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参加者 田中・浜崎・山口克雪・宇根・坂本・森・木本 ７名 

 １０月２０日に比治山女子中高校で例会を行いました。森さんが、案内を作って貼ってくれ

ていました。華やかで、イラストもあり、初めての案内板でした。女性の細やかさを感じまし

た。参加者は少なかったですが、盛り上がった会となりました。 

 

実践発表「中 2・化学変化」     比治山女子中学・高等学校 森みずき 

1. 今回の実践発表について 

中学 1 年生で物質は粒子の集まりで出来ているということを学び、生徒たちにも何となく

小さな粒で出来ているということは分かっている状態からのスタートでした。そこから、

酸化銀(演示実験)・炭酸水素ナトリウム(生徒実験)・水(生徒実験)・塩化銅(演示実験)など

の分解の反応を行います。 

その後、原子や分子を学び、今まで行った化学反応式の作成を行い、「化合」「酸化還元」「発

熱・吸熱反応」などのさまざまな化学変化を学んでいきます。今回は、「化学反応式」、「化

合(銅と硫黄・鉄と硫黄)」の内容の報告と授業をしている中でうまく出来なかったことの報

告をしたいと思います。 

2. 授業の流れ「化学反応式」 

この授業までに行った化学変化を化学反応式で書く。(授業の内容は別紙参照) 

(難しかった点) 



①分子を作る物質と作らない物質 

②酸化銀 Ag２O のなぜ Ag が２なのか。 

③粒で表現することがよいのか。 

3. 授業の流れ「銅と硫黄」 

①硫化銅という物質を各班に見せる。(純物質であることや色や化学式を確認する。) 

②(発問)硫黄の粉を銅板の上に置いてこすると、硫化銅ができるのか。 

→できる。できない。(できないが多数) 

③実験を行う。 

 →できた。(ノートに化学反応式 Cu＋S→CuS を書き、「化合」という言葉をまとめる。) 

④(発問)銅板に硫黄をのせておくだけでも、硫化銅はできるのか？ 

 →できる。 

  できない。(こするとあたたかくなったから、熱が必要なのでは。) 

⑤前日に置いたものを見せる。 

 →硫化銅ができた。（化合するためには、2 つの物質が触れていることが必要である。） 

⑥(発問)もっとはやく硫化銅を作るためにはどうしたらよいか。 

 →加熱する。（こするときにあたたかくなったから） 

  逆に冷やした良いのでは 

⑦演示実験(硫黄と銅の粉末を混ぜたものをガスバーナーで加熱する。) 

 →一瞬でできた。 

⑧(発問)どうして加熱するとすぐに硫化銅ができるのか？ 

 →銅と硫黄の動き(運動)が激しくなり、銅と硫黄がたくさんぶつかり早く化合することが

できた。 

4. 授業の流れ「鉄と硫黄」 

授業プリント「鉄と硫黄の反応」 

 

 

[実験：硫黄と鉄粉を混ぜて加熱したときの化学変化を調べよう。] 

１、実験に使うもの 

・硫黄・鉄粉・乳棒・乳鉢・ろうと・薬さじ・試験管・ばさみ・ガスバーナー・マッチ・皿・砂・塩酸 

２、 実験方法 

① 黄と鉄粉を乳鉢でよく混ぜ合わせる。 

② ろうとを使って 2 本の試験管Ａ試験管Ｂに分けて入れる。 

③ 験管Ａに磁石を近づける。その後、塩酸を数滴加える。 

④ 試験管Ｂを加熱する。赤くなったら加熱をやめ、すぐに砂の上に置く。 

⑤ 試験管Ｂに磁石を近づける。 

⑥ 試験管Ｂに塩酸を加える。 

Q．硫黄と鉄を反応させてできる物質と反応前の物質の特徴を調べよう？ 



３、実験の結果 

 試験管 A(硫黄と鉄) 試験管 B(       ) 

見た目(色・形)   

磁石   

塩酸を加えた時の様子   

４、実験のまとめ 

実験の結果より試験管 A(硫黄と鉄)、試験管 B(      )にはそれぞれどんな特徴があると

いえるか？各自でまとめて提出しましょう。   

5．鉄と硫黄の実験後の感想 

 ・においがくさかった。 

 ・2 本の試験管に塩酸を入れると両方とも反応したが、音とかにおいが違って驚いた。 

 ・加熱後は磁石にくっつかなかった。 

 ・安全に出来て良かった。 

６. 反省・授業を終えて 

 化学変化が別の物質に変わるということが理解できていないと思うことが度々ありました。

今回の授業の前に状態変化と化学変化の違いを行っていますが、区別が出来ていないことがあ

りました。この先、他にもさまざまな化学変化を行っていきますが、ただなんか変化したとい

うことじゃなくどんな反応が起こっているのかを理解させられるように取り組みたいです。 

質疑討論 

授業をする上で難しかった点（プリントの２）について 

① 分子を作る物質と作らない物質の違いについては、とても難しいことあえて教える必要がな

いのではないかということとすべて分子を作るで教えてもよいのではという意見があった。 

② 酸化銀の Ag がなぜ２なのかは、結合の手の数のことを教えて説明してもよいが、O原子が 2

本で、C原子が4本なのかを教えても結局なぜ2本とか4本なのかを教えなくてはいけない。

電子配置を教える中３まではこうなっているというのでいいのではないか。水が H２O とい

うことで何回も触れて覚えるように、何回もすればよい。 

③ 粒子を常に意識させることは必要である。炭酸水素ナトリウムの分解の化学反応式は原子の

数合わせを考えるのは難しい。理解する

ように説明してもわからなければ覚え

ること。 

←板書 

 

銅と硫黄の化合実験は教科書に詳し

く触れられていないが重要である。化学

変化は2つの物質が接触していれば起こ

るということ（銅板と硫黄をこする実



験）、熱によって反応が早まること（銅板の中心の上に硫黄を載せ加熱。硫黄に炎が移らないよ

うに）、接触面積が広がるとさらに反応が早まる、そして色の変化を確認することによって化学

変化で違った物質ができることがわかる。鉄と硫黄が反応して塩酸で違いを調べるのは、入試

があるので触れないわけにはいかないが、単純でないので生徒には理解しにくいのではないか。

また硫化水素が出てくるのも問題である。 

教科書に銅線をらせん状にして加熱したものを硫黄の蒸気の試験管内に入れて反応させる実

験がある。硫黄の気体となっているので銅と接触しているということが理解しにくい。 

鉄と硫黄の化合実験で FeO ができ、磁石のくっついてしまう。これも教科書の問題点である。 

この後、鉄粉と硫黄粉を試験管に入れ、実際に実験を行った。鉄粉と硫黄粉の混合物の上部を

加熱し、赤い部分ができたら火から放し反応が下に行くのを確認した。この時、試験管の 1/3

くらいの高さはいる。硫化水素が発生するので水の入ったバケツを準備しておくこと。中学校

にもドラフト装置がいる。 

理科工作 

アルミニウム笛づくり  大竹中学校 田中 

準備 厚さ 1ｍｍ幅 2ｃｍで長さ 8ｃｍと 4ｃｍのアルミ板 

１ 8ｃｍの板の端を 2～3ｍｍ残し 4ｃｍの板を巻き付け

る 

２ 巻き付けたもう一方を直角に曲げたのち、巻くように

し端を巻き付けた部分に近づける。 

３ 4ｃｍの板を巻き付けた口を押しピンなどで広げる。 

４ 丸めた円筒部分の角度を調節しながら吹いて音の出るところを見つける。 

 

ダニエル電池  亀崎中学校 山口克雪 

ボルタの電池は歴史的な意味を持っています。だから

名前や簡単に仕組みは教えたいと思います。しかしいろ

いろな反応が同時に起こっているので説明はなかなか

難しい。そこでダニエル電池です。すでに教材会社もそ

のセットを売り出しています。５０００円。一番入手が

難しいのが素焼きのコップです。ところが百均に行く

と 、「素焼きウオーターキーパー 」というものを売っ

ています。これは使えるかな？・・・ということでやっ

てみた。又、前回のダニエル電池報告後塚本さんが「紙でもいけるんじゃない？」とつぶやき

ました。そこで紙でもやってみた。できたが、すぐに溶液が混合してしまい長く電池にならな

い。 



夏の成果 

ピコピコカプセルを使った迷路ボードづくり 浜崎 

可部公民館での「夏休み子ども工作教室 2018」で講師

をした。24 名の 4 クラスで同じことをする。参加者は

小学 1 年～6 年で保護者はいない。数人の子供会役員

が補助をする。参加費 100 円。最初にできたボードで

遊ばせ意欲喚起。作り方を示し、2 時間以内で各自の

ペースで作る。異年齢集団で班を作り、助け合えるよ

うにした。 

準備物 スチレンボード・隙間テープ（100 均）・カ

プセル（♯00）・6 ㎜くらい鉄球 

 

地学巡検（下仁田）中央構造線  大竹中学校 田中 

 科教協全国大会群馬の巡検に参加した。糸魚川

静岡構造線の東側の中央構造線はフォッサマグナ

の堆積物によって見えなくなっているが、下仁田

には露頭として見える。斜めに入った線より下が

基盤の御荷鉾緑色岩（三波川結晶片岩、変成は８

０００万年前）で、線より上が下仁田層（２千万

年前）です。斜めの線が中央構造線の破砕帯です。 

何だったっけ（学習タイム） 

１． 構造線とは？ 

断層の大規模なものを一般的に「構造線」とよびます。中央構造線は、ドイツのＥ・ナウマンに

より命名された世界第一級の大断層です。中央構造線は九州の八代から、徳島、伊勢をへて諏訪の

南を通り、群馬県の下仁田、埼玉県の寄居付近でも確認された、連続して陸地を１０００ｋｍ以上

追跡できる大断層です。 

  中央構造線とフォッサ・マグナ、糸魚川―静岡構造線とは全く別のものです。ナウマンは、本州

中部の新潟県から静岡県を結ぶ大きな陥没地帯を見つけ、フォッサ・マグナと名付けました。 

日本列島の骨組みは、アジア大陸でできました。 日本列島の「もと」は、新第三紀の 2000 万年

～1200 万年前ごろに、アジア大陸から離れ、太平洋へ向かって移動しました。西部は時計まわりに

回転、東部は反時計まわりに回転し、大陸との間が開いて日本海が拡大しました。 そのとき、折れ

目になった部分が引っ張られて落ち込み、海底の地層が厚く堆積しました。 西南日本の骨組みが大

きく落ち込んで、新第三紀の海の地層に厚くおおわれた地域を「フォッサマグナ」 といいます。フ

ォサマグナとは、ラテン語で「大きな窪み」「大きな溝」という意味です。骨組みが大きく落ち込ん

でいる構造から、新第三紀の変動に注目するときは、フォッサマグナ地域で東北日本と西南日本に



分けることもあります。フォッサ・マグナは、本州をまん中で真っ二つに切り離しています。糸魚

川―静岡構造線はフォッサ・マグナの西縁の断層です。 糸魚川―静岡構造線は中央構造線よりずっ

と後にできた断層で、中央構造線を横切っています。 

糸魚川－静岡構造線の東側では、中央構造線は岡谷の横河川沿いを北上しています。 その先では、

中央構造線は「フォッサマグナ地域」の地層の下に埋まって見えなくなりますが、東へ向きを変え

て関東山地北部へ続いています。 関東山地は今、急速に隆起し、中生代の岩盤があらわれています。

群馬県下仁田（しもにた）に中央構造線が顔を出しています。その先は、比企（ひき）丘陵の北の

へりを通り、関東平野の下に続きます。  

関東平野の中央部では、地下 3000 メートルに、平野の底になっている中生代の岩盤があります。地

下 3500 メートルまでたっしたボーリングにより、埼玉県さいたま市岩槻（いわつき）の南方を中央

構造線が通っていることが確かめられました。茨城県では、鹿島か大洗のどちらかの地下へ延びて

いると考えられています。 

２．なりたち 

「中央構造線」は日本列島ができる時代に形成された断層です。 

 日本列島周辺では、太平洋のプレ－トが、太平洋側の海溝でユ－

ラシアプレ－トの下に沈み込んでい

ます。太平洋のプレ－トがユ－ラシア

プレ－トの下に潜り 込むときに、太

平洋の方からずれてきた岩石を「そぎ

削る」ようにおいていったものを「付

加体」と呼びます。 

 この付加体がアジア大陸の縁に沿って大きく横ずれしたものが中央構造線です。 

３．外帯と内帯 

中央構造線をはさみ、太平

洋側を外帯（西南日本外帯）、

日本海川側を内帯（西南日

本内帯）といいます。内帯

の伊那山地側には、花崗

岩・高温低圧型の領家変成

岩・外帯の南アルプス側に

は低温高圧型の三波川結晶

片岩と、できた場所が全く

違う岩石が接しています。

これらの岩石は深さにして２０ｋｍ、距離にして６０ｋｍ離れた場所でできた岩石です。  

領家変成帯の岩石と三波川変成帯の岩石の地質境界（物質境界）としての中央構造線 

国土交通省 三峰川総合開発工事事務所より 



沖縄南部戦跡 幟町中学校 木本                 ↑ 矢印が下仁田 
豊見城 田

た

頭
がみ

のシーサー １９４５年（昭和２０）

６月中旬、瀬長島方面からアメリカ軍が集落内へ

侵攻してきた。そのとき田頭の人々の多くがシー

サー像の後方に連なる丘陵地の避難壕の中で息を

潜め隠れていた。そこへ一両の戦車が進路を向け

進んできた。しかし戦車は途中にあったこのシー

サー像に車体の

底を乗り上げて

しまい立ち往生、

何度か踏み越えようとするがその度に阻まれ、前進できなく

なった戦車はやむなく向きを変え、人々は難を逃れたという。 

富
と

盛
もり

のシーサー 『球陽』の記録に尚貞 21 年（1689 年）に

設置されたとある。製作者不明。沖縄県村獅子として最古最

大の石獅子である。1945 年 6 月末八重瀬岳周辺に陣取った日

本軍と南から上陸してきたアメリカ軍とがこの富盛付近で地

上戦を繰り返した。このシーサーが弾よけとなり、からだに

銃弾の跡が残っている。 



沖縄陸軍病院 南風原壕群 20 号 「鉄の暴風」

が吹き荒れたと言われる沖縄戦では、多くの人が

亡くなり、南風原町も大きな被害を受けた。その

悲惨さや過酷さを痛切に伝えているのが、沖縄陸

軍病院 南風原壕群 20 号（その長さは約 70 メー

トル。中は狭く、暗い上に湿気が多い。）。南風

原国民学校校舎に陸軍病院が設置されたため、黄

金森（こがねもり）と呼ばれる一帯に約 30 の横

穴壕が掘られたと言われている。 
沖縄陸軍病院で院長以下、軍医・看護婦・衛生兵・ひめゆり学徒（最初に動員された病院、そ

の後、看護の仕事はなく食料調達が主な仕事となった。）らがここで傷病兵の治療に当たった。 

戦火が激しくなり、第 32 軍司令部が摩文仁への撤退を決定すると同時に、この陸軍病院に撤去

命令が下された際、置き去りにされた重傷患者には自決が強要され、碑には「重傷患者二千余

名自決之地」と記されているが、犠牲者の数はいまだ明らかではない。さらに、重症患者は自

決というのでなく、青酸カリを入れた牛乳を飲ませ、殺したという事実もある。 
 
今後の予定   スケジュールに入れておいてください。リレー広場の手伝いをお願いします。 
１１月１７日（土）１３時半～広島教育研究の集い（皆実小） 

１１月２４日（土）８時半～科学お楽しみリレー広場（五日市公民館）ブーブー風船・葉脈標本 

１１月２４日（土）１３時～ 例会（なぎさ中高） 

１２月２２日（土）８時半～科学お楽しみリレー広場（五日市公民館）紙巻きごま・お絵描き等 

１２月２２日（土）１３時～ 例会（なぎさ中高） 

１２月２６日（水）～２７日（木）中国大会広島（なぎさ中高）宿泊サンプラザ 

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。 

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） 

 

中国大会について（案内は科教協ヒロシマＨＰ） 

日時 １２月２６日（水）１３時～１２月２７日（木）１３時 

場所 広島なぎさ中高校理科室  宿泊 広島サンプラザ 

内容 講演「西日本集中豪雨災害から学ぶこと」・実践発表・科学お楽しみ広場発表（実験観察

理科工作の交流）・安佐動物公園からのお話（クロサイ ハナ）・植物公園のバオバブ見学 

参加費 １５００円 参加のみは当日参加可能  宿泊費 １００００円 

発表・宿泊申込み締切は１２月１５日（土）です。厳守です。これ以後は受付ができません。 

申し込み k.horiuchi.5r@nagisa.ed.jp か郵送 731‐5124 広島市佐伯区皆賀１‐12‐50‐16 堀内和徳 


