
ヒロシマ      通信 2019．７・８月号 9.4 発行 

 文責 木本安彦 

会場 広島なぎさ中学高校理科室 

参加者 坂本、脇田、山口克、山口俊、堀内、塚本、浜崎、宇根、木本 ９名 

 夏休みでしたが、部活の試合などで例会参加できない仲間もいました。参加できないけど声

だけでも録音をしてほしいという要望があり、山口さんが準備してくれました。熱心ですね。

運動の授業・色が変わるステンドグラスづくり・発熱反応と備長炭電池、科学お楽しみ広場の

反省総括と盛沢山で５時を超えてしまいました。浜崎さんからは野菜の提供もありました。 

運動とエネルギー（中３）〔日浦中 塚本〕 

6 年ぶりに 3年生を持った。日浦は 2 クラスで 1クラス 20 人。もう 3 年生の授業をすることは

ないかも？！という意味ありげな始まりでした。 

提案プリント 

単元構成（教科書で拾うと以下の項目があります） 

１．力のつり合い 

 ・つり合いの条件 ・力の合成 ・力の分解  

２．物体の運動 

 ・運動のあらわしかた ・調べ方 ・力と運動 ・等速直線運動 ・作用反作用  

３．仕事とエネルギー 

 ・仕事 ・仕事率 ・エネルギー ・位置エネルギーと運動エネルギー 

４．多様なエネルギーとその移り変わり 



 ・エネルギーの種類 ・エネルギー変換 ・変換効率と熱 

５．エネルギー資源とその利用 

 ・生活をささえるエネルギー ・利用上の課題 ・有効利用 

 

１では力の合成を「矢印をつなぐ」という方法で表現しました。力の平行四辺形はその過程

で出てきます。この表現なら力が同一直線上にあってもなくても使えますし、力が何個あって

も使えます。 

 

                         スタートとゴールを結ぶと合力 

 

 

 

 

２では台車を使った実験をたくさんやりました。この部分を以下に書きます。 

 

実験１ 台車を手で押し、手が離れた後の動きをタイマーで記録しグラフをつくる。 

    縦軸は速さ〔ｍ/s〕とし、１ｃｍごとに 10、20、30 と目盛る 

    使い方を知る。グラフの意味を知る。 

実験２ 台車にニュートンばかりを取り付け１Ｎの一定の力で引き続けて記録する。 

    一定の力の時は速さのふえ方が一定になる 加速度という言葉は出すが軽く 

    ふえかたとはグラフのどの部分のことかを知る 

実験３ 斜面を自由に転がし記録する。 

    ２と同様の結果になることから、一定の力が働き続けていると結論付ける 

    斜面に置かれた台車にはたらく力を学ぶ 

    角度が大きくなると動く向きの力が増えることを作図とはかりでやる。 

実験４ 角度を大きくして記録をとる。 

    力が大きくなると速さのふえ方が大きくなる 

    （速さのふえ方を決めるのが力の強さ） 

実験５ 台車を２台重ねて転がすとどうなるか記録をとる。 

    角度は３と同じにする 予想する 実験する 

    どうも変わらないらしいということになるので、２台、３台と重ねたものと１台を同

時に転がす演示をしてダメを押す。 

    力は増えているのに速さの変化がかわらないのはなぜか ということになる。 

実験６ 台車を２台重ね、１Ｎで引くとどうなるか調べる。 

    実験２とくらべて、速さのふえ方はにぶる。 

    なぜか。「重いから」ということになるので、質量を教える。 



    重いことと動きにくいことの原因が質量が大きいということ。 

    こんな感じ 

 

     原因           結果 

    質量が大きい       重い（地球に引かれる力が大きい） 

                 動きにくい（速さの変化がにぶい） 

 

実験７ 台車を斜面を登る向きに押して離すとどんな動きをするか調べる。 

     

    こんな感じになるが、 

    説明が難しい。 

    増えるのはなぜか。これが簡単 

    なようで、むずかしい。 

    手で押しているからでは△ 

    減速しているのはなぜか。 

    動く向きと逆向きの力が働き続けている は納得しづらいもよう。 

 

 

        力がふえた        力が減った（でも加速） 

 

                        力がなくなった（速さの変化も 

                                 なくなった） 

                       力が逆向き（これが減速） 

 

この後 

 

●摩擦力 

実験１では押す力がなくなったあと、斜面でもないのに減速するのはなぜか。 

 逆向きの力があるはず。 

●慣性の法則 

・摩擦力がなくなったらどんな動きをするか。 

 おもちゃのホバークラフトで演示。床をゆっくり滑らせるとそのまま教室の端から端まで滑

る。 

・力が「０」ではなくつり合っていても等速直線運動になることを示す。（別紙） 

  雨粒 一定の速さの自動車 

  台車に乗ってボールを真上に投げるはおもしろかった 



  弾薬庫から爆弾が落ちる動画もうけた 

  モンキーハンティングもどきは間に合わなかった 

  テーブルクロス引き  

  達磨落とし 

  室伏のハンマー 

●作用反作用 

 スケートボード  地球と人  ロケット  自転車   

 

力学的エネルギー保存則 

 

Ｑ１ どこまで上がる？ 

 

 

 

 

Ｑ２ どっちが速い？ 

 

 

 

 

 

Ｑ３ どこまで上がる？ 

 
 
 
 
 

生徒プリント 慣性の法則              名前（           ） 
問題 図１のように滑車に同じ質量 200ｇの物体をつるすと、静止したままになる。 
  このとき、物体 B にはたらいている力を力の矢印であらわしなさい。 
  ただし、１N を 1ｃｍの長さであらわすものとする。 
 
 
 
      図１             図２ 
 



問題 では、図２のようにずらして手をはなすと物体Ｂはどうなるか。 
  ア 止まったまま 
  イ 上がる 
  ウ 下がる 
問い 図のようにＢに別のおもりＣを乗せる。すると、Ｂは下に向かって動き出すが、Ｃには

ひもがついており、ある程度下にいくとＣははずれてしまう。 
このとき、Ｂはどうなるか。 

   ア そこで止まる 
   イ そのまま下へ行く 
   ウ 上へもどる 
力・速さ・質量 まとめ 
１．速さを変化させる原因は（    ）である。 
  （１）力の強さが一定のとき、速さの変化も（    ）である。 
                速さは時間に（    ）する。 
  （２）力の向きと動く向きが同じなら物体は加速する。 
     力の向きと動く向きが逆なら物体は減速する。 
  （３）力が強いと速さの変化も大きい。 
  （４）力が「０」または、つり合っているときは 
     静止している物体は静止し続け、動いている物体は 
    （             ）を続ける。 
     これを（      ）の法則という。また、物体が持っているこのような性質を

（     ）という。 
２．同じ力の強さの場合、質量が大きいほど速さの変化は小さい。 
            大きなものは動きにくく、止まりにくい。 
 
 広島に投下された原爆は相生橋（あいおいばし）をねらって
落とされました。投下した爆撃機は北から市内上空に入ってい
ます。爆弾はどこで「落とされた」のでしょう。相生橋の真上？
もっと前？。 
飛行機から落とされる爆弾 

 

 

質疑 

〇実験 1 で手が離れる前からタイマーの記録をしていないのか。→テープの長さ（速さ）

が増えて減ることの説明ができないから。実験７につなげるため 

〇実験 2 で加速度の言葉を教えないのはなぜか。→教科書にないので。 



〇実験 3 の作図で生徒は垂直抗力がわかるか。→わかっていない。 

〇実験 5 台車を重ねて重力が大きくなるのに速さは変わらない。→わからない生徒がいる 

〇慣性の法則プリントの問いのＣの質量は→５ｇ ひもの長さは？ 

意見討論 

○力の合成について 

 生徒は 3 種類（同じ方向は＋、反対方向は－ へんてこな方向は平行四辺形）で覚えて

いる。すっきりとしたいので「矢印をつなぐ」として教えた。これは、時間差があり、同

時に力が働いていることにならないのではという意見や力の法則と見るかどうかの意見

もあった。教科書には平行四辺形の法則とあるが、これはない。生徒としては平行四辺形

を書くという作業の方が楽ではないか。 

〇実験 7 の斜面を登るように押して手を放す実験について 

 最初に速さが速くなることについて理解できない。動く向きと力の働く向きが逆という

ことがとらえられない。これを何とか摩擦力につなげたい。摩擦力になると教科書内容も

いい加減になってくる。それまでは厳密に力をとらえさせようとしているのに。まず、摩

擦力の矢印はどこから書くべきなのかの説明もない。エアーホッケーを見せて、床から浮

上していることを確認し、等速で動くことから、逆に床に接しているものには摩擦力が働

くことを理解させる。しかないのか？ 

〇力学的エネルギー保存則のＱ２について 

どっちが速いかを直接は測定しない。鉄球が落ちた場所が同じであることで確認する。A

の時に落ちる場所を印する。（チョークを塗った紙を床側にして）そこに別の鉄球を置い

ておく。必ず命中するので速さは同じである。 

色が変わるステンドグラスづくり（五日市南中 浜崎） 

① 型枠を 3 枚切る。 

② 偏光板 2 枚をそれぞれの型枠の後ろからセロテー

プで貼る。1 枚は後ろから白紙をさらに貼る。 

③ 黒紙に描かれたイラストを切る。それを型枠に貼

る。（黒紙を前にして）その後ろに透明シートを

貼る。シートに黒マジックでイラストの外形を描

く。 

④ ③のシートの裏からセロテープを細かく貼る。 

⑤ 偏光板のみの型枠・イラストの型枠・白紙のつい

た型枠の順にする。穴にひもを通して出来上がり。 

色が変わるわけ（学習コーナー） 

 色のついている材料をまったく使わないのに、どうして色がついたのか、わかるためには、

光（と色）の性質、偏光の性質、偏光板の性質、セロファンテープの性質を知らないといけま



せん。少しむずかしいのですが、説明してみましょう。 

○光と色 

 これは、虹の色です。太陽の光が空の上の水滴によって分かれて、いろんな色が見えるの

です。太陽や電球の光は色がついてないように見えますが、実はいろんな色に見える光が混

じっています。 

 光は波の性質をもっています。光を波で表わすことにしましょう。図にあるように、色ちがっ

て見えるのは、光の波長（波の長さ）がちがっているからです。赤は長くて、青は短く、緑はそ

の間の波長の波です。 

 

 

○偏光 

 普通の光を正面から見ると、いろんな方向

の光が混じっています。 

ところが、正面から見ると一直線になってい

る光があります。これを直線偏光、簡単に偏

光といいます。 

 直線偏光のほかに、らせ

んのように、くるくると進む偏

光があります。正面から見

て円になっているのを円偏光、だ円になっているのをだ円偏光といいます。 

 

○偏光板 

 偏光板とは、どんな働きをするのでしょう。ひとつ

は偏光を作り出す働きです。図のように、普通の光

が偏光板を通ると、偏光になって出てきます。また、

いろんな偏光が偏光板を通っても、同じ向きの直線偏光になって出てきますが、偏光の種類

や向きによって、強さが変わります。（通

れないこともあります。） 

たとえば円偏光が、偏光板を通ると、直

線偏光になって、光の強さが半分になり



ます。 

○セロファンテープの性質 

 セロファンテープの性質のうち、ここで利用している性質は「複屈折」というも

のです。テープのたて方向（ピンク）と横方向（緑）で、光に対する性質（屈折

率）がちがっています。屈折率といっても、ここでは光の屈折（光が曲がる）を利

用しているのではありません。屈折率がちがうと光の速度がちがうことを利用

しています。（産業技術総合研究所より） 

発熱反応と備長炭電池（亀崎中 山口） 

Ⅰ：２年生の化学変化で発熱反応の例として、化学カイロ作りの実験があります。 

  その説明として教科書(啓林館）は、次のように述べています。 

これでいいのか？・・・ということで、次の３点について考えて欲しいのです。 

１、なぜ鉄粉を使うのか 

アルミニウム・マグネシウム・亜鉛でもよいのではないか。 

２、活性炭はどうして必要なのか 

活性炭は酸素を吸着しており、酸素の供給源になっている。そうならば教科書の説明のように

発熱しなければならないが、発熱しない。 

３、塩水はどうしているのか 

 少量の塩水で発熱が開始される。Fe をイオン化させている？それで O とくっつきやすくして

いるかも？（Fe の酸化）また NaCl があると O２が溶け込む量も多くなり酸化しやすくなる。 

Fe→Fe（OH）２→FeO OH と変化しているのか？ 

 塩水は触媒の働きをしているという説明もある。 

 化学カイロも電池になっている。 

Ⅱ：アルミニウムと備長炭(又は活性炭)と塩水の組み合わせで、備長炭電池が出来ます。 

アルミニウムを鉄に変えると〔Ⅰ〕と同じ反応になりそうです。さてどうしたものか？ 

１、金属を変えても電池になる 

アルミニウムだけでなく、鉄・マグネシウム・亜鉛でもなる。 

２、備長炭に電気が流れる 



アルミニウムがイオンになるときに電子を放出。電子が備長炭に移動し、酸素とくっつく。

陰イオン（水酸化物イオン？）となる。 

Al3＋ ＋ ６H２O  → ［Al（OH）６］
３－ ＋ ６H＋ 

ただし、すべて最後まで反応するのではなく、途中の水酸化物 

［Al（OH）ｘ（H２O）６－ｘ］
３－ｘ   で止まる場合もある。 

この反応によって生成した水素イオンがアルミの表面を酸性にしている。また同時に生成

した水酸化アルミニウムがゲル状の物質で、ぬるぬる感を出す。（日本化学会より） 

第６回南観音公民館の科学お楽しみ広場  

参加者 浜崎・山口克・堀内・森・橋本（東野小）・難波（深川小）・木本 7 人 

８月２日に南観音公民館で科学お楽しみ広場をしました。

今回は偏向万華鏡づくりと種の旅ということで打ち上げラワ

ンとアルソミトラづくりでした。参加者は２７人でした。み

んな楽しんでいたことが何よりです。 

５日に日浦公民館で小学生科学教室も行われた。塚本さん

と中学生がお餅スライムとぶーぶー風船に取り組みました。 

科教協全国研究大会福岡 ヒロシマから 8 名参加 

８月９日～８月１１日、気温３７℃と暑い中、熱い大会となりました。参加者は３０３名でした。

初日の科学お楽しみ広場には約７００名の子どもたちと保護者の参加があったと報告されました。

ヒロシマは広場の出店・ナイター講座講師・分科会司会そして福岡大会実行委員として頑張りまし

た。また、８日～１０日の夜の飲み会交流も連日行いました。 

全国代表者会には、木本と田中が参加しました。全国の交流発言が意図的に仕組まれていなかっ

たので各県の様子を聞くことができませんでした。会場も代表者会としては広くて発言の雰囲気が

できない感じでした。肩寄りそうというのが大切という運営上の意見が出されました。総会で運動

方針に対しての修正案についての連絡がありました。総会で修正案は否決されました。 

全体会での講演は「ノラネコの研究」についてでした。う～んという感じでした。 

広場出店 岡馬・土肥・田中・木本 ナイター 岡馬・土肥 大会参加 松本・森・宇根・山口俊 

 

今後の予定      1 月か 2 月に合宿予定です。若者の要望で地学巡検になりそうです。 

９月２８日（土）１３時～１７時 例会・総会 会場 観音中 

１０月２６日（土）１３時～１７時 例会 会場 なぎさ中高？ 

１１月１日（金）～２日（土） 仁川科学の祭典 

１１月２３日（土）１３時～１７時 例会 会場 なぎさ中高？ 

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。 

http://www43.tok2.com/home/gutti63/index.html（ ヒロシマＨＰ） 

今年度（９月～８月）会費２０００円の納入をお願いします。通信・理科工作費はここか



ら出ています。サークルは会費で成り立っています。 


