第 1 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は、空力翼艇
ラムを作りました。

第 1 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、ペーパー
クロマト分析。

第 1 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、ウエーブ

ペーパークロマトの分析方法を使った水性ペンの

マシンを作り、横波の伝わり方、反射、回折（かい

普通の船とは異なる形です。「何コレ～？」と不思

色分析を体験しました。灰色（グレー）は何色から

せつ）および重ね合わせを観察してもらいました。

議そうな顔をしながら、作業に入りました。

出来ているでしょうか？絵の具だと黒色と白色を
波と言えば、海の波という回答が多かったですが、
混ぜるという答えが多かったです。では、灰色の水
科学の世界では、音、光、電気、電子レンジ（マイ
性ペンは何色から出来ているでしょうか？使うも
クロウェーブ）と、たくさんの波があります。目で
のは、ストローと天ぷらで使う紙、水です。最初は
見ることは難しい波をウェーブマシーンで観察し
暗い色４色を選んでもらいました。試験紙を水に少
てみます。セロテープを机と机の間に張り、ストロ
しだけ浸さなくてはなりません。水を入れ過ぎて、
ーを並べていきます。根気のいる作業でしたが、み

初めて本格的にハサミを使う人もいます。しかし、

色が混ざったりして悪戦苦闘していました。水性ペ

夢中になりながら部品を切り抜いていきます。細か

ンの暗い色は実はいろんな色が混ざって作られて

い部分になると、ため息が出てきたり、ブーイング

います。黒なのにいろんな色に分かれていきました。

が出ましたが生徒たちはハサミを巧みに動かしら、

また、茶色や灰色には黄色や水色が入ってました。

んな黙々と作業していました。

集中して部品を一つ一つ切り抜いていきました。

まず、横波の伝わり方を観察してもらいました。
これはある程度、想定内のことだったようです。

次に明るい色、信号の色を選んでもらいました。
次に、両面テープで部品を組立てていきました。

明るい色はあまり変化しませんでした。

両面テープを始めてみる人もいました。そして、完
成したラムを実際に動かしてみました。思った以上
に、なめらかに遠くまで進んでいくラムを手放しま
次に、ウエーブマシンのまん中に手を置いてもらい、
せん。レース場を増やして自分たちで作ったものを
波をせき止めるようにしてもらいました。波の反射
確かめてもらいました。Ａコースのみんなはどんな
の観察です。また、両方から、波を発生させてもら
動きを予想していたんでしょうか？質問してみま
このペーパークロマト分析の原理は、例えば、クロ

い、波が重ね合わさった時の状態を観察してもらい

ロフィルα、β カロチンなどが野菜の中に含まれ

ました。これは特に興味を引いたようです。

したが、興奮して相手にしてもらえません。
どうして、変な形をしているのでしょうか？ 本当
ているかどうかを、調べるのに使えます。

波の回折（かいせつ）は観察しにくかったのですが、

は理由があります。でも、それはとても難しいこと
波が障害物を回りこむことを言います。遠くの音が
なので将来、流体力学を勉強した時に、このラムを
建物を超えて聞こえてきたり、携帯電話の電波が建
思い出してみてください
物を回りこんで通話が出来たりする理屈です。
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家に持ち帰って、天井からぶら下げて、タテのウエ

ビタミンＣは含まれていませんでしたね。しかし、

ーブマシンを作った人もいました。色々な波が観察

のりには意外と多くのビタミンＣが含まれている

できたと思います。

ことが分かりました。今回は９種類のモノしか調べ

第２回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は、

られませんでしたがタマゴの空き容器を利用して、

うがい薬を使って、定性分析（成分分析）をします。

他にも実験してみてください。夏休みの自由研究に

身の回りのモノにビタミンＣが含まれているかど

も最適です。

きれいな鏡が完成です。

うか、うがい薬を使って実験を行います。まず、自

第２回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、

第２回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、

分たちで、容器に水を入れてもらって、うがい薬を

砂糖と銀の化合物を使って試験管に銀幕を作り、鏡

化学電池を作り、車を走らせる二回シリーズです。

数滴足してもらいました。そしてかき混ぜて、分析

を作ります。この実験でつくる鏡は、19 世紀にド

身近な物質を使って、一人一人の生徒に組み立てや

用の溶液を作ります。

イツで開発された「銀鏡反応」を利用した鏡作りで

すい空気マグネシウム電池を作ってモーターを回

す。硝酸銀に砂糖（ブドウ糖）を加えると化学反応

します。このマグネシウム電池は出力が非常に高い

を起こして、金属の銀ができます。これを試験管に

化学電池です。まず、車体から作ってもらうところ

付着させて鏡を作ります。まず、試験管をクレンザ

から、始まります。完成した車体部分も保有してい

ーでよく洗ってもらいました。そこへ、硝酸銀を入

ますが、身の回りのモノで作るところから始めるア

れます。そして、アンモニアを加えていきます。こ

メリカ方式をサイエンスシャワーでは取り入れて

そして、お茶の葉、のり、レモンのど飴、ビタミン

の作業で使うのが駒込ピペットです。このスポイト

います。一つ一つの部品を丁寧に作る過程が、将来

Ｃのど飴などを容器の中に次々入れてビタミンＣ

はいい加減に持つと、周りの人を危険にさらすので、

役立ちます。タイヤを一つ一つ、ハサミで切り取っ

の存在を調べていきます。

正しい持ち方を徹底してもらいました。

てもらい、車体に取り付けます。そして、モーター
をつけて配線するところまでしてもらいました。マ
グネシウムは、実用金属中最も軽く、地球上で６番
目に豊富な金属と言われています。これを学校のプ
ール一杯に入れて、発電させれば、原子力発電所で

真剣な手つきで実験を進めていく人が多く、ふざけ
ビタミンＣがあると容器の中の液体は白くなり、

ている人はいませんでした。科学者らしくなってき

作られるエネルギーに匹敵すると言われています。
皆さんもぜひ研究して挑戦してください。

ました。

第３回理科
その結果をプリントにまとめてもらいました。
まだ、字を習っていない、一年生には○△×で書い
てもらいました。

アンモニアを加えた硝酸銀が、最初は濁っています

実験Ａ
実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は磁石を利用した UFO 制作で

が、だんだん透明になっていきます。そこに、砂糖

す。「この UFO は飛ばないんだよ」と伝えたら、

を加えると化学反応が起きて銀ができます。

生徒たちにガッカリされてしましましたが重力と

ちょっとした錬金術です。

磁石の性質（反発する・引き合う力）を体験しても
らいました。プラ板に磁石を並べてもらい支柱をた
てて、

レモンのど飴は溶液の色が変わりませんでした。
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初めての両面テープ
完成したプラコプターを今度は息を吹きかけて回
していきます。息の吹きかけにもコツが必要です。

針金が思うようになりません。そこに UFO をぶら
下げるという単純な構造でしたが、

それに、食塩水を垂らします。実際に食塩水を垂ら
してみると、モーターがかなり回転しました。
実際に宙を舞ったのは２～３割位でした。

調整が A コースの生徒たちにはかなり難しく、
泣き出してしまう生徒もいました。反省点です。

0

第３回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
それでも、最後まであきらめずに完成させようとす

0 生徒たちは、モーターが回ることに成功すると、

るひた向きな姿勢が多く見受けられました。

化学電池を作り、車を走らせる二回シリーズの２回

0 もっと回転させるように各自で創意工夫を始めま

第３回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、プラコプタ

目です。今回は電池部分の制作です。

0 した。活性炭を増やしてみたり、食塩水を増やし

ーの制作です。

この電池制作を通して電池の仕組みを体感しても

0 てみたりマグネシウム電池の仕組みは、マグネシ

らいます。まず、コーヒーフィルターに活性炭を敷

0 ウムから電子が流れ出て、銅と活性炭に受け止め

き詰め銅メッシュで蓋をします。（プラス側）

0 られます。そうすると、電流が銅からマグネシウ
0 ムへ流れていきます。
普段目にする乾電池の中 0
はブラックボックスになっていて見られませんが 0
今回の実験では、電池の仕組みを目にすることが 0

まず、型紙をつくり、それをお惣菜パックに貼って、

できたと思います。

書き写してもらいました。しかし、ここで、
0
ほとんどの生徒たちが定規を使わずに、書き写した

その下にマグネシウム（マイナス側）を敷きプラ版

ために、線がゆがんだり、長さがバラバラになって

で挟んで完成です。

しまい、やり直しです。科学の世界の厳しいところ
です。
丁寧に作るところは、丁寧に作らなければなりませ

第 4 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容はスライムの

ん。このプラコプターは羽を回転させ、羽の隙間を

制作です。スライムを作ったことがある生徒は半分

上から下へ向かう強い気流を発生させ、その反作用

以上いました。赤、青、黄色の水に洗濯のりを入れ

によって飛びます。なので、羽の大きさがバラバラ

て、魔法の水（ホウ砂）を入れてハシでかき混ぜま

だとうまく回りません。でも、嫌な顔も見せず 00

す。

に生徒たちはやり直しをしていきます。
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第 4 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、

実験終了後も、ロケットの燃料をメモしに来る生徒

プチロケットの制作です。

が多くいました。

そうするとスライムができます。それを袋に入れて
もらいました。
近所で行う場合には、周りに気をつけて
まず、先端部分と羽作りです。型紙をつくり、それ

実験してください。

をお惣菜パックに貼り切り取る。前回の復習です。

第４回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
銅鉱石から色々な化学薬品を使って銅を取出す方

手がベタベタになるのを嫌って、うまくハシを使う

法を体験しました。身近にある銅といえば１０円玉

生徒大胆に手づかみで袋に入れる生徒。

ですが、銅というのは銅そのままで存在するのでは

感触が気持ちいいとオニギリみたいにする生徒。

なく鉱石に含まれているものを抽出します。
その過程を体験してもらいます。銅鉱石を塩酸で溶
慎重にハサミ
を使いながら、部品を一つ一つ作っていきます。

かして、反応を早めるために過酸化水素水を入れ、
沸騰させます。

ポンプを押す力が弱くて、少ない量のスライムしか
できない場面もありました。３色のスライムができ
たところで、２色ずつスライムを混ぜてもらい色の
組み合わせにより、どのような色ができるのかを体
験してもらいました。

鉄鉱石＋塩酸＋酸素→塩化銅＋水しばらく冷ませ
それをボディであるフィルムケースに装着します。

てから、試験管の中身を３等分に分けてもらいまし

羽をつける細かい作業は大変だったようですが、な

た。最初の一本には液体のみで残りには、スチーウ

んとか形にしてもらいました。どのようなロケット

ール（鉄）、亜鉛をそれぞれ入れてもらいました。

になるのか想像がつかず、かなりストレスだったよ

＜実験１＞

うです。次にロケット燃料の製造です。クエン酸と

液体のみの試験管にフェロシアン化カリウムとい

炭酸水素ナトリウム（重層）を使います。同じ量を

う指示薬を入れました。この指示薬はどんな鉄が含

混ぜて完成です。

まれているかを調べるために、とても便利な薬品で

もっとも、色の
組み合わせについては、生徒たちはよく知っていま
した。最後に３色のスライムを混ぜてもらいました。

完成した人から、片づけをして屋外で実験をする流

これは、どんな色になるのか想像がつかなかったよ

れだったので屋外での実験の歓声を聞いて、最後の

うです。

細かい部品で焦ってしまう生徒もいました。

す。・銅が含まれている→茶褐色・鉄が含まれてい
る→青色

水を加えて蓋をすると、化学変化に反応は始まり、
勢いよくロケットは飛んでいきました。

この実験は単なるスライムの制作に見えますが、

そうすると、試験管の液体が茶褐色に変わりました。

たくさんの混ざった薬品から、塩化ビニールを取り

これは、この液体には銅が含まれていることを示し

出すということを体験してもらいました。

化学反応の激しさを体験できたと思います。
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ています。

第 5 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は M 型サイフ

完成したサイフォンがうまくいくか、実演です。

ォンの制作です。サイフォンを利用し、少し変わっ
たデザインのサイフォンを制作しました。

＜実験２＞亜鉛を入れた試験管を観察しました。亜
鉛の周りから泡が出ていました。泡は水素です。

残り 5 ㎜液体が上がれば成功なのに、なかなか 5

＜実験３＞

サイフォンのポイントは、一度、管の中を液体で満

㎜の壁を越えられなかったり、調整が難しい実験と

スチーウールを入れた試験管を観察しました。こん

たせば、液体は移動します。実際の社会でも、サイ

なりました。

どは、スチーウールが灰色から茶色に変化しました。

フォンがうまくいくかどうかは、圧力とか液体の比

スチーウール（鉄）が銅に変化しました。そして、

重に関係します。

残った液体にフェロシアン化カリウムを入れまし

まず、初めに材料の準備です。

た。そうすると試験管の中の液体は青に変わりまし

ストロー４本をハサミである長さに切ってもらい

た。残った液体には鉄が残ったことを表します。

ました.16.5 ㎝と初めて少数点に接した生徒たちも
いて、戸惑う場面もありましたが、
定規の使い方と一緒に練習してもらいました。

第 5 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、『おおし
ま』を立体的に表現しました。地学の分野で、等高
線の仕組みを体験します。

・一番右側の試験管銅に変わったスチーウールと
変わらないスチーウール
・右から３番目の試験管
フェロシアン化カリウムを入れた瞬間

そして、この 4 本のストローに、タテにハサミで切
れ込みを入れてもらいました。しかし、ヨコに切っ
てしまったり、『切れ込み』の意味が分からなく、

まず、型紙を惣菜パックに貼ります。そして一番外

先生たちは大忙しになりました。次にストローを M

側の等高線をなぞってもらいます。

型につなげてもらい、特製サイフォンは完成です。

鉄鉱石（左）から銅（右）を抽出しました。塩化銅
＋鉄→塩化鉄＋銅
次に、新しい惣菜パックを重ねて、外側から２番目

化学式は難しいですが金属を精製するのは手間が
かかることが体験できたと思います。
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の等高線をなぞってもらいます。

てもらいました。

これは、試験管の液体（炭酸カルシウム＋水）がア
ルカリ性であることを示します。
この作業を続けて、8 枚の惣菜パックを作成しても

②さらに多量の二酸化炭素を吹き込むと、試験管の

第 6 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は表面張力を

らいました。途中、集中しすぎて、一枚の惣菜パッ

液体は透明になります。こんどはフェノールフタレ

利用して動く小船の制作です。表面張力とは、表面

クに数個の等高線を書いてしまった人もいました。

インを入れても、ピンクに変わりません。試験管の

をできるだけ小さくしようと分子が引き合う力の

この 8 枚の惣菜パックにスペーサーを入れて、重

液体が中和されたことを示します。（アルカリ性で

ことを言います。コップに水を入れて、こぼれるギ

はなくなった） （実験２）

リギリまで入れても、水はなかなかこぼれません。

二つの液体を自分たちで作ってもらい、中和させて

コップ表面の水が引き合って、外にこぼれないよう

みる。

にするからです。

薬品を正確に測ってもらいました→① 試験管に

今回は液体のこのような性質を利用して船を走ら

炭酸ナトリウム 1.0ｇと水を入れフェノールフタレ

せます.まず、プラスチックに型紙を貼って、プラス

インとユニバーサル試験紙で調べてみました。そう

チックを船の形にします。そこにストローを船の後

するとピンク色の PH１１のアルカリ性の液体がで

部に取り付けて小船の完成です。

ねてもらい完成です。

等高線の間隔が広いところは、なだらかな地形をし
ており、狭いところは急勾配になっています。

きました。
② 別の試験管に硫酸水素ナトリウム 1.0ｇと入れ
フェノールフタレインとユニバーサル試験紙で調
今回の実験の応用として、もっと大きい惣菜パック
を利用し、日本地図を描いてみたりしてください。

べてみました。こんどは無色透明の PH２の酸性の
液体ができました。
ストローをハサミで切るときに、ストローを飛ばし

それに、地震の分布や植物の分布を重ねてみたりし
て夏休みの自由研究に挑戦してみてください。

てなくしてしまう生徒がいました。両手を使いまし

第 5 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、中和反応を観察

ょう。船体後部のストローに接着剤を垂らすと、船

します.中和とは酸性の液体とアルカリ性の液体を

は動き回ります。

混ぜ合わせたとき、お互いの性質を打ち消し合う化

ユニバーサル試験紙③ ②の溶液を①の溶液に加

学変化をいいます。

えて、酸とアルカリを加えるとどうなるかを観察し

（実験１）
①石灰水にストローで息を吹きこむと炭酸カルシ
ウムができ、白く濁ります。
ここで、フェノールフタレインという薬を入れると、
これは、船の前方の表面張力と後部の表面張力が
ピンクに変わります。
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接着剤によってバランスが崩れます。すなわち、後
部の表面張力（液体が引っ張る力）が接着剤によっ
て弱くなります。そうすると、前方の表面張力が液
体と共に船を引っ張り、小舟が前進します。
次回は部品を使って、自分たちで考えて組み立てて
もらいます。

第 7 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は表面張力を
第 6 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、
利用して不思議なマーブルプリントに挑戦です。色
針金を使って不思議なシャボン玉を作ります。シャ

←立方体のシャボン玉

ボン玉は洗剤によって表面張力が小さくなること

第 6 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、ヘロンの

によりできます。表面張力とは表面をできるだけ小

噴水を作ります。一世紀の学者ヘロンが発明した噴

さくしようと分子が引き合う力のことを言います。

水です。水圧・大気圧を利用しています。大昔の人

のついた墨を垂らして、竹串で模様を作ります。簡
単な作業なのに、不思議な模様ができます。

が電気も無いのに、どうやって高いところへ水を送
り込むのか注目点になります。今回は、噴水を自分
たちの手で作るところから始めます。

水を張ったバットの中に、一滴ずつ、墨を垂らして
いきます。生徒たちは「その色も使いたい！」と色
の取り合いです。墨を垂らすと、色が薄く広がって
針金一本をペンチで加工します。まず、針金 4 本を
いきます。そして、どんどん色を重ねていきます。
数センチに切ってもらいました。ペンチの根元で針
次に広がった色を、竹串を利用して模様を作ってい
金を切れることを体験しました。そして、その針金

この実験に用いるのは、ペットボトル３つ・ゴム

4 本の先を折り返してもらいました。初めての体験

栓・プラスチック管・ビニール管です。

きます。

なのかペンチの先を使うことができません。次に針
金を既定の長さに９０度曲げてもらいましたがこ
れも、うまく曲げられませんでしたが、一度だけお
手本を見せたらかなり、うまくできるようになりま
した。
かき混ぜ過ぎてしまって、模様が崩れてしまう生徒
まず、ゴム栓の加工から始まりました。穴を 2 つあ
もいました。また、黒色を使いすぎて、コーヒーみ
けてプラスチック管を通します。しかし思いのほか
たいになってしまう生徒もいました。
ゴム栓が硬くて、穴があきませんでした。そこで電
動ドリルで先生たちが大人の力で穴をあけました。
次に、あけた穴にプラスチック管を実際に通します。
あとは、加工したパーツの連結です。握力が足らな

プラスチック管も自分たちで加工しますゴム栓の

いところは、先生たちが手助けして完成しました。

弾力が強くなかなか通りませんでしたが洗剤を利

きれいな立法体を作れた人も多かったです。

用して摩擦を小さくして、プラスチック管を穴に通
模様ができたところで、紙を水面において、作品を
すことができました。
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写し取ります。

スが遅れてしまいましたがみなさん、暑さも忘れて

でも、ほとんどの生徒が一見複雑な仕組みに、孤軍

制作に取り組んでいました。

奮闘していました。

第 7 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、ヘロンの

配線を間違がえて空気が混ざって、音を立てながら、

噴水の組み立てです。

水が噴き出てしまった人。何も起こらなかった人。

同じ模様ができない世界で一つだけの作品の完成
です。

成功した人は先生に、どうして噴水になるのかを、
説明しなくてはなりませんでした。

第 7 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、カムシャ
フト装置のペーパークラフトに取り組んでもらい
この噴水のエネルギー源は、位置エネルギー（高さ）
ます。回転運動から直線運動へ変える仕組みをペー

第 8 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は表面張力を
だけです。前回作ってもらった、噴水装置を３つの

パークラフトによって体感してもらいます。

利用してアメンボー作りに挑戦です。「アメンボー
ペットボトルに装着して噴水を作ります。とりあえ
は、どうして水の上に浮かんでいられるのでしょ
ず、黙々とゴム栓をペットボトルに付けていきます。
う？」との問いに多くの生徒たちが、元気よく手を
挙げて「足に毛が付いているから」物知りの生徒と
たちが多かったです。実際に、針金とペンチでアメ
ンボーを作ってもらいました。

実社会と同様、雑に作って１ミリの誤差が出ると、
うまくいきません。一つ一つの部品を丁寧に作らな
次にビニールチューブの取り付けですが、水の通り
くてはなりません。
道と空気の通り道を考えなくてないけません。

カッターで円を切り取るのが難しかったようです。

ヘロンの噴水の仕組みを考えながら、生徒たちに試

まず、針金一本とペンチを渡して、半分に切るよう

行錯誤をしてもらいます。

に指示しました。すると、定規で中心を取ろうとし

物理の難しい公式を使わずに、理屈を考えてもらい

ました。しかし、「定規がない場合は、どのように

ました。先生たちは、取り付けにくいチューブの装

して真ん中を決めるのか？」と課題を出しました。
なかなか、解答が出ませんでしたが、なんとか、

着のアシストだけです。

「一本の針金を二つに折って中心を作る」ことに気
付いたようです。
ペンチを初めて使う人が多かったのですが

一度の試みだけで、成功する人もいました。
猛暑の中での授業になってしまったクラスは、ペー
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ペンチの使い方も覚えてもらいました。

第 8 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、

第 8 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、

カムシャフトのペーパークラフト２回目に取り組

ニワトリの頭の解剖です。

んでもらいます。

次に、２本にした針金を X 字に交差させ、
よじってもらいました。

前回までは、一つ一つの部品を加工してもらいまし

ニワトリの頭を解剖してもらって、脳を取り出して

た。それを今回は組み立ててもらいます。

もらいスケッチしてもらいます。去年大好評だった
ので、今年も開催しました。教材はドッグフードで
使用されている、鶏頭の水煮です。ドッグフードで
利用されているので、悪臭はしないのですが先入観
のせいか、なかなか教材になじめなかったようです。

前回までの作業を失敗してしまったり、雑に作って
そして、『足の毛』にあたる部分を作ってもらいま
した。ペンチの先を使って蚊取り線香みたいに、針
金を巻いてもらいます。ただ巻いてもらうだけでは、

しまった人は、今回、回復させるのが大変です。
部品の加工で１ｍｍずれてしまったところは、回転
運動が直線運動につながりませんでした。

針金アメンボーは水に浮かばないのですが、とりあ
えず巻いてもらいました。

一回目の解剖は、試行錯誤してもらうために、竹串

案の定、ほとんどの針金アメンボーは沈んでしまい

を用いて自由に解剖してもらい、だいたいの感覚を

ました。針金をただ巻いてもらっただけでは、うま

つかんでもらいました。

く表面張力は発生しないのです。

カムシャフトのイメージがつかみにくかったのか
完成まで、五里霧中での作業だったようです。

二回目からは、一緒にまず、頭の皮を剥いで、頭が
そして、うまく浮かぶように調整してもらって

い骨を露出させます。そして、慎重に頭がい骨を取

針金アメンボーの完成です。コツをつかんでもらっ

り出します。そうすると、脳の上部が現れます。

たら、１本足、２本足、６本足の針金アメンボーを
作ってもらいました。

完成品をみても、生徒たちは少し先のイメージがつ
かめていなかったなと思いました。

ゆっくり慎重に脳を取り出してみるとみなさんは
上手に人間の脳とは異なった形の脳が取り出せま

9

した。取り出した脳を、観察してみると大脳・中脳・

一番上まで持ってきます。・４０倍でレンズを合わ

小脳・視神経が観察できます。視神経が眼球と中脳

せれば、あとは、１００倍・４００倍は簡単にみら

につながっているのが観察できました。

れます。ここで、生徒たちは顕微鏡を覗いて
「何も見えない」と不満げ。接眼レンズを覗きなが
ら、ツマミを調整していきます。すると「おっ！何
か見えた～」
「すごいっ！！」と興奮してきました。

上部…黒い部分が眼球とつながっている視神経
真ん中…２つあるのが中脳一番下…小脳
顕微鏡で見えたものをスケッチしました。
観察したものをスケッチしてもらいました。

上：塩の結晶

下：片栗粉の世界

ハンドルを早く回し過ぎて、レンズの調整がうまく
いかなかった生徒たちからは「先生来て～」のリク
エスト。先生たちは目が疲れてしまいました。
ミクロの世界はいかがでしたか?

第 9 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は顕微鏡実習
です。塩の結晶・水溶き片栗粉を観察してもらいま
した。２学期になってから、生徒たちは少し落ち着

次に水溶き片栗粉を観察してもらいました。
要領を覚えた生徒たちは自分たちで、レンズを微調
整していきます。

いてきた感じです。「顕微鏡を知っている人？」の
質問に多くの生徒たちが手を挙げてくれました。
今回は、顕微鏡の正しい使い方を学習して、実際に

第 9 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、顕微鏡実

物質を観察します。接眼レンズ・対物レンズの名称。

習です。きゅうり、大根、にんじんの組織を顕微鏡

ステージの上下。標本の作り方（プレパラート＝ス

で観察します。接眼レンズ・対物レンズの名称。ス

ライドガラス＋カバーガラス）を説明して、一緒に、

テージの上下。標本の作り方（プレパラート＝スラ

操作してもらいました。

調整がうまくできた生徒からは「うわ～気持ちい！」

イドガラス＋カバーガラス）の説明です。まず、標

「何これ～」とテンションが上がってきました。

本作りです。スライドガラスに、野菜を乗せます。
そして、水を１～２滴垂らしてカバーガラスを置き
ます。余分な水分をティッシュで取り除いて出来上
がり。出来上がったものをプレパラートといいます
が、それをステージに載せます。

掛け算を勉強している２年生は接眼レンズと対物
レンズの関係が理解できたようです。まず、塩の結
晶を観察しながら、使い方を学習していきます。・
ステージに標本を置きます。顕微鏡の倍率を一番低
い４０倍に設定します。・ステージを横から見て、

10

海水のプランクトンは無数に存在しますが、細かく
分析することで、新しい発見が生まれます。

力を入れ過ぎて、カバーガラスを割ってしまう人も
いましたが、めげずに標本の完成です。低倍率でレ

胃は、黒いはらわたの中で、白色をしているので

ンズを合わせて、観察の始まりです。観察したもの

すぐに見つかりました。見つけた胃を切って、胃の

をスケッチしてもらいました。

内容物をスライドガラスに載せて観察が始まりま

第１０回理科実験
１０回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は顕微鏡実

した。

習２回目です。植物が呼吸したり、水分を出し入れ

←

するところ、『気孔（きこう）』を観察します。
学年が上がると、光合成を勉強します。その時に、
この『気孔』を思い出してみていください。今回使
用する教材は、ユキノシタとツユクサです。

植物の細胞は、一つ一つの細胞の間に壁が見えます。
１回目の挑戦で、胃の内容物を観察できた人は、２
細胞膜の他に細胞壁があります。
～３人でした。すでに消化されてしまっている微生
物もあり、微生物の手足だけが残っていましたが
2 回目の挑戦で、コツをつかんだのか、微生物が見
つかりだしました。

この細胞壁のおかけで、お肉（動物の細胞）より腐
るのが遅くなります。

第 9 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、顕微鏡実
習です。『イワシは何を食べているのだろう？』
←植物性プランクトン？回数を重ねるごとに観察

いきなり気孔といっても、分からないので

まず、イワシの煮干しを分解してもらい、胃を取り

できるようになったプランクトンは増えていきま

黒板に絵を書きました。

出してもらうことから始めました。

した。

解剖続きで、辟易？していましたが、すぐに作業に
没頭しました。

エビの幼生→
今回の実験で、生物の生態系が研究できます。
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「豆みたい」と声が上がりました。

第１０回理科実験
１０回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、顕微鏡実
習２回目です。池の水の中にはどんな微生物が住ん
でいるでしょうか。池の水をプレパラートにします。
それを顕微鏡で観察して、観察できたプランクトン

黒板の絵を頼りに、顕微鏡で観察してもらいました。

を図鑑で調べる作業をします。インターネットの普

透明な水のように見えても、微生物がたくさん住ん

及によって、図鑑を手にする機会が減ってきている

でいます。住んでいる微生物を調べることで

と思いますが、ここで、ついでに図鑑の使い方を体

水の分析ができます。

験しましょう。

第１０回理科実験
１０回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、顕微鏡
最初は、植物の破片のようなものばかりでなかなか

実習２回目です玉ねぎの根が細胞分裂していると

ユキノシタは倍率を上げていかないと、気孔を発見

見つけられませんでしたが、徐々に、緑色の小さな

ころを観察してもらいます。根の先端は細胞分裂が

できませんでしたがツユクサは比較的簡単に発見

ものを見つけていきました。

活発なところです。玉ねぎの根の核を染めて、塩酸
に浸します。そうすると、根の成長が止まり、一時

できたと思います。

停止画像のようになります。

発見したものを倍率上げて、顕微鏡で観察し、図鑑

細胞分裂の過程が観察できます。そこで、染まった

で調べます。

根の核を観察すると、ひも状の染色体があり、それ
が二つに分かれます。そして、分かれたひも状のも
のが、丸く核になっていきます。この時の細胞壁は
正方形に近くなっています。

一つを確認すると、吸い込まれていくように、他の
上：ユキノシタの気孔

下：ツユクサの気孔
プランクトン探索を始めていきました。

気孔を発見できると顕微鏡の世界に引き込まれた
ようです観察したものをスケッチしましたた。

真ん中の気泡の右手ひも状になった染色体が
植物性プランクトンでも虫みたいに動くものもあ

細胞分裂しています。 →染色体には無数の情報が

り、意外に感じたようです。

入っていてそれが、子孫に受け継がれていきます。
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←ショートしてしまいます電池とつながっていま
せん

教室の時間帯によって、発見するのが難しかったと

そして、電源の入るところを、応用してもらい、い

ころと比較的簡単だったクラスがありました。

ろんな部品をつけてみました。光で反応してスイッ

今後の課題にします。

チが入るもの。ぬれた手で触ると入るもの、音で反
応するもの、磁石で反応するもの…
配線が長すぎて、電気代がかかってしまいます。

それぞれ試してもらった後、どのような場面で実用

第１１回理科実験
１１回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は電子回路
です。身の回りにあふれている電化製品。それらが、
どんな仕組みになっているかをアメリカ生まれの

されているか、考えてもらいました。磁石で反応す
あと一歩です。

るものは地震計で、ぬれた手で反応するものはお風

実験用品で体感しました

呂で実用されています。

できました。身の回りの電気製品が電池からスター
トして電池でゴールと一周させなければ、動かすこ

第１１回理科実験
１１回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
とができないことを学習してもらいました。
電子回路と論理回路です。 AND 回路・OR 回路・
NOT 回路・NANDA 回路を
。
ここで、論理回路の実験に入る前に二進法について
実際に懐中電灯を取り出して、『懐中電灯を作るの
勉強しました。いきなりの説明でしたが、二進法に
に必要なものは？』の質問に電気（電池）・電球・

第１１回理科実験
１１回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、電子回路

ついて理解してもらいました。電子回路を使って

です。アメリカ生まれの実験用品で、電気を学んで

AND 回路・OR 回路・NOT 回路・NANDA 回路

もらいました。

の各回路の検証に入ってもらいました。

スイッチ・配線（回路）と自分たちで考えながら、
答えを導いてもらいました。そして、その懐中電灯
を配電盤上で表現してもらいました。配電が長すぎ
てエコでなかったりショートさせたりする生徒が
いました。

ま

ず、回路設計図をみながら、音の出る電気回路を作

こういう時の皆さんの集中力には感心させられま

ってもらいました。

す。
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そして、実験結果を二進法で表してもらいました。

基本的な回路を作ってもらい、応用して発展させる
次に、懐中電灯と扇風機の並列回路を作ってもらい

部分は、板書しました。

ました。並列回路はなかなか手ごわかったようです。

さらに、これらの回路が、どのような場面で使われ
ているかを考えてもらいました。今回の実験、みな

とりあえず電気回路図を見てもらいながら、どうに

生徒たちは２回目の実験で、コツをつかんでいるよ

さんが、サラッとこなしていたのには驚きでした。

か形になりました。しかし、並列回路にすると電灯

うで、想定外の速さで、回路を組み立ててしまいま

の光がとても弱くなって、今にも消えそうです。

した。

最初は、単純なサウンドばかりでしたが、最終的に
他にも、どんな所で利用できるでしょうか？

この状態を解消して、電灯の光を明るくしたいと考

考えてみていください。

えました。電池を２倍にしてもらい、電灯の光は少

は、見栄えのするサウンドが完成しました。

し明るくなりました。

その時に思い出してみていください。

第１２回理科実験
１２回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は電子回路

並列は不思議ですね。小学校４年生ぐらいなると、

２です。今回の実験内容は直列回路と並列回路の実

『電池』を直列にしたり並列にすることを学びます。

験です。 まず、懐中電灯と扇風機を直列回路で作っ

中学生になると、『懐中電灯と扇風機』を直列にし

てもらいました。そして、懐中電灯と扇風機をパワ

たり並列にしたりします。

ーアップするにはどうしたらいいかを、考えてもら

第１２回理科実験
１２回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、電子回
いました。電池を２倍にすればいいことはすぐに分
路２です。今回は、電子回路をつかって、大掛かり

第１２回理科実験
１２回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの 内容は
内容は、電子回

な音の発生器を作ってもらいました。テキストは英

路２です。ラジオ作りに挑戦です。回路設計図を見

語で書かれていますが、基本的な設計図は絵で表さ

ながら、ボリューム・スピーカー・バリコン等、大

れているので小学生でもできます。

半のパーツを使って挑戦してもらいました。

かったようです。
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『電気好き』に一歩近づけましたか？

単純な仕組みですが、よく回る人、あまり回らない
人がいました。「先生回らない！」と、先生の前に
列ができましたが、

うまく受信できないと、どこが間違っているのか？

第１３回理科実験
１３回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は振動モー
自問自答しながらの自分との闘いです。
ターの制作です。身の回りのものでは、カメラに取

生徒たちはコツをつかむと、右回転、左回転と在に

り付けられています。レンズが伸びる装置に使われ

振動モーターを操っていました

ています。また、電磁波が発生しないので MRI など
の医療機器にも使われています。振動モーターの原
理は、振動エネルギーが回転エネルギーに変わるこ
とです。 自転車のネジなども、時々ゆるんでくるこ
とがあると思います。これも振動モーターの一例で
中には早口で検証している人がいたのには驚きま
す。
した。すばやく頭の中が回転しているのかでは？）

第１３回理科実験
１３回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、
超軽量カイト（凧）の制作です。最近は凧上げする
機会が少なくなりましたが今回は凧作りです。しか
も、できるだけ軽い凧作りに挑戦です。材料は、発
砲トレイとビニール袋です。発砲トレイを骨組みに
今回は振動モーターの基礎的な部分を、体験しても

加工します。途中で、折ってしまう人もいました。

ようやく完成して、スピーカーから音が聞こえてき
その骨組みを組み立てます。

らいます。
た時の気持ちを覚えていてください 。

次に、糸を取り付けました。方結びがうまくできま
割りばしに、針金を巻いてもらいます。最初はきつ

せん。

電気は難しいイメージがありますが、自分の手で回
く巻きます。そして、等間隔に巻いて、最後にまた
路を組み立てて、頭を使い、実験を通してみると
きつく巻きます。そして、風車を取り付けます。
電気が身近に感じられたのではないでしょうか？

最後にビニールを帆の代わりにつけました。
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てもらいます。

そして、上からビー玉を転がしてもらいます。（科
風が強いと、骨組みが折れてしまします。他にも、

学）果たして、ビー玉はどのような、集まり方をす

そして、蝶々を切り抜いてもらい、蝶々の羽側にも

何か軽くて丈夫な部品を探して、新しい凧作りに挑

るのでしょうか？実際に実験によって検証しても

磁石を付けてもらいます。

戦してみてください。今回はとても慎重さが求めら

らいました。

れる作業でした。

この時、磁石の極性を同じにしてもらうのが、大変
でした。
検証の結果、関数のグラフと同じような球の集まり
方をしました。自然界の法則が科学によって一つ立
. 第１３回理科実験
１３回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、確立と
証されました。
統計です。高校三年生で習います。自然界で起こる、
確立と統計の事象を科学実験で試してみます。『児
磁石だけで遊ぶときは、簡単に磁石同士を反発させ
童２０人が理科のテストをしました。平均点が５０
るのに応用になると、混乱して、磁石を取り付ける
点です。この結果を表したグラフは次のうちどれ
ことができません。今回は、磁石の取り付けに時間
か？』（自然界）４種類の関数のグラフを提示しま
がかかってしまい、課題が一つしかできませんでし
した。
た。次回は今回やり残した課題と新しい課題を行予

第１４回理科実験
１４回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は
定です。
バタバタバタフライの制作です。

これを実験によって、解答を導いていきました。

第１４回理科実験
１４回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、
磁石の性質を体験しながら、羽が舞う蝶々の制作で
牛乳パックリモコンカーの制作です。一本の牛乳パ
す。磁石にはプラス極とマイナス極があって、同じ
ックを使って、有線リモコンカーを作ります。
極同士にすると反発します。それを利用します。土
台を作ってもらい、磁石のついたレバーを取り付け
パチンコ台のようなものを制作してもらいました。

最初に、リモコン部分と車

体部分を切り取ってもらいました。
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微妙なスチールタワシの形、大きさが成功の秘訣に
なります。

みなさん真剣です。

次にキツツキを作ってもらいます。出来上がったキ
ツツキを、もう一つに磁石に付けます。それをもう
中で暖められた空気が、スチールタワシを動かさな

一つの紙コップにつけて完成です。

くてはなりません。スチールタワシが大きすぎても、
小さすぎてもスチールタワシは動きません。

しかし、２カ所の点を取らないと、直線は引けませ
ん。か所だけ図って、適当に線を引いてしまう人が
続出しました。厳しいようでしたが、やり直しをし
てもらいました。きちんと線を引かないで、切って

基本的な仕組みが、前回の復習になっていることに

しまった人は新しい牛乳パックでやり直しです。３

気付いた生徒も何人かいました。全部を先生に聞か

回やり直しをした人もいました。知識だけでなく、

ピストンの代わりに風船をつけて今回の作業は終

ないで、少しずつ自分たちで考えながら作業するこ

厳しい実践の体験です。

わりました。

とに挑戦してみてください。

今回はパーツ部分の制作で終わりました。

第１５回理科実験
１５回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容はキツツキ
の制作です。磁石の性質を利用して、キツツキを制

第１５回理科実験
１５回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、

作します。

牛乳パックリモコンカーの制作その２です。今回は、
配線を行うための下準備です。

第１４回理科実験
１４回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
スターリングエンジンの制作です。エンジンという

基本的な仕組みは、前回の蝶々と同じですが、今回

と・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・ジェ

は動きが大きくなり、自分たちの作業が増えます。

ットエンジン・蒸気エンジン そして、スターリング
エンジンです。スターリングエンジンは、温度の違
いで仕事エネルギーを作り出しますまだまだ、実績
は少ないのでみなさんが、実現化していってくださ
紙コップの一つに、
い。今回は、シリンダー部分の制作です。こしょう
缶にスチールタワシを入れてもらいます。この時の

磁石の板をつけてもらいます。
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電気を通すためにアルミテープで加工したり、

第１５回理科実験
１５回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、

とても細かい作業です次回はエンジンと車体を合体

スターリングエンジンの制作その２です。今回は、

させて実際に走るかどうか実験です。

車輪部分の制作です。

配線を必要な数準備して銅線をむき出しにしま
第１６回理科実験
１６回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は
内容は電磁石を
電磁石を利用
車輪を回すための外枠を作ります。

した釣り竿の制作です。前回、前々回は永久磁石を
使った実験をしましたが今回は電気を流すと磁石
になる電磁石の体験です。三本の釘にったり、
面倒くさくなってしまった生徒が多くいました。

す。
ここにワイヤーストリッパーとか、初めて使う道具

最後にコイルを電池につないで、竿に固定して完成

もありました。

です。

エンジン以外の車体部分も手作りです。
空き缶に穴をあけて、鉄の棒を通します。

みなさんは夢中になって、作業を進めていました。

生徒たちは電磁石が完成すると、教材の魚だけでな
くハサミなどを吊り上げてました。

また、空き缶にゴムや逆回り防止装置を付けます。

まだ、取り組んでいる課題が形になっていないので
面白くないかもしれませんが、これが完成したとき

また、電池を足してパワーアップするという発想が

の達成感は、なかなか良いものです。もう少し辛抱

生まれました。でも、電池を足すのは危ないので止

してください。

めてください。
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第１6 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、

ます。

牛乳パックリモコンカーの制作その３です。今回は、
配線を実際に行いました。

車輪とエンジン部分を連結させたところで
第１6 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、

本日の作業は終わりました。

スターリングエンジンの制作その 3 です。今回は、
今回も初めて使う道具がありました。
一つ穴をあけるパンチ、
配線を固定する『カシメ』を使いました。

車輪部分とスターリングエンジン部分の連結です。
連結させる部品はアルミ板を細長く加工したもの
を使います。

第１7 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコースの内容
コースの内容は糸車の制
作です。電池ではなくゴムの力で、車体を動かしま
す。割りばし、割りばしを加工したもの、プラスチ
アルミ板にドリルで穴を開けます。しかし、ドリル

ックコップ、つっかえ棒を一直線にゴムで通してつ

は垂直に穴を開けない

なぎます。一年生には難しいかと思いましたが何事

リモコン部分の配線が、『カシメ』を使って

にも『初めて』はあるので、挑戦してもらいました。

どんどん、つながれていきます。

と

ゴムをピンでひっかけて、穴を通すということを

滑ってしまいます。うまく穴が開けられません。
してもらいましたが、途中でゴムが外れてしまった
穴を開けたところにネジを差し込んでナットで固

り、悪戦苦闘の様子です。

パンチや『カシメ』は、握力が必要で３年生には、
定します。
まだ大変だったようです。４年生になると、できる
人が増えました。

なんとか、作ってもらい、ゴムをねじると、ねじら
ここまでの一連の作業、C コースの生徒たちは、
黙々とこなしていきます。
使える道具が一つ一つ増えると、大きな自信につな
がり未知なるモノへ取り組む好奇心が生まれてき
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れたゴムが戻る力が動力となって車が動きます。

絶縁するためビニールテープをまきつけます。

ますが生徒たちは頑張ってくれました。

今回の
実験の仕組みが理解できるように
透明のプラスチックコップを使用しています。

第１7 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
細かい作業だったので、巻きつけたビニールテープ

スターリングエンジンの制作その４です。今回は、

がすぐ取れてしまったりしまいました。

スターリングエンジンの実働と検証です。今までの

配線をモーターに結線する作業があったのですが
細かい作業は苦手のようです。そして、車体を制作

作業の集大成で、スターリングエンジンをつけた車
体がうまく動くかの検証です。

していよいよ試運転です。
モーターが動くのか、過去３週間の集大成が
形になって現れるときです。
物理の力点、支点、作用点などが、無意識のうちに
身に付けばと思います。

スターリングエンジンは『外燃エンジン』ですので、
外からエネルギーを与える必要があります。ガスバ
ーナーでエンジンを暖めます。

モーターが車体と接触して、モーターが動かなくな
ることはありましたが、配線は１００％成功しまし

第１7 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、
た。リモコンカーの動きが思ったよりスムーズなの
牛乳パックリモコンカーの制作その 4 です。
で喜びが倍増だったようです。
今回は、配線の続きと車体の制作です。

しばらく、エンジンに反応はありませんが
だんだん風船が膨らんできて
ポンポン動き出しました。

感想を聞いてみると「（作業過程は）つまらなかっ
一時間早く来て、遅れた分を取り戻しています→配

た、大変だった」「でも、うまく動いてくれて感動

線は設計図通りにつないで、ショートしないように

した」とみんなに喜んでもらいました。シリーズモ
ノの実験は地道な作業の連続で大変だったと思い

気体の膨張と収縮を繰り返してそれが運動エネル
ギーに変換されています。エンジン稼働は全員が成
功しましたがきちんと前に進む人は２～３人でし
た。
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車体の制作時の誤差が、車体の制御に影響を与えて
しまったようです。スターリングエンジンは未来の

この完成したモーターに、電気（静電気）を流すと

今回はロボットを使いこなしてもらうことを重点

エンジンとして密かに注目されています。このエン

モーターが回り始めます。電気（静電気）は風船で

に置きました。

ジンがニュースになったとき今回の制作を将来、ふ

発電します。風船が割れてしまった人は、下敷きで

と思い出してください。

挑戦してみてください。

ロボットを前後左右に動かすことはすぐに操作の
コツをつかみ、楽しみながら、プログラミングを学

第１8 回理科実験Ａ
回理科実験Ａコース内容
コース内容は
内容は

今回は静電気にも＋極と－極があることを体験し

静電気モーターの制作です。モーターの中身を目で

てもらい、モーターがなぜ回るのかを観察しても

んでいました。

見ることができます。プラスチックコップをハサミ
を使って、３分の１の大きさにします。ハサミの入
れ方が難しかったようです。そのコップにアルミテ
ープを８カ所付けてもらいました。アルミテープが
貼ってある所と、無いところが、モーターの仕組み
の目玉になります。

らいました

これから数回の授業で⾃分たちで課題を発⾒して、

第１8 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、ビュート

問題を解決していく能⼒を鍛えてくさい。

ローバーというロボットを用いてパソコンでプロ
グラミングを体験してもらいます。

次に２つ目のプラスチックコップに土台と画びょ
うをつけてもらいます。

第１8 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、プログ
ビュートローバーはプログラミング学習教材用車

ラムによる計測・制御の実験です。計測制御プログ

両型ロボットで、プログラミング知識がなくても幅

ラマーを用います。

広い学習が可能です。
さらに、３つ目のプラスチックコップにアルミ箔を
巻きつけてモーター部分の完成です。
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ができます。それを波板の上で転がしてみました。

第１９回理科実験
１９回理科実験Ａ
回理科実験Ａコース内容
コース内容はピコピコ
内容はピコピコ
の制作です。鉄玉を薬のカプセルの中に入れ、芋

色をつけなかったカプセルを転がして、色を塗った

虫のような動きをするピコピコを作り摩擦の実験

カプセルと比較してもらいました。

をします。「摩擦って知っていますか？」の問いに
「こすると熱くなるもの」と返答がありました。

『制御』というのは、プログラムによって機械に命
令を与えて動かしていくことです。身の回りの機械
にたくさん使われています。具体的には、エアコン
の温度設定で、温度を指定すれば、エアコンはその

また、友達同士でレースをしてみて、塗り方によっ

温度の風を出します。

てスピードが異なることを体験してもらいました。
今回は、摩擦そのものを考えてもらいました。
氷の上では、つるつる滑ってしまいますが
地面の上では、滑りません。地面または靴底に凸凹
があるからです。摩擦が生じているので、つるつる
滑りません。

『計測制御』とは、制御の応用で、計測してから制

第１9 回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、

御します。具体的には冷蔵庫があります。冷蔵庫内

ビュートローバーというロボットを用いてパソコ

の温度を計測してから、冷やす命令を冷蔵庫に与え

ンでプログラミングする第 2 回目です。今回は自分

ます。

たちでプログラミングして、ロボットを指定のコー
スで走らせます。
薬のカプセルにペンで色を塗ってもらいました。

パソコン上では、時間設定でしか距離を選べません。

初回は、ロボットに慣れてもらうために、
音楽づくりをしながら制御を学びました。
そうすると色で膜ができて、凸凹ができます。摩擦
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そこで、自分たちで計算して距離を算出し

ために『繰り返し』を練習しました。

切り、飛び上がった際にバランスがとれるようにい
ます。切り取った部分をセロテープでつけて完成で
す。

ロボットを指定のコースで走らせます。

ここまでは、生徒たちの頭を悩ませることはありま
せんでした。次回は『分岐』に進み、一気に難しく
セロテープの扱いも、かなりうまくなってきました。

なります。

算数の『比例』を使います。小数点が入って、少し
大変な様子でした。

第２０回理科実験
２０回理科実験Ａ
回理科実験Ａコース内容
コース内容は
内容は熱気球の制

第２０回理科実験
２０回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、ビュート

作です。
『空気は温まると、重くなる？軽くなる？』

ローバーというロボットを用いてパソコンでプロ

軽くなると答えた生徒は半数でした。空気に熱を加

グラミングする第３回目です。プログラムには『順

えると、分子が離れて軽くなります。そこで、実際

次・繰り返し・分岐』の３つの手順があります

に、袋の中に熱い空気をためると、袋はどうなる
か？の実験です。

今までは『順次・繰り返し』でしたが、今回は『分
岐』の学習で、課題に沿って、自分たちでプログラ
ミングをしてもらいます。

第１9 回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
プログラムによる計測・制御の実験の第 2 回目です。
プログラムには『順次・繰り返し・分岐』の３つの
手順があります。今回は『順次・繰り返し』を学ん
でもらいました。

４５ℓのポリ袋に空気取り入れ口を付けます。
紙コップの輪郭を取り付けます。

『分岐』とは具体的に、黒いモノと白いモノの上で
は異なる動き（制御）をするようにプログラミング
します。算数の＜＞（不等号）を使い、プログラミ
ングをします。

音が鳴るプログラムにＬＥＤが光るプログラムを
組み込んで命令が実行されるようにします。そして、
同じ命令を繰り返す場合に、プラグラムを短くする
紙コップの反対側を切ってしまう、そっそかしい生
徒も１割ほどいました。次にポリ袋の両端を斜めに
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ロケットの翼のとおもりの部分の設計図を渡しま

慣れるまで、複雑な作業となります。

『分岐』も単純なプログラミングではなく、

す。生徒たちも慣れた手つきで作業を進められるよ

複数を組み合わせます。

うになりました。

本体に翼をつけておもりを付けると、風船はかなり
の距離を飛翔しました。風船を持つ位置も、重心を
生徒たちは自分たちのプログラミングが課題通り

なので、少し複雑な構造になりますが、論理的思考

目安にしてもらい、遊び心で、ロケットが飛ぶ方法

にいくように、何度も机と実験場を往復して検証を

の訓練になりますので挑戦してもらいました。一つ

を学習してもらいました。

重ねていきました。

壁を打ち破るとコツがつかめるようでした。

第２１回理科実験
２１回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、ビュート
ローバーというロボットを用いてパソコンでプロ

第２０回理科実験
２０回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
プログラムによる計測・制御の実験の第 3 回目です。
プログラムには『順次・繰り返し・分岐』の３つ手
順があります。今回は『分岐』を学んでもらいまし

第２１回理科実験
２１回理科実験Ａ
回理科実験Ａコース内容
コース内容は
内容はロケットの

グラミングする第４回目です。今回は黒い線の上を

制作です。細長い風船を膨らませて飛ばすと、ぜん

走るように自分たちで考えてプログラミングして

ぜん飛びません。しかし、翼とおもりをつけると、

もらいました。

１０ｍ～２０ｍ飛びます。

た。課題は電子タイマー、電子温度計等です。

前回、学んだことを定着させるために応用編を作り
教材に計測する部分があるので、計測→制御のパタ
ーンを学習します。

今回はロケットの仕組みと重心の取り方を実験し

ました。Ｂコースの生徒たちには、手強い課題にみ

ます。

えたと思いますが、最初の壁を乗り越えれば、あと
は簡単なプログラミングです。最初の 10 分はノー
ヒントで考えてもらいました。しかし、最初の壁は
高かったようで、ヒントを出しました。
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ではなく、

今回の課題のプログラムは、一回経験すれば難しく
はなかったのですがまだＢコースの生徒たちには
難しかったようです。今回は大いに悩んでもらいま
した。

まず、本体の棒に針金を巻いてもらいます。そして
大まかな形態が出来ている生徒が見られました。
それでも、試行錯誤しながら仮定と実践を繰り返し
ていました。

針金を巻いてもらい支点となる部分を作ります。そ
して羽根にあたる部分に紙のマドラーをつけてヤ
ジロベーの形が出来ます。

しかし、これで完成ではありません。
土台に乗せても、うまくバランスが取れません。

第２１回理科実験
２１回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、雪で足並
みが乱れたためカリキュラムを変更して調整しま
した。Ｂコースで使っているビュートローバーとい
うロボットを用いて条件分岐の学習をしました。

復習の参考にしてください。
（１）光センサ１または２が黒色と判断した場合

羽根と尾っぽの部分のバランスを取らないと
ヤジロベーはバランスが崩れて倒れてしまいます。

黒色の方へロボットを誘導（制御）する。
（２）両方の光センサがライン白色と判断した場合
進行方向に対して直進させる。

ヤジロベーがなかなか倒れないのは重心が下の方
Ｃコースでは『分岐』の学習は基礎編と応用編をす

にきたときです。自転車や船が倒れないのも重心が

でに行っていたので実践編として黒い線の上を走

下にあるからです。

るライントレースをプログラミングしてもらいま
した。これは光センサ（計測）によって条件分岐（制
御）を行います。ヒントはＢコースに比べて、とて
も少なくしました。Ｃコースでは一度、壁を越えて
おり、不等式も習っていたのでまるで分らない状況

第２２回理科実験
２２回理科実験Ａ
回理科実験Ａコース内容
コース内容
はトンボ型ヤジロベーの制作です。力学の支点と重

第２２回理科実験
２２回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、ビュート

心について学習します。

ローバーというロボットを用いてパソコンでプロ

重心とはものの重さが全部集まっている場所をい

グラミングする第 5 回目です。
「またパソコン？」

います。重心を支える（支点）とものは安定します。

と辟易した反応も見られました。＜ＩＦ＞の少々複
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雑なプログラミンが、苦手なのかもしれません。
このロボットシリーズでは、基本的な命令から始め
て、パソコンを通して簡潔な命令で複雑な動きをさ
せることを学習しました。

ちなみに第９回の顕微鏡実習で塩の分子を観察し

その中で＜ＩＦ＞は今回の学習で中核を占めるの
で、徹底して学習してもらいました。

二進法は前にも学習しているので、概念を素早く復

ました。その時の実験を思い出しなが ８面体、１４

習してもらいました。二進法はパソコンや家電等、

面体、２０面体（計１０８ピース）に挑戦してもら

デジタルの世界で使用されているので概念だけで

います。２０面体はホウ素の分子モデルです。 生徒

も触れてもらえれば、将来、役に立つと思います。

たちは、設計図を見ながら、他に目もくれず、「作

演算ブロックは、プログラミングを要領よくまとめ

るのが得意！」と意気揚々に制作に取り組みます。

ることができスリムなプログラムでロボットに複
雑な動きをさせることが可能になります。
身の回りの電化製品にはほとんど使われています。
今回は基本的なプログラムで演算ブロックを学習
してもらいました。
先生が説明している途中から取り組み始めてい徒
今回は白いエリアの限定された範囲内で、

もいました。指先の感覚が脳を刺激し、その一方で、

ロボットを制御します。

空間の中で３次元体を無意識にイメージできます。

黒いエリアに侵入した場合は、転回するようにプロ
グラミングしてもらいま今回のビュートローバー
というロボットはパズルのようにフローチャート

コンピュータは、『順次や繰り返し・分岐』などの

を作成するだけで簡単にプログラミングができ、多

プログラムによって 処理を行ない、我々の生活にお

様な学習が可能です。モノづくりやロボットの楽し

いて重要な役割を果たしています。身の回りの家電

さを身近に感じてもらえればと思います。

を見たとき、今回の授業を思い出してみてください。

早い人で、１０分も経たずに一つの課題をクリアし
ていました。
「最初は何をしているのか分からなか
ったけど、途中から分かってきた」

第２２回理科実験
２２回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、
プログラムによる計測・制御の 4 回目です。
今回は上級者向けのコースで

第２３回理科実験
２３回理科実験Ａ
回理科実験Ａコース内容
コース内容は分

今回は課題を出すという形で、無限の創造力を限定

子モデルを体感します。

する形になってしまいましたが組み立てていくう

今回の実験ではＬａＱ（ラキュー）を使って、３次
元体分子モデルを作ります。このＬａＱ（ラキュー）

・二進法の
二進法の復習・
復習・＜ＩＦ＞の
＜ＩＦ＞の復習・ランダムの
復習・ランダムの学習
・ランダムの学習

は楽しみながら集中力を高め、表現力を深め、空間

・演算ブロックの体験をしました。

的に物体を把握する能力を養うことができます。
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ちに感じるひらめきをこれからも大事にしてくだ
さい。

全員が時間完成したダイヤモンド分子球体モデ他
の球体モデルを入れて遊んでいる生徒がいまし
た。 現在の分子研究でも、実際にある分子に、他の
分子を入れる研究がなされています。ちょっとした
遊び心でも、柔軟な発想につながり時に、自由な発
第２３回理科実験
２３回理科実験Ｂ
回理科実験Ｂコースの内容
コースの内容は
内容は、Ａコース同様、

想は、収拾判断・決断して

ＬａＱ（ラキュー）を使って、分子モデルを体感し

今回制作した分子モデルは凸凹がありましたね。

ます。２１０ピースを使って、多面球体に挑んでも

完全な球体ではありませんでした。それを念頭に

らいます。

水１００㏄とアルコール１００㏄を混ぜると２０
０㏄になるでしょうか？答えは２００㏄未満にな
ります。水の分子間にアルコールの分子が入り込む
ために体積は小さくなります。今回制作した凸凹の
球体でイメージしてみると分子同士の凸と凹が組
み合わさる感じになります。将来、思い出してみて

このＬａＱは無意識のうちに幾何学球体モデルを

ください。

体感することができます。Ｘ軸Ｙ軸Ｚ軸を方程式か
らではなく、感覚で立体の空間位置を把握する能力
を養います。題をスムーズにクリアするためには
細かいピースを、おおまかな部品（ユニット）にし
て組み立てていくのがいいのですが、

第２３回理科実験
２３回理科実験Ｃ
回理科実験Ｃコースの内容
コースの内容は
内容は、ＡＢコ
ース同様ＬａＱ（ラキュー）を使って、分子モデル
を制作します。ダイヤモンド分子の制作に挑戦です。

頭の中で、球体をイメージしながら組み立てるのも
創造力を伸ばす訓練になります。

組み立て手順を考えている生徒たちの姿は己の創
造力を研ぎ澄ましている感じです。

組み立てているときは、部品が安定せず、
「こんな
に簡単に壊れるの！？」とすぐに分解してしまった

途中で「どんどん変な形になっていく」とイメージ

球体も完成すると、お互いの面と線が補完し合い

通りにならなくなってしまう人もいましたが、組み

丈夫な球体になりました。

立ての規則性を捉えると、方向転換がうまくいき、

27

バランスを取っていってください。

