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はじめに

この４月から札幌市の小学校教員として着任された皆さん，おめでとうござ

います。

これから教師としての生活が始まります。小学校では，基本的にすべての教

科の授業を受け持ちます。授業を行うことに多少の不安を感じている方も多い

のではないかと思います。例えば，ある調査によりますと，新任教員の実に80

％以上の教員が「学習指導上の知識と実践力」に困難さを感じているという結

果が出ています。学校生活のほとんどの時間は授業で占められています。よい

授業行うためには，専門的な知識とともに適切な指導力が必要になりますから，

不安を抱くのは当然の結果と思います。

大学時代の専攻の理系・非理系別に見た「苦手」または「やや苦手」の割合

については，非理系の教員の方が苦手意識をもっている割合が高いことも報告

されています。大学で，非理系の専攻に所属していた人たちが，理科に関わる

講義を受講する時間は限られていますし，小学校で行う実験を大学で実際に行

う機会も少ないと思われます。また，教科についての知識も，分野によっては

中学校での学習の範囲に止まっている可能性もあります。

北海道教育大学理科教育プロジェクトでは，こうした現状を少しでも改善す

るために，平成26 年度から５年間，札幌市教員委員会と連携して小学校新年

度採用予定者を対象に，研修「札幌市教員育成フレッシャーズセミナー・理科

指導」を実施してきました。また，特に大学での専攻が非理系だった人たちに

向けて，理科という教科に抱いている「苦手」意識を少しでも変えてもらえた

らという意図で，平成28年に「理科へのとびら」（初版）を作成しました。学

習指導要領に示されている，「エネルギー・粒子」および「生命・地球」とい

う領域から，これから理科を教える人たちに，是非知ってほしい基本的な内容

を，できるだけ平易に，図や写真を取り入れながら解説しました。

本冊子「理科へのとびら」（第２版）では，要望の多かった地球分野（気象，

天体），ふりこの実験，植物を育てる上で必要となる学校園での栽培を追加し

ました。各内容につきましても，初版の良いところを残した上で，さらに内容

の充実を図りました。

この冊子が，皆さんが抱いているかもしれない「苦手」意識（垣根）を少し

でも低くできたなら幸いです。

（柚木朋也）



Q 観察や実験は，いつ行えばいいの？

理科の授業を創る －観察，実験のポイント－

A 観察，実験は，何のために行うのかが重要です。それによって，いつ行うかが変

わってきます。目標にある「見通しをもって観察，実験を行う」とは，「自らもった
予想や仮説を基に観察，実験を行うこと」ですから，事前にしっかりと予想や仮設を
検討したあとに観察，実験を行うことになります。結果が出ればそこから，予想や仮
設がどうであったかの考察を行います。

〔小学校理科の目標〕
自然に親しみ，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，

実験を行うことなどを通して，自然の事物・現象についての問題を科学
的に解決するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指
す。
(1) 自然の事物・現象についての理解を図り，観察，実験などに関する

基本的な技能を身に付けるようにする。
(2) 観察，実験などを行い，問題解決の力を養う。
(3) 自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養う。

【実験】
いきなり，「教科書の実験の説明どお
りに進め，結果を確認する」というの
は，あまり効果的な方法ではありませ
ん。それは，実験というよりは，単な
る作業です。結果だけが重要なのでは
なく，実験前後を含めてその過程が大
切です。

観察のポイントは 視点

○ 理科の好きな児童を育ててほしい
○ 先生も児童と一緒に，自然や科学のすばらしさを実感してほしい

さあ，〇〇と△△
のどこがどのよう
に違っているのか
を観察しましょう。

【観察】
「さあ，〇〇を観察しましょう。」だ
けでは，効果的な観察は期待できませ
ん。「何のための観察か」ということ
を明確にした方が，観察の視点が定ま
り効果的です。
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理科の授業を創る －観察，実験のポイント－

教科書に出てくる観察，実験などは全国的な標準を基にしたものですので，札幌市の実態
に合わない場合もあります。特に生物教材などの場合，適切な時期が異なることも考えられ
ます。また，学校に適切な実験機器がそろっていない場合などもあります。観察，実験など
を適切に行うためには，年間を通した計画を立て，実施時期の検討や機器の準備をしておく
ことが重要です。

【授業へのヒント】

【参考資料】 文部科学省「小学校理科の観察，実験の手引き」平成23年3月
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/1304649.htm）

学年を通して育成を目指す問題解決の力（問題解決の過程の中で）
〔第３学年〕主に差異点や共通点を基に，問題を見いだす力

（比較する）
〔第４学年〕主に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力

（関係付ける）
〔第５学年〕主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力

（条件を制御する）
〔第６学年〕主により妥当な考えをつくりだす力

（多面的に考える）

【結果と考察】
児童は，結果と考察をひとまとめ
にしてしまう傾向があります。
結果とそこから考えることのでき
る考察を明確に分けることが効果
的です。

実験の結果，〇〇が△△
でした。(結果)
このことから，私は，
△△の原因が□□ではな
いかと思います。(考察)

(分けるとはっきりするね！)

◎ できる限り，観察，実験を行うこと
理科の対象は「自然」です。観察，実験は「自然」との最も有効な接点です。
できる限り多く，効果的に観察，実験などを行うことが大切です。

◎ 安全管理・事故防止
どのように素晴らしい授業を計画しても，けがなどがあれば，何にもなりません。
安全管理，事故防止は，最も重要なことです。
観察，実験での事故防止の最大のポイントは，事前の準備・計画にあります。
特に，野外観察や実験では，必ず事前調査や予備実験を行うようにしてください。
子どもの気持ちになってそれらを行うことにより，多くの危険は回避されます。

◎ 実験に失敗はない（たとえ，教科書と同じ結果でなくても）
事前にしっかり準備・計画された実験に通常失敗はありません。教科書と同じ結果
にならなくても，結果を基に原因を見極め，次に活かすことも大切です。

観察，実験で重要なこと

理科の授業を創る －観察，実験のポイント－

教科書に出てくる観察，実験などは全国的な標準を基にしたものですので，札幌市の実態
に合わない場合もあります。特に生物教材などの場合，適切な時期が異なることも考えられ
ます。また，学校に適切な実験機器がそろっていない場合などもあります。観察，実験など
を適切に行うためには，年間を通した計画を立て，実施時期の検討や機器の準備をしておく
ことが重要です。

【授業へのヒント】

【参考資料】 文部科学省「小学校理科の観察，実験の手引き」平成23年3月
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/1304649.htm）

学年を通して育成を目指す問題解決の力（問題解決の過程の中で）
〔第３学年〕主に差異点や共通点を基に，問題を見いだす力

（比較する）
〔第４学年〕主に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力

（関係付ける）
〔第５学年〕主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力

（条件を制御する）
〔第６学年〕主により妥当な考えをつくりだす力

（多面的に考える）

【結果と考察】
児童は，結果と考察をひとまとめ
にしてしまう傾向があります。
結果とそこから考えることのでき
る考察を明確に分けることが効果
的です。

実験の結果，〇〇が△△
でした。(結果)
このことから，私は，
△△の原因が□□ではな
いかと思います。(考察)

(分けるとはっきりするね！)

◎ できる限り，観察，実験を行うこと
理科の対象は「自然」です。観察，実験は「自然」との最も有効な接点です。
できる限り多く，効果的に観察，実験などを行うことが大切です。

◎ 安全管理・事故防止
どのように素晴らしい授業を計画しても，けがなどがあれば，何にもなりません。
安全管理，事故防止は，最も重要なことです。
観察，実験での事故防止の最大のポイントは，事前の準備・計画にあります。
特に，野外観察や実験では，必ず事前調査や予備実験を行うようにしてください。
子どもの気持ちになってそれらを行うことにより，多くの危険は回避されます。

◎ 実験に失敗はない（たとえ，教科書と同じ結果でなくても）
事前にしっかり準備・計画された実験に通常失敗はありません。教科書と同じ結果
にならなくても，結果を基に原因を見極め，次に活かすことも大切です。

観察，実験で重要なこと
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電磁石の実験で，安全のために気をつけることは？

電磁石の実験 －ショート回路の発熱に注意－

これは電池で大きな電流を流すため、わざと「ショート回路」を用いています。

ショートとは短絡とも
よばれ、回路に抵抗がな
く電源から大電流が流れ
てしまう状態です。電子
回路では、スイッチを入
れる前にショートしない
か必ず確認して避けなけ
ればならない、基本中の
基本です。ですが・・・

（参考）発熱の様子を可視化すると［赤外線画像］

通電後10秒経過 １分経過 2分経過

通電後10秒ですでに肌に熱く感じる温度に、2分つなげたままだと100℃に達することがありえます。

*教科書などでは 電流を長時間流さない

のように短時間だけスイッチを入れる指示がされています。

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第5学年（「電流の働き」電じしゃくの性質、電じしゃくの強さ）

材料はエナメル線、単１乾電池、電池ボックス、M6の
ボルト（25mm長、鉄にメッキ）とナット、ストローです。
スイッチとミノムシクリップも用意します。
エナメル線は絡まないように紙筒に巻いてあります。

回路を作ります。この実験では「発熱」の危険を見るために
エナメル線は長さ２m、太さは0.4mmとしました。ストローに
ボルトを挿し、ナットで留め、エナメル線を綺麗に巻きます。
ここではスイッチ・ミノムシクリップなしで直接つなぎます。

電流を流し続けると、どれくらい発熱して「きけん」に
なるでしょうか。試してみました。

！
きけん

クラスの全員にミノムシクリップやスイッチを
準備できない場合、コイルを直接電池ボックス
につないでしまうと、電流が流れすぎて・・

小学校第3学年（「電気の通り道」ショート回路に関して）、中学校第2学年（「電流による発熱」）
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発熱の様子は？

この実験で用いたエナメル線 2 mとミノムシ付きケーブルの電気
抵抗をデジタルマルチメータで計測すると0.7 Ωと0.2 Ωでした。電
池にも内部抵抗がありますが、0.1〜0.2 Ω程度なので、通常の抵抗

の入った回路では無視して良い程度です。エナメル線やケーブルの抵
抗も無視します。しかしショート回路ではこれらをすべて考慮する必
要があります（これらしかない！）。新品の電池の起電力（電圧）が
1.5 Vあるとすると、オームの法則により電流 I は(1)式で求まりま

す。

ここでRは電気抵抗、Vは電池の起電力です。(1)式に上の値を入れる
と、直接つないだ場合は1.9 Aもの電流が流れる計算になります。１
本の乾電池から約2 Aの電流が取り出されるのですから驚きです。ミ
ノムシ付きケーブルを使った回路では、1.1 Aの電流が流れる計算に

なるので、ケーブルを入れることにより電流が約半分になります。
なお、Rはケーブルの長さLと断面積Aとの間に(2)式の関係がありま
す。ここでρは抵抗率と呼ばれる材料に特有の値です（表参照）。

＊加熱線として広く使用されるニッケルー
クロミウム合金。抵抗率は2桁大きい。

電磁石の実験 －ショート回路の発熱に注意－

フル装備で実験を行います

実験前に電気抵抗の測定や電流の計算を

教科書には通電し続けると危険であることは書いてありますが、具体的にどのくらいの温度に

なるのかはわかりません。単1電池程度でまさか火傷するほど高温になることに気づかないこと
があります。エナメル線を長く取り、その分コイルの巻き数を多くすると、電流を小さくできま
す。また、実験では他に注意をそらされがちなので、実験中以外は通電OFFになるようなスイッ
チ（上図）を使うと、温度の上昇を抑えることに有効ですので、お勧めです。

【授業へのヒント】

種々の材料の抵抗率（すべて20 ℃での値）

物質 抵抗率ρ（Ω・m）

銅 1.7×10-8

アルミニウム 2.82×10-8

鉄 10×10-8

ニクロム＊ 1.50×10-6

R=ρー (2)
L
A

ミノムシクリップとスイッチを入れた回路

段ボールにアルミホイルを巻
いて作成したスイッチ。段
ボールが板バネのように働き
ます。

通電後1分経過 2分経過

この場合、2分経過しても火傷するほどには温度が上がりません。
これはミノムシクリップ付きケーブルにもわずかですが電気抵抗
があるためです

！
きけん

電池ボックスを準備できない場合
でも、手でコイルを押さえて直接電
池につなぐと、コイルのみならず、
ともすると接点が熱を持ちます。火
傷することがありますのでご注意を。

デジタルマルチメータがあ
ると便利です。上のように
電気抵抗を計ったり、電圧
や電流を計ります。

解説

I =ー (1)V
R
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Q 振り子の等時性って何？

ふりこの実験 －ふりこの等時性－

振り子は重要！

Q 振り子の長さってどこの長さ？

〇 支点から重心までの長さです。
〇 糸の長さではありません。

重心

〇 振り子の周期が振り子の長さだけに依存するという性質です。
〇 おもりの重さと振れ幅には依存しません。
（ただし，厳密には振れ幅には依存します。）

振り子
の長さ

糸の長さが振り子
の長さではない

自然界には周期的な運動，つまり回転運動や振動運動がたくさんあります。

重心

同じ周期

振り子はこれら周期的な運動の一つの例になっています。

・地震波
・可視光を含む電磁波
・月、地球、太陽、銀河などの回転運動（太陽や銀河も動いています。）
・風車、水車などの人工物

小学校では振り子の等時性を学びます。

重心ではない

重心ではない

おもりの重さを変えようとしておもりを下につなげると重心
の位置が変わります。

支点から重心ま
での長さが同じ

周期が同じ

おもりの重さは違う

おもりの重さを変えたつ
もりでも振り子の長さが変
わることがあります。

周期違う
振り子が長い → 周期大
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【授業へのヒント】

ふりこの実験 －ふりこの等時性－

〇 振り子の長さは支点と重心の間の距離です。
〇 振り子の等時性は厳密には成り立たたず，振れ幅が大きくなると周期

はわずかに大きくなります。

【参考資料】文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説理科編』東洋館出版社

Q 振り子の振れ幅ってどこの幅？

振れ幅（角度）

周期 ・振れ幅小さいところ（約40°まで）
・この辺はだいたい周期同じ
＝ 周期が振れ幅によらない

【学習指導要領との関連】
平成29年告示の学習指導要領には，次のような記述があります。「振り子の長さは糸など
をつるした位置からおもりの重心までであることに留意する。さらに，伸びの少ない糸な
どを用いることや，おもりの数を増やして実験するときに，おもりを下につなげてつるす
と振り子の長さも変わってしまうことがあること，測定中の振れ幅の減少ができるだけ小
さい振り子を使用することなどに留意する必要がある。」今回の学習指導要領の改訂で振
り子に関する記述がかなり増えました。それだけ振り子の長さと振り子の等時性に関して
誤解が多いということなのかもしれません。

Q まとめると振り子の周期はどうなってるの？

〇 振り子の長さが長くなると，周期は大きくなります。
〇 周期は振り子の重さによりません。
〇 振り子の長さに比べて振れ幅が十分小さいとき，振り子の

周期は振れ幅によりません。
〇 振れ幅が大きくなると，振れ幅大で周期はわずかに大きく

なります。

ここの長さのこと

・厳密には，振れ幅大 → 周期大
・振り子の長さに比べて振れ幅が十分小

→ 周期は振れ幅によらない
角度

約40°

振れ幅90°だと18％も周期が増大
例）振れ幅が小さいときに周期1秒の振り子の

振れ幅を90°にすると周期は1.18秒になります。

小学生でもこの違いは気がつくかもしれません。
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水が沸騰しているのに，温度計が100℃を示さないのはなぜ？

水のすがた －水を温めたときの変化 その１－

一般的なアルコール温度計で温度を測定するには・・・・
→本来は，温度計の液溜め（球部）と液柱の全てが，測定対象に接触している必要があるのです。

水の温度を正確に測定するには，温度計の中の赤い液
体が全て水に浸かっている必要があります。右図のよう
に，温度計の中の赤い液体の一部が水の外に出ていると，
その部分が水の温度より低いと冷やされてしまい，温度
計は実際の水の温度より低い温度を示してしまいます。

（参考）沸騰時に温度計が100℃に近い値を示すようにするには…

小さな穴を開けたアルミホイルをビーカーの上に被せ
ることで，温度計の水に浸かっていない部分が熱い水蒸
気と接触するようになり（冷やされにくい），沸騰時に
100℃近くを示します。

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第4学年（「金属，水，空気と温度」水の三態変化，「天気の様子」水の自然蒸発と結露）
中学校第1学年（「状態変化」状態変化，物質の融点と沸点）

＜ミニ知識＞

 通称「アルコール温度計」の中の液体は，アルコール
ではなく石油系の物質（白灯油など）を着色したもの
が使われていることが多い。

 ガラス温度計は，ガラスの経年変化により球部が収縮
し，温度が（実際よりも）高めに出ることもある。気
になったら，融けつつある氷の温度を測定して0℃を
示すかどうかチエックする。

丸底フラスコを使っても，温度計の水に浸かってい
ない部分が熱い水蒸気と接触するので冷やされにくく，
沸騰時にほぼ100℃を示します。

＜メリット＞
沸騰時の温度が100℃
近くを示す。

＜デメリット＞
水面より上の様子の
観察が困難。

＜メリット＞
沸騰時の温度が
ほぼ100℃を示す。

＜デメリット＞
ビーカーに比べて丸底
フラスコは扱い難い。

＜メリット＞
準備が簡単。水面
付近の観察が容易。

＜デメリット＞
沸騰時の温度計の
読みが100℃よりも
低い。

沸騰

96℃

熱
い
水
蒸
気

熱
い
水
蒸
気

水200mL
ガスコンロは最強火

水200mL
ガスコンロは最強火

水200mL
ガスコンロは最強火

室温
（水の温度
より低い）

液溜め

温度計の赤い液柱が測定
対象の外に出ている。

水

水の実際の温度より低い
温度を示してしまう。

液柱
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沸騰している時の水の様子を
注意深く観察すると…

水のすがた －水を温めたときの変化 その１－

左側のページのように，使うガラス器具等が異なると，水を加熱するという同じ操作を行って
も，沸騰時の温度計の示度が違ってきます。使う器具にはメリット・デメリットが各々あります
ので，各々の特性と指導上重視することを見極めた上で選択するとよいでしょう。

【授業へのヒント】

必ず，ビーカーの底の決まった
所から気泡が生まれて成長し，
やがてビーカーの底から離れて
水面に向かって上昇。

決まった所から気泡が生まれるのはなぜ？

図 飽和水蒸気圧の温度依存性

ビーカーには，見えない
小さな傷や汚れ有り

▼

水

傷や汚れがあり濡れない（空気）

ガラス

水この中に水が蒸発
（気泡の成長）

ガラス

傷の少ないきれいなビーカーは気泡が出来にくく突沸しやすいので危険！！
→実験開始前に必ず沸騰石*を入れる！

大気圧

大気圧+水圧

飽和水蒸気圧

大気圧+水圧

大気圧

気泡（水蒸気）

きれいなガラスは水に馴染みやすい性質を持ちますが（親水性），
ガラスに傷や汚れがあると，その部分が濡れにくくなります（疎
水性）。そこに水が蒸発して気泡が生まれ，成長します。

水の沸点が100℃なのはなぜ？

＊空気を含んだ多孔質の物質で，気泡ができるのを助ける。沸騰石は再利用してはならない（使い捨て）。

沸騰は，液体の内部からも気化が起こり，液体内部で生成
した気泡が成長し液面まで上昇したのち破裂して蒸気が外に
逃げる現象です。「飽和水蒸気圧≧大気圧（＋水圧**）」と
いう状態になると，大気圧（＋水圧）によって生成した気泡
が潰されなくなり沸騰が起こります。この条件になる のが，
1気圧（標準気圧=1013.25hPa）では100℃なのです。山の上
など，大気圧が１気圧より低いところでは，水は100℃以下
で沸騰します。また沸点は，地上でも大気圧の変化の影響を
受けます。

＊＊ビーカーを用いた水の沸騰実験では，気泡に
かかる水圧は大気圧の1/100程度しかない。
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水蒸気はどこ？

水のすがた －水を温めたときの変化 その２－

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第4学年（「金属，水，空気と温度」水の三態変化，「天気の様子」水の自然蒸発と結露）
中学校第1学年（「状態変化」状態変化，物質の融点と沸点）

メリット：沸騰時の温度が100℃近くを示す。

デメリット：水面付近の様子の観察が困難。

加熱開始後しばらくすると…
やかんの注ぎ口の先の白く見えるところ

は水蒸気ではありません。水蒸気は，空気
中に含まれている窒素・酸素などと同様に
気体ですので見ることはできません。白く
見えている湯気を水蒸気と答える人が多い
ですが，湯気は気体ではなく液体です。た
くさんの水分子が集まってできた小さな水
滴が湯気の正体です。左の絵でいえば，水
蒸気は，やかんの注ぎ口と湯気の間のとこ
ろです。この水蒸気（気体）が冷えて凝結
することで液体の湯気になります。

ビーカーに水をいれて火で加熱を始めると，ビーカーの外側がくもるのはなぜ？

コンロの燃料にはブタン（C4H10）が使われています。ブタンは，燃焼すると二酸化炭素
（CO2）と水（H2O）が生成します。この水は，目に見えない熱い水蒸気（気体）です。この水蒸
気が，水の入ったビーカーに触れると冷やされて（温度が下がると飽和水蒸気量が低下）ビー
カーの表面で凝結し（液体になり），ビーカーの外側がくもるのです。しばらく加熱を続けると
ビーカーが温まりますので，このくもり（液体の水）は気化し，くもりがとれます。

加熱開始直前 加熱開始直後

ビーカーの外側
がくもる

2C4H10(g)+13O2(g)

→8CO2(g)+10H2O(g)

水蒸気
（気体）

湯気は液体

水蒸気はどこ？

水のすがた －水を温めたときの変化 その２－

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第4学年（「金属，水，空気と温度」水の三態変化，「天気の様子」水の自然蒸発と結露）
中学校第1学年（「状態変化」状態変化，物質の融点と沸点）
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ろです。この水蒸気（気体）が冷えて凝結
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ビーカーに水をいれて火で加熱を始めると，ビーカーの外側がくもるのはなぜ？
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（CO2）と水（H2O）が生成します。この水は，目に見えない熱い水蒸気（気体）です。この水蒸
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カーの表面で凝結し（液体になり），ビーカーの外側がくもるのです。しばらく加熱を続けると
ビーカーが温まりますので，このくもり（液体の水）は気化し，くもりがとれます。
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2C4H10(g)+13O2(g)

→8CO2(g)+10H2O(g)

水蒸気
（気体）

湯気は液体
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加熱中のビーカーの中の水の
様子を注意深く観察すると…

水のすがた －水を温めたときの変化 その２－

水の加熱という単純な実験ですが，実は，そこにはいろいろな「化学」が隠れています。現象
の説明は小学校では難しいと思いますが，子どもたちの「気づき」を大切にして現象をしっかり
観察する目を養ってあげて下さい。また，加熱直後にビーカーがくもる現象は，この後の単元
「水のゆくえ」での「氷水の入ったコップの表面がくもる現象」につなげることもできます。

【授業へのヒント】

水の中がユラユラ（モヤモヤ）
して見える。

水の中がユラユラして見えるのはなぜ？

図 液体中の水分子同士の結合
（---は水素結合を表している）

水のすがたー水を温めたときの変化 その１ーの左側の
ページのグラフに示したように，水を加熱すると温度は上
昇していきますが，沸騰が始まると，加熱しているにもか
かわらず温度上昇は停止してしまいます。

水を加熱したときに温度が上がるのは，水分子（H2O)の
無秩序な運動（熱運動）が活発になるからです。分子運動
の活発さの指標が温度なのです。

では，沸騰が始まると温度上昇はなぜ停止してしまうの
でしょうか？ これは，加えた熱が，無秩序な分子の熱運
動を活発にするのに使われるのではなく，液体の水分子同
士の化学結合（水素結合）を切るのに使われるためです。

沸点では，やがて液体の水は全て気体の水蒸気に姿が変
わります（状態変化）。液体の水では，左図のように水分
子同士は水素結合で繋がっていますが，気体の水蒸気では，
水分子同士の結合を完全に断ち切って自由に運動できる状
態になっているのです。その結果，100℃の液体の水の体
積に比べて，同じ温度と量の水蒸気（気体）の体積は1700
倍も大きくなります。

水を加熱したときにユラユラ見える
のは，いわゆる陽炎（かげろう：上の
写真で飛行機の車輪付近に見えるユラ
ユラ）と現象の本質は同じです。

加熱により，物質の密度が場所に
よって変わることで光の屈折率が変わ
ることがこの原因です。この現象を
「シュリーレン現象」といいます。食
塩などの物質を水に溶かしたときに見
えるユラユラも物質の密度の違いに原
因があり，その本質は同じです。

水の沸騰中は，加熱しているにもかかわらず温度上昇が止まるのはなぜ？

酸素（O）

水素（H）

食塩

水分子（H2O）

ユラユラして
見える
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アルコールランプ中のアルコールの量の適量は？

化学実験における安全確保

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第6学年（「燃焼の仕組み」「水溶液の性質」）
中学校第1学年（「物質のすがた」気体の発生と性質）第３学年（「水溶液とイオン」酸・アルカリ）

デメリット：水面付近の様子の観察が困難。

アルコールランプ中のアルコール（メタノールとエタノールの混合燃料）は常に８分目まで
入っている状態で使用しましょう（補充は教員が行う）。アルコールの量が少ない状態で使用す
ると，ランプ上部の空間にある気体のアルコールに引火し爆発する危険性があります。爆発する
と，液体のアルコールが飛び散り，そこにも引火する恐れがあります。

なお，火のついたアルコールランプを倒してしまい，こぼれたアルコールに引火する事故も小
学校で起こっていますので注意が必要です（不安定な台の上に置いて使用しない）。万が一，ア
ルコールがこぼれて引火した場合は，ぬれ雑巾（必ずそばに用意しておく）をかぶせて火を消し
ます。もちろん，もらい火は厳禁です。

り（温度が100℃近くまで上昇），ゴム栓が飛んだり，濃い過酸化水素水（劇物：皮膚につくと激
しく炎症を起こし大変危険）が飛び散ったり，ガラス器具が割れて飛び散ったりする恐れがあり
ます。必ず，10倍に希釈した3％の過酸化水素水（オキシドールと同じ濃度）を使うようにしま
しょう（100mLの溶液を作る場合は，水90mLに市販の濃い過酸化水素水10mLを加えます）。

市販の濃い過
酸化水素水
（30〜35%）
を薄めずにそ
のまま使う。

過酸化水素水

二酸化マンガン
（触媒）

（参考）酸素を発生させる際の注意点は？

2H2O2 → O2 + 2H2O

市販の濃い過酸化水素水（30%）
に触媒を入れた様子。

図 市販の濃い過酸化水素水（30%）
に触媒を入れた際の温度変化

酸素を発生させる際に，早く酸素を集めたいと思い，濃い過酸化水素水を希釈せずに使うのは
大変危険です。二酸化マンガンに過酸化水素水を加えてしばらく経つと，急激に反応が活発にな
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を薄めずにそ
のまま使う。

過酸化水素水

二酸化マンガン
（触媒）

（参考）酸素を発生させる際の注意点は？

2H2O2 → O2 + 2H2O

市販の濃い過酸化水素水（30%）
に触媒を入れた様子。

図 市販の濃い過酸化水素水（30%）
に触媒を入れた際の温度変化

酸素を発生させる際に，早く酸素を集めたいと思い，濃い過酸化水素水を希釈せずに使うのは
大変危険です。二酸化マンガンに過酸化水素水を加えてしばらく経つと，急激に反応が活発にな

化学実験における安全確保

【授業へのヒント】

水

濃塩酸

希塩酸も市販されてはいるが，
価格がかなり割高なので濃塩酸
を薄めて使用したほうが経済的。

①開栓時に，有毒のアンモニアの気体が吹
き出すおそれがあるので（室温が高いとき
は特に注意），開栓は換気の良い場所で行
うとともに，栓から顔を離して開栓する。

②必ず市販のアンモニア水（28〜30％ 劇
物）を水で5倍に希釈して使用する。強ア
ルカリなので，目に入ったり皮膚についた
りすると大変危険である。扱う際は，保護
眼鏡，ゴム手袋などを使用する。

③アンモニア水は塩酸のそばで使用しない
（気化した塩化水素と気化したアンモニア
が反応して，塩化アンモニウムの白煙が生
じることがある）。

試薬を使用する際の注意点は？

アンモニア水（NH3）

①強アルカリの粒状の試薬（劇物）で，タ
ンパク質を変性させる。目に入ったり皮膚
についたりすると大変危険である。保護眼
鏡，ゴム手袋などを使用して扱う。

②潮解性があるので（空気中の水分を吸収
して溶ける），容器から取り出したら速や
かに使用する。

③アルカリ性の確認では0.1mol/L（水
100mLにNaOH0.4gを溶かす）程度の薄い水
溶液を使用する（金属の溶解はこの濃度で
は難しいが，小学校では濃い溶液の使用は
避ける）。溶液の保管にはポリエチレン容
器を使用する。ガラスの栓をすると栓が取
れなくなる。

水酸化ナトリウム（NaOH）

石灰水（Ca(OH)2 水溶液）

石灰水を保管する際はポリエチレン容器に
保存する。ガラスの栓をすると栓が取れな
くなる。

塩酸（HCl)

ガラス棒

潮解したNaOH

ポリエ
チレン
容器

６倍希釈時の体積比
水５：濃塩酸１

化学実験にはどうしても危険が伴います。試薬の性質などを十分理解してから実験を行うこと
が大切です。また，過去にどのような事故が学校で起こっているのかを知っておくことも大切で
す。例えば「学校事故事例検索データベース」*などで，事前に事故例を調べておくと対策が立
てやすいでしょう。*https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

特徴 塩酸は，気体の塩化水素を水に溶かしたも
の。刺激臭有り。強い酸性。劇物なので，鍵がか
かる劇物専用の保管庫で管理する。また受払簿で
使用量・保管量を管理する（他の劇物も同様）。

注意点
①開栓時に，有毒の塩化水素の気体が吹き出すお
それがあるので（室温が高いときは特に注意），
開栓は換気の良い場所で行うとともに，栓から顔
を離して開栓する。

②必ず市販の塩酸（35〜37％）を水で６倍に希釈
して使用する （2 mol/L）。希釈の際には，水に
濃塩酸を徐々に加える（濃塩酸に水を加えると発
熱し，塩酸の霧が上がる）。濃塩酸を瓶から取り
出すときは，ラベルを上にして注ぐ（下にして注
ぐと塩酸がラベルにたれて，ラベルの文字が見え
なくなる）。

③濃塩酸を使用する際は，保護眼鏡，ゴム手袋な
どを使用して塩酸が体につかないようにする。万
が一，塩酸がついたときはすぐに大量の水で洗い
流す。
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昆虫の足は体のどこについているの？

*昆虫の幼虫の体も成虫と同じ
ように，頭，胸，腹に分かれて
います。

いろいろな昆虫を見てみよう －昆虫の体のつくり－

昆虫の成虫*の体は，次の3つの
部分からできています。

頭 ＝ 頭部（とうぶ）
胸 ＝ 胸部（きょうぶ）
腹 ＝ 腹部（ふくぶ）

・触角
・複眼
・単眼
・口（大顎，小顎など。
形は多様）

カブトムシ，チョウ，ハチ，ハエやカなどは，卵⇒
幼虫⇒蛹（さなぎ）⇒成虫の順に成長します。このよ
うな成長を完全変態（かんぜんへんたい）と呼びます。

バッタやトンボ，カメムシ，セミなどは卵⇒幼虫⇒
成虫の順に脱皮を繰り返して成長します。親と似た形
で生まれ，翅は徐々に成長していきます。このような
成長を不完全変態（ふかんぜんへんたい）と呼びます。

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第3学年（「昆虫と植物」昆虫の成長と体のつくり，「身近な自然の観察」身の回りの生物の様子）
中学校第1学年（「動物の仲間」無脊椎動物の仲間

・前胸，中胸，後胸の3節からできています。
・各節に1対の脚⇒3対6本の脚
・中胸，後胸に1対の翅（はね）⇒2対4枚の翅
・後翅が退化する仲間 (ハエ，カなど） ，翅
がない仲間（ノミ，シラミなど）もいます。

・約10節
・後ろの節は交尾器や産卵
管などに変化しています。

・スズメバチなどでは産卵
管が毒針に変化しています。

チョウの成虫の図

昆虫の頭部の図 昆虫の胸部の図

完全変態の図 不完全変態の図

前胸
（ぜんきょう）

中胸
（ちゅうきょう）

後胸
（こうきょう）

頭部 胸部 腹部

前脚 （ぜんきゃく，
まえあし）

中脚 （ちゅうきゃく，
なかあし）

後脚（こうきゃく，
うしろあし）

前翅 （ぜんし，
まえばね）

後翅 （こうし，

うしろばね）

胸部の模式図アリの頭部（前面）

チョウの体のつくり

前翅（ぜんし，
まえばね）

後翅（こうし，
うしろばね）

頭部

胸部

腹部

触角

複眼

昆虫の成長の様子

卵 幼虫

蛹

成虫

完全変態(チョウの例） 不完全変態(カメムシの例）

幼虫 成虫卵

触角

複眼

小顎ひげ

下唇ひげ
大顎

単眼

（矢島（2005）を改変） （Gullan & Cranston（2010）を改変）
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アリでは胸部と腹部の間に小さな節が存在し
ます。この節は腹柄（ふくへい）と呼ばれ，1
節または2節あります。腹柄も腹部の節にあた
りますが，腹柄の後の膨らんだ部分を腹部と呼
んでいます。

いろいろな昆虫を見てみよう －昆虫の体のつくり－

アリの体のつくり

教科書に掲載されている昆虫は身近で目にする仲間が多く，体のつくりもわかりやすいの

ですが，細かく見ていくと教科書には書かれていないことがたくさんあります。虫めがねや，
5年生で使う解剖顕微鏡（10～20倍），実体顕微鏡（20～40倍）を使うと複眼，単眼や脚の爪
や毛，光学顕微鏡（40倍～400倍）を使うとチョウの翅の鱗粉（りんぷん）なども観察できま
す。実物投影機でもかなり拡大できます。教室・理科室にある様々な機器を使ってミクロの
世界を探検し，子どもたちの興味・関心を引き出すようにしましょう。

【授業へのヒント】

カブトムシの背側，腹側の図

ハエやアブの体のつくり

ハエの背側，腹側の図

頭部 胸部 腹柄 腹部

前脚 後脚

中脚

カブトムシやクワガタなど，前翅が硬く，その下に柔らかい後翅がある仲間を甲虫（こうちゅ
う）と呼びます。甲虫では前翅が胸部の一部と腹部を覆うため体のつくりがわかりにくいのです
が，脚や翅は胸から出ていることを考えれば，脚や翅がある部分が胸部であるとわかります。頭，
胸，腹の境目は，背側よりも腹側から見るとわかりやすいでしょう。

ハエ，アブ，カの仲間では，翅は前翅の2枚
のみで，後翅は退化して小さな平均棍（へい
きんこん）になっています。平均棍は飛行の
安定に関係しています。また，口も刺して吸
う口（カの仲間），舐める口（ハエの仲間）
などに変化しています。

頭部

胸部

腹部

前翅

後翅が退化した
平均棍（へいきん
こん）

カブトムシの体のつくり

頭部

胸部

腹部

前脚

中脚

後脚

前翅［甲虫で
は翅鞘（ししょう）
とも呼ばれる］

前胸背板

背側 腹側

Gullan, P. J. & Cranston, P. S. (2010) The Insects: An Outline of Entomology. Fourth Edition. Wiley-Blackwell.
堀繁久 (2006) 探そう！ほっかいどうの虫. 北海道新聞社.
石川良輔 (1996) 昆虫の誕生. 中公新書.
新開孝 (2014) ぜんぶわかる！モンシロチョウ. ポプラ社.
矢島稔 (2005) 科学のアルバム モンシロチョウ. あかね書房.

参考文献

（石川（1996）を改変）

（堀（2006）をもとに作図）
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花茎

短縮茎

下の写真 （セイヨウ）タンポポはどっち？

茎ではなく「花茎」と呼ばれる。では，タンポポの「茎」はどこに？

身近な植物から学ぶ －植物の体のつくり－

花や蕾を支えている茎に注目すると・・・
左の写真 → 茎の先に花（の集まり）が一つつく。（セイヨウタンポポ*）
右の写真 → 茎が途中で分かれ，その先に花（の集まり）がつく。（ブタナ）

茎の周りには規則的に葉が付いていて，茎と葉をまとめて「シュート」と呼びます。

左図のように，通常葉は茎の周りに互いに間
隔をもって並んでいます。葉と葉の間の茎が短
くなると，右図のタンポポのように，葉が地面
近くに集まり，茎がないように見えます。葉の
付いている部分が「茎」で，「短縮茎」と呼び
ます。

変わり者のシュート

タマネギを縦に切ると下の部分に
芯が見えますが，これがタマネギの
茎です。タマネギの食べている部分
は，その茎から出た葉が成長したも
ので，「鱗茎」と呼びます。

キャベツを切ると，タマネギと
同じように下の方に芯（茎）が見
えます。ここから葉がらせん状に
出てキャベツの玉を作っています。

ダイコンの葉の付け根の部分
が茎になります。同じように短
い茎に葉が密生する例として，
ニンジンやハクサイがあります。

*札幌市の校庭で見られるのは外来種のセイヨウタンポポ。在来種のエゾタンポポは生育地が限られている。

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第3学年（「昆虫と植物」植物の成長と体のつくり，「身近な自然の観察」身の回りの生物の様子）
中学校第1学年（「植物の体のつくりと働き」，「生物の観察」

茎
枯れた根

肥厚して
重なった葉

乾いた
保護葉
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← ナズナ（総状花序）
柄のついた花が順に下から並んでいます。下の方

の花は花びらが落ち，実となっています。

オオバコ（穂状花序）→
地面から立っている軸（花茎）の周りに小

さな花がたくさんらせん状についています。
下部ではすでに花が枯れ始め，上部はこれか
ら咲くところです。

← セイヨウタンポポ（頭状花序）
花びらのように見えるのが一つの花で，そ

れがたくさん集まっています。花びらのよう
に見える部分の先をよく見ると，５つに分か
れています。これは，もともと５枚あった花
びらが一つにまとまったことの証拠です。

身近な植物から学ぶ －植物のからだのつくり－

=-=-=-= 身近な植物の花序 =-=-=-=

教科書に出てくる花は，比較的大きくて理

解しやすいものが取り上げられています。し
かし，野外に出た場合，花の姿は多様で先生
も困惑するかもしれません。肉眼だけでなく，
虫めがねやルーペなどを用いて観察すると，
一つの花と思ってみていた花が，小さな花の
集まりであることに気づかせることもできま
す。子どもたちの花の見方を広げてあげてく
ださい。

【授業へのヒント】

互生 対生 輪生

茎への葉の付き方 → 葉序

総状花序 頭状花序

花茎への花の付き方 → 花序

穂状花序

葉は茎の成長に伴って順に並ぶ。葉が茎につなが
るところを「節」といいます。１つの節に１枚葉が
つくのが互生，２枚つくのが対生，３枚以上つくの
が輪生です。

花も葉と同じように茎の成長に伴って順に並ぶ
のが一つの基本型（総状花序）。花の下の柄（花
柄）が短くなると「穂状花序」，葉と同じように
花が茎につくところを「節」とすると，節の間が
短くなり花柄も短くなると「頭状花序」となりま
す。

オオバコの花の拡大 →
白く飛び出しているのがおしべです。

虫めがね（ルーペ）の使い方

虫めがね（ルーペ）を目に近づけて持ち，見た
いものを動かします（左図）。見たいものを動か
せないときは，自分が動きます（右図）。

← ナズナ（総状花序）
柄のついた花が順に下から並んでいます。下の方

の花は花びらが落ち，実となっています。

オオバコ（穂状花序）→
地面から立っている軸（花茎）の周りに小

さな花がたくさんらせん状についています。
下部ではすでに花が枯れ始め，上部はこれか
ら咲くところです。

← セイヨウタンポポ（頭状花序）
花びらのように見えるのが一つの花で，そ

れがたくさん集まっています。花びらのよう
に見える部分の先をよく見ると，５つに分か
れています。これは，もともと５枚あった花
びらが一つにまとまったことの証拠です。

身近な植物から学ぶ －植物のからだのつくり－

=-=-=-= 身近な植物の花序 =-=-=-=

教科書に出てくる花は，比較的大きくて理

解しやすいものが取り上げられています。し
かし，野外に出た場合，花の姿は多様で先生
も困惑するかもしれません。肉眼だけでなく，
虫めがねやルーペなどを用いて観察すると，
一つの花と思ってみていた花が，小さな花の
集まりであることに気づかせることもできま
す。子どもたちの花の見方を広げてあげてく
ださい。

【授業へのヒント】

互生 対生 輪生

茎への葉の付き方 → 葉序

総状花序 頭状花序

花茎への花の付き方 → 花序

穂状花序

葉は茎の成長に伴って順に並ぶ。葉が茎につなが
るところを「節」といいます。１つの節に１枚葉が
つくのが互生，２枚つくのが対生，３枚以上つくの
が輪生です。

花も葉と同じように茎の成長に伴って順に並ぶ
のが一つの基本型（総状花序）。花の下の柄（花
柄）が短くなると「穂状花序」，葉と同じように
花が茎につくところを「節」とすると，節の間が
短くなり花柄も短くなると「頭状花序」となりま
す。

オオバコの花の拡大 →
白く飛び出しているのがおしべです。

虫めがね（ルーペ）の使い方

虫めがね（ルーペ）を目に近づけて持ち，見た
いものを動かします（左図）。見たいものを動か
せないときは，自分が動きます（右図）。

← ナズナ（総状花序）
柄のついた花が順に下から並んでいます。下の方

の花は花びらが落ち，実となっています。

オオバコ（穂状花序）→
地面から立っている軸（花茎）の周りに小

さな花がたくさんらせん状についています。
下部ではすでに花が枯れ始め，上部はこれか
ら咲くところです。

← セイヨウタンポポ（頭状花序）
花びらのように見えるのが一つの花で，そ

れがたくさん集まっています。花びらのよう
に見える部分の先をよく見ると，５つに分か
れています。これは，もともと５枚あった花
びらが一つにまとまったことの証拠です。

身近な植物から学ぶ －植物の体のつくり－

=-=-=-= 身近な植物の花序 =-=-=-=

教科書に出てくる花は，比較的大きくて理

解しやすいものが取り上げられています。し
かし，野外に出た場合，花の姿は多様で先生
も困惑するかもしれません。肉眼だけでなく，
虫めがねやルーペなどを用いて観察すると，
一つの花と思ってみていた花が，小さな花の
集まりであることに気づかせることもできま
す。子どもたちの花の見方を広げてあげてく
ださい。

【授業へのヒント】

互生 対生 輪生

茎への葉の付き方 → 葉序

総状花序 頭状花序

花茎への花の付き方 → 花序

穂状花序

葉は茎の成長に伴って順に並ぶ。葉が茎につなが
るところを「節」といいます。１つの節に１枚葉が
つくのが互生，２枚つくのが対生，３枚以上つくの
が輪生です。

花も葉と同じように茎の成長に伴って順に並ぶ
のが一つの基本型（総状花序）。花の下の柄（花
柄）が短くなると「穂状花序」，葉と同じように
花が茎につくところを「節」とすると，節の間が
短くなり花柄も短くなると「頭状花序」となりま
す。

オオバコの花の拡大 →
白く飛び出しているのがおしべです。

虫めがね（ルーペ）の使い方

虫めがね（ルーペ）を目に近づけて持ち，見た
いものを動かします（左図）。見たいものを動か
せないときは，自分が動きます（右図）。
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学校園での栽培 ①土づくり，畑づくり

教員による下準備が重要です。準備のスケジュールとその目的を押さえておきましょう。

連作に弱い作物
トマト，ジャガイモ，ピーマン，ダイコン，
エダマメなど多数。

連作に強い作物
イネ，ネギ，カボチャ，ニラなど。

※連作障害とは

連作によって，その作物が多く利用

する養分が土壌から欠乏したり，

その作物を侵す虫や菌が年々増加し，

徐々に生育が不良となっていく現象。

土壌は農地の3箇所以上から
深さ20cmまでを掘りだして
200g程度を準備しましょう。

pH測定にはアースチェック液
がおすすめです。

スコップ クワ

翌年 翌年 翌年

翌年 翌年 翌年

①農地の利用計画

昨年と同じ農地で同じ作物を育てる連作

にならないよう，計画を立てましょう。

これは連作障害を回避するためです。

STEP1 計画段階

STEP2 播種・植え付けの1週前まで

②土壌pHの測定

まずは土壌pHを測りましょう。

多くの作物はpH6.0-6.5程度（弱酸性）

を好みますが，土壌は年々酸化していき

ます。調整が必要かもしれません。

③農地への堆肥と石灰の散布

農地に堆肥を投入しましょう。

1㎡あたり2～4kg程度が目安です。

土壌を改良したい場合は牛糞堆肥，

肥効を重視する場合は豚糞堆肥がいいで

しょう。

土壌が酸性だった場合には，石灰も同時

に投入してpHを調整します。石灰の投入

量は“アレニウス表”で検索しましょう。

④耕起による堆肥と石灰の混和

スコップやクワを用いて畑を耕しましょ

う。石灰や堆肥を土壌に混ぜ込みつつ，

土壌をほぐし，空気を含ませます。大き

な土塊などがあればその場で砕きます。

化成肥料と有機質肥料の違い

人工的に合成された肥料を化成肥料と呼びま

す。すぐに水に溶け，植物が利用できる形に

なるため即効性があります。

一方，動物の糞，植物の残渣，生ごみなどを

用いた肥料を有機質肥料と呼びます。微生物

に分解されながらゆっくりと肥料分を提供す

る緩効性があり，また土壌の性質を改良する

効果もあります。
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マルチ（黒）

STEP3 当日の畑づくり

スコップの持ち方について
肩に担いで持つのは危険です。体の前
で持つなどルールを決めましょう。

⑤化成肥料の利用

化成肥料を利用する場合，土壌表面に均

一にまき，土壌を耕起することでなじま

せる全層施肥が簡単です。

畝たての様子

⑥畝立て

スコップやレーキなどで土を盛り上げ，

作物を植える列を作ります。水はけの悪

い畑では，20-30㎝程度の高畝を作りま

しょう。余分な水が畝から逃げるため，

畝の内部に酸素が行き届き，根腐れを防

ぐことができます。

※ジャガイモでは畝を立てません。

⑦マルチの利用

雑草防除に手を焼くなら，マルチを利用

しましょう。黒いマルチは雑草の発芽・

成長を抑制し，さらに地温を高めて春先

の成長を促進してくれます。

マルチの端を土で抑え，ピンと張った状

態で固定します。土で抑えるのが難しい

場合はマルチ抑えを購入しましょう。

ジャガイモ特有の管理（浴光催芽）

植付け予定日の2-3週間前になったら，

種イモを温度が高く（10～25℃程度）

日光の当たる場所で待機させましょう。

温度は芽の成長のため，日光は土壌中と

勘違いしての発芽を防ぐためです。

温室での
浴光催芽

学校園での栽 培 ①土づくり，畑づくり
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学校園での栽培 ②種まきと植え付け

種まき・植え付けの方法と理論を理解し，実践に活かしましょう，

浅く，スジ状にまく種
ニンジン，ホウレンソウなど

小さい種は土壌を押しのける力が弱く，種
によっては光が届いていないと発芽しない
習性もあり，深くまくと発芽しません。

種の発芽には多量の水分が必要ですが，土
壌は表面から乾いていきます。種を浅くま
いた場合は特に細目に水やりをしましょう。

浅く，等間隔にまくタネ
ダイコンなど

最終的に葉が大きく広がっていきますので，
スジまきだと大半を間引く形になってしま
います。一箇所につき3～5粒程度を等間隔
でまき，あとで一箇所につき一株を残すよ
う間引きましょう。

深さ1cm程度。支柱や板で溝を
作り，スジ状にまく。

深さ1～2cm。25～30cm間隔。
一箇所につき3～5粒まく。

適した深さがあるタネ
ダイズ（エダマメ），スイートコーンなど

ダイズやスイートコーンの種は，深さ3cm程
度を好みます。札幌校では，右図のようにビ
ニル手袋を装着し，指先から3cmのところに
線を引き，地表にその線が来るまで押し込む
という方法で種をまいています。

ダイズ：20～30cm間隔，一箇所に3粒
スイートコーン：30cm間隔，一箇所に4粒

ジャガイモの種イモ

発芽率が高いので，一箇所につき種イモは一つ
で大丈夫です。深さ5cm程度の溝をほり，その
底に25～30㎝間隔で並べ，土壌をかけます。
ジャガイモは成長に伴い土寄せを行いますので，
植える前に畝を立てないようにしましょう。

種のまき方（学校で人気の作物）

↓ごく浅く

学習指導要領との 関連  ⇒ 小学校第1,2学年生活科（「動植物の飼育，栽培」）
小学校第5学年（「植物の発芽，成長，結実」）
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苗の植え方（手順は作物によらず共通）
トマト，ピーマン，キュウリなど多数

学校園での栽培 ②種まきと植え付け

①ポットよりも少し大きい穴をあけます。
（マルチを利用しているならシャベルで
穴をあけます。）

②穴の半分まで水たまりができるよう
たっぷりと水をそそぎます。

③水が浸透し，水たまりがなくなった
タイミングで苗を置きます。
（茎の付け根をチョキで挟み，ポットを
ひっくり返して苗を取り出します。）

④周囲によけておいた土壌を戻します。
この後，水やりは必要ありません。
水を求めて根が下方に伸びることで
新たな土地に苗が速やかに定着します。

※ここでは植え付け後の根成長と土壌への定着を
意識した手順を紹介します。

種の保護 ダイズ（エダマメ）

マメ科作物は子葉を地表に出します。
子葉は栄養豊富なため，保護しない
と鳥に食べられてしまいます。

苗の保護

作物は新たな土地に定着
すべく根を伸ばします。
葉や茎が風に揺さぶられ
ると，根に振動が伝わり
弱い根が切れ，定着が遅
れてしまいます。
風よけで保護しましょう。
7～10日程度で外せます。

専用の袋のほか，
米の袋やゴミ袋でも

種まき・植え付けまでの流れは複雑です。不慣れなうちは作業の完遂だけで精一杯になっ
てしまうかもしれません。作業全体の見通しを持って段取りよく進めること，各作業の目的
を知ることで，子どもたちが種や苗にじっくり触れる時間を確保でき，気づきを促すような
声掛けも可能となります。

【授業へのヒント】

【詳しく学びたい先生へ】有村利治（2016）ステップアップ北の家庭菜園.北海道新聞社.

発芽直後 不織布やペットボトルで覆う
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Q 太陽は燃えているの？

天体の観察 －太陽，月，星 その１－

望遠鏡を使用した太陽の観察
天体望遠鏡を使う場合，太陽を投影板に
映して間接的に観察します。

【太陽の観察】
太陽は非常に明るいため，肉眼で直

接太陽を見ると，短い時間であっても
目を痛めてしまいます。
下敷きやCD，フィルムの切れ端，す

すをつけたガラス板，サングラスや
ゴーグルなどを使って太陽を見るのも
いけません。見た目ではあまりまぶし
く感じなくても，気づかないうちに網
膜を損傷してしまう危険性があります。
太陽観測グラスや日食メガネを使用

しても，目に異変を感じたりした場合
は，すぐに観察を中止してください。
なお，望遠鏡や双眼鏡は，太陽の光

や熱を集めて強くするため危険です。
絶対に太陽を見ないでください。

○ 天文学は最も古い科学の一つです。
○ 天体は児童にとって，最も興味のある対象の一つです。

燃えていません。ものが燃えるためには，酸素が必要です。しかし，宇宙に
は酸素がほとんどありません。太陽は，核融合（水素原子4個がヘリウム原
子1個に変わるなど）により，大きなエネルギー（光など）を放出していま
す。他の恒星も核融合で光っています。

【太陽とは】
太陽は最も近い恒星（自ら光を出す星）であ

り，半径は約70万 km ，表面温度は約6000 ℃で
す。太陽の中に地球を入れるとすると，約130
万個も入ります。なお，全体の約3/4は水素，
約1/4はヘリウムでできており，地球や月のよ
うな陸地はありません（気体でできています）。
地球からは，約1億5000万 km（光で約8分19

秒）離れています。そのため，地球が受けるエ
ネルギーは約 22億分の1にすぎませんが，地球
上のほとんどすべてのエネルギーの源が太陽エ
ネルギーです。
望遠鏡で表面を観察すると，黒点と呼ばれる

シミのような黒い斑点が見られることがありま
す。黒点は，周りよりも約1000～1500℃温度が
低いために黒く見えます。太陽が自転している
こともあり，約27日周期で一周します。約11年
周期で増減することが知られています。

プロミネンス
太陽をHα線（波長656.3 nm）で
観察したもの。左の方に，プロ
ミネンス（紅炎）が見られます。

学習指導要領との関連 ⇒ 小学校第3学年（「太陽と地面の様子」）
小学校第4学年（「月と星」）
小学校第6学年（「月と太陽」）
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天体の観察 －太陽，月，星 その１－

【月とは】
月は地球の衛星（地球の周りを公転する星）で，

半径は約1700 km （地球の約1/4），地球からは，
約38万 km（約1光秒）離れています。表面は岩石
で覆われており，大気はほとんどありません。ま
た，自ら光を出しません（月は球形のため，太陽
の光が当たる半球が明るく輝いています）。地球
から見て，太陽との角度（離角）が変化すると半
球の見え方が変化するために，月は満ち欠けをし
ます。月が地球の周りを公転しているため，約
29.5日周期で満ち欠けが変化します。
かつて日本では，月の満ち欠けの周期を基にし

た暦（太陰暦）が使われており，満ち欠けの1周
期を1月としました。そのため，太陰暦では，15
日はほぼ満月（十五夜）になります。旧の七夕
（7月7日）は，ほぼ半月（上弦の月）になり，天
の川（銀河系）を照らします。

地球照
太陽の光を反射していない
部分は通常見えません。し
かし，地球に当たった光が
反射して，太陽の光の当た
らない部分をうっすらと照
らすことがあります。地球
に照らされて，うっすらと
見えるこの現象を地球照と
いいます。三日月前後の時
に時々起こりますので，注
意深く見て下さい。なお，
英語では，the old moon in 
the new moon’s arms と呼ば
れています。

Q 月がいつも同じ面を地球に向けているのは
なぜ？

惑星に同じ面を向けている（自転周期
と公転周期が等しい）衛星は，他にも
あります（木星の衛星など）。物体の
運動は，より安定な（エネルギーの低
い状態）に向かう傾向があります。月
は完全な球形ではなく，内部も必ずし
も均一ではありません。そのため，地
球の引力が作用して，長い年月の間に
より安定した運動をするようになった
と考えられます。

天体は，実際に観察することが大切です。できるだけ，観察の機会を増やすように努
めてください。月の満ち欠けについては，日没時の月の位置と形を関連させると良いで
しょう。教科書に掲載されているモデル実験も効果があります。

【授業へのヒント】
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しょう。教科書に掲載されているモデル実験も効果があります。

【授業へのヒント】
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天体の観察 －太陽，月，星 その２－

満月
日の入り時，東の地平線
付近の空に見えます。日
本では，海（黒っぽく見
える部分で，水はありま
せん）の模様が餅をつい
ているウサギに見えると
いわれています。カニや
ライオンと見る国もあり
ます。

【天体の観察】
天体を観察するには，その場所の方位（東西南

北）を確認しておくことが大切です。天体の位置
は，方位と高さ（高度）で表すことができます。
天体の高さは，角度で表します。天頂（頭の真
上）は，90°の高さ（高度）になります。
太陽，月，惑星などは見かけの大きさ（地球か

ら見た大きさ）があります。これらは天体の直径
を角度で表します（視直径）。地球から見た場合，
太陽と月は，ほぼ同じ大きさ（0.5°）に見えます。
ただし，太陽や月までの距離がわずかに変化する
ため，大きさもわずかに変化します。そのため，
日食が起こった場合，月の方が大きいと皆既日食
に，太陽の方が大きいと金環日食になります。
1°より小さい角度は，′（分），″（秒）を使って表し

ます。 1°＝ 60′，1′＝ 60″の関係があります。した
がって，太陽，月の大きさは，約30′となります。
惑星は，最も大きく見える金星でも，約1′です（視
力1.0の人が見分けられる限界）。そのため，肉眼
では，惑星は点にしか見えませんので，表面を観
察するには，望遠鏡などが必要となります。

Q スーパームーンとはどんな月？

スーパームーン（Supermoon）という
用語の定義は天文学にはありません。
一般に「とても大きな満月」の意味で
使われているようです。
最大の満月は，最小の満月に比べて，
直径で約14％，面積で約30％も大きく
なります（2016年国立天文台）。それ
は，月までの距離が変化するからです。

月までの距離が変化するのは，地球の周りを回っている月の軌道が円ではなく，
楕円であるからです。同様に，太陽の周りを回っている惑星（地球も含む）も楕
円軌道です（ケプラーの第一法則）。

上弦の月（半月）
日の入り時，南の空に見
えます。沈むとき弦の部
分が上になるので，上弦
の月と呼ばれます。太陽
は，右の向きにあり，欠
け際（弦の部分）は，影
が目立つので，クレー
ターがよく見えます。
（満月では影ができない
ため，クレーターが目立
ちません｡）

【月の表面の観察】
月のクレーターは双眼鏡や望遠鏡で簡単に見る

ことができます。双眼鏡はカメラの三脚などに取
り付けてみるとよく見えます。望遠鏡を使用する
と，右のような写真を簡単に撮ることができます。

クレーターの形に着目すると，中央部のクレー
ターが円形に見えるのに対し，周辺部に行くに
従ってクレーターが楕円形に見えることがわかり
ます。このことからも，月が球形をしていること
がわかります。

天体の観察 －太陽，月，星 その２－
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天体の観察 －太陽，月，星 その２－
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天体の観察 －太陽，月，星 その２－

北天（8月1日20時 札幌市）
北極星（こぐま座のポラリス2等
星）は，真北，高さ約43°（観
測地の北緯にほぼ等しい）にあ
ります。北極星を中心に反時計
回りに天体が 1時間に15°回転
します。また， 1か月後の同じ
時刻に観察すると，北極星を中
心に反時計回りに30°回転して
います。北斗七星（おおぐま座
の一部）やカシオペア座を，時
刻や季節を変えてスケッチする
と天体の動きがよくわかります。

【星（恒星）】
恒星（自ら光を出す星）は，少なくとも1022個は

あるといわれています。ただし，肉眼で見ること
のできる夜空に輝く恒星は，約4000個といわれて
います（星のよく見える暗い場所での話です）。
【星座】
恒星は，それぞれの位置関係がほとんど変わり

ません。そのため，昔の人は，いくつかの目立つ
恒星をつなげて，動物や英雄などになぞらえまし
た。それが星座の起源です（ギリシア神話などが
有名）。現在は，88星座にまとめられています。
【恒星の明るさ】
昔，特に目立つ（明るい）恒星約20個を1等星，

肉眼で見える最も暗い星を6等星として，（みかけ
の）明るさを決めました。1等級で約2.5倍明るさが
異なります。1等星より，さらに2.5倍明るい星を0
等星，さらに2.5倍明るい星を-1等星としています。
【恒星の色】
恒星の色は，表面の温度と関係しています。赤

色で約3000℃，橙色で約4500℃，黄色で約6000℃，
白色で約8000℃，青白色で10000℃以上といわれて
います。また，恒星のスペクトル（分光）を調べ
ることで，恒星の特性を調べることができます。

Q 夏と冬で見られる星座が違うのはなぜ？

地球の公転によって，太陽が星座の間
を1年で1周するように見えます（太陽
の年周運動： 1か月で約30°西から東
へ移動します）。そのため，日の入り
後に見られる星座（天の北極付近を除
く）の位置が変化します。

Q 北極星がいつも同じ方向，同じ高さに見えるの
はなぜ？

地球の自転によって，天体は1日に1周
するように見えます（日周運動）が，
自転の軸（地軸）の延長線上（天の北
極と天の南極）では，天体は動くよう
に見えません。北極星は天の北極に近
いため，動かないように見えるのです。

天球上における太陽の見かけ上
の通り道を黄道（こうどう）と
呼び，黄道上の13星座のうち，
へびつかい座を除いた12の星座
を黄道12星座と呼びます。星占
いでは，誕生時に太陽がどの星
座にあるか（○○座生まれな
ど）を使うことが多いです。

【惑星の観察】
水星，金星，火星，木星，土星

は1等星以上に明るく，昔からよく
注目されていました。ただし，惑
星は恒星のように位置関係が定
まっておらず，恒星間を少しずつ
移動します。そのため，星座早見
盤などには載っていません。イン
ターネットやコンピュータソフト
などで位置を確認しましょう。

天体の学習では，プラネタリウム（札幌市青少年科学館など）やコンピュータソフト（ステラ
リウム，Mitakaなど）を使用することも効果的です。利用する場合には，事前に内容などの確認
をしておきましょう。

【授業へのヒント】
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【授業へのヒント】
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道内の小学校3年生が描いた雪の結晶です。天然に
存在しない形もあります。どれでしょうか？

☆『雪』から始まる学び
雪の結晶形を問うと，五角形

や八角形，四角形を描く者も多
く，子どもたちは誤った自然認
識を持っています。雪を何とは
なしに見ていますが，良くは観
ていない（‘観る’とは目を見
開いて良く見る意）。雪を観察
させると子どもたちは驚きや感
嘆の声を上げます。教材として
十二分に活用したいものです。

☆『雪』で拡がる学び
雪は単に自然環境として存在するばかりでな

く，日々の生活とも密着しています。例えば，
190万都市札幌で一冬に使われる除雪費は一般
会計予算の約2％ の200億円にもなりますが，
市政への最も多い要望は除雪に関することです。
除排雪の頻度を上げるには税金がもっと必要に
なります。費用をあまり掛けずに市民として
もっとできることはないのでしょうか？ 雪は子
どもたちの興味・関心をそそり，拡がりのある
学習課題を提起します。

札幌市の学校教育の
重点では，「北国札幌
らしさを学ぶ【雪】」
が共通に取り組むテー
マとして位置づけられ
ています。

Webページ「北海道
雪たんけん館」には
様々な雪に関する学習
情報ばかりでなく，指
導案やテキスト，公開
授業ビデオなども掲載
されていますので，是
非活用しよう。
http://yukipro.sap.hokk
yodai.ac.jp 

児童が描いた雪の結晶と感想。ワーク

シート「雪の結晶」を用いた実践から。

雪の学び ー雪を‘見る’から‘観る’へ―
25



☆子どもたちの質問です。
どのように答えますか？

・どうして夏には雪が降らないの？
・雪は融けると水になるけれど，また雪
にもどらないのはどうしてですか？

【Q&A】
Q1 雪の結晶にはどんな形があるの？
別名‘六花’と呼ばれているように六

角形をしており，横に伸びているか，縦
に伸びているかで，角板と角柱に大別さ
れます。角板の仲間には角板・扇形・樹
枝・交差角板，角柱には角柱・針・砲弾
があります。角板と角柱が組み合わさっ
た鼓型もあります。詳しくは「雪たんけ
ん館」，「雪を観察しよう」をご覧くだ
さい。分類ゲームもあります。
Q2 どうして雪の結晶形は一つ一つ違う

の？
雪の結晶の形はそれが成長する所の気

温に主に依っています。右の写真は雪結
晶を風洞内で浮遊成長させ，雲中での雪
結晶の成長を再現した実験で得られたも
のです。わずかな気温の違いで結晶形が
変わっていくのが分かります。天然では
様々な条件を落下してくるので，雪結晶
形はより緻密となり，二つとして同じも
のはありません。
Q3 雪の結晶とあられはどう違うの？
雪の結晶は大気中の水蒸気がどんどん

くっついて成長します（気体⇒固体）。
あられは直径数ミリの白い氷粒で，雪の
結晶などに雲粒（水滴）がくっついて
凍ったものです（液体⇒固体）。
Q4 雨滴が凍ったのが雪？
違います。中緯度では多くの場合，逆

に雪が融けたのが雨滴です。夏でも積乱
雲の運頂温度は–50℃にもなっています。
雲の中では雪が成長し，落下中に融けて
雨滴に変わります。雨滴生成の記述が曖
昧な教科書（小4‘水のゆくえ’）もあり
ますので，注意しましょう。

【授業へのヒント】
Q1 いつでもきれいな結晶が降りますか？
雪の結晶単体だけで降ってくることは多

くありません。くっつき合って，ぼたん雪
になったり，風が強い日には結晶が破片と
なったりします。海に近い所ではあられも
降ります。このような場合でも，ベルベッ
トを貼った板に降ってきたものを受けると
結晶単体をいくつか‘観る’ことができま
すので，トライしてみましょう。
Q2 積もった雪を観察しても良いですか？
積もり始めた直後から雪結晶の形は変化

していくので，降っている雪を観察しま
しょう。
Q3 雪の観察をどの単元で扱いますか？
小4‘水のゆくえ’や小5‘冬の天気’で

取り上げてみましょう。そこから、総合的
な学習の時間への展開も可能です。また、
スキー学習などの活動に合わせて、少し取
り上げてみるのも一法です。

子どもたちと雪の
結晶を観察すること
から始めよう！

気温に依る雪結晶形の変化（Takahashi, 2014)

雪の学び　ー雪を‘見る’から‘観る’へ―
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していくので，降っている雪を観察しま
しょう。
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取り上げてみましょう。そこから、総合的
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