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１１月２３日（土） 広島市立観音中学校

参加 ： 松本 堀内 木本 山口 田中 塚本 宇根 山崎 浜崎 森 土肥 脇田

１．トコトコくん

木本さん

トコトコくんとは モーターやゴムなどの動力は使わずに ２足歩行によって坂道をトコ、 、

トコと下りてくる人形のことです 作り方は 国立大学５６工学系学部ホームページ の お。 「 」 「

もしろ科学実験室（工学のふしぎな世界 〔1〕にあります。）」

例会では「トコトコ馬」がまず紹介され、続いて本題の工作に

なりました。前振りの馬もなかなかびみょうな活躍ぶりで、こっち

が気に入った人もいたようです。トコトコくんの作り方はなかなか

シンプルというか不親切というか、作り手があれこれ工夫しない

と？？？の連続です。木本さんも部品の準備にかなり頭を使っ

たようです。まあ、頭を使うのが楽しいわけですから、それはそれでOKでしょうが。。。。

足の下の角度が重

要のようです。これがな

いと、左右に傾いた

時、足の接地部分がか

わってしまうのでまずい

のでしょうか。だった

ら、なにも84°という半

端な角度でなくても良

い気もします。一同、

真剣につくりました。

〔１〕https://www.mirai-kougaku.jp/laboratory/pages/110322.php
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【おまけ】一人暗室

中1光の学習で「暗闇」を体験させたかったが、学校には暗室がな

い。そこで、段ボール箱に黒いビニル袋を二重にしたものを入れ、か

ぶって使う一人暗室を作ったとのこと。男子は面白がってかぶるが、

女子は・・・だったとか。子供たちは、真っ暗でもアルミホイルなどのき

らきらする物は見えるのではないかと思っている場合も少なくないの

で、全員とはいかなくてもやる価値がありますね。髪や鼻や余計な

（失礼）ものがついていますが。まあ、愛嬌です。

２．天気図から考える～空白の天気図＆西日本豪雨～

森さん

森さんが勤務する学校の中学３年は、夏休み明けから１２月までは天気について学習します。３

年の理科は週４時間のうち２時間がいわゆる２分野で、地学（岩石・気象・宇宙）をやります。

今回報告の単元では、身近である天気は気温の変化だけでなく、季節の特徴なども含むことを学

び、その変化や特徴の原因までせまります。そして、天気図から過去を学び、天気図から災害時に

自分の身を守る行動なども理解することを目指しています。

授業は、天気の記号・気温や湿度について、雲のでき方、気圧につ

いて、気圧と風、前線とは何か、日本の季節についての順で進められ

ます。今回の報告は、これに続いて行われた「空白の天気図」部分で

す。〔2〕

・１９４５年９月１８日の天気図を見せ、なぜ天気図の中に空欄がある

のか問う。

→原爆があったから

→通信が壊れていた

→原爆があって天気を観測する人が亡くなった

→災害があった（地震？土砂崩れ？）

・枕崎台風では全国の犠牲者のうち半数が広島での犠牲者であるがなぜか。

→原爆で家がボロボロで吹き飛ばされた

→上陸が夜だったから

〔2〕「空白の天気図」は柳田國男氏の著書。初版は１９７５年。科教協ヒロシマでは、多くのメンバ

ーが天気の学習でヒロシマを教える授業の一環として取り上げてきています。

〇普段の授業では、あまり「考える」というタイプの子供たちではないが、昨年の西日本豪雨の被害
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もあって、気象のことが身近に感じられたのか、わりと「考える」授業になった。ヒロシマの天気を学習

するころになってやっと高気圧と晴れが結びついたかんじだった。被害が広島県に集中している原

因は教えるしかなかったが、他にやり方はないのか知りたい。今回は時間がなく、西日本集中豪雨

部分はできていないので、これからやる。

●被害が広島県に集中しているのはなぜ？。全国で３０００人規模のところ、被害の最もひどかった

のは，広島，呉市及びその周辺です。県全体では死者総数2,012人※呉では，雨が風とともに強さ

を増した17日午後から各河川渓流は著しく増水し，18時から22時までの113.3ミリメートルの降雨の

中，大小全ての渓流は，氾濫し，山腹の崩壊が相続き，二河川の堤防決壊を初めとして各谷間より

土石流が急斜面を押し流れ，あっというまに1,162戸の家屋を流失，792戸を半壊，そして死者1,154

名にものぼる大惨事となった。大野村(現廿日市市大野町)では丸石川で大規模土石流が発生し，

この丸石川が敷地の中央を貫流する下流部の大野陸軍病院を直撃し180人近くの人が亡くなった。

（引用→https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/makurazaki.html）

〇原因を問うと、生徒は原爆と結び付けて、家がなかったとか、あってもボロボロで吹っ飛ばされたと

か、そっちに行く。上陸が夜だったという説も出る。松根油をとるために？松が切り倒されて山が荒

れていたこと、短時間の集中豪雨のために堤防の決壊や土石流の多発があったことなどを伝えた。

風化花崗岩の話はしていない。

松根油→松の根を乾留して航空機用の燃料を作ろうと試みた。

●原爆のあとの天気図に広島のデータがないのはわかるが、枕崎台風が通り過ぎた次の日の天気

図で、西日本一帯が空白になっているのはなぜ？。例会では想像の域を出ませんでした。あとで

江波山気象館に問い合わせたところ、東京で天気図を書くタイミングでデータが届いていなかったと

考えられるが、その原因は通信の不具合と考えられるとのことでした。東京では、決まった時刻にな

ると天気図を作ってしまうので、こういうことも起きるのだそうです。台風の被害かも知れないが、その

被害は気象台の被害ではなく通信網の被害で、データそのものは各地に残っているそうです。

●結局、被害が広島県に集中している原因は教えるしかなかったが、他にやり方はないのか。みん

なはどうやっているのか。これに関しては、教えるので良いということに落ち着きました。生徒が考え

ると言ってもデータや情報も生徒には限られているし、ここまでに学んだことをここで使ってさらに学

習するということで良いということでした。

●８月６日の天気図から、広島は晴れであることが生徒にも読み取れるが、当時の証言と合わせて

「晴れ」に注目すべき１という意見がありました。〔３〕当時の爆撃は有視界爆撃※が基本で、晴れて

いたから落とされたとつなぐのが良いと言うことです。長崎の場合は、曇っていたが、落とすしか選択
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肢がなかったため、考えていた目標とはずれているという発言もありました。（積んだままの帰着は危

ないこと。積んだままでは航続距離が伸びず、帰れない。）

〔３〕 気象台の記録には絹雲とありますが、証言は「朝からよく晴れていた」です。晴れ曇りなど

の判定は当時も今も変わらず、目視でやっています。専門家からすると高層に雲があり、いわ

ゆる晴れとは言えなくても、一般人は晴れと思っているようです。よって、どちらも正しいとのこと

ででした。（江波山気象館しらべ）

※ 戦時においては民間施設および軍事施設・部隊の灯火を管制し、電灯、ローソクなどの照

明の使用を制限していました。 敵が状況を把握することを防ぎ、夜間空襲をなるべく防ぐのが

目的です。地形や目標物を確認しながらの爆撃ですから雨の日などは空襲はないことになりま

す。

●比治山中高校には越智先生がつくったハザードマップがあるはずなので、これからやる西日本豪

雨に活かしてほしい。

３．夏の成果

（１）泡盛と沖縄戦

木本さん

夏の成果として持って来られました。「瓶」ではなく「紙」です。今日はJRで来たのにとぼやく人もい

ましたよ。やれやれ。以下レポートですが紙面の都合で抜粋しています。

泡盛の名前の由来

「泡盛」の名の由来には諸説がある。よく言われるのは、蒸留の際、導管から垂れてくる泡盛が受壷

に落ちる時、泡が盛り上がる状態を見て「泡盛る」となり、転じて「泡盛」となったという説である。実

際、琉球では蒸留した酒を茶碗に入れて泡立たせ、徐々に水で薄めて泡が立たなくなるまでそれを

繰り返すことによってアルコール度数を決定していた時期がある。これは、蒸留酒に含まれる高級ア

ルコールなどの起泡性成分の含量がアルコール度数に比例することによる。

一方、「もり」は酒を意味する古語であり、タイ米が使われるようになる前は米と粟（アワ）とを原料とし

たことから、「粟もり」が転じて「泡盛」になったとする。 この他に、献上品を指すアワモラチによるとい

う説、サンスクリット語の酒を意味する「アワムリから来ているとする説などがある。

歴史

1404年 酒の蒸留技術はタイから琉球に伝えられた。

1460年 第一尚氏王統の尚泰久王が李氏朝鮮に使者を派遣した時、朝鮮国王・世祖に天竺酒を

贈っている。

1470年 泡盛は輸出できるまでに成長した。1400年代後半の沖縄の古謡に「あわもり」という酒の名
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が出てくる。米を原料とした蒸留酒が沖縄でいつ造られるようになったのかは定かではな

い。泡盛は、15世紀から19世紀まで、奉納品として中国と日本の権力者に献上されてい

た。日本へは、1609年の琉球侵攻により琉球を実質的に支配していた薩摩藩島津氏を通

して江戸幕府に献上された。

明治 琉球は沖縄県になり、酒造りの免許制がはじまり民間でも泡盛が造られるようになり酒

屋の数が約760戸あったと言われている。

1946年 当時の沖縄民政府が米軍の許可を得て官営の酒造工場を設置した。米は使えないため

ソテツの実から採るデンプンが原料に用いられていた。

1949年 民間の酒造場が認可され、泡盛造りも徐々に復興した。今日、首里三箇には3つの蔵元

が残っており、協同組合を含め沖縄全島で計48の蔵元がある。

泡盛の製法と古酒（クース）

米を原料として、黒麹菌（アワモリコウジカビ）を用いた米麹である黒麹によってデンプンを糖化し、

出芽酵母でアルコール発酵させたもろみを一度だけ蒸留する。 原料の米は、現在主にタイ産イン

ディカ米の砕米が用いられるが、近年では地産地消の動きに伴って県内産のジャポニカ米を使った

ものも生産されている。ただし、インディカ米は蒸した後の粘りが少ないため加工しやすい。

「米こうじ（黒こうじ菌を用いたものに限る。）及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単

式蒸留器により蒸留したもの（水以外の物品を加えたものを除く。）」は、表示を「泡盛」とすることが

できる。 ウイスキーやブランデーと同じ蒸留酒だが、酒として飲まれ始めたのは、それらの酒より百

年以上も前からである。

酒税法で単式蒸留焼酎のアルコール分は15℃以下の容積比で45%以下と定められているため、蒸

留された原酒に加水して調整する必要がある。与那国島（与那国町）に特例で製造が認められてい

るアルコール度数60%の銘柄（花酒と呼ぶ）は「原料用アルコール」となる。花酒には国泉泡盛の「ど

なん」、崎元酒造所の「与那国」、入波平酒造の「舞富名」（まいふな）の3銘柄があり、皿に広げると

アルコールが揮発し、着火すると容易に火がつく。

泡盛を寝かせると、アルコールの刺激が和らぎ、こくや独特の香気が出てうまくなるので、古酒（クー

ス）と称して珍重される。一般的には、10年程度までは貯蔵期間が長いほど上質になるとされる。ま

た、仕次ぎ（しつぎ）という減った量やアルコール分を注ぎ足す手法で、さらに長期間品質を劣化さ

せることなく熟成させることも行われている。古酒に、一般酒（貯蔵期間が3年に満たない泡盛）を混

和したもので、かつ、混和後の古酒の割合が51％以上である場合に「古酒」と表示することができ

る。かつては琉球王朝時代に仕込みがなされた200年物や300年物が存在したとされるが、それらは

沖縄戦によりほとんどが失われ、今では首里の識名酒造に貯蔵された150年物の古酒が現存する

のみである。
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蘇った黒麹菌

第二次世界大戦で首里三箇も激しい攻撃を受け、当時50以上あった酒造場が全て壊滅した。戦後

かろうじて生き延びた酒造関係者に、軍政府から「泡盛を造れ」という命令がきた。原料は米軍の廃

棄処分した米や砂糖やチョコレート。酵母はイースト菌で代用し、蒸留器は焼け跡から掘り起こし、

泡盛を造ろうとした。「黒麹菌がない！」 黒麹菌が無ければ泡盛は造れない。全島が廃墟になっ

た沖縄に、黒麹菌が生き延びているとは思えなかった。しかし蔵元は偶然灰の中からニブロク（一種

のゴザ）を見つけ出した。沖縄では麹は、ニブロクの上で造られていた。藁をもつかむ気持ちで、ニ

ブロクの繊維を蒸米にまぶした。すると24時間後、その蒸米に麹菌が生育し、見事に黒色に変化し

ていたのだ。

この灰の中から不死鳥のごとく蘇った黒麹菌の存在が、今日の泡盛の復活と隆盛を築いた。

※出典元：本格焼酎＆泡盛プレス 第88号（日本酒造組合中央会発行）

【識名酒造・「時雨」】

赤田町にある識名酒造は、1918年

（大正7年）創業。沖縄戦では焼け野

原になったが、当時の社長が古酒甕

を地中奥深く埋めて置いたため、沖

縄では最古と言われる150年、100年

を超える古酒が現存している。識名さ

ん親子と工場長の真栄城さん

●例会ではたくさんの写真を使って様子が紹介されました。木本さんは学生の頃航海実習で訪れ

て以来、沖縄に縁を感じておられる様子でした。肝心の？泡盛はちゃんと買ってきてあるそうで、そ

のうち飲めそうです。

（２）英語の文献を用いた実験

堀内さん

夏に行われた県私研に参加されての報告。化学分科会に出席されました。そこでは、工場見学

（醤油工場、なんと醤油は黒麹を使うとか）と実践報告がおこなわれ、その中の一つの紹介です。今

回報告の女学院中高では、申請すればやりたい人がやりたい内容の講座をつくって、生徒に募集

をかけることができる仕組みになっています。半期に1回５回の講座を放課後に開きます。定員は自

由に設定でき、手当も支給されるそうです。英語のテキストを使った講座の、その様子が紹介されま

した。テキストはもう廃版ですがその一部はpdfならネットにあるそうです。中３以上なら英語は読める
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とか。テキストは英語ですが、授業は日本語で進められます。５回のうち、２回を英語の解読、残る３

時間が実験です。英文の面白実験サイトも紹介されました。 → http://www.education.com/acti

vity/science/

例として、表面張力の実験が示されましたが、準備物はWhat You Need 、方法はWhat You Do

と表記されていましたから、子供向けですね。

●なぎさはしないのか とか 授業も英語でやれば とか へぇ～手当もあるんだ とか 学校

の特徴のアピール？ とか 生徒は英語は堪能？ とか いろいろ出ました。

←英語！

４．エネルギー変換？

土肥さん

熱エネルギーの変換にこだわっておられますが、そこは土肥さんですから、とてもここに書いてそ

の面白さ（おかしさ）を伝えられるほど甘くありません。写真でその片鱗をごらんください。

次ページの写真はエネルギー変換ではなく、レコードプレーヤーです。ターンテーブルは2cm厚の

木製の円盤（既製品）中心に穴をあけ、小型の試験管を下から差し込んであります。回転軸は鉛筆

で支えますが先端が芯というところが案外ミソの気がしました。ドーナツ版のレコードをのせ（リサイク

ルショップで購入）手で回転させて、後は慣性で回ります。ピックアップは縫い針を発泡スチロール

板にさしただけ。紙コップより大きな音がします。♪♪上野発の夜行れぇっ車～誰も無口でぇ～♬

机上には熱エネルギー変換グッズが置かれています。以前、紹介されたものが多いのですが、い
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ろいろ改良されていて良い意味でのこだわりが形になっています。

５．報告など

（１）市民教での内容

宇根さん

２月の例会は市民教に属するほかのサークルの人も参加されます。当日の報告者である宇根さ

んから、小学校３年、「電気を通すもの・通さないもの」でどうかという提案があり、それでいくことにな

りました。

（２）仁川科学の祭典報告

山口さん

１１月１日～２日、木本さんと行って来られました。ブースは２３０もあるそうです。写真を使って会

場の雰囲気などを紹介されました。ブースの運営は子供たちがやっていますが、教材キットの組み

立てが目に付いて少し考えさせられたとのこと。

【おまけ】学校に入り込む「間違い」

例であげられたのはクルックス管の羽の回転の説明や飛行機の揚力の説明でした。

飛行機について調べてみると、揚力の間違いに関して、一般書では正しい16.2％ 、十分でない
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50.0％ 、間違っている33.8％で、物理の教科書では正しい61.0％ 、十分でない22.0％、間違って

いる17.1％が現状だという。〔4〕 そのような間違いが起こる原因としては物理学者が本を書いてい

るからだという。物理学科では現代物理に重点が置かれ、流体力学を専門としている教員はほとん

どいない。だから流体力学を正しく理解できないケースが多いからだという。〔5〕

〔４〕 「科学書に見られる間違った翼の原理の拡散」石綿、根本、山岸、荻野、日本機械学会講

演論文集No. 138－1 (2013)

〔5〕「流体力学に関する間違った科学情報の拡散に関する研究」石綿、日本機械学会2008年度

次大会講演論文集No.08-1, Vol.5 (2008)

山口さんは、我々は「本」経由で知識を得ているが、こういう落とし穴がけっこうあるのだということ

を知っておくべきだと言っているのかな。

▲写真は仁川科学の祭典の一コマ
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（３）科学お楽しみ広場報告

浜崎さん

１１月１７日、牛田公民館で行われた子ども会主催のイベント報告です。浜崎、山口克雪、木本、

山崎、塚本が参加。回転舞踏会・偏光万華鏡・ブーブー風船をやりました。子供たちは約４０人、大

人は約１０人の参加で、いつものように楽しい２時間でした。

６．合宿

3月14日（土）～15日（日）、ホルンフェルス資料館、美祢民族資料館、化石館 見学と講話

化石採集などの予定です。車で行きます。

詳細は通信10月号を見てください。

７.中国大会について

日時 2019年12月26日（木）１２：３０～27日（金）１２：３０ フィールドワーク終了は15時

場所 山口健産業技術センター 宇部市あすとぴあ４－１－１

ココランド 宇部市上宇部７５

tokunaga@mx5.tiki.ne.jp連絡

755-0151 宇部市西岐波2713-11 徳永純一

締め切り：12月15日（日）

８．連絡

★今後の予定★

１２月２１日（土） 例会 13時～ 観音中

忘年会 例会後 紙屋町あたり

１２月２６～２７日 中国大会 宇部市

１月２５日（土） 例会 13時～ 会場未定

２月２２日（土） 例会・市民教 13時～ 会場未定

例会の様子はウェブにもあります。

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

【お願い】

会費 １年間で２０００円 を払ってください 諸事情で参加が難しい場合は８４円切（ ） 。

手を適当な枚数で事務局宛に送ってくださってもかまいませんが 集まって話すのがメイン、

の研究集団ですから万障繰り合わせの上（古いね）ご参加ください。

- -
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