあります。

ヒロシマＨＰ）http://www43.tok2.com/home/gutti63/index.html（
今年度（９月～８月）会費２０００円の納入をお願いします。

サークルは会費で成り立っています。


