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参加者 田中・浜崎・山口克雪・三登・堀内・脇田・原田・山口俊三・岡馬・坂本・木本

１２月２２日（土）にな

ぎさ中高校で例会を行いま

した。11名の参加があり、

盛り上がりました。16時頃

の早めに終わり、その後、

源蔵で忘年会をしました。

例会に参加できなくて、忘

年会に参加された方もおら

れました。午前中は五日市

公民館でお楽しみ広場があ

り、15名の参加がありまし

た。

広島なぎさ中学・高等学校 三登龍一実践発表「中2・霧の発生」

地球の大気と天気の変化

８月１５日 朝の網走霧

地表付近で見られる、空気中に含まれる水蒸気が小さな水滴の集まりに変化したものである。

この霧はどういうしくみで発生するのだろうか？



網走の気象データから推測してみよう

理科２分野 地球の大気と天気の変化 生徒に配布したプリント

１章 空気中の水の変化

１．霧のでき方

霧とは、地表付近で見られる、空気中に含まれる水蒸気が小さな（ ）の集まりに変

化したものである。

【霧の発生条件】

霧はどういうときに発生するのだろうか。

右の表は、霧が発生しなかった日（８月１２日）と発生した日（８月１５日）の網走の気象データである。こ

のデータから霧が発生するのに必要な条件を考えてみよう。

なお、霧は視程（物がはっきりと確認できる最大の距離）が１ｋｍを切ったときに発生していると判断す

る。



① 全体的に霧が発生した日としなかった日のデータを見比べて、何が違うのか書いてみよう。

② 霧が発生した日はずっと霧が出ているだろうか。この日のデータの細部に目を向けて霧の発生条件

を考えてみよう。

【推察】

霧が発生する条件は、（

）であると、考えられる。

【霧の発生実験】

１．目的

ビーカーの中に霧を発生させ、霧の発生のしくみを探ること。

２．材料

300mLビーカー, ラップ, ぬるま湯, 保冷剤 （, 線香）

３．実験方法

① 300mLビーカーにぬるま湯を少量入れた後、線香の煙を少量入れ、ラップでふたをする。

② この状態でビーカーの内部を観察する。

③ ビーカーの上に冷やした保冷剤を乗せ、ビーカーの内部

を観察する。

４．結果

① 保冷剤を乗せていない状態でのビーカーの内部の様子

② 保冷剤を乗せた状態でのビーカーの内部の様子

５．考察

・ビーカーの内部で起きている現象のしくみを考えてみよう。

質疑討論

① 。 、 。研究会は公立中学校の先生も来るのか →18名の参加があり 公立からも来られている

② 霧が発生するのはどのようなときかをデータを基に考えるとあるが 何が分かればよいの、

か →正解を出すのではまずない 水蒸気が多い 湿度が高い 気温が低下している時に。 。 。 。

起きるのが読み取ればよい。

③ 霧が起きるのは気象の連続性から前日のデータがあった方がよいのではないか 雨が降っ。

ており それによって湿度も上昇している また 天気や風向のデータもあった方が良か、 。 、

ったのではないか。

④ 水蒸気量の変化から霧の発生を捉えることが必要であるが この授業は気象現象の導入の、

、 、 、 。 、時なので そのことは扱えないし 天気記号 風向も習っていないので難しい よって

そういうことを学習したときにもう一度考えてもらう必要がある。

⑤ 霧のできかたにはいくつかある 地形が大きく影響していることもある 三次の場合は盆。 。

地であり 晴天の放射冷却があって 気温が下がり 馬洗川からの大量に供給された水蒸、 、 、



気が冷やされて起こる 網走の場合は海水面から供給された水蒸気が冷やされ それが風。 、

に乗ってくるのではないか？また、海流の影響も大きいのではないか。

⑥ 秒速2 9ｍというのは強い風なのか 弱い風なのか生徒には判断ができない よって ジ． 、 。 、

ョギングするくらいの速さだと計算させた。

その他、層雲と霧のことや逆転層が起きているところに霧ができるのがよく分かるなどの話が

出た。

亀崎中学校 山口克雪実践発表「中３・ウサギとオオカミの数の変動」

この食物連鎖の単

元は、実験観察が

少ないので座学の

授業をすることが

多かった。そこで

以前教えてもらっ

たシミレーション

ゲームをやってみ

た 1時間は興味を。

持ってやっていた

が 2時間目ともな、

ると・・・

食う物と食われる物の数の変化を、モデルで実験してみましょう。

食う者 オオカミ 食われる者 ウサギ

磁石でモデル化 ゼムクリップでモデル化
（フェライト磁石３個） （ゼムクリップ５０個）

・西洋紙の上にゼムクリップ３０個を方法
まんべんなくばらまきます。

・下敷きを５～１０度の傾きをつけて、
右図のように立てかけます。
・磁石（３個一組）をクリップに狙いを
つけて転がします。

①最初の年：うさぎ３０匹 オオカミ５匹条件
②磁石（３個一組）を下敷きの上から転がせる
③磁石にくっついたゼムクリップの数を数え １匹のオオカミが１年間に食べたウ サ、
ギの数とする
④食べられたウサギは外に取り去り 残りのウサギを又均等にばらまき 又磁石を 転、 、
がす
これを生きているオオカミの数だけ繰り返す



⑤オオカミが食ったウサギの数によって、オオカミの数は表のようになるとする

食ったウサギの数 オオカミの数の変化
０～３匹 飢え死にをする
４～５匹 生き残る
６～７匹 子を１匹産む（次の年は計２匹となる）
８匹以上 子を２匹産む（次の年は計３匹となる）

⑦ き残ったウサギは、次の年は２倍になる
⑧ サギが全滅したときは、次の年は他の野原より５匹移住する（ゼムクリップを
５個置く）

⑨ オオカミが全滅したときは、１匹他の地域から移住してくる

理科工作など

ピコピコカプセルの迷路ボードづくり 浜崎

以前、要請されて理科工作をされたそうです。実物を

見せ、遊び、そして説明はしたけど、作ってきたもの

とは違う物を作り出す子ども達の発想に驚かされたそ

うです。

スチロール板大（縦22㎝、横15㎝）スチロール準備

（ ）板小 幅1㎝ 長さ22㎝ 2枚 幅１㎝ 長さ15㎝2枚

隙間テープ（幅5㎜ 長さ16㎝）鉄球直径4㎜ 鉛球直

径3㎜ 薬用カプセル 幅5㎜の両面テープ（♯00）
スチロール板 100円ショップ 隙間テープは特注

１ スチロール板大の端に両面テープを貼る。そこに

スチロール小を貼り、壁とする。

２ 転が図案をマジックで書き、そこに隙間テープを

貼る。

３ カプセルの中に鉄球を入れて遊ぶ。

なぜ円の面積はπr なのか 亀崎中学校 山口克雪２

。芯のないトイレットペーパーを中心に向かって切る

それを広げると三角形の山になる。

下図を見て下さい 円がバームクーヘンやトイレット。

ペーパーのように層になっていると考える。

これを黒い縦の実線のところで、切って左右に広げ 

る。



、 、 、そうすると円は 円周を底辺 半径を高さ

とする三角形になる。

面積は

面積＝円周×半径÷２

面積＝半径×２×円周率×半径÷２

（ ）＝半径×半径×円周率 πr２

になる。

クントの実験 大竹中学校 田中

高音の叫び声でガラス管の中の発布スチロールビーズが波打つ。

。 。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

カズー・マムシの卵・みつばち１月２６日（土）８時半～お楽しみリレー広場（五日市公民館）

１月２６日（土）１３時～ 例会（観音中）

２月 ９日（土）～１０日（日）冬合宿（広大・蒲刈）

ロケット・もどり車・走るCD２月２３日（土）８時半～お楽しみリレー広場（五日市公民館）

２月２３日（土）１３時～ 例会（観音中）

３月２３日（土）８時半～お楽しみリレー広場（五日市公民館）

３月２３日（土）１３時～ 例会（なぎさ中高）

今年度（９月～８月）会費２０００円の納入をお願いします。

例会の様子はウェブにもあります。サークルは会費で成り立っています。

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

参加する人は木本まで相談下さい。空室ならば可 1月26日まで冬合宿について（案）

２月９日 9：45 集合（理学部玄関前）
9：45 10 12 12：30 13 15 15：50 16 17

車でピック 集合 広島大学 移動 昼食 移動 製塩展 移動 輝きの 夕食
アップ 示館① 館自由

２月１０日
19 19：30 21 21：15 22 24 7：30 8：30 10 10：20 10：40
移動 天 体 移動 輝きの館 交流会 朝 レポート 移動 道の駅 移 昼食 移

観測 風呂 和室 食 学習 出会い館 動 動



学習予定

広島大学で天文に関する学習・古代製塩について・天体観測・レポート・天体教材づくり等

（科教協中国大会 in 広島）12月26日～27日第38回中国地区科学教育研究会

参加者 島根1 鳥取2（1） 山口2 岡山5（1） 広島14（4） 計24人参加（女性6人）

（比治山女子中高 越智）講演「西日本豪雨災害から学ぶこと」

この３０年

間に広島県内

で起きた土砂

災害は 88年加、

計 99年広島・、

呉 06年湯来・、

千代田 10年庄、

原、14年広島

市 18年西日本、

豪雨 今回は80。

年間災害が起

きていなかっ

。た所で起きた

雨量は、7月5～7日の三日間で約400㎜、特に多いわけではない。しかし、広島は土砂災害危険

箇所は49541で全国1位、崩壊しやすい地質である花崗岩類や流紋岩類が多い、松枯れの影響等

で土砂災害が起こった。県内各地の状況の報告があった。熊野町では尾根を越えた土石流があ

った 小屋浦では管理不良の砂防堰堤の破壊があった 矢野東では2月に完成した容量の小さい。 。

治山堰堤を土砂が越えた。馬木は林道破壊が土石流を引き起こしている。等

防災の基本は、危険と事実を認識すること・想定にとらわれない・正しく恐れ、真っ先に逃

げる・空振りを恐れず、みんなで対応することである。避難場所への避難一辺倒でなく、近く

のコンクリート建物の避難 2階以上の垂直避難 さらにはホテルや旅館を避難所にする考え方、 、

も大切である。

（ ）ナイター講座 アフリカからやってきたクロサイ ハナの果たした役割「 」安佐動物公園 畑瀬

ハナは昭和46年 1971年 7月14日 雄のクロとともにケニアから来園した 野生個体で 推（ ） 、 。 、

定年齢5歳（クロは推定4歳）のまだ若い個体だった。

昭和52年 1977年 に初めての子どもが生まれ 以来平成7年 1995年 までの間に10頭の子ど（ ） 、 （ ）

。 （ ） 。もをもうけた ハナの10頭出産という記録は一時多産の世界記録 現在では世界2位 だった



、 （ ）10頭の子どものうちの8頭は国内外の動物園に移動して繁殖し 現在ではハナの来孫 らいそん

が誕生するなど、飼育下クロサイの種の保存に大きな役割を果たしてきた。

クロとハナは平成11年（1999年 、次世代の）

クロサイたちに展示場を譲り、第2クロサイ

。 （ ）舎に引っ越した ハナは平成27年 2015年

に当時の長寿世界記録49歳に並び 以降は記、

録を更新してきた 出生日が不明のため来園（

した7月14日を誕生記念日と設定 。）

ハナは これまで死亡に至るような大きな病、

。 、気をすることなく過ごしてきた 9月7日は

通常通り運動場に出てお気に入りのヌタ場でごろごろするなど、日中は特に異常はみられなか

ったが、夕方、部屋に入ってからは軽いふらつきと低体温、意識の軽度混濁が見られたため、

部屋を暖め、軽い強心作用および興奮作用のある薬剤を注射した。この際、ふらつきはまだあ

るものの、注射に対して怒るなど、意識状態の改善がみられたため、部屋の保温などの対応を

して夜を過ごさせたが 翌8日朝 室内で横たわって死亡していた 周囲の敷き藁が乱れておら、 、 。

ず、部屋の中央で横たわっていたことから苦しむことなく死亡したものと思われる。

ハナの母親は密猟で殺されて、ハナも銃創（銃で撃たれた傷跡）がある。その背中から少し

右下には槍で突かれた跡もある。現在、国内の絶滅危惧種クロサイは２２頭。その内、動物園

生まれでない野生生まれの個体はハナだけであった。今では国内１１ヶ所の動物園でクロサイ

を見られるまでなった。そして、その１１ヶ所の動物園には、一緒に来園したクロとハナの血

が入っている個体が必ずいる 世界最高14頭を出産したエリーの1頭が 安佐動物公園にハナの。 、

九番目の子供、サキのペアのヘイルストーンの母親である （安佐動物公園HP）。

レポート

〇昆虫の擬態（岡山 内田）

休日を使って昆虫写真を撮っている。蝶の食性は蜜だけでなくオシッコやうんこ、他の動物の

体液など多様であることを教えてもらった。理科教室表紙写真連載中

〇小４「ものの温度と体積」など（岡山 有元）

レポの前に今回の西日本豪雨で地域の災害状況の報告があった。栓をしたフラスコを温めると

栓はどうなるかを討論させる。子どもの意見は空気の体積が大きくなるからと暖められた空気

が上に行き栓を押すの２つ。確かめ方法としてフラスコの口を下にして温める。栓は飛ぶが、

温められた空気が上に行くと考える生徒は対流説を言う。フラスコを横にしたら・・・・

〇小６「わたしたちの体 （山口 徳永）」

30年前に中国大会で聞いた嘴本さんのレポをもとに参観日授業。ゴリラの手形を見せて、誰の

手？ 人間の手と違うところは？ 親指の大きさ チンパンジーの足形と手形を見せて、どっ

ちが足？ 人の足形から土踏まずを確認。 骨がアーチ形になって重い体を支える。



〇回転混色の工作（岡山 竹本）

退職されても公民館などで子ども達相手に理科工

作に励む。この数年回転混色の研究をされている

ことに感心させられる。混色の分類として、減法

・加法・中間（回転・並置）がある。詳細は竹本

さんに聞いて下さい。

「 」（ ）〇中１ 密度から物質を調べよう 岡山 采女

100円ショップに打っている金メダルは本当に金

メダルなのかを密度によって調べる。特に体積を

量るのに幅0．5㎝、横10㎝ 縦10㎝のアクリル容器を作ったのが味噌。水漏れするところには

マニキュアを塗ったらよいらしい。

〇中２「電気の世界の導入 （島根 金本）」

豆電球の点灯について。最初にソケットを使って点灯させる実験。次にソケットを使わず導線

と電池と豆電球で点灯させる実験をする。その後明るさの違う豆電球を直列と並列で点灯させ

る。その時、豆電球を反対にするとどうなるかを考えさせる。参加者からこれは難しい。

広島からは「科教協設立趣旨 下末 「教科書実験のおもしろ化の提案 浜崎 「光の学習 田」 」

中」のレポートがあった。広島は省略。 以上9本 提案10分、討論10分であった。

科学お楽しみ広場

音の速さ・ボール地球儀等（采女 ・フィルムケースロケット（金本 ・リードスイッチこまと） ）

骨格標本（木本 ・水素発生器・圧気発火器等（浜崎 ・体感してわかる滑車（下末）） ）

大温室内案内版より）フィールドワーク（植物公園のバオバブ）（

オーストラリアバオバブ ア（ ）Australian Baobab
オイ科アダンソニア属

最大直径：約 ｍ 幹高：約 ｍ トックリの2 3.5 （

部分） 推定樹齢： 年400
年 月に、西オーストラリアのカナナラか2017 10

ら、約 ｋｍの距離を経て、大規模改修後の11000
大温室のシンボルツリーとして新しく導入した。

オーストラリアバオバブはオーストラリアの中で

も西オーストラリア州のキンバリー地方にのみ自

生している。自生地では雨季（ 月～ 月）と乾11 3
季（ 月～ 月）があり、雨季には洪水により道4 10
路が浸かるほど雨が降る。現地では またはBoab

と呼ばれ 親しまれているとともに 葉Boab tree 、 、

や果実などは食用など様々な形で人々の生活に利用されている。


