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１１月２２日（土）  広島なぎさ中高等学校 

参加 ： 松本 宇根 木本 塚本 星野 原田 脇田 森 浜崎 田中 山口俊三 

 

     ※午前中は五日市公民館で、葉脈標本とぶーぶー風船の「かがくお楽しみ広場」でし

た。２０名参加でリピーターもいました。 

 

１． 眼球モデルの作成                        原田さん 

 高校生物の授業の報告です。以下、原田さんのレポートです。 

１ はじめに 

  高等学校の教科「生物」では、眼や耳・鼻といった感覚器

（受容器）を取り扱います。中学校でも少しは取り扱いがあり

ますが、高等学校では刺激（光・音・化学物質）を受け取る

細胞（感覚細胞）と、それをつなぐ神経について、配置や構

造と関連させながら教えます。中でも眼に関しては、他の感

覚器よりもより詳しく学びます。教科書通り（？）に眼の構造

について教えると、どうしても模式図や写真に頼ることになる

ので、平面図を立体図として認識する作業が必要となりま

す。私の実感では、これができる生徒はごく一部で、ほとん

どの生徒は「分かったつもり」で、この単元の学習を終えている印象でした。そこで、「立体的な構

造物は立体的に捉えればよい」との発想のもと、眼球モデルの作成を計画しました。 

 

２ 学習のハイライト 

  眼という感覚器は、人体の臓器の中でも最も複雑な構造物と言われています。その構造が複雑

であるが故に、近代以前は「ヒトは神の創造物である」との根拠とされていたそうです。しかし、皮

肉なことにその根拠となるべきヒトの眼球の構造は、構造物としては欠陥だらけで、科学が進歩す

るにしたがって「ヒトは神の創造物ではない」との根拠となっていきました。その「欠陥」について、
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眼球モデルの作成を通して、生徒自らが気付く場面がこの授業のハイライトです。以下に眼の

「欠陥」を示します。 

・眼球内（網膜）に盲斑という、視覚を生じない部分がある。 

   ・光を感じる視細胞を覆うように視神経が配置しており、視細胞上に鮮明な像を結ぶ妨げとな

っている。 

 

３ 学習展開 

（１）本時の目標の提示 

「眼球（網膜）モデルを作成し，与えられた３つの課題（視覚現象）の根拠を眼の構造と関

連付けて説明することができる。」 

 （２）①黄斑（色を認識する網膜の部位）による視覚現象の確認 

    ②凸レンズ（水晶体）越しにできる像（倒立実像）の確認 

    ③盲斑（視覚を生じない網膜の部位）による視覚現象の確認 

 （３）眼球モデルの作成と意見交換 

眼球モデルの紹介 

   

    図１ 全景            図２ 側面                 図３ 内側（網膜） 

  眼球の白目（強膜）の部分は、発泡スチロールカップ（御汁粉用）です。雰囲気づくりのために、

眼のイラストをカラーコピーしてラミネート加工したものを両面テープで張り付けて、まつ毛も黒の

ビニールテープで作りました。完成したものを透明なプラスチックカップに入れてあります。 

  視細胞はプラスチックの柄のついた押しピン、視神経は手芸用の毛糸を使用しました。これらを

木工用ボンドで取りつけます。毛糸の先端はそのままでは糸がほどけてしまうのと、扱い難いので

セロハンテープで補強してあります。この視細胞・視神経モデルを作る作業は最も苦労しました。 

 

４ 生徒の反応 

概ね意欲的に取り組むことができていたという印象です。また、モデル作成の根拠や手順を示

すことはできなくても「とりあえずやってみる」ことができ、楽しそうに材料を組み立ている生徒もい
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ました。しかし、意外な生徒の反応もありました。普段は意欲的に授業を受けている生徒が、モデ

ルの作成に強い嫌悪感を示していました。 

 

５ おわりに 

  やはり授業の中に具体物があることは強みだと思います。目標も「モデルを作ること」なので、授

業の展開は難しくありませんでした。自分の考えをモデルに反映できるので、理解の度合いやつ

まずきのポイントを教師が把握しやすいです。生徒の反応でお伝えした「強い嫌悪感を示す生徒」

の反応は予想外でした。論理的思考の筋道が途中で途絶えると「とりあえずやってみる」では前

に進めないといった状況でした。こちらが「なぜそうなるのか」を説明して初めて手が動き始めまし

た。普段の授業では、生徒の理解状況を把握する手段として口頭や記述による方法が一般的で

すが、これらでは測ることのできない能力・達成度を眼球モデルという具体物を使ってはかること

ができたと感じています。 

 

【質疑など】 

〇黄斑でしか色が認識できなくて、しかも黄斑は目から見て 1.5 度ほどの範囲しか認識し

ていないという部分で盛り上がりました。では、視野の中心部以外の「色」はなぜ認識で

きるのかという疑問（生徒からは出ていません）です。二人一組でやる簡単な実験も提案

されていました。やってみたいですね。 

〇色の認識は形の認識よりも下位にあるようで、その例も示されました。要するに、我々

は「何色だったか」という問いには弱いようです。色の記憶（意識的に記憶したものは除

きます）はあまりあてにはならないと思った方がいいみたいでした。 

〇盲斑がなぜ光を感知しないのかに関してはとても分かりやすい説明でした。ここは解剖

しても高校生の手にはおえないでしょう。模型の強みだと思われます。なぜひっくり返っ

た？構造になっているのかについては、「たまたま」とのこと。脊椎動物の目はみんなひっ

くりかえっているそうです。 

〇構造上の特徴と認識は分けたほうが良いのではないかという意見があった。見ているの

は目ではなく脳なのだが、そこははっきりさせた方がよいという話のようでした。 

＊原田さんの話にありましたが、ちょっと「わかる」子は図を見ただけで、盲斑だの黄斑

だのなんたら細胞だのはおぼえてしまいます。でもこれでは、何かがわかったとは言えま

せんし、「見る」ということについての概念が得られたとも言えません。だから教師はこう

いう授業を組み立てるのだと感じました。 
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２．夏の成果 「大川小学校その後」                   塚本 

全国大会初日のナイターで大川小学校のことについて林衛さんの報告がありました。そのナ

イターに参加した報告。以下、原文。 

東日本大震災時（2011 年 3 月 11 日）に、宮城県石巻市立大川小学校において、児童

74 人、教職員 10 人が死亡・行方不明となった被害を巡って、遭難した児童の内 23 人

の 19 遺族が、石巻市及び宮城県に損害賠償を求めた訴訟。なぜ大川小学校だけで、多

数の児童と教員が犠牲となったのか。その原因究明を求め続けるがゆえの裁判であ

る。 

一審の仙台地方裁判所は、2016 年 10 月 26 日に原告の主張の一部を認め、石巻市及

び宮城県に賠償金の一部の支払いを命じる判決を言い渡したが、原告、被告ともに判

決を不服として控訴した。 

原告：原因究明がなされたとはいえない。 

被告：現場の教員たちに全責任を負わせるわけにはいかない。（ということは現場教

員以外に責任はなく、裁判に負けた場合、大川小学校被災の責任はまな現場の教員に

負わせると言っているに等しい） 

 

 一審判決では、東日本大震災発生前の段階で大川小学校関係者が、学校周辺への津

波の可能性を認識しておらず具体的な避難場所等を決めておかなかったことや、地震

発生から 15 時半頃までの間に校庭にとどまったという判断については、注意義務違反

ではなかったとした。15 時半頃、石巻市の広報車が伝えた北上川河口付近の松林を津

波が越えているという情報に接して以降は、同小学校付近に大規模な津波が到達する

ことを予見できたとした。その上で、15 時半頃以降に校庭から移動して避難先として

「三角地帯」(標高約 7m)を目指したことが「裏山ではなく、三角地帯を目指して移動

を行った行為には、結果を回避すべき注意義務を怠った過失が認められる」とした。 

 いわば一審では、災害発生前の対応に関しては被告側の主張を認め、災害発生時、特

に津波到達直前の学校の判断については、原告側の主張を認めた、という印象だっ

た。このためか、控訴審では、災害発生前の対応に関してが主な争点となったようで

ある。 

 これに対して控訴審判決は、災害発生前の津波災害に対する予見可能性を幅広く認

め、災害後の事後の対応についての学校、行政側の責任を認めなかっただけで、ほぼ

全面的に原告側の主張を認めたものとなった。 

仙台高裁は２６日、１審・仙台地裁判決より一部の原告の慰謝料を見直すなどして
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損害額を約１０００万円増額し、１４億３６１７万円の賠償を市と県に命じた。小川

浩裁判長は「校長らは震災前に校舎周辺への津波襲来を予見できたのに、危機管理マ

ニュアルに避難場所を明記するなどの対策を怠った」と指摘。遺族側の訴えをほぼ全

面的に受け入れ、学校や市の震災前の対応の不備が過失に当たると認定した。  

 同種の津波訴訟で、事前防災の不備による賠償責任が認められたのは初めて。 

 

 １審は実際に発生した津波が大川小に押し寄せることを具体的に予見できたかと、

結果からさかのぼる形で過失の有無を判断したが、それでは地震発生後の現場の教員

の責任しか問えない。高裁は教育委員会や校長ら管理職が組織の責任者として、どの

ように津波の危険を事前に情報収集して検討し、対応すべきだったかという観点から

過失をとらえた。実際の津波は想定以上だったが、想定できる事態に備えて組織とし

て「やるべきこと」をしていれば児童は避難できたと認定したことになる。 

 判決は現場の教員に過大な責任や義務を課したのではなく具体的な対応を求めてい

る。それには教員の命を守る対応も含まれる。校長らに「科学者になれ」と言ってい

るのではなく、職責にかなう市民以上の「事前の思慮」を求めているといえる。（京都

大学・潮見教授） 

 

 意見は聞くが決断は管理職（2009 年ごろから）という運営ルールに従って教頭の決

断を待ったのではないか。 

2010 年 2 月のチリ地震で津波警報が出たときは、大川小で練習中のスポーツ少年団

の児童を教頭は帰宅させている。 

総合防災訓練のため、石巻市河北総合支所職員との打ち合わせがあった際、内陸か

ら赴任した校長は堤防を越える津波が気がかりで担当者に「超えないのか」と質問し

ている。その際「計算上は超えないとなっている」と担当者から説明をうけたとい

う。これを知っている教頭は、ハザードマップ上では浸水域の外であり、「計算上は」

という公式見解と当日の自分の想像の間で考えさせられていたと推察される。この計

算は宮城県沖地震が強調される一方で、石巻平野での津波は過小評価されたものだっ

たことが分かっている。 

 

 地震の学習で「震源」「震央」「震度」「マグニチュード」という一通りの学習で終わ

るのは知識として役に立たない気がする。揺れが続く時間とマグニチュードは関連し

ていることは知る意味があると思う。 
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 谷や扇状地が土石流の結果であることは習わなかった気がする。堤防は人が作った

もので、なぜそれが必要なのかも習わなかった気がする。 

 〇報告の後、西日本豪雨の災害などについていろいろ議論しました。 

 

３．仁川科学の祭典                          木本さん 

 韓国との交流についてまとめを報告されました。そもそものスタートは韓国に行ったと

き書店でテレビ講座用のテキストを買ったこと。持ち帰っても雰囲気はわかるものの、当

然ハングルは読めません。で、なんとかしたくて韓国会館に行ったところ、留学生を紹介

された。その人を発端とし

て、韓国の先生たちとの交流

が始まりました。背景には木

本さんの興味や行動力や熱意

などがあるのですが、そんな

こんなで２００３年から今日

まで、あちらから来られる、

こちらも行くという往来が切

れ目なく続いています。ご存

知のように、昨年の広島大会

にも韓国の先生方が「店」を出しておられました。また、先日は木本・山口の両氏が仁川

科学の祭典に参加されました。若い人たちに発展させたいとのねがいもありました。写真

は十数年前に訪問した時のもの。みんな若いなあ。 

 

４．水素の実験                    田中さん 浜崎さん 塚本 

 （１）田中さん 

 ペットボトルの底を切り、ガラス管付きゴム栓をはめる。 

 水上置換法でボンベから水素をめいっぱい充填。 

 取り出して机上に置き、ガラス管の先に点火。 

 静かに水素が燃焼し、ボトル内に下から空気が 入る。 

 水素と空気が適度に混ざると爆発。 

 という流れです。ガラス管に水が残りやすく、そうなると 

 水素が出てこないのでうまくいきません。 水を残さな

いテクニックがいりますね。 今回は、最初から爆発して
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吹っ飛びました。コワイコワイ。（おもしろいけどコワイので誰でもはやらんだろうなぁ） 

 

（２）浜崎さん 

 その１：小さなガラス瓶に亜鉛を入れ、１０％以上の塩

酸を入れてガラス管付きのゴム栓でふたをする。それを

水槽に沈めて、試験管に水上置換法で水素を集めま

す。試験管は細い方が気体がはやくたまる。集めた気

体と空気の割合をかえて点火すると、音の大きさの変

化がよくわかる。 

 その２：同じ装置で過酸化水素水１０％以上と二酸化

マンガンを使うと、酸素の発生器として使える。 

その３：薄いポリ袋に水素（浮かびます）と酸素をボンベ

から注入。ポリ袋にセロテープを貼っておき、ここに注

射器の針をたてて気体を吸い取る。２対１の混合気を

つくり、石鹸水に噴き出して泡をつくる。泡は細かいほ

うが良い。シャボン玉を１個作っていて泡がはじけると

元の木阿弥。で、点火。テニスボール半分ぐらいの泡でもかなり大きな音がしますから楽しめま

す。ご用心。ご存知のように、シャトルのメインエンジンはこれですから。。。 

 終わったらそれぞれの袋に点火。どうなるか予想してやると楽

しいです。ただし、酸素の袋は袋が燃えるのですが「ぼーっと

生きてる」生徒は勘違いするかもしれません。水素の袋には糸

をつけます。浮かぶので楽しいし、空気より軽いのがよくわかり

ます。 

 

（３）塚本 

  爆発ではなく、「水素は燃える気体」であることを見せる方法です。 

 試験管立てに立てた試験管に華状亜鉛を数粒入れて、塩酸を薄めずにそそぎます。激しく

水素が発生するので、試験管に直接マッチで点火。水素は試験管の口で音もなく燃え続けま

す。炎は見えないので、試験管の口に「紙」などを近づけると紙に火がついて燃えていることが

わかります。 

発生器に点火するのは禁忌ですが、これは例外。発生器は必ず試験管。この方法以外は

危険です。 
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浜崎さん作成の発生器です。大きさは瓶が高さ５センチ 

ぐらい。 

右は集めている 

様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．連絡・協議・紹介 

  

★今後の予定★ 

    

   １２月２２日（土）お楽しみ広場 9 時～11 時     五日市公民館 

例会     13 時～       なぎさ中高 

   １２月２６～２７ 中国大会             なぎさ中高 

    １月２６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 

    ２月２３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 

 

★合宿を検討中★ 

   内容 星の観察 

   場所 蒲刈島 県民の浜 

   日時 未定ですが２月が濃厚 

 

 

例会の様子はウェブにもあります。 

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


