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序章 生活関連でつながりをもって学ぶことの大切さ
筆者は，1999 年頃からエネルギー環境教育や理科教育に関係の啓発活動をしてきました。実験
科学教室，実験ショー，エネルギー環境教育・啓発講座，教員研修などで様々な現象を関連づけ
ながら説明するように留意してきました。その中で活用・開発してきた実験教材や説明法を紹介
します。本書では様々な場面で教育・啓発活動している方々に活用していただきたいと思ってい
ます。そこで，できるかぎり教材や説明方法を思いついた経緯も述べることにしたいと思います。
さらに，エネルギー環境活動の展開，筆者自身の考え方の変容，本務の教育活動へのフィードバ
ックの状況を説明することにします。最後に，実践のポイントとエネルギー環境教育に対する個
人的な考えを述べることにします。
本書を読んでいただく方は学校の先生や様々な立場でサイエンスコミュニケーションの実践を
されている方が多いかと思います。本来は、実践の意味やあり方を先に述べるのでしょうが、実
際の教材とその活用に興味ある方が多いかと思います。そのため、具体的にどのような教材を使
用してきたかをテーマ群毎に述べていくことからはじめることにしました。それぞれ，実験が順
序立てて並んでいいます。それだけで授業や様々な場面で使えることを教員免許状更新講習[1,2]
の中で確認してきました。一部は，教員免許状更新講習で紹介していないものも付け加えました。
具体的な教材を紹介したあとで，様々な実践の流れと，エネルギー環境教育に関する私見を述
べることにします。これらの説明はあくまでも筆者の偏った体験，考え方を述べたものにすぎま
せん。それぞれの素材や意見をもとに読者が適宜自分なりのストーリーを組み直していっていた
だく手がかりになっていただければ幸いです。
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第 1 章. ストーリーに沿った実験教材の紹介
まず，本章では授業実践に役立つ熱とエネルギーに関する教材の紹介を行っていきます。教材
の紹介だけではなく，説明の留意点やあまり知られていない教材については教材開発の原点も説
明していくことにします。
1 風船を用いた熱力学・エネルギー教育の教材
1.1 細長風船の熱機関
動物や花などを作るのに使う細長風船（「ペンシルバルー
ン」とか「クラフト風船」などの商品名で売られています）
を使って熱力学の教材をつくることができます。細長風船
を幅 4～5 センチメートルになるように両手で持って，急激
に引っ張ってから唇の下に当ててみると熱くなっているこ
とがわかります。次に風船をゆっくり引き伸ばしておいて，
しばらくたってから急激に元にもどした瞬間，唇の下に当
ててみると冷たくなっていることがわかります（図 1，実験
1）。

図 1 細長風船を手で引っ張る

水を満たした 500 mL のペットボトルを細長風船で高さ
1 m 程度のスタンドまたは写真の三脚に吊り下げます。お
もりを吊り下げた風船に熱いお湯をかけると図 2 のように
風船が縮んでおもりは 15 cm 程度持ち上がります。お湯を
かけて熱を加えることによって風船はおもりを持ち上げ
たのです。風船は，重力に逆らってものを持ち上げている。
ものを持ち上げるときのように，力に逆らって動かすこと
を「仕事」ということ説明します。さらに，説明の目的に
よって必要な場合には，このように熱を仕事に変えるもの
を「熱機関」ということも説明します。
この実験を最初に実施したのは，大学の市民開放イベン

図 2 おもりを下げた細長にお湯を
かけると・・・。

トの時でした。スライムづくり（実験 86）とスライムを使
った粘弾性の実験（実験 87）コーナーを担当しました。小学生にスライムは人気なのでたくさん
の人が参加しました。そのため，待っている人たちにゴム弾性の実験ショーを見せました。その
時は，ゴムとして細長風船ではなく太い輪ゴムを連ねたものを用いました。おもりは，三角測量
おもり

用の 錘 を使用しました。このとき，錘の持ち上がりは 2~3 cm 程度でした。参加人数があまりに
も多かったため，翌年は参加者に風船を配り，配った量で参加人数を数えることにしました。そ
の風船を何気なく引っ張ってみたら，輪ゴムよりも温度変化がはっきりわかったのです。そこで，
細長風船を使うことにしたのです。おもりとしても，手軽に入手できる材料としてようにするた
めに水を満たした 500 mL のペットボトルを使うようにしました。これらは，熱力学の導入教材と
して大学の熱力学授業でも使うようにしました[3]。
1. 2 細長風船の熱機関の原理説明のための模擬実験（シミュレーション）
前節で説明したゴムの性質は「ゴム弾性」とよばれています[4]。この性質は，後の高分子の性
質のところで説明した方がよいのですが，教員免許状更新講習の資料を受講前に見て，この原理
がわからないためにその先を読み進むことができず，ここでとどまってしまったと事前アンケー
2

トで書いていた人がいました。そこで，原理を先に説明す
ることにします。
熱の現象を説明するために，分子をとても小さいけれど
もとっても元気な「小さなあばれんぼう」だと比喩的な説
明をすることにしています（図３）。さらに，
「小さなあば
れんぼう」は温度が高くなると元気がよくなることを説明
します。ゴムは図 4 のように「高分子」とよばれる細長い
分子が暴れながらつながっているものからなっています。
ちょうど幼児が手をつなぎながら動きまわっているよう

図 3 分子は小さなあばれんぼう。

に，
「小さなあばれんぼう」が手をつないで暴れまわってい
るのです。さらに，ゴムの中ではこの「お手々つないだ小
さなあばれんぼう」が網目のようになっています（図 4）。
ゴムを引っ張ると，ゴムを引っ張った仕事がゴムを構成し
ている小さなあばれんぼうに全体を引っ張ることによっ
て「元気の素」
（運動エネルギー）を与えて元気がよくなる
ために温度が上がるのだと説明します。
おもりを下げたゴムにお湯をかけて温度が高くなると
どうなるかを理解するために，プラスチックの鎖の片方を
手でもって，一方を垂れ下げた状態で手を横に（水平方向
に）10 cm 程度の幅にゆすってみせます（図 5, 実験 85）。
鎖は暴れ回り，垂れ下がった端は持ち上がります。激しく

図 4 ゴムの中では高分子の鎖が網
目をつくっている。

揺すった方が持ち上がり方は大きくなります。温度が高く
なると，高分子は激しく暴れまわるので細長風船にお湯を
かけるとおもりが持ち上がるのです。
ちなみにプラスチックの鎖はポリエチレン（正確にはポ
リエチレンの中でも「高密度ポリエチレン」というもので
、、、
す）という高分子物質からできています。最初は，この実
験は縄跳びの縄を床の上に置いてやっていました。しか
し，高分子鎖だから，高分子物質（プラスチック）ででき
た鎖を使ったらと思い，やってみました。そうしたら，縄

図 5 ゴムが縮むことを理解するた
めの模擬実験。

跳びの縄よりはっきり縮んだのです。このようにダジャレ
から新しいことを思いつくことにつながることもあるのです。最初は，これも床の上に鎖を置い
て実演していました。しかし， NPO の児童向けの実験教室で，理事長の提案にしたがって手で吊
るしてやってみたら床の上でやるよりも見せるのにも便利だし，実感もわくことがわかりました。
このように，実演時に様々な方々から指摘されて改良することも多いのです。
2 「小さなあばれんぼう」と空気の性質
私たちの身の回りにあるものは「分子」からできています。熱が関わる性質には分子の運動が
関係しています。そこで，前節でもふれましたが，分子を「小さなあばれんぼう」と比喩的な表
現で熱に関わる色々な性質を理解するようにしています。
2.1 小さなあばれんぼう
分子に対して「小さなあばれんぼう」という比喩を使って説明しているのは（図 3）。難しいこ
とばを覚えさせるよりも，わかりやすい比喩で概念をイメージしてもらう法が理解のために大切
3

だと思っているからです。小さなあばれんぼうの性質とし
て，温度が高くなると元気がよくなることを述べます。大
きさについては，通常はとっても小さいとだけ説明しま
す。場合によっては，図 6 のように風船が地球の大きさに
なったら，原子はサクランボくらいの大きさになると説明
することもあります。
以下，空気に対する様々な現象について，小さなあばれ
んぼうモデルで説明していきます。
図 6 風船が地球の大きさになった
とすると，原子の大きさは・・・。

2.2 ボトル缶に被せた風船
実験教室などで小さなあばれんぼうの導入に使うのは，
空気の膨張や空気の力を感じるものです。「小さなあばれ
んぼう」モデルを説明するために最初に，ボトル缶に風船
を被せたものをガスコンロで加熱して風船が膨らむこと
を示します（実験 2）。ボトル缶を火バサミで持って火にか
けます（図７）。加熱し過ぎると風船が焼けたり，冷やした
あとボトル缶がつぶれたりすることがあるので，注意が必
要です。
加熱されたボトル缶の中の小さなあばれんぼうは温度
が高く，外にいる小さなあばれんぼうよりも元気がよくな
るために，外側に押されて風船が膨れることを図 7 で説明

図 7 ボトル缶に風船を被せて加熱
する。「小さなあばれんぼう」モデ
ルでの風船の膨らみの説明。

します。この実験では風船の膨らみはさほど大きくはありませんが，温度の上昇とともに風船空
気の大切が膨張するということを示すのに使用できます。
2.3 空き缶つぶし
1) 空き缶つぶしの実験
次に空き缶つぶしを行います（実験 11）。アルミ缶にほ
あぶ

んの少し水を入れて，火バサミでもってガスコンロで炙り
ます。ゴ～～ォッと沸騰する音がしたら，アルミ缶の口を
水の中にサッと入れると空き缶は音を立てて瞬時に潰れ
ます。中に入れた水が沸騰して，水蒸気が空気を追い出し
て缶内に満たされ，缶の口を水につけると水蒸気が水に戻
るため，内部が真空になって潰れることを説明します（図
8）。分子がほとんどない状態を「真空」ということを説明
します。その後，外側だけに小さなあばれんぼうがあるた
め，小さなあばれんぼうが缶の外側からぶつかる力で潰れ

図 8 空き缶つぶしとその原理の説
明のための図。

ることを説明します。
2) 空き缶の周りにはたらく空気の力の計算
つぎに，小さなあばれんぼうの力がどのくらいかを知るために，アルミ缶の表面にどれくらい
の力がかかっているかを計算します。児童向けの実験ショーではクイズにしてあてさせています。
教員研修では，図 9 のように計算を説明しています。この時，数値に単位を書いて考え方も言葉
で書くようにしてもらいます。小学校の算数や中高の理科で，計算を含む答案に数値の単位をつ
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けなかったり，言葉を書かなかったりすることが多いと思
います。しかし，数値には単位をつけ，考え方を論理の飛
びなく書かせるようにすべきだと思っています。私自身，
小学生の時には，説明文を自分で頭の中で補っていました
が，大学受験の頃から考え方を省略せずに書くようにしま
した。そうすると，頭の中が整理されて，難しい問題でも
比較的容易に解けるようになりました。文章を書くのは面
倒だと思うかもしれませんが，小学校の時から算数の答案
を文章で書かせ，数値には単位をつけるようにすれば，算
数の文章題の苦手な人が減るのではないかと思っていま

図 9 アルミ缶の表面に掛かる力の
計算。

す。児童以上に算数の苦手な教員を減らす効果があるので
はないかと思います。皆さん，いかが思われるでしょうか。
3) 円の面積をはかりを使って求める
円の面積の公式を知らない児童に向けの場合には，展
開図を書いて厚紙を切りぬいて，重さの比から面積を求
めさせることがあります。側面部分と上下そこ部分の重
さを電子天びんではかり，重さの比から面積を求めます
（図 10，実験 13）。円の面積を求める式はあとで教えて
比較してみます。このような比較は，面積を求める式の確
かさを確認し，納得するために有効ではないかと思いま
す。さらに，面積を電子天びんではかるという，学校で習
う方法以外にも面積を求め方法があることを知ることに
もなります。このような学校で通常習うことと別のこと
をやってみることは，柔軟な思考ができる素地をつくる
上でも有用ではないかと思います。中学生では，面積と質

図 10 アルミ缶の表面に掛かる力
の計算。円の面積の求め方をまだ習
っていない児童対象の場合は，厚紙
で図のような展開図を切り抜き，重
さの比で計算させることもできる。

量の関係が比例することから関数を実感する教材として
も使えるでしょう。このように，数学を論理だけではなく，実験的に体験・納得することは，柔
軟な思考力を育成する上でも有効ではないかと思います。
2.4 吸盤で空気の力を体感
空気の力を感じるには吸盤も有効な教材となります。吸
盤を平らな机やガラス窓にくっつけて引っ張ることによ
って，空気の力を感じることができます。2 つの吸盤をく
っつけて引っ張るということもでも体感できます（図 11，
実験 14）。空気の力がいかに大きいかを体感する教材とし
て，空気の力に対する説明の流れの中で使うと良いでしょ
う。

図 11 吸盤の力の体感。
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2. 5 栓飛ばし
1) プラ栓飛ばし
空気は，温度が高くなると膨張する。このことを視覚的に
実感する実験として「プラ栓飛ばし」があります。丸底フラ
スコに教材用に市販されている発泡ポリスチレンの栓をし
て，フラスコの丸い部分に熱湯をかけると栓が飛びます（図
12，実験 7）。これは，空気の膨張がしたためであることを
説明します。

図 12 発泡ポリスチレンの栓をし
た丸底フラスコに熱湯をかけると
栓が飛ぶ。

2) コルク栓飛ばし
空気の膨張によるものとは少し違いますが，小さなあば
れんぼうの働きを実感してもらう教材として，コルク栓飛
ばしがあります（図 13，実験 5）。試験管に水を 1 cm 程度
入れておいて，水で濡らしたコルク栓を強く押しこみます。
この試験管を試験管バサミでもってガスバーナー，カセッ
トコンロ，アルコールランプ等であぶります。沸騰するとコ
ルク栓が勢い良く飛びます。このとき，コルク栓飛ばしをす
るときには，人に向かって飛ばないように注意することが
必要です。また，蒸気が吹き出ますので充分注意が必要で
す。コルク栓はよく濡らして強く押し込まないと，蒸気が隙
間から漏れてコルク栓が飛ばないことがあります。空気の

図 13 コルク栓飛ばしとそのしく
み。アニメーションで飛ぶ様子を示
す。

膨張ではないが，蒸気機関など水蒸気のパワーを理解するための教材としても用いるころとがで
きるでしょう。コルク栓飛ばしの原理は，図 13 に示すように小さなあばれんぼうの働きで説明し
ます。コルク栓飛ばしは，筆者が小学校 3~4 年生のとき，試験管やアルコールランプを買っても
らい，家でよくやっていました。何か本を見てやって見たという記憶がありますが，出典は思い
出せません。
3) 重曹と酸を用いたコルク栓飛ばし
水を沸騰させるかわりに，水の中に重曹とクエン酸（または酒石酸）を入れて，二酸化炭素を
発生させてコルク栓を飛ばすこともよくやって遊びました（実験 6）。これについては，何かをみ
てやったのか，炭酸がでるために自分で工夫して考えたのか残念ながら思い出せません，
2.6 気体の体積の温度変化と圧力変化の実験
1) 浣腸器を用いた気体の体積の温度変化と圧力変化の理解
大きな注射器（浣腸器）のピストンの位置を適当な位置
に設定してから，先をゴム栓で塞ぎ，氷水の中に入れます
（図 14，実験 3）。そうすると，気体が縮んでピストンは
下に下がります。一方，お湯の中につけると，気体が膨張
してピストンが上がります。この実験で，気体は温度をあ
げると体積が大きくなり，温度を下げると体積が小さくな
るという性質があることを知ることができます。
同じ浣腸器に圧力計をつけることによって，体積と圧力

図 14 浣腸器を用いた気体の体積
の温度変化の実験。

の関係を測定することができます（図 15，実験 4）。ここ
で，図 15 中の右下のグラフから，体積と圧力をかけたものは，体積によらず一定になることがわ
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かります。この関係を「ボイルの法則」といいます。児童相
手の場合は特にこの言葉を用いないようにしています。学
ぶということは，概念を知ることであって，言葉は学校で
必要な時に覚えればよいと考えているからです。大人でも，
言葉を覚えれば知ったようなつもりになっている人をよく
見かけます。しかし，概念がわからないとその知識は活用
できないでしょう。逆に概念がイメージとして頭の中に入
っていれば，言葉を覚えやすくなるものと思います。
図 15 浣腸器に圧力計を空気の体
積と圧力の関係を求める。

2) グラフの書き方しだいで分かることも
圧力を体積に対して描いたグラフ（図 15 の左上）を見る

と，なんとなく小学校 6 年で習う反比例のグラフに似ています。しかし，これだけだと本当に反
比例しているかどうか確認できません。そこで，圧力を体積分の 1（体積の逆数）に対してグラフ
を描く（図 15 右上）直線になることがわかります（圧力が体積分の 1 に比例する）ことや，圧力
と体積をかけたものを体積に対して描く（図 15 右下）と一定になることから反比例になることが
確かめられます。このように，グラフの描き方によって，いろいろなことがわかます。そのよう
なグラフの使い方を知ることは実社会に出てからの思考の道具として有用になります。学校で習
ったグラフの書き方だけではなく，いろいろな書き方をして「遊んで」みるとよいでしょう。こ
こで遊びという言葉をつかいました。楽しみながら，試行錯誤することを私なりの言葉で「遊ぶ」
といいました。仕事や学びではそのような遊び心がとても大切だと思います。
グラフをいろいろ書いてみることによって，見えないことも見えてくることも多いのです。同
じグラフでも，並べ方や軸の取り方によっていろいろなことが見えてくることがあります。その
ような試行錯誤の中からデータと対話する力がついてきます。特に，誰も知らないことを解決す
る上ではとても有効であることを技術者として会社勤務している時に度々感じました。しかし，
周りの人のほとんどはそのようなグラフの活用方法をしていませんでした。そのような遊び心を
もった工夫の姿勢をつけるヒントを学校で少しでも与えられれば創造的に仕事をする能力がほん
の少しでも高まるのではないでしょうか。そのためには，回り道しながら答えにたどり着く経験
を学校でできるだけ多くできればよいと思っています。そのことと関連して，私は「慣れないよ
うに学ぶ」ということを小学生の頃から意識してきました。慣れてしまうと，考えなくても問題
が解けるようになると，思考力の訓練ができなくなると考えていたからです。もっとも，それは
家で机に向かって勉強しない言い訳だったかもしれません。
2.7 ゴミ袋とドライヤーを用いた安全な熱気球
空気の膨張を利用したものに熱気球があります。これ
も，温度が高くなると空気が膨張することを利用したもの
です。球体の中の空気の密度が低くなることによって，浮
力で浮かび上がります。
図 16 のように薄手で大きなゴミ袋（45 L，厚さ 0.012
mm）をドライヤーの先端が入る程度に真ん中を残して，周
りをセロハンテープとめます。その口に下から，ドライヤ
ーの熱風を吹き込みゴミ袋の上部を手のひらで抑えてお
きます。抑えている手のひらが熱く感じたら手を離しま
す。そうすると，ゴミ袋は浮上します（図 16，実験 9）。

図 16 薄手のゴミ袋を用いた熱気
球。

原理は図 17 で説明します。ドライヤーで熱い空気を押し込まれると，中の空気の小さなあばれん
7

ぼうは，外に比べて元気がよくなります。そこで，空気は
膨張するが，圧力は中と外で同じになったとき，中に周り
の空気と同じ温度の空気が合った場合よりも小さなあば
れんぼうの数が少なくなるのです。そのため，浮力で浮か
び上がる。次項のように浮力の説明を行います。
この実験は，教員免許状更新講習のテーマを考えている
中で考案しました。後に調べてみたら，日本科学協会のホ
ームページに記載されていることがわかりました[5]。

図 17 熱気球が浮かぶしくみの説
明図。

2.8 空気の浮力を知るため実験
1) 空気の重さと密度の測定
熱気球の原理を理解するためには，浮力について知る必
要があります。空気の浮力を納得して理解するためには，
空気が質量を持っていることを実際に確かめます。図 18
に示してあるペットボトルにバルブがついている市販の
教材（「空気の実験ビン」という商品名で市販。危険なので
自作しないように！）に圧力計付きの空気入れで空気を入
れて，質量変化を求めます（実験 10）。圧力計の値がペッ
トボトルの中の空気と同じかどうか疑問に思うかもしれ

図 18 空気の実験ビンを用いた空
気の質量の測定。

ません。そこで，空気の圧力と気温から計算した空気の質
量と測定値が一致するか確かめてみるのです（実験 17）。
ペットボトルの容積は水を満たして水の質量から求め
ます（図 19）。気体の質量を求めた体積（ペットボトルの
容積）で割ることによって，ペットボトル内の空気の密度
が求まります。この値は，図 20 に示すように，理論値と
ほぼ一致します。このことから，圧力計の示す値はペット
ボトルの中の空気の圧力の値を示していることがわかり

図 19 水を満たして空気の実験ビ
ンの容積を求める。

ます。
空気入れで入れた気体の圧力が圧力計の値と本当に一
致するのか，疑問に思う人もいるかもしれません。実際私
自身疑問に思っていました。空気を入れている時に，多少
なりとも抜けていないかと思うからです。しかし，計算し
てみたら図 20 に示すように理論値とほぼ合うことがわか
りました。測定時に 5 気圧入れましたが，もともと 1 気圧
であったので，空気を入れた時の質量増加は 4 気圧分です。
これから求めた 4 気圧分の空気の密度は 00044 g/cm2 でし
た。この時の温度（室温）は 20C でした。20C，4 気圧の

図 20 空気の密度の測定例。

空気の密度を理論的に計算すると 00047 g/cm2 になりました*。両者はほぼ等しい値です。そこで，
はじめて空気の実験ビン内の圧力が空気入れの圧力計の値にほぼなっていることを確認すること

*密度の理論値は，高等学校のレベルであるが次のようにして求めることができる。測定時に

5 気圧入れたが，も
ともと 1 気圧であったので，空気を入れた時の質量増加は 4 気圧分である。気体の標準状態（0C = 273.1 K，1
気圧，1 mol）の体積は 22.8 L である。空気の平均の分子量は 28.8 g/mol である。そうすると標準状態での空気
の密度は 00013 g/cm3 となる。密度は体積圧力に比例して絶対温度に反比例することから，4 気圧，20C =
293.1 K における密度は 0.0047 g/cm3 となる。これは，空気の実験ビンの質量増加から求めた値 00044 g/cm2 に
ほぼ等しい。
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ができました。
筆者は小学生のころから，理論的な値というのは，理想化したもので実際とは違うのではない
かと懐疑的でした。そのため，実験して得た値が理論値と合うと感激します。同時に懸念を持っ
ていた量が正しそうだという確信を持つことができます。このように補いあって確認することも
大切です。同時に合わない時はがっかりすることなく，理論が近似なのか，条件が違うのか，勘
違いをしているのか，見落とした条件はないのかなどと疑問を持ってさらに確認していくことが
大切です。理論は絶対正しいと思うのではなく，理論が正しいにしても，実験結果は理論がなり
たつ条件を本当に満たしているかどうかなどを常に意識することが必要だと思います。
2) 浮力を理解するための実験
a) 浮力のしくみの説明
空気は質量を持つことを理屈の上だけではなく，感覚的
にもわかった上で，浮力を理解するためには，空気を用い
るよりも水を用いた実験の方がわかりやすいでしょう。ま
ず，教材として市販されている「圧力観測器」を用いて，
水が深くなるとともに圧力が高くなることを見て実感し
てもらいます（図 21，実験 18）。2 つのゴム膜が左右にあ
る（垂直にはられた）状態で，水の中を上下させると深く
なるにしたがってゴム膜の凹みが大きくなることから水

図 21 水中の圧力観測器を用いた
水深と圧力の関係の理解と本を積
み重ねたモデルで，水深と水圧の関
係を説明。

深が増えるとともに圧力が増すことがわかります。ゴム膜
が上下にある（水平にはられた）状態にすると上のゴム膜
の凹みは下のゴム膜の凹みよりも小さくなります。このこ
とから，水が深くなるほど圧力が高くなることがわかりま

す。水深が大きくなると，圧力が大きくなることは，図 21
のように，本を積み重ねると，下の方ほど本にかかってい
る力が大きくなることと同じようなものだと説明します。
水の圧力は深くなるほど大きくなるので，水の中に入れ

図 22 浮力のしくみ。

たおもりの下の面に働く力は図 22 のように上に働く力よ
りも大きくなります。横に働く力は互いにつりあう。これ
らの力を合わせると，水はおもりに対して，垂直上向きの
力を及ぼすことになります。この力が「浮力」であると説
明します。
b) 浮力の測定
さらに，実際に図 23 に示す手順で浮力を求めます（実
験 19）。測定結果は，図 24 のようにまとめます。演示実験
でもよいのですが，できれば受講者にやってもらいます。

図 24 浮力の測定例。

図 23～25 は児童対象の実験教室で使用したスライドのた
め「重さ」と書いてあります。中学生以上に対しては，質
量と読み替えてもらえばよいでしょう。メスシリンダー
は，プラスチック製のものを用いました。この実験の結果
の説明を図 25 で行います。メスシリンダーの中におもり
を糸でつるすと，水の高さがましたシリンダーの底の圧力
は増すので，上がった水面に相当する分だけ電子てんびん
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図 25 浮力の説明図。

が示す重さは増えます。一方，同じおもりをシリンダーの底に置いた場合と，シリンダーの外の
はかりの上に置いた場合の重さは同じになります。シリンダーの底に置いた場合は，水面が上が
った分，シリンダーの底面を押す力が増えたにもかかわらず，外に置いた場合と同じ重さを示す
のは，水の中にあるおもりに水面の上昇分の水に働く重力に相当する浮力が働いているためです。
したがって，浮力の大きさはその物体が排除した水の重さと同じになることがわかります。
以上の説明の流れは，NPO 法人の児童向けの実験教室で実施したものがベースになっています。
それ以前から，熱気球は教員免許状更新講習で紹介してきたが，浮力をあまり知らない児童に浮
力を知ってもらおうと思って考案した実験の流れです。
2.9 急激な気体の圧縮・膨張による温度変化とエアコンの仕組み
1) 気体の圧縮膨張にともなう温度変化の体感
エアコン，冷蔵庫，エコキュートなどで使われる冷凍機
やヒートポンプとよばれるものの原理を説明するために
気体の急激な変化の実験を用います。気体を急激に圧縮す
ると温度があがることを示すために圧縮発火の実験を見
せます（図 26，実験 63）。紙が燃える温度は 450C 以上だ
ということを説明します。さらに，スプレーを腕などに吹
きかけて，冷たくなることを体感してもらいます（図 27，
実験 64）。体に直接かけられる市販のスブレーでも良いし，

図 26 圧縮発火の実験。

実験用に空気入れいで圧縮空気を入れられるスプレー缶
を用いてもよいでしょう。
2) エアコン・冷蔵庫・エコキュートの原理
これらの実験結果をもとに，ヒートポンプや冷凍機の原
理を説明します。ここで使われるのは空気ではなく「冷媒」

図 27 スプレーで冷却。

とよばれる物質です。冷媒は，単に圧縮・膨張だけではな
く，気化および凝縮にともなって，温度がさらに変化する
ことを説明します。このようにして，室内と室外で温度差
をつくり，熱は温度が高い方から低い方に流れることによ
って，エアコン，冷蔵庫，エコキュートが働くことを説明
します（図 28，29）。温度差をつくり，エアコンの室外機
の温度を寒い外気の温度よりも低温にすれば，冬でも外気
から熱をもらうことができます。外気の熱をもらった冷媒

図 28 ヒートポンプの原理。

を圧縮して温度を高くすると外気から熱を貰わなかった
場合に比べて温度が高くなります。室内機の温度は室温よ
りも高いので，室内にエアコンから室内に熱を与え，暖房
になることを説明します。このとき，外気からエネルギー
をもらうために，使った電力以上の暖房効果（COP［エネ
ルギー消費効率］）を得ることができることを図 30 で説明
します。
さらに，冷媒の話の続きとして，地球温暖化係数（二酸
化炭素の温暖化効果を 1 とした時の核物質の温暖化効果を

図 29 冷凍機の原理。

表す量）の話をします。このときフロンやオゾン層の破壊を抑えた代替フロンは数万にのぼるこ
とや，エコキュートの冷媒には二酸化炭素を使っていることなどを説明します。
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3 火と光とあかりの学習
私たちの生活にとってあかりは欠かすことができませ
ん。現在は夜だけでなく，昼間でも室内であかりが使われ
ています。人類は，あかりを手にすることによって夜も活
動できるようになりました。そのあかりの移り変わりを振
り返りながら，現在の生活を見直し，将来のことを考える
参考にしていただきたいと思います。あかりを学ぶための
一連の実験教材を紹介します。

図 30 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率
（COP）とエアコンの優れている
ところ。

3.1 あかりの移り変わり
1) 火起こしと摩擦熱
火はどのように起こしていたかを体験するために，火起
こし（図 31，実験 28）や，油を用いた照明の実験から始
めます。時間がある時は，受講者に体験してもらいますが，
演示実験だけの時もありまます。この火起こしは木をこす
りあわせて行うため，摩擦の話をします。
摩擦に関連して，消せるボールペン（図 32，実験 30）

図 31 昔の火の起こし方。

や感熱紙をこすると黒くなる実験（図 33，実験 31）を体
験してもらいます。消せるボールペンについては，摩擦熱
で温度が上がり消えることを理解するために，ドライヤー
でも消えることを体験してもらいます。教員向けの講習の
場合は講習会や学会などの出張先で配布された資料に書
き込んだメモを消してコピーする時などに応用できるこ
とを述べます。冷凍庫に入れたりドライアイスの上に置い
たりすれば再表示できることを示します。冷感スプレーを

図 32 消せるボールペンの実験。

かけても字を再表示できます。冷感スプレーが使用できる
ことは，教員免許状更新講習で質問を受けて，その場でや
ってみたらできることがわかったものです。このように，
いろいろなことを受講者から教えてもらえることが多い
のです。感熱紙は，以前はワープロやファックス用紙とし
て使われていました。最近はそれらの用途にはほとんど使
われなくなりました。しかし，レシートに使われています。
感熱紙を使ったレシートもドライヤーで炙ると黒くなる

図 33 感熱紙の実験。

のです。消せるボールペンとは逆です。こすると黒くなるので，保存は感熱側を内側にする必要
があります。但し，消せるボールペンの場合と違って，黒くなったら元に戻せません。消せるボ
ールペンや感熱紙の原理は，教員免許状更新講習では説明
していませんが，「コラム集」に記載しています[2]。
2) 油を用いたあかり
最初は，薪や松明など木を燃やしてあかりとしていたも
のと思います。屋外や屋内でも煮炊き，暖房のためも考え
ると薪だけでもよいでしょう。しかし，夏は暑くなるので，
照明だけに用いたいときにはできるだけ熱くならずに光
を利用できた方がよいと思います。そこで，使われるよう
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図 34 油を使ったあかり。

になったのが油です。油を使った照明を体験してもらいま
す。
蒸発皿に油を入れて，2 重によったタコ糸を灯心とした
あかりをつくってもらいます。油は食用のものを使いま
す。図 34 を用いて昔はどのような油を使ったかを述べま
す。その上で参加者に実験してもらいます（実験 45）。食
用油として，エゴマや菜種油が市販されているのでそれら

図 35 油を使った照明とツナ缶キ
ャンドル。

を使うとよいでしょう。さらに，ツナ缶キャンドルを作り
ます（図 35，実験 46）。災害時には，ロウソク代わりに使うことができ，油がなくなったら食べ
られます。ツナ缶は，イージーオープンのものがよいでしょう。蓋がアルミニウムでできている
ので千枚通しなどで簡単に穴があけられるからです。道具がなければ蓋を少し開けで，隙間にテ
ィッシュペーパーをよったものを入れて灯心にしてもよいでしょう。ツナ缶キャンドルは，児童
だけではなく，先生方や親御さんにもとても評判が良いテーマの一つです。
3) ガス灯とマントル
a) マントルのはたらき
明治 4 年に大阪造幣局にガス灯が設置され，明治 7 年に
は銀座にガス灯が設置されました。当時，マントルが発明さ
れる前だったのでガスの炎はそれほど明るいものではあり
ませんでしたが炎の形を工夫して使われていました。ガス
灯が明るくなったのは，マントルを利用した「白熱ガス灯」
が発明されてからです。以上を説明したあと，ガス灯に関連
してマントルの働きの実験を行います。マントルはキャン

図 36 ガス灯とマントル

プで用いるガス灯や石油ランタン用に市販されています。
マントルは麻などの織物に硝酸セリウムと硝酸トリウムを含ませたものです。一旦燃やして灰に
してからガスの炎の中に入れると明るく発光します。ピンセットでマントルをはさみ，ガスの炎
で燃やしてから，再びガスの炎の中に入れると明るく光ることを実演します（図 36，実験 48）。
マントルはオーストリアのカール・ヴェルスバッハによって 1886 年（明治 19 年）に発明された
ものです。実はマントルを実用化したのは，エジソンの白熱電球の実用化（1879 年）よりもあと
のことなのです。
b) ロウソクの炎が明るい理由と気付きの大切さ
ちなみに，油やロウソクの炎がガスの炎よりも明るいのは，炎の中に煤が混じっているからで
す。煤があるために，明るくなるということに，中学校の教員研修で話している時に気づきまし
た。後で述べるように物体の温度が高くなると発光する性質（黒体放射）によって煤が光るので
す。このように講義の時や他人と話しているうちに他の知識と結びついて気がつくことがしばし
ばあります。教育の中で，このような気付きをできるだけ誘発できるとよいと思います。学校で
学ぶ中での気付きの体験が，将来社会にでてから必要となる「創造性」につながるものと思いま
す。
c) ロウソクのすすで銀色たまご
ロウソクから煤が出ていることは，卵の殻に穴をあけて，中身を吸い出したものを割り箸で支
えて，ロウソクなどの炎にいれると黒くなることでわかります。煤で黒くなった卵の殻を水中に
入れると卵が銀色に見えます（実験 47）。この実験は小学校の時に実験集か科学雑誌で読んだも
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のですが，出典は覚えていません。実際に家でやってみました。同時にガラス板に煤を付けて太
陽光を観察することも書かれていました。この方法は，眩しくは無いが光の量をおさえだけで紫
外線は遮断できないので，太陽の観察には用いてはいけません。太陽光を観察するときには専用
の観察用フィルターを使う必要があります。
4) 電気によるあかり： アーク灯および白熱電球の実験
a) アーク灯
次にアーク灯についての演示実験を行います。ガス灯よ
りやや遅れて明治 15 年（1882 年）に銀座にガス灯が設置
されました（日本で最初のアーク灯は虎ノ門の工部大学校
に 1878 年設置されたものです）。演示実験として，単 1 乾
電池 6 本を直列につなぎ，シャープペンの芯と，備長炭の
間で放電を行います（図 37，実験 49）。この時，紫外線が
でているので，長時間見つめないように注意が必要です。
アーク灯は，照明としては明るすぎるので普及しませんで

図 37 アーク灯の説明。

したが，映画の光源として長い間使用されてきたことを説
明します。
b) 白熱電球
さらに，シャープペンの芯に電流を流して発熱させ，エ
ジソン電球を模した実験を行います（実験 50）。この時，
時間に余裕があれば，次のような関連した話題を紹介しま
す：
(1) 電球はエジソンではなく，イギリスのスワンによっ
て発明されたものです（1878 年）
。エジソンが岩清水八幡

図 38 白熱電球とエジソン。

宮の竹を乾留してフィラメントを作りました（図 38）。スワンの電球はすぐに切れてしまったの
ですが，エジソンが改良することによって，実用的な点灯時間（約 1,000 時間）を得ることができ
ました。
(2) エジソンのテラメントは竹を乾留してつくっていわば「炭」です。炭というと燃料に使われ
るので，高温で燃えるように思えますが，実は酸素が無いところで使えば耐熱材料として使える
のです。私達の見えないところで，現在でも耐熱材料として使われています。
(3) 室町時代の証明用にエゴマの油が使われていました。エゴマは平安時代はじめ現在の離宮
八幡宮の神職が搾油器を発明し，室町時代には専売権を持っていました。
(4) 離宮八幡宮は現在の京都府大山崎町，当初はここも岩清水八幡宮とよばれていたそうです。
淀川，木津川，桂川の合流点付近を挟んで対岸にあります。水がよいので，日本で最初にウイス
キーが作られたサントリーの山崎蒸溜所が近くにあります。豊臣秀吉が明智光秀を破った山崎の
合戦もこの付近で行われました。
(5) エジソン電球の実験にシャープペンシルの芯をつかいました。シャープの創業者はペンシ
ルを始めて実用化しましたが，関東大震災で妻子を失っただけではなく，シャープペンシルの製
造販売権を取られたために，大阪に移り，震災後放送が始まったラジオの製造販売を始めたこと
から電気メーカーになりました。
これらの話は教員免許状更新講習の「コラム集」に詳しく記載しています[2]。
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5) 原子から出ている光の利用
a) 水銀灯とナトリウムランプ
アーク灯は，あまりにも明るすぎるために屋内用照明と
しては使用されませんでした。映写機の光源などとして使
われるようになったことはすでに述べました。アーク灯の
発展形としてガラスの容器（管球とよばれています）の中
に様々な物質を封入して電極間を放電するあかりが使わ
れるようになりました。今でも体育館などで使われる水銀
灯（図 40）やトンネルで使われているナトリウム灯（図 41）

図 40 水銀灯からでている光。

がその例です。これらのあかりから出る光は飛び飛びの色

写真の出典： Wikipedia（水銀灯）

を持っています。そこで，色の成分を観察するために名刺
サイズの厚紙に直径 6 mm 程度の穴をあけ，「分光シート」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%
E9%8A%80%E7%81%AF

とよばれるものを適当な大きさに切ってビニールパッチ
（ファイルの穴を補強するドーナツ型の丸いシール）でカ
ードの穴の部分につけたものを作って配布しておきます
（実験 51）。これを目に近づけて，分光シートが貼られた
孔を通して様々な光源の光を観察します。白熱電球や蛍光
灯を観察したあと，水銀灯やナトリウム灯の光を観察する
のです（実験 53）。水銀灯からははっきり区別できる複数
の色の光がでていることが確認できます（図 40）。ナトリ
ウム灯から出ているオレンジ色の光は，食塩の炎色反応で

図 41 ナトリウム灯と炎色反応。

みられるオレンジ色の光と同じものです（D 線とよばれます; 実験 52）。
このように原子からでる光が決まった色をもつのです。
b) 原子からでる光が決まった色を持つ理由
原子からでる光が決まった色をもつ理由は，図 42～44
を用いて説明します。相手にもよりますが，小学校高学年
に対してもこの説明をよく行います。まず，図 42 を用い
てすべてのものは原子からできていて，原子はプラスの電
気をもった原子核の周りにマイナスの電気を持った電子
がまわっていることを説明します。電子の数は原子の種類
によることも説明します。さらに，電子は図 43 に示すよ
うに 1 つ，2 つと数えられる粒子のような性質を持ってい
ると同時に，波の性質を持っていることを説明する。その

図 42 原子の説明。

結果，原子の周りにある電子のもつエネルギーが，人がち
ょうど建物の各階にしか立てないように，飛び飛びのエネ
ルギーの値しか持てないことを述べます（図 44）。電子が
ほかの階に飛び移るときには，各階（エネルギー準位）の
もつエネルギーの差に相当するエネルギーをもった光の
粒（光子）がでたり入ったりする。光の粒のエネルギーは
光の持っている振動数（ある所を通過する時に光の波が 1
秒間に振動する数）に比例することを述べます。光の振動
数によって色が決まるため，原子から出たり，原子に入っ
たりする光の色は決まってきます。そのために，原子から
14

図 43 光は二重人格者。

出る光は飛び飛びの色になります。
c) 蛍光灯の説明
次に蛍光灯の説明を行います。医院などで殺菌用ランプ
としてブラックライトというものを使っています。蛍光灯
はそのような紫外線がでる水銀ランプの内側に蛍光体と
いう蛍光を出す物質を塗って目に見える光（可視光とい
う）を出すようにしたものです。蛍光は当った光よりも波
長の長い光がでる現象です。これを体感してもらうため
に，紙に蛍光ペンで書いたものをブラックライトの光をあ
てて観察すると光ることを示します（図 45，実験 54）。真
っ白なワイシャツや紙には蛍光増白剤とよばれる染料が
含まれています。これに紫外線があたると青白い光がでま
す。紙はそのままだと少し黄ばんだ色にみえますが，蛍光

図 44 原子から出ている光の性
質。

増白剤の青白い光がでると真っ白にみえます。筆者は化学
会社の新入社員のときに，高分子に染料をつけた製品の研
究グループに配属されて，蛍光ペン用インクの評価も行な
っていました。その時，真っ白い紙を水に付けてかき混ぜ
てから，水の光の吸収を調べてみたら，目に見える光より
も少し波長のところ（波長の長い紫外線で近紫外線とい
う）の光を吸収することがわかりました。この光を吸収し
て，蛍光をだすのだと思い，蛍光増白剤の働きを納得した
図 45 蛍光灯の原理の説明。

のです。
6) 発光ダイオード（LED）
2014 年 に 青 色 発 光 ダ イ オ ー ド （ LED; Light Emitting
Diode）の発明で 3 人の日本人がノーベル賞を受賞しまし
た。青色発光ダイオードの発明が受賞対象になったのは三
原色を再現するために赤，緑，青の三原色必要であること
を 3 色 LED で説明します（図 46，実験 55； 三原色の説
明は次節で述べます）。それに対して，半導体の開発の歴史
を図 47 で説明します。原理の説明は，通常の教員研修や
教員免許状更新講習などでしていませんが，参考資料の
「コラム集」の中に図 48~51 に基づく説明を記載していま

図 46 発光ダイオードの説明。

す[2]。LED に光を当てると電気が起こることを体験しても
らってから（図 52，実験 77），太陽光発電も同様のしくみ
でできることを図 53 にもとづき説明します。
ちなみに現在家庭などの照明用として使われている白
色 LED は青色または紫外線の LED を蛍光体に当てて証明
しているものが主流です。

図 47 発光ダイオードの発明の歴
史。
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図 48 金属，半導体，絶縁体の違

図 49 n 型半導体と p 型半導体。

図 50 pn 接合ダイオードの仕組
み。

図 51 発光ダイオードの仕組み。

図 52 LED を使った発電実験。

図 53 太陽光発電の仕組み。
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5) あかりの発熱の比較
最後に様々な電気のあかりの発熱を比べます（図 54，実
験 59）。白熱電球は熱くなるので触れません。その代わり，
感熱紙を管球に押し当てて黒くなることを示します。蛍光
灯，LED では感熱紙の色は変わりません。白熱電球はもと
より，蛍光灯，LED も長時間点灯すると暑くなるので，直
接触らないように注意が必要です。また，最近は低価格の
サーモグラフィーが売られているので，それを用いて温度

図 54 各種電球型照明の比較。

比較を行ないます。
照明の比較を図 55
に示します。将来の
照明の一つとして有
機 EL を見せた後に
（実験 60），図 56 を
用いて，技術の進歩
とともに照明が出す
熱が減ってきて光の
割合が増えてきたこ

図 55 電球型ランプの比較。

図 56 あかりの移り変わり。

とを述べます。
3.2 三原色の学習
1) 温度が高くなると出る光（黒体放射）
各種の電気のあかりの温度を知るために，サーモグラフ
ィーを用いました。これは温度によって，物体の出す色が
違うことを利用したものです。鍛冶屋は刃物を作る場合色
を見て温度を判断しています。温度によって色が違うのは
図 57 に示すように，温度によって出ている光の波長ごと
のエネルギーの分布（発光スペクトル）が違っているから
です。白熱電球はフィラメントの温度が高くなることによ
って，発光する性質を利用したものです。先に述べた，ロ
ウソクや油の炎の中で煤から光がでるのもこのしくみに

図 57 黒体放射によって出た光の
エネルギーの波長分布と色。

よります。
2) 三原色の説明
a) 三原色
人が見ることができる色は三原色で再現できる。三原色
による色の再現（混色）には，テレビやパソコンのスクリ
ーンで使われている色の足し算（加法混色）と絵の具の混
ぜあわせや印刷物で使われている色の引き算（減法混色）
があります（図 58）。このとき，色の足し算では赤（Red），
緑（Green），青（Blue）が三原色となります（RGB）。色の
引き算では，シアン（Cyan; 水色），マゼンタ（Magenta; 赤
紫），イエロー（Yellow; 黄色）が三原色になることを説明
します（CMY）。
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図 58 色の足し算（加法混色）と
色の引き算（減法混色）。下は，
USB マイクロスコープを用いた
パソコン画面と印刷物の観察結
果。

b) 色の足し算と引き算
色の足し算を確認するには，ズーム機能のついた懐中電
灯にそれぞれ赤，緑，赤のセロハン紙をつけて，白い紙に
投影します（図 59，実験 56）。3 本の懐中電灯を用いるの
で難しいように思えるが，小学校 6 年生向けの出前授業で
実施したところ，どのグループもすぐに白色をつくること
ができました。懐中電灯のかわりに，舞台用のスポットラ
イトを用いてステージで演示したこともあります。色の引
き算については，ライトボックス上でシアン，マゼンタ，
イエローのセロハン紙を重ねて示すことができます（実験

図 59 懐中電灯を用いた混色実
験。

57）。ライトボックスの代わりにオーバーヘッドプロジェ
クター（OHP）を用いて，ステージショーで実施したこともあります。
c) ディスフレーや印刷物の色の仕組み
次に，パソコン画面やカラー印刷物やなどを USB マイクロスコープで観察する（図 58，実験
58）ことによって，実際に三原色が使われていることを確認します。
d) 三原色で色を再現できる理由
ほとんどの色は三原色で再現できることはよく知られ
ていいます。三原色は美術で習っても理科では発展学習で
書いている教科書はあるようですが，正式な学習内容とし
ては習わないでしょう。理科で扱わない理由は分かりませ
んが，三原色は物理の範囲で説明できないからではないか
と推察しています。三原色でほとんどの色を再現できるの
は，目の構造によるものです（図 60）。すなわち，網膜に

図 60 三原色と目の構造。

すいたい

ある明るい光を感じる錐体とよばれる細胞には，赤，緑，
かんたい

青を感じる 3 種類があるからです。なお，暗い時の光に対しては桿体とよばれる細胞が使われま
すが，これは 1 種類しかありません。そのため，夜室内のあかりを消した状態で目が覚めると，
形はわかるが色がわからないのです。
こはれ，物理的な現象を私達の体ではどのように感知するかを示すものです。物理と生物の内
容にわたっているために学校の授業ではあまりとりあげないのかもしれません。学校での学習が
日常生活や社会生活で有効にするためには，学校の授業で，もっと科目や教科の壁を取り払った
学習をすすめる必要があるのではないでしょうか。
4 生活と熱の学習
火と光について 3.1 節で述べました。ここでは，その他
の生活の中の熱について述べます。
4.1 酸化反応と使い捨てカイロ
1) 使い捨てカイロをつくる
使い捨てカイロはいまでは冬の生活になくてはならな
いものとなっています。使い捨てカイロの原理は鉄が錆び
る時に発生する熱を利用したものです。これは，鉄粉に保
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図 61 使い捨てカイロの作り方。

湿剤として園芸用のバーミキュライトとよばれる土壌改
良用の土を入れたものに，食塩水を入れて揉むだけです
（図 61，実験 40）。市販の使い捨てカイロには，バーミキ
ュライトとともに酸素吸着剤として活性炭も入っていま
す。バーミキュライトまたは顆粒状の活性炭だけでも実験
できます。
この実験には，図 61 に示すようにファスナー付きのポ
リ袋を用いると便利です。材料を入れてポリ袋のファスナ
ーを開けたままでよく揉むと温度があがってきます。ここ
で，温度を図ってみます。ポリ袋の空気を能く追い出して

図 62 使い捨てカイロを入れたコ
ップを水に被せると。

ファスナーを閉じてしばらく放置してすると温度がさが
ります。再びファスナーを開けてよく揉むと温度が上がり
ます。この使い捨てカイロは，中学校の教科書に出ている
教材ですが，教科書通りビーカーを使うと，洗浄時にビー
カーに傷がつくので厄介です。ファスナー付きポリ袋を使
うことによって，これらの問題を解決できることを中学校
教員研修で受講者の先生方に指摘されました。使い捨てカ

図 63 燃焼と錆の説明。

イロは児童向け，保護者向けの実験教室でも好評なテーマ
です。
b) 酸素を取り除く使い捨てカイロのはたらき
使い捨てカイロのはたらきを知るため，コップの底に使
い捨てカイロを貼り付けて水にかぶせる実験をします（図
62，実験 41）。しばらく置いておくと，コップの中の水面
が上がってきます。これは，コップの中の酸素が鉄粉と反
応して少なくなったためです。これをもとに，空気の中に
酸素と窒素が含まれていることを説明します（図 63）。
水の上に立てた火がついたロウソクにコップを被せて
も，水面が上がってきます（図 64，実験 42）。この現象に
対して当初ロウソクが燃えて二酸化炭素ができるので，そ
の二酸化炭素が水に解けるため上がるのではないかと思

図 64 水の上に立てたロウソクに
コップを被せると。

っていました。しかし，よく考えてみると炎の周りの暖か
い空気がコップの中に入り，火が消えたあと冷めて収縮す
る効果もあるので，二酸化炭素が溶けるためだけで水面が
あがるわけではないことに気がつきました。このように勘
違いすることも多いのです。しかし，間違ってもいいから，
何かやってみて，後で間違っていたことに気づいていく体
験はとても大切だと思います。社会人になったら，失敗は
許されないと思っている生徒や学生が多いのですが，技術
開発や商品企画などは失敗を繰り返し，試行錯誤を繰り返
した後にはじめて成果があがることが多いのです。そのよ
うな，間違いと気付きの体験をうまく教育の中に取り入れ
られないでしょうか。
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図 65 酸化による発熱，燃焼，爆
発。

燃焼と使い捨てカイロの発熱反応ともに酸素が何らか
の物質と反応する「酸化反応」とよばれるものです。使い
捨てカイロはゆっくり反応し，燃焼は速く反応するといっ
た，反応する速さの違いだけである。燃焼よりもさらに，
激しく反応すれば爆発になります。それらの違いを図 65
で説明します。スチールウールをピンセットで挟んでガス

図 66 スチールウールを燃やす。

の炎に入れると，燃えることを見せます（図 66，実験 44）。
鉄粉を炎の中に少量ずつ落とすと，線香花火のように鉄粉がはじけます（図 66）。このように細
かくすると鉄でも燃えることを説明します。
ちなみに，使い捨てカイロは酸素を取るはたらきがあるので，おもちと一緒に密閉できるプラ
スチック容器に入れておくと，カビができにくくなります。
4.2 IH のしくみと IH を用いた教材
1) IH で豆電球を点灯
東日本大震災で家庭用熱源としてガスが見直されてい
ますが，オール電化の家も多くあります。オール電化の家
で欠かせないのが電磁調理器（IH［Induction hating］調理
器。以下 IH と略します）です。IH は教材としてとても面
白いものです。
まず，IH そのものの原理を知る実験から説明します。IH
は安全のために鍋などを乗せなと電源が入らないように

図 67 IH で豆電球を点灯。

なっています。そこで，ステンレスのマグカップ（二重構
造になったものは使用できません）に水を入れたものを IH
に置いて使用します。まず，豆電球をソケットに入れて，
ソケットのコードをループ上に繋いでおきます。それをマ
グカップの周りを囲むように IH の上に入れてスイッチを
入れます。そうすると点灯します（図 67，実験 35）。

図 68 IH でアルミ箔を飛ばす。

2) IH を使った UFO アルミドーナッツ
IH の上に円形に切り取ったアルミホイルを置いて，スイ
ッチを入れるとアルミホイルは飛んで行きます（図 68，実
験 36）。さらに，マグカップを置いた状態でマグカップの
周りにドーナツ状に切り抜いたアルミホイルを置いてス
イッチを入れると，アルミドーナッツは浮上します（図 69，
図 69 IH でアルミドーナッツが浮
上。

実験 37）。
3) IH の原理と電磁誘導
IH の原理を説明するために「電磁誘導」とよばれる性質
を説明する必要がありますが，それを知るために図 70 の
ような「発電原理説明器」
（市販品）を用いて説明します。
発電原理説明器はコイルの中を磁石が動くと LED が点灯
して電気が生じていることがわかるものです。このよう
に，磁石の強さ（磁力線）が変化すると電気が生じること
を説明します。IH に乗せた豆電球が点灯するのも同様の現
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図 70 発電原理説明器と電磁誘導
の説明。

象であることを説明します。発電原理説明器ではコイルを 2,500 回巻いてありますが，IH でも 1
重のコイルでも豆電球が点灯すのです。このことから，IH からはものすごく強い磁力線がでてい
ることがわかります。図 71 は IH の中身を示したものです。鍋を置くと，鍋の中に電流が流れま
す。エジソン電球の実験（実験 50）で示したように，電気を通す物体に電気が流れると発熱する
ことから，鍋が加熱されることを説明します（図 72）。

図 72 IH ヒーターの加熱の仕組
み。

図 71 IH ヒーターの中身。
4) 電磁誘導の応用

このような電磁誘導の応用として，
非接触の充電器（図 73）
やトランスの説明をします（図 74）
。
さらに，変圧器が容易であることなどの交流のメリットや，エジソンが直流にこだわり電力事業
に失敗した話をします。

図 73 非接触充電器の仕組み。

図 74 トランスの仕組み。

4.3 電子レンジ
IH 以上に日常生活に欠かせないのが電子レンジです。電子レンジは，図 75 に示すように，マ
グネトロンとよばれる一種の真空管で 2.45 GHz のマクロ波を発生させ，それを使って水分子を動

図 76 電子レンジで蛍光灯点灯。
様々なものを加熱すると・・・。

図 75 電子レンジの仕組み。
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かして発熱させます。金属があると放電するので，注意が必要ですが中に蛍光灯を入れると点灯
することを見せます（図 76，実験 71）。水分子を揺さぶるので，油などは温まらないかと思って
水，豆腐の他に油，高野豆腐を入れて見ましたたが，油，高野豆腐も若干あたたまることがわか
りました（実験 72）。これは，水分子以外でもある程度マイクロ波を吸収しているためです。
4.4 電気パン
小学生に人気の実験の 1 つに電気パンがあります（図
77，実験 33）。電気パンは，ホットケーキミックスでもで
きますが，材料を混ぜあわせて作ってもよいでしょう。電
気を流すと，イオンが流れて発熱する原理を用いたもので
す（図 78）。ホットケーキミックスの代わりに米と水を入
れるとご飯が炊けます。ステンレスは鉄にニッケルやクロ
ムが含まれているので安全性を問題にされることがあり
ます。実際上は問題ないようですが，気になるならば，食
べさせないか電極付近を除いて食べさせるようにすると

図 77 電気パンの作り方。

よいでしょう[6]。小麦粉を使うので，児童向けの実験教室
の時には，ヨウ素デンプン反応（図 79，実験 34）もつい
でに行いました。実験教室では，少しでもつながりをもっ
て理解できるようになってほしいと願って，様々な実験を
組み合わせています。
電気パンの実験では，多くの場合ステンレスを用いま
す。ステンレスは，鉄にクロムやニッケルが入った合金な
ので，これらが溶け出して健康上問題になることが懸念さ
れています。金属のクロムあるいや 3 価のクロムは人体に

図 78 電気パンの原理。

無害であるばかりか，人体の必須栄養素です。同じクロム
でも，6 価のクロムは毒性を持ち土壌での六価クロム汚染
が問題になったことがあります。そのため，ある程度の年
配の方にはクロムというと毒性があるものだと思う方も
多いものと思います。ニッケルは，発がん性や金属アレル
ギーなどについて懸念がありますが，微量ならば問題がな
いと言われています。児童は，電気パンをつくると必ず食
べたがるので，心配ならば食べさせないか，電極の近くを
除いて食べさせたらよいでしょう。ちなみに，電極材料と
して銅，真鍮，ブリキ，ジュラルミンなどは毒性物質が溶

図 79 ヨウ素デンプン反応で電気
パンの材料を調べる。

け出し，食中毒になるので絶対使用してはいけません。
4.5 余熱調理
カップラーメンはお湯を注いで，お湯の熱で調理するも
のです。このような調理法を「余熱調理」といいます。余
熱調理の実験として，カップ面のカップを利用して温泉卵
（図 80，実験 75）があります。この時，卵を冷蔵庫に入
れておくとうまくいかないので注意が必要です。時間に余
裕があれば，カップを 2 重にしたり，アルミホイルの上に
梱包材をかぶせたりして，断熱効果を変えて比較実験をす
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図 80 余熱調理による温泉たま
ご。

るとよいでしょう。
最近は，スープマグに生の材料とお湯を入れておくと，昼食時に程よいスープができる調理法
が紹介されています（実験 76）。
5 熱機関と発電に関する実験
5.1 熱機関の実験
1) 熱機関と熱機関が動くための条件（熱力学第二法則）
世の中には様々な熱機関があります。熱機関というの
は，
「熱」というエネルギーを仕事に変える仕組みのことで
す。自動車のエンジンや火力発電，原子力発電なとも熱機
関を応用したものです。様々なものを動かすにはエネルギ
ー必要です。児童向けの啓発講座などではエネルギー（源）
を「動物や機械のえさ」といった比喩的な表現をしていま
す（図 81）。ものを動かすには，エネルギーが必要なので
す。2.1 節で紹介した細長風船の熱機関の実験（実験 1）で
は，細長風船にお湯をかけると細長風船で吊り下げたおも
りが持ち上がります。児童向けの実験教室で児童にやらせ

図 81 エネルギーの比喩的表現
「生き物や機械のエサ」
。

てみると，多くの児童はお湯をいつまでもかけ続けます。
おそらく，たくさんお湯をかけるともっと縮むと思うからでしょう。しかし，それ以上は縮みま
せん。蒸気機関車のピストンのように伸び縮みを運動に変えるにはお湯をかけたり冷ましたりが
必要です。このように，
「熱機関が働くためには温度差が必要」です。このことを熱力学第二法則
といいます。
2) スターリングエンジン
温度差があることによって熱機関が働く例として，図 82
のようなお湯で回るスターリグエンジンを用いるとわか
りやすいでしょう（実験 61）。お湯を乗せたコップの上に
スターリングエンジンを置くだけで動きます。ただし，動
き出すまでに少し時間が必要です。寒い時であれば，うま
くすれば手のひらに乗せただけでも動きます。下の部分ま
たは上部の黒い部分にドライヤーで熱風を吹きかけたり，
ドラアイスをあてたりしても動き出します。要するに高温
部分，低温部分が上下どちらになっても温度差があれば動
くのです。ドライアイスを使うと温度差が大きくなるので

図 82 お湯でまわるスターリング
エンジン。

特によく動きます。ドライアイスを用いると，熱いものだけではなく，冷たいものを使っても，
温度差ができれば熱機関が動くことを示すのにもよい教材になります。寒い外気から熱をもらう
冬季のエアコンの仕組みを納得するための補助教材としても有効でしょう。このように，このタ
イプのスターリングエンジンは熱機関を理解するために有効ですが，高価（4 万 5 千円位）である
ことと，落とすと壊れやすいのが難点です。
3) 平和鳥
熱機関と温度差を考えるもう一つの教材として，平和鳥（水飲み鳥）があります（図 83，実験
62）。温度差が一定に見える室内で水を呑んだり，起き上がったりを繰り返すので，温度差が無い
ように思われるかもしれません。しかし，フェルトで濡れた頭の部分は水が蒸発する蒸発熱で温
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度が下がるので，頭の部分と胴体の部分で温度差ができて
います。起き上がっている状態で頭の部分が冷やされる
と，中にある揮発性の液体（ジクロロメタン等）の蒸気が
凝縮して圧力が下がります。そのため液面があがってきま
す。そうすると重心がずれて頭が下がり，くちばしが水に
つきます。そのとき，胴体の液体の部分に浸かっていた管
と液体の間に隙間ができます。そのため，空気が頭の部分
に上がり，管の液体は胴体部分にもどります。そのため，

図 83 平和鳥も熱機関。

重心がもとに戻るために起き上がるのです。このような過
程を繰り返して，平和鳥は水を飲むような動きをするのです。
これまで，頭の部分が蒸発熱で冷えることを打ち水や暑い時に水で体を吹くとひんやりするこ
とで説明していました。この原稿を執筆している時この説明のために乾湿湿度計を用いれば，湿
球の温度が乾球の温度よりも低いことを示せばよいことに気づきました。後で思えば何で気づか
なかったかと思うのですが，実験準備の度にいつも何らかのことに気づくことが多いのです。社
会人になってからの「学び」のひとつの形として，仕事や家庭生活のなかでこのような気付きを
得ることが重要だと思っています。できれば，このような「気づきの大切さ」を学校教育の中で
体験的に伝えることができたら，人生が豊かになるのではないかとも思っています。このような
気づきの体験の機会が得られることからも，これは，筆者にとって実験教室や免許状更新講習な
どを行うことの楽しみのひとつになっています。学びの過程で「まだまだ学ぶことがある」
「気づ
くことがある」と思わなくなったら面白くないし進歩しにくくなるでしょう。最近重要視されて
いる「アクティブラーニング（主体的・対話的で深い学び）」の目的の一つはこのような気づきを
誘発することにあるのかもしれません。
4) 火力発電の実験
熱機関の説明でもう一つ有効なのは火力発電と水力発電
の実験です（図 84，実験 67）。筆者は市販品の発電実験器
を使用しています。火力発電は，丸底フラスコに入れて水
を沸騰させ，タービン（羽根車）に水蒸気をあてて，モー
ターを動かし LED を点灯させます。単純でわかりやすい構
造のものです。水力発電については，同じ装置で水道の水
を羽根車にかけて回すようになっています。私は水道の水
をかける代わりに 500 mL の洗浄ビンに水を入れて勢い良
く羽根車に水をかけて回しています。

図 84 水力発電と火力発電の実
験。

5) ペルチェ素子
その他，熱機関に関する実験として，ペルチェ素子の実
験を示しています（図 85，実験 70）。ペルチェ素子にプロ
ベラをつけたソーラーモーターをつないで，片側にドライ
ヤーの熱風を吹きかけたり，ドライアイスに接触させたり
すると，モーターが回ります。耐水タイプのペルチェ素子
を用いれば氷やお湯を用いて温度差をつくることもできま
す。ペルチェ素子の原理の説明が難しいことと，機械的な
システムではないのでわかりにくいかもしれません。しか
し，温度差をエネルギーに変えることを理解するのには手
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図 85 ペルチェ素子と海洋温度差
発電。

頃な教材です。図 85 には温度差によって仕事を得る例として「海洋温度差発電」の図も書いてあ
ります。
6) 熱機関が働くには温度差が必要であることの説明
熱機関が働くには温度差が必要であるという法則（熱力
学第二法則）を説明するために，図 86 のような図を用い
ています。この図は，見てわかるように水力発電をイメー
ジしたものです。熱の流れを水の流れにたとえています。
電流と電圧を水面の高さと流速にたとえているのに似て
います。
高温の熱源からもらった熱を 100%仕事に変えられない
のは，ちょうど貯水池に貯めた水を流して，水車を回すた

図 86 熱力学第二法則の説明。

めには水の流れがないといけないことに対応しています。
高いところにある水の持つエネルギー（位置エネルギー）
を水の流れのエネルギー（運動エネルギー）に変え，水の
流れで水車を回す時，すべての水の流れのエネルギーを水
車を回す仕事に変えることができるとします。そうする
と，水の流れが止ってしまいます。これは，水の流れで水
車がまわっていることと矛盾します。そのため，必ず水の
流れで使われないエネルギーが残る必要があることがわ
かります。このことから，水の流れが仕事をするためには，

図 87 水の流れになぞらえた熱力
学第二法則の説明。

無駄なエネルギーを外に捨てる必要があることがわかり
ます。
熱機関の場合，水の流れを熱というエネルギーの流れに
置き換えて考えればよいでしょう。実感をもってもらうた
めに，図 87 の上の図のような火力発電を考えてみましょ
う。水の流れと同様，蒸気の流れをすべてタービンを回す
仕事に変えることはできません。蒸気が流れていないとタ
ービンは回らないからです。そのため，水蒸気を外に逃が
す必要があります。
火力発電所では，タービンを回すことに使った水蒸気を

図 88 「小さなあばれんぼう」に
よる熱力学第二法則の説明。

海水で冷やして，水に戻してからボイラーに戻していま
す。火力発電所を見学した小学生が海水で水に戻すのは，
もったいないと感想文に書いたという話を聞いたことが
あります。小学生の感想として，もっともな感想だと思い
ます。しかし，実際問題として水で冷やさないと圧力が高
いままなので，発電に使ったボイラーに戻そうとすると蒸
気が勢いよく流れなくなってしまうのです。
水蒸気を外部に放出したり，暖房に使ったりしたらよい

図 89 第二種の永久機関。

と思うかもしれません。しかし，ボイラーに使う水は川の
水や水道水をそのまま使うことはできません。十分ろ過した水をイオン交換樹脂を通して，純水
にして用いているのです。なぜ純水を使うかというと，水道水にしても，河の水や地下水にして
も無機質（ミネラル）を含むために，配管の内部に固形物が付着して，そのうち管の中が細くな
り破裂する危険があるからです。但し，化学工場などの自家発電では，蒸気をそのまま工場に流
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して生産に使用して
いるところもありま
す。筆者は，化学工場
で新入社員の時に火
力発電所で実習しま
した。発電所では電気
だけではなく，水蒸
気，純水，海水を工場
に供給していました。
図 88 は，熱力学第

図 90 帆船は第二種永久機関で
はない。

図 91 地球は太陽を熱源とする
熱機関。

二法則を小さなあば
れんぼうモデルで説明したものです。熱力学第二法則の導入には，図 89 のように熱帯地方での海
水はたくさんのエネルギーを持っていますが，温度差がない限りそのエネルギーを船の動力にす
ることはできないことを説明しています。さらに，帆船は風を利用している（図 90）ので動力源
はいりません。しかし，帆船を動かす風は，図 91 のように太陽を熱源とする地球のはたらきのひ
とつです。したがって，地球自身が一種の熱機関となっているのです。そのため，熱力学第二法
則に反しないのです。この説明は，地球環境問題を話す時の導入としても用いています。
5.2 発電・モーターに関する実験
1) 発電機の原理の説明
前節で，火力発電の話に少し触れたが，発電機の原理に
ついて説明をします。その前に，まずモーターの原理を説
明する演示実験からはじめます（図 92，実験 65）。棒磁石
をスタンドにタコ糸で水平になるように吊るして，もう一
つの棒磁石を手にもって反発力で吊るした棒磁石を回転
させます。たったこれでたけですが，このような磁石のを
使うかわりに電磁石を使って回転させるものがモーター

図 92 磁石の反発力を利用した
モーターの原理の説明。

だと説明するのです。この実験は，児童科学館のイベンド
で発電の仕組みを説明する際に思いついたものです。
モーターは発電器にもなることを示すために，プロペラ
をつけたソーラーモーターを 2 つないで，1 つのプロベラ
を手または息で吹いて回します（図 93，実験 66）。これを
「フゥ～力発電」とよんでいます。実際演示するときには，
「フゥ～」をできるだけ強く，母音を発音しないで「Wh～

図 93 ２つのソーラーモーターを
繋いだフ～～ッ力発電。

～リョクハツデン」という感じで発音するようにしていま
す。この実験からモーターを回すと発電できることが理解
できます。電磁誘導で発電することを示すため，これに加
えて先に述べた発電原理説明器（図 70，実験 38）をみせ
ることもあります。
2) 手回し発電機を使ったゲーム
発電に関しては，手回し発電器を使った実験が様々考え
られます。特に電力の需要とバランスを考えるのに，複数
の手回し発電器と負荷になる電球などを負荷の数を変え
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図 91 地球は太陽を熱源とする
熱機関。

ながら複数の人が回して回転数を調整することなども考
えられます。しかし，今のところ実演したことはありませ
ん。
発電原理の説明とは直接関係はありませんが，図 94 の
ように手回し発電器を竿に電線の結束バンドで結びつけ
て手回し発電器に繋いだ電磁石を吊るしたものをつくっ
ています（実験 68）。これを用いてクリップをつけた魚の
形の紙を釣るのですこのゲームは小学生に好評です。手回
し発電器のハンドルを回しながら，電磁石が揺れないよう

図 94 手回し発電機を使ったゲー
ム。

に釣るのは，結構むずかしいものです。なかなかうまくい
かないから，児童にとって楽しいのでしょう。イベント等で，くじ引きを兼ねて行うと喜ばれま
す。
なお，このゲームを思いついたのは，単純に手回し発電器の形が釣りのリールに似ているから
です。何らかのアイディアを考えるときには，できるだけ単純に考えるように心がけています。
3) モーターで音を聞く
以上の流れと少し異なりますが，モーターを利用した実
験として，音を聞く実験を紹介しておきましょう。音楽プ
レイヤーの出力にモーター（ソーラーモーター）をつなぐ。
モーターに食品用ラップフィルムをかけて，口にくわえて
みると音が聞こえます（図 95，実験 69）。音が聞こえるの
は，骨を通して音が伝わるからです。このように骨を通し
こつ でんどう

て音が伝わり，聞くことかできる現象を「骨伝導」といい
ます。骨伝導スピーカーというものが市販されていて，耳

図 95 モーターでラジオを聞く。

を塞がない状態で音を聞くことができます。バイクを運転
する時のヘッドホンや観光地のガイド用として市販され
ています。
音が聞こえる仕組みを図 96 に示します。空気を伝わり
耳の外から入った音は鼓膜を震わします。その後，鼓膜の
つち こつ

きぬたこつ

あぶみこつ

内側には。鼓膜側から槌骨， 砧 骨， 鐙 骨とよばれる 3 つ
米粒大の骨を伝わって，鼓膜に伝わった振動を内耳のリン
パ液に伝えます。このとき，鼓膜と鐙骨の面積比によって，
伝わる圧力が約 22 倍になります。それをさらに，内耳に伝
えています。骨伝導は骨を通じて振動が直接内耳に伝わる

図 96 音が聞こえる仕組み。

現象を利用していまする。外耳や中耳に障害があっても，内耳が機能していれば，骨伝導で音を
聞くことが出来ます。ベートーベンは耳に障害ができてもタクトを口に加えてピアノの音を聞い
たといわれています。内耳が機能していたので，骨伝導によって音が聞こえたのだと考えられま
す。くじらやイルカは人間や地上の哺乳類が持っているような外から見える耳の穴がなく，骨伝
導で音を聞いています。水は空気の千倍も密度が高く音がよく伝わります。そのため，水中の生
物では音を外部から内耳に伝える特別の仕組みは必要ないのです。このように，音という物理現
象が生き物の音を聞く仕組みにつなげて考えるように，異なる科目で習うことと関連して学ぶこ
とはとても大切なことだと思います。
骨伝導で音が聞こえることに気づいたのは，小学校 4~5 年生くらいのときでした。同級生が鼻
づまりで耳が聞こえなくなった時に，口にイヤホンを加えてラジオを聞いたという話を聞いたの
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がきっかけです。その話を聞いて，モーターは電気で動くので，ラジオのイヤホンの代わりにモ
ーターをつなげばモーターの軸が振動するので，軸を歯に当てればラジオが聞けるのではないか
と思ったのです。実験してみたら，予想通りラジオをはっきりと聞くことができました。私が新
しい現象に自分で気づくのは，失敗や勘違いがきっかけになることが多いのです。しかし，この
時は珍しく論理の飛びなく当たりの考えをしただけで気づいたのです。しかしよく考えてみると，
それは同級生の体験を聞いたことが出発になっていました。このように発想というものは，論理
で考えただけではえられないものではないかと思います。
6 様々な物質に関する実験
6.1 二酸化炭素に関する実験
1) 二酸化炭素の存在を調べる
地球環境を考える上二酸化酸素は大切です。二酸化炭素
の存在は石灰水で調べることができます（図 97，実験 24）。
石灰水に二酸化炭素を教材用のスプレー缶にノズルをつ
けて吹き込むと白く濁ります。石灰水を入れて集気ビンの
中でロウソクを燃やして揺さぶると石灰水が白く濁りま

図 97 石灰水で二酸化炭素を調べ
る。

す。息をストローで吹き込んでも白くにごります。それら
のことから，ロウソクの炎から人坂炭素がでることや息の
中に二酸化炭素があることがわかります。息を吹き込むと
きには，絶対吸い込まないように注意が必要です。
2) 炭酸飲料の中の二酸化炭素を調べる
児童にとって馴染みのある二酸化炭素は炭酸飲料では
ないでしょうか，そこで，炭酸飲料の中の二酸化炭素につ
いて調べてみます。常温にした炭酸飲料入りの 500 mL の
ペットボトルの口に栓をしたまま風船を被せてから，蓋を

図 98 炭酸飲料の二酸化炭素を
調べる。

あけます。そうすると，風船が膨らんできます（図 98，実
験 25）。風船で集めた気体を少し石灰水を入れたビーカー
の中にゆっくりいれて，ビーカーを軽く揺する石灰水が白
く濁ります。このことから，炭酸飲料の溶けている気体は
二酸化炭素があることがわかります。
3) 二酸化炭素と地球
二酸化炭素は「地球温暖化ガス」の一種です。二酸化炭

図 99 二酸化炭素のはたらき。

素の地球温暖化効果については，次のように説明していま
す。
図 99 に示すように太陽の光がくると地上が温まります。
そうすると地上から赤外線がでます（図 57 に示す黒体放
射によるものです）。この赤外線を二酸化炭素が吸収して
地球から熱が逃げるのを防いでいます。このため，地球上
の一年間の平均気温は 15C 程度に保たれています。いわ
ば，二酸化炭素が地球の布団のような働きをしているので
す。
二酸化炭素が増えすぎると地球温暖化効果が効きすぎ
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図 100 二酸化炭素の大気から酸
素ができた。

て，平均気温が上がりすぎることが懸念されています。しかし，地球ができた当初は地球の大気
は二酸化炭素と水蒸気があり 200 気圧，300C の高圧力，高温度でした（図 100）。水蒸気は雨と
なって地上に降り雨に降り海ができました。その後二酸化炭素は海に吸収され，海の中にあるカ
ルシウム成分と反応して石灰岩ができました（石灰岩にはこの他に生物の死骸が堆積してできた
ものもあります）。この反応は，先に述べた石灰水に二酸化炭素を吹き込むと白濁する反応と同様
のものです。さらに，原始的な植物である藻類が海の中に大量発生し，二酸化炭素から光合成に
よって酸素をつくったと考えられています。
このように，地球の成立や，石灰岩のでき方と，石灰水による二酸化炭素の検出実験などと結
びつけて考えることが大切です。
二酸化炭素が光を吸収する実験も試みたこともありますが，二酸化炭素がある場合とない場合
の比較が難しく基本的には実施していません。
4) 炭酸飲料に関する実験
小学生の頃，炭酸飲料は私にとって，
「シュワシュワ・わく
わく」する夢の飲み物でした。そのため，炭酸飲料につい
てはいろいろなことをして遊んだものです。ですから，今
でも児童向けの実験教室では好きなテーマです。
a) 炭酸飲料に溶けている気体を確かめる
炭酸飲料に溶けている気体を確かめるために，常温で放
置した蓋をしたままの，炭酸飲料のペットボトルをよく振

図 101 炭酸飲料に溶けている気
体を確かめる。

ってから，風船を被せます。風船を被せたまま栓を開ける
と炭酸飲料の中からガスが出てきて風船が膨らみます（図 101，実験 25）。このとき，炭酸飲料と
しては，砂糖を用いていないものがてきしています。砂糖をつかったものだと，手がベトベトす
るからです。さらに，コーラのように濃い色がついたものが，泡がよく見えます。
膨らんだ風船は，下の方をねじって風船の中のガスが漏れないようにしてから外して，石灰水
の入った容器の中に風船の中に入れると濁ることを確認できます（実験 24）。
b) 空気を水に溶かす実験
児童向けの実験教室では，二酸化炭素に馴染んでもらう
ために炭酸飲料に関する一連の実験を行っています。炭酸
飲料の仕組みを調べる前に，水に空気を溶かしてみせます
（図 101，実験 16）。ペットボトルに空気の質量を調べる
時に用いた空気の実験ビン（ベットボトルの口に自転車タ
イヤの空気バルブをつけたもの）に水を 7 割程度入れます。
その後，空気の実験ビンに圧力計付きの空気入れで 5 気圧
程度に空気を入れます。これをよく振ってから，栓をあけ
ます。もう一度栓をして再び振ってから栓をあけると小さ
な空気の泡ができ，水が白く濁るのです。

図 102 加圧して水に空気を溶か
す。

このとき，圧力が高くなったために空気が溶けていたことを説明します。水を鍋に入れて沸か
すと，沸騰する前に鍋の内側にできる小さな泡も溶けていた空気の粒です。炭酸飲料は，空気の
代わりに二酸化炭素を溶かしたものです。
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この実験は，炭酸飲料に関する実験教室を企画している
ときに思いついたものです。
c) 炭酸飲料づくり
さて，最近は家庭で簡単に炭酸飲料をつくることができ
る炭酸飲料作製器が市販されていて，過程でも簡単に炭酸
飲料をつくることができます。炭酸ガスのカートリッジを
使って，専用の容器に溶かすものです。これで実際に炭酸
飲料をつくってみせます（図 103，実験 20）。

図 103 加圧して水に二酸化炭素
を溶かす。

d) 重曹と酸で炭酸飲料をつくる
さらに，水に重曹（炭酸水素ナトリウム; 重炭酸ソーダ）
とクエン酸を入れて炭酸飲料を受講者につくってもらい
しゅせきさん

ます（図 104，実験 22）。クエン酸の代わりに酒石酸を用
いてもできます。筆者が小学生だった昭和 40 年（1965 年）
前後には，この成分を使った粉末の炭酸飲料が売られてい
ました。小学生の頃，薬局で重曹と酒石酸を買ってきて自
分で炭酸飲料を作っては遊んだものです。もちろん，自分
で考えたのではなく，何らかの本を読んでやってみたので
す。どんな本だったかは記憶していません，

図 104 重曹とクエン酸を用いた
炭酸飲料の作り方。

ところで，炭酸飲料の「ラムネ」の語源は「レモネード」です。最初の炭酸飲料はレモネードに
重曹を入れてつくったものといわれています。炭酸水をソーダ水というのは，レモネードに重曹
（重炭酸ソーダ）を入れてつくったことに由来します。これらのことを話すと，子どもたちの興
味が増すものと思います。
さらに，重曹やクエン酸の用途などについても説明して，食品などについても知識を広げてい
きます。このように，様々な物事がつながっていることをストーリー性をもった説明の中で示し
ていくと，自然に物事のつながりを持った理解ができるのではないかと思っています。このよう
な学び方のことを私は「知ってることの仲間づくり」といっています（第 2 章，第 3 章 5 節）。
e) 紫キャベツで酸とアルカリを調べる
炭酸飲料をつくる実験教室では，クエン酸や重曹を材料
として酸とアルカリによる紫キャベツの色の変化につい
ても調べてみることにしています（図 105，実験 23）。
紫キャベツの汁の作り方としてお湯で煮出す方法もあ
りますが，私は別の方法を用いています。ポリ袋の中に刻
んだ紫キャベツと食塩を入れて揉み出すのです（実験 23）。
酸やアルカリによる色の変化を調べるためには，調べた
いものを発泡スチロール製の「薬味皿」（さしみの醤油を
いれる皿）にいれて，魚型の醤油入れに入れた紫キャベツ

図 105 紫キャベツを用いた色の
変化の調べ方。

の汁を滴下します（図 105）。魚の形をした醤油入れをス
ポイト代わりに使うことができます。
食塩の代わりに砂糖と一緒に揉むことで紫キャベツの汁を取ることもできます。これを重曹と
クエン酸でつくった炭酸飲料に入れて，グレープジュースのような色にすれば，児童が喜ぶと思
って試みたことがあります。グレープジュースのような色はつきましたが，青臭い味がして不味
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いものになってしまったので採用しませんでした。また，砂糖を使う場合は，手がベタベタにな
るので注意が必要です。
f) ドライアイスを水の中に入れて炭酸飲料をつくる
水の中にドライアイスを入れることでも炭酸飲料を作
ることができます。ドライアイスが気化して水の中に溶け
て，弱いながらも炭酸飲料のようになります（図 106，実
験 21）。このやり方に気づいたのは，小学生のときです。
アイスクリームに入っていたドライアイスを水の中に入
れて観察したあと，飲んでみたら炭酸飲料になっているの
に気がついたのです。

図 106 ドライアイスを用いた炭
酸飲料の作り方。

5) ドライアイスの昇華
ドライアイスは，気体にならずに固体から直接液体にな
ります。このような現象を「昇華」といいます。目で見て
わかるのには時間がかかるので，児童向けの実験教室で，
はかり（電子天秤）を使って質量の減少を測らせてみまし
た（図 107，実験 26）。
測った値を表に書いてから，グラフに書かせました（図
107）。小学生対象の実験教室では，定性的な実験が多いの

図 107 ドライアイスの昇華。

で，何か定量的な測定ができないかと思ってやってみたの
です。なお，その実験教室では，詳しいテキストを作成，配布しています。実験結果，スケッチ，
気づき点などは，すべてテキストに記入するようにしています。グラフもテキストに方眼紙を印
刷しそこに書かせていいます。方眼紙は，エクセルの罫線の間隔を 1 mm おきにして，青色にし
て作成しています。
6) ゴム風船を透過する二酸化炭素は
二酸化炭素に関する児童向け実験教室を行なっていて，
勘違いのおかげで気づいた面白い例を紹介します。
二酸化炭素の昇華の実験をしたあと，ベットボトルに入
れたものに風船を被せて二酸化炭素を逃がさないように
したらどうかと考えました。但し，蓋をすると破裂して大
変危険であるので絶対にやってはいけません。二酸化炭素
を入れたペッボトルにいれたものに風船を被せて，電子て
んびんに乗せて重量の変化を測定してみました（図 108，
実験 27）。測定してみたら，図 108 の中のグラフに示すよ
うに，時間とともに重量が減少しました。
その時，筆者の研究グループで，二酸化炭素の分離膜を

図 108 ドライアイスを入れたペ
ットボトルに風船を被せ，電子て
んびんで重さの変化を測る。

計算機シミュレーションで研究している教員がいたので，相談した。確かに二酸化炭素はゴムを
透過し[7]，二酸化炭素の中に風船を入れると膨らんでいく実験を紹介しているホームページがあ
ることを教えてもらいました[8]。この現象を教員養成学部の物理教員に話をしたら，浮力ではな
いかとの指摘を受けました。恥ずかしい話ですが，熱気球の実験をすでにやっていたのに，浮力
の効果に気が付かなかったのです。そのため，当初は風船を被せれば重量が変わらないなんて幼
稚なことを考えていました。
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研究室に高校教員を目指している大学院生がいたので，風船の体積変化をビデオに撮って，浮
力の効果を図ってもらいました[9]。詳しいことは，論文にまとめている時なので控えますが，あ
る段階までの重さの減少は浮力が主で，その後炭酸ガスが抜けていることがわかりました。この
テーマは，高等学校の SSH などでの探究課題としても面白いのではないかと思います。
7) ドライアイスの液化
ドライアイスは，大気圧では液体にならずに固体から気
体に直接変化します。しかし，圧力が高くなると液体にす
ることもできます。ドライアイスの液化は外径 2 cm 位の
透明ビニールホースとバイス（万力）が 2 つあれば簡単に
できます（図 109，実験 78）。保護メガネを着用の上で，
ビニールホースを 15 cm 程度の長さに切り，一方を強くバ
イスで抑えます。この時バイスの端ははみ出すようにして
おきます。
粉砕したドライアイスをプラスドライバーで真ん中の

図 109 ドライアイスの液化実験。

3~5 cm 程度のところに押し込み，もう一方の端をバイスで抑えます。おさえ方が足りないと，気
化した二酸化炭素が漏れるので，二酸化炭素の蒸気が漏れたしたらさらに強く抑えます。しばら
く観察していると，液化してきます。
一旦液体になったら，片方のバイスを緩めてみましょう。瞬時に粉末状のドライアイスに戻り
ます。さらに，もう一度バイスを閉じると，再び液化します。液化した後しばらく置いておくと，
ビニールホースの一部が膨らみだします。焼いた餅のように膨れ始めてからしばらくすると大き
な音を立てて破裂します。そのため，膨れ始めたら，3 m 程度以上離れるように指示します。ドラ
イアイスが液化した後，バイスを外すと再びドライアイス粉末状のドライアイスになることに気
づいたのは，教員免許状更新講習でどのようになるか受講者に質問されたからです。その場でや
ってみたら再びドライアイスになることがわかりました。
ドライアイスは，液体にした二酸化炭素を，ノズルで噴出させると急激に冷却して粉末状のド
ライアイスになることを利用してつくられています。この粉末をプレスしたものが，市販されて
いるドライアイスです。この際ドライアイス化は，話の流れによっては，冷凍機の説明でスプレ
ーによって，気体が膨張した時に温度が下がる現象（図 27，実験 64）と併用するとよりわかりや
すくなるかもしれません。これは，本稿執筆時に思いついたことなのでまだ実施していません。
6.2 スライムでわかる高分子物質の性質 ― 粘弾性
1) スライムの不思議な性質
スライムは，子どもに人気のテーマです。筆者が大学 4 年生だった 1978 年におもちゃとしての
スライムが発売され人気商品になりました。当時，子どもにとってただ触るだけのものでした。
大学院に進学して指導教員に高分子の「粘弾性」という性質を理解する教材として，スライムを
紹介されました。
スライムの中にガラス棒を入れてゆっくり回すとスライムがガラス棒を登ってきます。これは
「ワイセンベルク効果」とかロッドクライミングとよばれる現象です。そのとき，高分子の濃厚
溶液や高分子の融液（温度が高くなって溶けた液体）に特有な性質であることを知りました。
スライムをゆっくり流すと，容器から流れ落ちます。スライムが流れている途中をハサミで切
ると切り口が少し縮みます。スライムを少しちぎって机におもいっきりぶつけると弾みます。ゆ
っくり流すと粘っこい液体（粘性流体）のように流れ，急に変形させるとゴム（弾性体）のよう
ねん だんせい

に弾むのです。そのため，この性質を「粘弾性」といいます[10]。
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スライムと同時に指導教員から「流れる固体」という書物を紹介されました[11]。この書物は小
学生向けにわかりやすく書かれたものですが，専門家が読んでも読み応えある本だと言われまし
た。非常な名著ですが，残念ながら絶版になっています。
それから，20 年近く経って大学に移ったとき，大学開放
イベントでスライムのコーナーを設けました。スライムの
作り方はこの時書物を調べて初めて知りました。残念なが
ら何を読んだかは記憶していません。そのイベントの中
で，粘弾性の性質やその基本となるゴム弾性の性質を紹介
しようと思い 1 節で紹介したようなゴム弾性の実験（図 1
～2，実験 1）と併せて行ないました。イベントを繰り返す
にしたがって，イメージキャラクター「スライム君」

図 110 スライムのキャラクター。

（”Smile Slime”）
（図 110）をつくり，様々なイベントで楽
しんでもらいました。
しゃ

スライムは，ポリビニルアルコール（PVA）の洗濯のりと同じ量の水を入れてホウ砂の飽和溶液
を入れて混ぜるだけでできます（実験 86）。ホウ砂を入れる前に，ごく少量の絵の具を入れると
綺麗な色になります。絵の具を少量入れるためには，紙皿に出した絵の具を，1 本に折った割り箸
の先にほんのチョ bit つけて，水で割った PVA 洗濯のりの
中で混ぜるとよいでしょう。しかし，いろいろ絵の具を混
ぜて遊ばせるのもよいでしょう。
スライムをつくった後は，実験 87 で粘弾性の不思議な
性質を体験してもらいます。この実験は，家庭で使う PVA
洗濯糊よりも，「バルーンスライム」とよばれる教材用の
PVA のりを使った方がうまくいきます。
前記の実験の他に，空になった PVA のりの容器の底を切
って，スライムを口から押し出すとぶどうのように膨らむ

図 111 スライムの不思議な性質。

現象も確認できます（図 111），この現象は「バラス効果」
とよばれています）[10,11]。
ゴムとスライムのちがい

2) スライムが不思議な性質を示すわけ
スライムの原料となる PVA 洗濯のりはポリビニルアル
コールとよばれる高分子が水に溶けているものです。ホウ
砂を入れると，図 4 に示すゴムの中の高分子のようにホウ
こてい

砂がなかだちとなって網目をつくります。しかし，スライ

固定

くっついたり，はなれたり

ムの網目は強い力が働くと切れてしまうのです（図 112）。
そのため，ゆっくり流すと，粘っこい液体のように流れ，
急に変化すると網目が切れずにゴムのように戻ろうとす

図 112 ゴム（左）スライム（右）
とゴムの違い。

る「粘弾性」を示すのです。容器の口から押し出したスラ
イムが部口でぶどうの実のようになるのは，出口付近で押
し縮められているものが出口からでると押さえつける力
が無くなり膨らむためです。スライムの中でゆっくりと棒
を回すと，ゴムバンドを巻き取られたように，スライムが
引き伸ばされますが，それが戻ろうとする力が働きます。
ゴムバンドを引っ張ると，長さは縮むが，幅は縮む（実際
には，ゴムは引っ張っても体積が変わりません）
。巻き取ら
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図 113 スライムが棒を上がるし
くみ。

れたゴムの長さが縮むと，横幅が広がろうとする力が働きます。その広がろうとする力がスライ
ムを棒にそって押し上げるのです（図 113）。］
3) スライムの始末の仕方とスーパーボールスライム
スライムを始末する時は，食塩をかけると水分が出てきて固まるので，不燃ごみとして捨てる
ことができます。また，酢をかけるとさらさらした液体になるので，大量の水と一緒に流しに流
すこともできます。
スライムの仲間にスーパーボールのようなスライムがあります（実験 88）。これは，スライム
に食塩をかけると水がでてきて固まる性質（塩析）の応用です。この場合は，
「バーンスライム PVA
のり」よりも，家庭用の PVA 洗濯糊の方がうまくいきます。
6.3 ペットボトルからわかる高分子の性質
1) ペットボトルの加熱実験から分かること
ペットボトルは現在日常生活で欠かせないものとなっ
ています。教材としても様々な形で活用されています。高
分子材料であるペットボトルを通じて身近な高分子の性
質を学びます。
まず，ペットポトルのラベルを剥がしてオーブントース
ターに入れて加熱します。これから様々なことがわかりま
す（図 114，実験 80）。加熱していくと，ベットボトルは
どんどん細くなっていきます。これは，もともとペットボ
トルが図 115 のように試験管のような形をしたものを型の

図 114 ペットボトルをオーブン
トースターに入れると。

中で膨らませてつくったものだからです。ベットボトルの
成型前のものが教材会社から販売されています。それを見
せると実感がわくでしょう。さらに，加熱していると，柔
らかくなってきます。加熱時間が長くなると，細くなった
ペットポトルの一部が白くなってくることも観察できま
す。大勢に見せる場合は，手元カメラでスクリーンに投影
すると形と色の変化がよく分かります。
十分柔らかくなってきてから，火バサミで挟んで取り出

図 115 ペットボトルの作り方。

すと一部がオーブントースターの台の一部に絡むため糸
を引きます。この糸を引く性質があるので繊維をつくることができることを説明します。もとも
とは，ペットボトルの原料であるポリエチレンテレフタラート（PET）はポリエステル繊維として
使われていたものであることを説明します。さらに，取り出した，ペットボトルは白くて固くな
ります。これは，細かい結晶ができて，結晶の粒が集まった状態になったからです。
2) 白い口のベットボトルの作り方
白い口のペットボトルは口の部分を加熱して，結晶にしたものです。小さな結晶の粒が集まっ
ているから白く見えることを説明します。白っぽい半透明のゴミ袋や白いプラスチックのビーカ
ーの中にはポリエチレンの小さな結晶があります。
物質名や専門用語がでてきましたが，児童向けの場合専門的な言葉は必要最小限にして，概念
をわかる過程を楽しんでもらうようにしています。前にも述べましたが，小学校高学年になると，
言葉を知っただけでわかった気になる人が増えてくるように感じます。そのような人は言葉を知
っただけで満足してしまい，概念や考える過程の面白さを知らないで過ごしてしまうのではない
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かと思います。
3) 薄手のベットボトルに熱湯を注ぐと
ペットボトルを加熱すると縮むことを知るための別の
実験を見せます。薄手のミネラルウォーター（いろはす，
クリスタルガイザー等）用の 500 mL のペットボトルに熱
湯を入れると細くなります（図 116，実験 81）。この時，
ラベルをつけたままにしておくと，細くなったことがよく
分かります。熱湯は，細口のやかんで注いでいます。
図 116 薄手のペットボトルに熱
湯を入れると。

4) ペットボールビーズづくり
ペットボトルが加熱して縮むことを利用したあそびと
して図 117 のようなベットボトルビースづくりがあります
（実験 82）。炭酸飲用量の 1.5 Ｌのペッボトルの底や側面
に油性マーカーで色を付けて，加熱して縮ませることによ
って，飾り物やビーズをつくるものです。これを知ったの
は，小学校のバザーを手伝ったのがきっかけです。家内が
手芸で知ったのをプラバンと併せてやっていました。これ
をもとに科学館のイベントでも行なってみました。
5) ペットボールの加熱実験を思いついたきっかけ

図 117 ペットボトルピーズづく
り。

このペットボールビーズの工作を通じて，ペットボトル
が加熱すると縮むことを知りました。そこで，試しにペットボトル自身をオーブントースターに
入れてみたのです。そうしたら，上記のような現象が見られたので教材化しました。最初は縮む
ことだけに着目して製造方法を説明する教材として考えていましたが，演示実験をしている時に，
糸を引く性質や結晶化することに気づきました。
ペットボトルの縮みの様子を直接観察するのもよいのですが，手元カメラで撮影してスクリー
ンに映すとよくわかります。このことは，大学の授業で多数の学生対象に演示した時に気づきま
した。
6.4 状態の変化に関する実験
6.1 節の 7) でドライアイスの液化（図 109，実験 78）を紹介しました。これは圧力を高くする
ことによって固体にならなかったドライアイスが液体になるというものです。このように状態の
変化による実験を紹介していきます。説明によっては，状態の変化の理論的な話につなげること
もできます。ここでは，現象と実験の概要にとどめることにします。
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1) 再沸騰の実験
まず，簡単な実験として，減圧による再沸騰の実験があ
ります（図 118，実験 15）。簡易真空容器にお湯を入れて
減圧すると再沸騰します。しばらく置くと，沸騰がとまり
ます。この時，排気すると再び沸騰します。これは，蒸発
した水蒸気が容器内にたまったため，圧力が高くなってい
たが，排気することにより再び容器内の圧力が低くなると
再度沸騰することを示すものです。様々な場面でこの実験
を用いることができます。真空になったかどうかわかりに

図 118 減圧による再沸騰。
くい場合は，僅かに空気を入れた風船が減圧すると膨らむ
実験やマシュマロを入れて減圧すると膨らむ実験と組み合わせてもよいでしょう。
2) 液体窒素で冷やしたビニールボールを割る
状態の変化に関する実験としては，ビニールボール割り
（図 119，実験 83）があります。ビニールボールを火バサ
ミで挟んで，液体窒素の中に入れると，液体窒素は天ぷら
をあげたときのように沸騰して，天ぷらを上げているよう
な感じの泡がでます。泡が出なくなったら，ポリ袋の中に
入れて樹脂製ハンマーで叩くと，ガラスのように割れま
す。ポリ袋にいれるのは，後片付けを簡単にするためです。
この割れ方は，ガラスに似ています。実際ビニールボール
は専門的な言葉でいうと「ガラス状態」とよばれる状態に

図 119 液体窒素で冷やしたビニ
ールボールを割る。

なっているのです。液体を冷却すると固体になります。こ
のとき，本来結晶になるはずです。しかし，高分子やガラスなどは，結晶にならずに固体になっ
てしまうのです。この状態を「ガラス状態」といいます。結晶になっていない高分子はガラス状
態になります。透明なプラスチックはほとんどガラス状態にあります。ペットボトルも，膨らま
せて冷却するときに，縮まずにガラス状態になってしまうのです。そこで，縮もうとする力を持
ったまま固まっています。縮もうとする力を持っているので，加熱して柔らかくなると，もとに
戻ろうとして縮むのです。さらに温度を高くしてから冷やすと結晶になります。ちなみにガラス
転移を体感できるものとして，板状のチューインガムがあります。ガムを口に入れて噛んでいる
と温度かガラス転移温度以上になるので柔らかくなるのです。チューインガムの主な原料はポリ
酢酸ビニルとよばれる高分子です。
3) 液体窒素を用いた気体の液化実験
その他の状態の変化に関する実験としては，や気体の液化（実験 84）があります。窒素，酸素，
二酸化炭素などスプレー缶からポリ袋に入れて液体窒素に入れますと，二酸化炭素は固体（ドラ
イアイス）になりますが，酸素と窒素は液体になります。
液体酸素は青い色をしていることがわかります。さらに，液体酸素はネオジウム磁石にひきつ
けられます（実験 82）。
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第 2 章 つながりをもった理解をすすめるための工夫
以上，様々な実験を紹介する中で，複数の実験をストーリー性のあるつながりをつけながりを
つけながら説明していくことを述べました。その中で，工夫や着眼点，基本的な考えを述べます。
1 児童向けの実験教室での定量的実験
児童向けの実験教室では，多くの場合定性的な説明にとどまっていることが多いように思いま
す。そこで，最近どこまで定量的な実験ができるかを考えるようになりました。簡単に測定でき
る道具として，はかり，温度計，ストップウォッチなどがあげられます。例えば，余熱調理の実
験（図 80，実験 75）で，温度計を差し込んだまま，定期的に温度をはかり，グラフに書くように
しました。児童にはワークシートに印刷した，方眼紙に書かせました。市販の方眼紙を用いても
良いのですが，軸の取り方，範囲の決め方が難しいことも考慮してこちらで用意することにしま
した。方眼紙は，ワープロソフトの罫線機能を使い，青色の方眼紙を作成しました。さらに，ド
ライアイスの測定に関しては電子てんびんを使った実験（図 107，108，実験 27，79）を行ない
ました。
さらに，切り取った厚紙の部分で面積を求めること（図 10，実験 13）や，容積を中に満たした
水の質量で測ること（図 19，実験 7）など教科書に書かれていない様々なやり方でも物理量が求
められることを示す試みをしています。このような，他の物理量を用いて測定する方法は算数や
数学の関数の学習にも応用できるかもしれません。学校の授業では高校レベルの内容になります
が，気体の状態方程式についても，ある程度定量的な測定ができます（図 14，15，実験 4，10，
13）。
個人的には，早い時期から理科だけではなく，算数や社会科，家庭科，体育など「他の科目と
のつながりを意識した学び」が非常に重要なものではないかと思っています。教科の壁を全くと
ると考えることは性急かもしれませんが，他の教科で学ぶことをもっと意識的に結びつけるよう
に教育することが体系的な「知識のネットワーク」をつくりながら学ぶことにつながるでしょう。
そのためにカリキュラムを変えるのはできないかしれませんが，現状でも，余談をうまく使うな
どで，そのような工夫ができるのではないでしょうか。そのような教科横断型の「知識のネット
ワーク」を構築していくような学び方が，学校で学んだことを確かな知識として定着させ，社会
にでてから応用できる力にする上で重要ではないかと思っています。学校で学ぶことは社会にで
たら役に立たないという人がいますが，そのようなことを思う人は学校で「知識のネットワーク」
をつくりあげていくような学び方をしていなかったのではないでしょうか。最近は，
「知識のネッ
トワークづくりのことを「知ってることの仲間作り」ともよんでいます。
2 イラスト，たとえ話の活用
実験教室やサイエンスショーでは，できるだけイラスト
やたとえ話を使って，言葉だけではなく視覚的にもわかる
ように心がけています。そのためパワーポイントでつくっ
たスライドを用いています。それができない場合はパネル
を用いています。さらに，分子のことを「小さなあばれん
ぼう」
（図 3）というように，擬人的な比喩や，エネルギー
を生き物や機械のエサ（図 81）といった，多少正確さは欠
くけれどもイメージを持ってもらうことができるように
こころがけています。場合によっては，自分で書いた下手
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図 120 図イラスト紙芝居の使用
例。

くそな絵で紙芝居を作って説明することもあります（図 120）。
このようにイメージとストーリー性をもった説明をこころがけているのは，物事の間につなが
りをつけないと筆者自身理解できないからです。さらに，つながりをもって理解しないと記憶が
できないからです。私の場合，イメージ化してはじめて記憶できます。次に，頭の中にあるイメ
ージを文章化する過程でさらにイメージを広げることを心がけています。このように，頭の中で
常に「イメージと言葉の間でのキャッチボール」しながら分かろうとしているのです。そのため
にも，図やイラストなどをできるだけ自分で書くようにこころがけています。実験教室を始めた
ころは，ロイヤリティーフリーの素材を用いていました（例えば「小さなあばれんぼう」の図 3）
。
しかし，適切なものが見つからないことも多いのですぐに行き詰まりました。でも，コンピュー
タで絵を書く方法を知りませんでした。そこで，当初は「クーピー」で紙に書いたものをスキャ
ナーで読み取り利用していました（図 31 など）。現在は，多くの図をマイクロソフトオフィスに
付属の「図形」機能を用いて書いていいます。中には，図 1 や図 89 のように最初手書きの絵をス
キャナーで読んだものをその後オフィスの図形でトレースしたものもあります。
大変かもしれませんが，受講者がイメージ的に理解して記憶するためには，図やイラストを自
分で作って使用することをお勧めします。説明文を書くときに，文章を書くだけではなく図を書
く過程でイメージが深くなり，理解を深めることにもつながります。なによりも，図を書くこと
によってイメージをさらに深めるために，記憶を呼び起こしやすくなります。人の顔を思い出せ
るのに，名前を思い出せないということは多くの人が経験しているでしょう。これからもわかる
ように，図形的な記憶は思い出しやすいのではないでしょうか。
図を書くことは大変ですが，少しずつ作りためておくようにしています。実験教室などで使用
する図はほとんど使い回ししています。毎回新たに作る図は 2～3 にとどまることが多いのです。
また，自分でつくったため，よく過去の図の一部を部品として利用します。
3 詳しいテキストの執筆
スライドだけで説明することも多いのですが，NPO での実験教室や教員免許状更新講習では詳
しいテキストを作成配布しています。詳しいテキストを書く理由のひとつは，記録に残すととも
に受講しなかった人にも利用してもらいたいと思うからです。筆者にとってさらに重要な理由は，
準備のための頭の中でのリハーサルと理解の深化を促進するためです。簡単なメモだけですと，
必ず抜けがでてきます。文章にしていく過程で，何らか足りないことに気づくことが多いのです。
その中で，新たな気づきや，今までわからなかったことの意味がわかったりすることも多いので
す。さらに，初歩的な説明を考えている過程で，わかったつもりになっていたことに気づくこと
も多くあります。このような作業を繰り返すことによって，少しずつネタを増やすとともに，自
分自身の理解を深めることができるのです。ある意味で，自分が理解するためにテキスト執筆を
通じて「教えあそび」
（第 4 章 5 節）をしているのです。執筆にあたっては，受講者に語りかける
姿をイメージしながら書くようにしていいます。そのためには，
「ですます調」で書いたほうが語
りかける相手をイメージしやすいと思います。このような自己体験を通じて，話す相手を考えた
説明を益々重要と考えるようになりました。そのように執筆時に思い浮かべる人のことを「想定
読者」とよんでいます。
そこで，これらの経験を基に。共通教育科目「『想定読者』を意識した説明法・自己学習法」
（2011~2014 年開講）授業をはじめとして，様々な授業で学生に対して「想定読者」を意識した説
明を勧めています。
「想定読者」としては，多くの場合中位の成績の小学校 5 年生の知識と理解力
程度を考えるようにしています。
「想定読者」を意識した指導によって，多くの学生は知識の定着，
理解の確認の他に他人のことを考慮するようになったと期末試験の変容記述で書いています。
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第 3 章 受講対象者別の実践の例と留意点
以上著者が実践してきた実験教材の例を示しました。これらの実験教材は，1999 年頃からさま
ざまなイベントの中で用いてきた中で開発してきたものです。前節でも，個別の例として述べて
きましたがそれらの開発の経緯と考え方，新たな説明方法などを考えるきっかけなどをまとめて
述べることにします。
1 児童向けの実験教室
1.1 きっかけは大学開放事業
筆者が最初に児童向けに科学イベントを行なったのは，1997 年と 1998 年に福井大学の「オー
プキャンパス」で「高分子の不思議な世界」というコーナーを設けた時でした†。オープンキャン
パスといっても，高校生向けではなく，一般市民向けのイベントでした。企業から福井大学に転
職してきて間もない頃で，高分子物理学の研究室に在籍していました。そこで，児童に人気のス
ライムをテーマとすることにしました。多くの実験・工作教室では作らせるだけのことが多いよ
うです。それでは実施者として面白くないと思ったので，参加者が各自作ってから粘弾性[10]の実
験（ワイセンベルク効果等）を実験してもらうことにしました（1 章 6.2 節参照）。スライム作成
と実験には約 20 分かかるので，次に待っている人たちにゴム弾性などを演示することにしまし
た。余りにも参加者が多く人数把握が困難だったので，次の年には風船をお土産に配りました。
結局 2 年目には一日に約 1,500 人が参加しました。残った風船を引っ張ってみたら，輪ゴムより
も熱くなったために，ゴム弾性の教材として適当であることに気がつきました。
1.2 応用物理学会リフレッシュ理科教室への参加
1999 年に応用物理学会北陸支部（現北陸信越支部）主催のリフレッシュ理科教室[12]が福井で
開催されました。その時に，スライムの実験（図 111，実験 86, 87），細長風船の熱機関（図 1~2，
実験 83），プラスチックの鎖での高分子のシミュレーション（図 5，実験 85）を実施しました。
参加者 50 人ずつを 3 回に分けて実施しました。このコーナーは大変好評でした。その後，細長風
船の熱機関は大学の熱力学の導入で使用するようにしました[13]。さらに，実験教室の前日に行な
った教員向けの講義を受講した福井県教育研究所（教員研修センター）の所員から翌年（2000 年）
の県の高校物理教員研修の講師を頼まれ実施しました。
1.3 各種イベントでの児童向け実験科学教室
リフレッシュ理科教室を機会に，福井大学教育学部の伊佐教授（当時）と知り合い，様々な科
学啓発イベントや福井県が開催された青少年のための科学の祭典での実験教室やサイエンスショ
ーに出典を依頼されるようになりました。その中で熱や気体などの性質を中心に少しずつネタを
増やしていきました。
最初の頃は，実験教室の実施に興味がある学生が居たので，自分がやって見せてから，学生に
やらせていました。その後，それらの学生が卒業してからは，筆者自身がやるようになりました。
自分でやった方が楽しいからという気持が主な理由です。もう一つの理由は，工学部の教員とし
ては本務外のため，直接指導している学生には，特に興味ある場合は別として，本来の研究テー
マ以外はやらせない方針にしているからです。筆者は実験教室を通じた学生の能力育成よりも，

†

現在は，福井大学の「オープンキャンパス」は高校生向けに実施しています。かわりに，「福井大学きてみてフ
ェア」という大学開放イベントを実施しています。
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図 121 NPO ふくい科学学園で実施した実験教室テキストの例。
学校教員との交流も含めて筆者自身の教育能力や基礎的なことについての理解を深めたいと思う
気持が強かったのです。
以上の活動の中で常に心がけたのは，小学生向けといえども原理を説明することです。原理を
説明すると興味深そうに聞いている。難しい言葉は使わずに，比喩的な表現（小さなあばれんぼ
う）や紙芝居，自作のイラストなど多用しました（図 120）。科学館などでのイベントが多かった
ので，保護者同伴が多く，保護者たちは，児童と同じかそれ以上に目を輝かせていていることに
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気づいたのです。このような，児童向けイベントは 2004 年頃まで実施していました。
その後，イベントなどでの児童向け実験教室は原則として断るようにした。いろいろ理由はあ
りましたが，私自身は科学啓発講座で知識の切り売りや，興味深い実験やストーリーで科学に興
味を持ってもらおうという気持は強くなかったからです。むしろ，初歩的な説明方法を考えたり，
教材を開発したりする過程で自分自身が「理解する」
「わかる」ということは何なのかを知るため
の，教育上の「実験」という位置づけでした。さらに，本務の授業でのレポート指導などを通じ
て，自分自身の学び方，理解方法と学生の取り組み方の違いに戸惑ったのが原因で，精神的にき
つくなってきました。そのため，啓発活動をやる心のゆとりがなかったということもありました。
1.4 NPO 法人での児童向け実験教室： テキストと進行方法の工夫
児童向け科学教室としては 2010~2014 年度の間 NPO ふくい科学学園で児童向け年に 1~2 回実
験教室を依頼されるようになりました。小学校 4~6 年生が対象の会員制で毎月 2 回，土曜日の午
前中に，2 時間半の教室を行なっていました。毎回，図 121 のようなしっかりしたテキストをつ
くり，かなり体系だった内容のテーマで実施していました。ちなみにテキストは書き込み欄を含
めて 25~30 ページ程度あります。
この実験科学教室のほとんどは，教員養成学部の物理の教授だった理事長が実施しています。
そのため，運動，光，電気といった物理系のテーマが主でした。そこで，筆者は高分子，熱，二酸
化炭素などを題材としたテーマを選びました。テキスト作成過程で，進行をきちんと考えながら
準備ししまた。公共の施設を借りるために，会場入りから実験教室開始まで 30 分しかありません。
NPO のボランティアの方に手伝いをお願いしていましたが，機材の準備，材料は配布など打ち合
わせ時間が取れませんでした。そこで，準備から進行時の詳細を図 122 のような準備物，各人の
役割を詳細に書いた進行表を作成して実施しました。終了後は 30 分で明け渡さなければならない
こともあり，時間通りに終わるように進めました。実験材料の準備の他，テキスト執筆，進行表
の作成などもあり準備は大変でしたが，準備過程で進行をシミュレートするとともに，様々な知
識を体系的につなげる中で，足りないことに気づき，新しい実験や説明方法を調べ考案すること
ができました。そのため，実施者自身の頭の活性化にも有益な活動となりました。ときには，勘
違いすることもありましたが，それがもとで新たなことに気づくこともありました。できるだけ
短時間で準備したり，材料などを配布したりする必要があることから，ファスナー付きのポリ袋
や液体容器に小分けするなど，パッケージ化の工夫をしました（使い捨てカイロ［実験 40］，ヨウ
素デンプン反応［実験 34］，酸と重曹を使った炭酸飲料［実験 22］等）。
それぞれの科学実験教室や実験ショーではどんなイベントでも，できるかぎり準備過程で図
122 のようなシナリオづくりをしっかりするようにしています。可能な場合はテキストも執筆し
ています。その中で，体系的にしかも，難しい言葉や概念を使わずに「知識のネットワークの構
築」
（知ってることの仲間づくり）を目指しているのです。受講者だけではなく，実施者にとって
も，このような準備は知識の整理・深化や頭の活性化につながるように感じています。
2 エネルギー環境教育地域拠点大学としての活動
2002 年福井大学資源エネルギー庁関連の事業として福井大学は「エネルギー環境教育地域拠点
大学」に選定されました[14]。大学，教育関係，エネルギー産業などのネットワークづくりに力点
をおいていました。筆者は教材開発や啓発活動には力点をおかず，おもに「職際的コミュニケー
ションギャップの研究」をテーマにしました。その課題を「意思疎通をはかるための研究」と誤
解され，
「ワークデザイン」[15,16,17]とよばれる創造技法を紹介されました。その「ワークデザイ
ン」の修得と教育への応用を目的とした研究会を実施しました[18]。修得のために外部講師を招い
て，合宿形式も含めて 50 時間近くの講習を行いました。
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図 122 実験教室で使用した進行表の一部。
この創造技法としての「ワークデザイン」が，将来社会を作るための思考法として活用できる
ことに気づき，技術者教育科目「工業と技術者」[19]や創造性教育のための科目「創造システムデ
ザイン」[20]（いずれも物理工学科必修科目）などの授業を新設・担当しました。筆者が意図した
「職際的コミュニケーションギャップの研究」のもともとの意味は，立場が違う人たちが同じ言
葉を違う意味で使うことの問題点，危険性などを浮かび上がらそうというものでした。しかし，
それが誤解されたおかげで，新しい創造技法と出会い，それに基づいて新しい授業を新設するこ
とができました。結果的には「コミュニケーションギャップ」が新しい視点や創造につながるこ
とがあるのだと思うようになりました。人間どうしても，これまでの経験にもとづいて判断して
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います。その中で，とかく自分の当たり前と思っていることの説明を省略や簡単略化してしまい
がちです。その中で，意図が伝わらなかったり，誤解されたりすることがあります。その結果，
相手が思わぬ反応をしたり，思わぬ提案をされたりすることがあります。それが，新たな展開や
創造の引き金になることもあります。
最近奨励されている専門家が非専門家にわかりやすく説明する「アウトリーチ」や「サイエン
スコミュニケーション」[21]の効果のひとつは，このような反応の違いから専門家が非専門家から
これからの仕事のヒントをえたり，教えられたりすることではないかと思っています。
3 保護者向けのエネルギー環境啓発講座
その後，拠点大学の活動メンバーの一人がコーディネーターとなって，電力会社からの依頼で
小中学生の保護者特に母親向けの「エネルギー環境啓発講座」の企画をはじめました。これまで
の児童向けの実験教室やサイエンスショーの教材や説明法が保護者の反応から，十分使えるので
はないかとの感触を持っていました。そこで，拠点大学のメンバーを含む複数の福井大学の教員
の協力を得て企画・実施することにしました。当初は，福井大学公開講座「みらいを創る e-家族」
として 2006 年から実施しました。実施してみると，受講者は 70 代以上の男性が多く，小中学生
の母親はほとんどいませんでした。その中で，エネルギー環境教育で使用できる素材集やシナリ
オ案も作成しました[22]。公開講座として足掛け 3 年ほど実施したのち，現在では PTA 研修など
への出張講座として実施していいます。福井大学の教員が講師となり，PTA の地区を決めて年に
5~6 回実施しています。テーマについては，メニューをつくり，その中から選んでもらっていま
す。著者は現在でも年に 1 回程度 PTA 研修などでの講師を務めています。実際には PTA のみの
研修だけではなく，親子イベントになることも多いのですが，いずれも参加者に好評です。
当初，保護者向けの啓発講座実施にあたって，十分早めに現地に行って念入りなリハーサルを
行なっていました。しかし，他のイベントと組み合わせのことも多く，短時間で準備と後片付け
が必要なることも多くなってきました。実験補助を面識の無い学生や PTA の方にお願いすること
も多くなりました。そこで，図 122 のような進行表を作るようになったのです。進行表は，それ
ぞれの立場の役割を明記し，配布物の配り方や，扱い方，進行中の準備の注意点も詳しく書いて
あります。進行表作成はある意味でリハーサル代わりにもなります。
しかし恥ずかしい話ですが，進行表の時間を 30 分間違えて，予定の時間を 10 分オーバーして
しまったこともありました。さらに，準備の段階で，少なくとも一つは新しい実験か説明方法を
付け加えるように留意しています。
物理，化学的な内容だけではなく，できれば生物，地学，歴史などの内容も加えるようにして
います。そのような準備の行為が，自分自身の理解の深化，知識の広がりにつながることを強く
感じています。見方を換えると，教師としての「アクティブラーニング」を実践していることに
なるのです。様々な学校種の授業でアクティブラーニングが求められていますが，教師自身がア
クティブラーニングを体験し，その効果を強く認識していることが大切ではないかと感じていま
す。このような体験を学生に対してしてもらうような教育プログラムを開発できれば仕事の進行
能力の育成にも役立つかもしれません。機会があればぜひ実行してみたいと思います。
4 教員研修／教員免許状更新講習でのエネルギー環境教育
4.1 福井県教員研修
最初に教員研修を依頼されたのは，2000 年の福井県高等学校物理教員の研修講座でした。きっ
かけは，前年のリフレッシュ理科教室（応用物理学会北陸信越支部主催）[12]での講演を受講した
福井県教育研究所（教員研修センター）の方から依頼されたものです。その後，2 回ほど福井県の
高等学校および子中学校の教員研修を担当しました（2012 年に高校物理，2013 年に中学校理科第
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一分野[23]）。2 回目，3 回目の教員研修は教員免許状更新講習の内容を知って依頼されたもので
す。
4.2 高校生の探究イベント「ふくい理数グランプリ」
さらに，2008 年から福井県の中高生のための理数探究イベント「ふくい理数グランプリ」の高
等学校物理部門のアドバイザーを依頼されて現在に至っています[24]。このイベントはエネルギ
ー環境教育とは直接関係無い題材もありますが，高校生対象の「科学の甲子園」の参考にもなっ
たイベントです。
高等学校部門は数学，物理，化学，生物，地学に分かれて実施しています。それぞれの運営は
高等学校の教頭をリーダーとして，リーダーを含めて 5~6 人の高校教員がメンバーになり，準備，
当日の進行，採点などを行っています。参加した高校教員の研修効果も大きいと感じています。
2015 年までの間に委員として関わった理科教員（教頭・教諭）は福井県の全理科教員の 39%にの
ぼる[25]。高校教員のアイディアをファシリテートする形で関わってきましたが，実施・審査を通
じて高校生の考え方や高校教員の生徒に対する見方も知ることができ，本務で学生に接する上で
大変参考になっています。
4 教員免許状更新講習
2009 年からは教員免許状更新講習「熱とエ

表 1 教員免許状更新講習「生活の中の熱と
エネルギー」プログラム。

ネルギー」を開講することにしました（表 1） I. 熱と様々なエネルギー （09.00～11.00）
1. はじめに（講義の概要と試験の説明）
[1]。最初の年は，物理，化学の教員を想定し
2. 熱とは? エネルギーとは?
て，2000 年の教員研修をベース準備しまし
3. 温度と熱
た。受講者は物理，数学，中学理科の 3 名の
4. 「小さなあばれんぼう」と内部エネルギー
（休憩 10.20～10.30）
みでした。物理教員以外にとっては難しいと
5. さまざまなエネルギーと熱
の意見がありました。2 年目からは小中高で II. 熱機関とエネルギーの利用 （11.00～13.30）
6. 熱と熱機関
理科以外の教員も多数申込んできました。小
7. 低温から高温へ熱を移す
学校の教員はもちろん，高等学校の国語，英
（昼食休憩 12.00～13.00 ）
8. 電気とエネルギー
語，地歴などの教員もいました。逆に福井県
9. 私たちの生活と熱エネルギー
教育研究所などで指導主事を経験したベテラ III. 地球と物質と熱力学 （13.30～15.30）
10. 地球も一つの熱機関
ン教員もいました。このような多様な教員向
11. 身近な現象と熱力学
けに，PTA などの講座の内容をベースに構成
12. エネルギー環境学習研究会の成果
しなおしました。開催毎にテキストを中心に
（まとめに代えて）
（時間の都合で省略）
改良してきました。題名も当初の「熱とエネ IV. テスト （15.30～16.30）
ルギー」（2009 年～2011 年）から「身近な熱とエネルギー」
，（2012 年～2013 年）「生活の中の熱
とエネルギー」
（2014 年～2015 年）へと改訂を続けてきました。定員は 30 名ですが，参加人数は
年度によって変動しています（2009 年: 3 名，2010 年: 9 名，2011 年: 28 名，2012 年: 28 名，2013
年: 20 名，2014 年: 18 名，2015 年: 6 名，2016 年度: 25 名，2017 年度: 2 名）
1 年目のテキストは 2000 年に実施した教員研修のテキスト（詳しい文章と図の入ったテキスト）
とパワーポイントの配布資料だけでした。その後，徐々に整備していきました。2011 からは使用
したスライドに対する詳しい説明文を加えたテキストを作成するとともに，講習で紹介しない内
容も含めた実験集も配布するようにしました。2013 年からはテキスト，実験集に加え講習内容関
連の雑学知識や発展的内容を書いた「コラム集」
（表 2）[2]を作成配布するようにしました。これ
らを作成したのは受講者の便もありますが，準備する側としても自分自身の「知識のネットワー
ク」増強の意味があります。また，受講していない人にも利用してもらいたいという思いもあり
ます。そこで 2014 年度分からは配布資料をホームページで公開することにしました[2]。
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表 2 教員免許状庚申講集で配布したコラム集（2015 年度）の目次
1. この講習を始めた理由
2. 将来社会で役に立つ学び方とは？
3. イラストの勧め
4. 熱力学は難しい!?
5. 「失敗しながら学ぶこと」と「安全を考えること」
6. イベントなどで気づくこと（ペンシルバルーンの実験にどうやって気づいたか）
7. エネルギーと「仕事」
8. 定時法／不定時法と櫓時計
9. 時分秒 minutes, second
10. 力学的エネルギー保存則
11. 位置エネルギーとポテンシャルエネルギー
12. 四季の島（敷島）日本
13. 熱力学の第 0 法則と温度計の原理
14. 「平衡」という言葉
15. シャルルの法則と絶対温度
16. ボイルの法則
17. ケルビン卿 ウィリアム・トムソン
18. 体温計と測定時間
19. セッ氏温度とカ氏温度
20. 熱，熱力学，温度計を英語でいうと
21. 理想気体の状態方程式
22. 物理で覚えること／考えること
23. 「数式は言葉です。計算ではありません」
24.「科学的リテラシー」
「科学的思考」とは？
25. 炭酸飲料を作ってみよう
26. スチール缶とアルミ缶
27. アルミ缶の周りにはたらく力
28. アルミ缶の表面積の計算と円の面積
29. アルミニウムは電気の缶詰
30. 熱気球
31. ヘリウム
32. 空気の重さ
33. 浮力とアルキメデスの原理
34. ガスコンロの仕組みとベルヌーイの定理
35. ライト兄弟の初飛行・日本で初飛行した人
36. ドライアイスで膨らませた風船の重さ
37. 内部エネルギーと熱力学第一法則
38. カロリックとフロジストン
39. 分子の運動エネルギーと温度
40. 消せるボールペンと感熱紙の仕組み
41. 熱の単位カロリーとエネルギーの単位ジュール
42. マイヤーと熱力学第一法則
43. 食品のエネルギーとカロリー
44. 食品の自給率―カロリーベースと金額ベース
45. 永久機関の夢（第一種永久機関）
46. オームの法則と発熱するエネルギー（ジュール熱）
47. 早川徳次とシャープペンシル
48. 「電気パンづくり」と身の回りの現象の説明
49. 電気パンができるわけ
50. 電気パンの安全性
51. 重曹のはたらきと電気パン・カルメ焼き
52. 発熱エネルギーと高圧線
53. 線路・電線・IH でなぜ感電しないの?
54. 海底の直流伝送と誘電損失
55. 電磁誘導とファラデー
56. AC アダプター
57. 直流と交流の変換
58. なぜ東海道新幹線は東京駅で他の新幹線とつながっていないの？
59. 親子二代で実現した新幹線の夢
60. 電磁波の人体への影響
61. 「ひかり」と「あかり」の意味
62. 最初は普及しなかった使い捨てカイロ
63. 暖まるお弁当と瞬間冷却剤
64. 「油を売る」という言葉の起源
65. 離宮八幡宮と岩清水八幡宮
66. 煤と墨と和紙
67. 全反射の利用. プリズムと光ファイバー
68. 光の屈折のしくみ
69. クジラの油と黒船
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70. マントルのはたらきと放射線
71. アーク放電と電気の語源
72. エジソンと材料「天才とは?」
73. 炭素は耐熱材料
74. 分光シートと虹
75. マイケルソンと光の速さの測定
76. 原子から出る光と量子力学
77. 蛍光と燐光
78. LED と太陽電池の原理
79. LED の歴史
80. 三原色
81. 明かりに対する私の夢
82. 森林破壊と産業革命
83. 熱力学第二法則と熱機関の効率
84. カルノーとカルノーサイクル
85. 熱機関から「生き方」を学ぶ？
86. 物理と法則
87. スターリングエンジン
88. 冷蔵庫・エアコン・エコキュートの歴史
89. 地球温暖化係数
90. 環境と熱力学第二法則
91. 電力の安定供給のための仕組み
92. モーターで音を聞く
93. 手回し発電機を使ったつりゲーム
94. 世界最初の発電所・日本最初の発電所
95. 火力発電
96. 水力発電と揚水発電
97. 各種放射性同位元素の半減期と原子核の安定性
98. 天然の原子炉と地球内部の熱
99. ホウ素と熱中性子の吸収の仕組み
100. 「想定外」とサイエンスコミュニケーション
101. 安全と技術と責任
102. 臨界と JCO の事故
103. 放射線の単位. シーベルトとベクレル
104. お金の単位. ドルと円
105. 放射線の人体への影響
106. 放射線の影響と細菌
107. 幅広い観点での防災教育の必要性と「何を考えるのか」の重要性
108. 放射線年代測定と水月湖の年縞
109. 調理と加熱
110. 土器
111. 安藤百福とチキンラーメン
112. 熱の伝わり方
113. あんかけは冷めにくい
114. 魔法びんとスープマグ
115. アラブの王様の服は日本製
116. 未来の服
117. 北風と太陽の紙芝居
118. 地球温暖化の実験
119. 地球温暖化で寒くなる?
120. エントロピーと熱力学第二法則の定式化
121. 平衡状態と相図（状態図）
122. ペットボトルとポリエステル繊維
123. ガラスとガラス転移
124. 過冷却液体とエコカイロ
125. スライムの不思議な性質とレオロジー
126. 人類の敵
127. シェールガスとメタンハイドレード
128. 江戸時代は循環社会
129. これからの社会についての提案～シェアリング社会
130. 二酸化炭素は地球のふとん
131. 宇宙太陽光発電
132. 核融合
133. 高速増殖炉
134. トリウム溶融塩原子炉
135. 発展途上国の開発から学ぶこと
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教員免許状更新講習で必須のテスト問題は講習開始時に提示しています[1]。これは，受講しな
がら，自分はどのように活用するかを考えてほしいからです。テスト問題の内容は授業案の提案
と講義に対する改善案を書かせる問題です。受講者は理科に関する知見が少ない人がいる一方，
元教育研究所や県の教育委員会で指導主事をされていた方もいます。それらの方から，有益な指
摘やヒントを受けることも多くあります。
5 大学の授業での実践
これまで，エネルギー環境教育に関する様々な取り組みを述べてきたが，筆者はあくまで工学
部の教員です。そこで，これまでの実践をどのように本務の教育にフィードバックしてきたかを
述べます。
最初にリフレッシュ理科教室に参加したのは，同じ学科の教授が応用物理学会の北陸支部長に
指名されたため協力を要請されたからです。その時の本音は，小中学校の先生がたと一緒に実験
教室をやれば，児童に対する接し方や説明の仕方を小中学校の先生がたから学ぶことができ，そ
れを本務の大学の授業に生かせないかと思ったからです。同時に，初歩的な説明をすることによ
って自分自身の物事に対する理解を深めたいという気持も強かったのです。前者については，期
待通りには行きませんでしたが，後者についてはそれなりに得ることがありました。これのイベ
ントがきっかけで，様々な啓発活動をはじめるようになるとともに，それらの成果を幾つかの授
業に活かすことになりました。教員免許状更新講習での教材開発をさらに進めたいと思い， 2015
年から共通教育科目「生活の中の熱とエネルギー」を開講することにしました（表 3）。この原稿
執筆時点ではまだ半期の授業を 1 回しか実施していませんが，講習と違って，毎週実施するため
に演示実験の見せ方などについても課題を残しています。さらに，社会的な見地での将来の社会
に対する考察に関しては，まだ改良の余地があります。
この点についても，授業の中で試行錯誤しながら改善していきたいと考えています。この中で
「想定読者」を意識することの大切さなどさまざまな効果があったことが期末試験の答案からわ

表 3 共通教育科目「生活の中の熱とエネルギー」授業内容。
1.： 概要説明。相手の立場を考えた説明の必要性。レポートの書き方。
レポート課題「学科，コースの選択理由と学んだことを将来どのように活かすか。
2.： 熱と仕事とエネルギー
細長風船の熱機関，仕事とエネルギー，てこと仕事
3.： サイエンスコミュニケーションとその意義，想定読者を意識した説明と自己教育
レポート課題： 身近な現象について小学校 5 年生を対象にその原理を説明
4.： 熱と気体の膨張，浮力
熱による空気の膨張，熱気球とその原理，浮力，空気の質量等
5.： あかりと熱源の歴史とエネルギー
レポート： 電気の歴史を調べ，小学校 6 年生向けの説明を書く。
6.： 電気と調理
IH の原理，電子レンジの原理
7.： 発電と送電
水力，火力，原子力発電等の原理
8.： 特別演習
これまでの授業の内容をもとに，小学生向けの実験教室を企画
9.： 熱の流れと熱機関。ヒートポンドと冷凍機，冷媒と地球温暖化係数
エアコン，冷蔵庫，エアコン，エコキュート等の原理
10.： 技術の発達と地球温暖化の歴史
森林破壊と産業革命，地球環境の変化
11.： 熱の伝導と保温
熱伝達，対流，保温など
12.： 討論： 将来社会の問題点と解決策
討論の結果はレポートとして一人ずつ提出する。
13.： エネルギー問題と将来の社会，持続可能な社会に向けて
討論結果の紹介も含めて講義
14.： さまざまな物質の科学
最終レポート提出（初回に問題提示）：
① 日常見られる現象について，小学校 5 年生向けの解説を書く。
② この授業を受講したことによるものの見方，考え方の変容。
15.： おわりに： さまざまな事物の関連。歴史的視点で考える事。
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かります（表 4）。大学受験を考えている高校

表 4 期末試験答案からみる受講による変容記述

2 年生を「想定読者」にして，受講後の変容
を含めて講義の紹介をするという設問から 「想定読者」を
キーワードを拾ったものです。熱とエネルギ

考える効果

ーに関する内容よりも，
「想定読者」を意識し
た執筆効果，考え方の変容，実験やわかりや 考え方の変容
すい説明の効果，グループワークの効果など
など「ものの見方，考え方，学び方」に関す
るものが圧倒的に多かったのが印象的です。

実験や説明の
効果

「工業と技術者」[19]「システム創造思考
法」[20]の授業を開設したのもエネルギー環 グループワーク
境教育拠点大学の成果を取り入れたもので

その他

す。
「工業と技術者」は物理工学科の学生が技

想定読者を意識した説明による学習効
21
果・物の見方の変容
相手に応じた説明の必要性の認識・執
27
筆スキルの向上
他人への配慮の認識
12
考えることや原理や仕組みを理解する
11
ことの面白さの認識・疑問の連鎖
多面的に考えられるようになった・多面
5
的な考えの必要性を知った
つながりをもって理解することや理解を
22
目指した学びの大切さの認識や実践
物理・化学現象とその応用の理解や関
15
心の増進
グループワークで自由な発言と自由な
発想をすることにより，創造的に議論で 6
きることを知った
その他
27
*右列の数字は人数。受験者数 69 名。

術者として生きていくための指針を与える内容のもので，環境問題，安全衛生，技術者倫理の問
題を含む内容を討論を交えて学んで行く科目です。
「システム創造思考法」は将来を見据えた社会
的な課題に対する解決案を半年間かけて，グループで討論しながら提案するものです。いずれも，
拠点大学の「職際的コミュニュケーションギャップの研究」で修得したワークデザイン[15,16,17]
とよばれる手法を用いています。ワークデザインという手法は，
「目的展開」とよばれる手法を用
いて，解決目標を目的と手段と取り違えることなく設定してのち，解決システムを設計・構築す
る手法です。
以上の教育実践の発展形として，平成 28 年度から大学の組織改革にともない，導入科目として
の，「大学教育入門セミナー」（後半 9 回），「科学技術と倫理」を担当しています。いずれも工学
部 1 年生（定員 525 人）全員必修のものです。これらは，主に「技術者倫理教育」
「キャリア教育」
を含む「ものの見方・考え方・学び方」を身につけてもらうものです。技術者倫理教育を行うの
は，技術者教育で求められているからです[26]。その中でもこれまでのエネルギー環境教育の実践
成果を取り入れて行くように考えています。
キャリア教育を担当する中で，
「自分自身の棚卸しと将来のシナリオづくり」の大切さを認識す
るようになりました。
「自分自身の棚卸し」とは，自分自身の過去を振り返り，マイナスと思われ
ることも含めて意味付けすることによって，これからの人生をどのように生きいてくかを考える
ことです。持続可能な社会の構築についても同様の考え方が適用できるのではないかと考えてい
ます。
将来の社会を考える時にも同様な考え方が使えると思っています。
「自分自身の棚卸し」に対応
するのは，現在の視点で歴史を意味づけしていくことだと思います。現在の社会システムのなり
たちをそれぞれの国の歴史・環境などを考えながら，意味付けをしていくのです。それを踏まえ
て，将来の社会に対するシナリオを作ってく必要があるのではないかと考えています。さらに，
倫理を世の中の人々がより良く生きていくための「人間環境」「社会環境」「自然環境」づくりと
捉える観点で授業の設計を行なっています。さらに，予習，討論を含む「アクティブラーニング」
として，
「ものの見方，考え方，学び方」を学生一人ひとりが自分なりに構築する基礎としたいと
考えています。
6 大学院 PBL での実践
筆者の指導する教員志望の大学院生が二酸化炭素が風船を透過することをサブテーマとして研
究しています（図 108，実験 27）。既に途中経過をエネルギー環境教育学会で発表しました[9]。
二酸化炭素の分離の観点の教材，SSH などの探究課題として面白いので，PBL（Project Based
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Learning）の授業としてさらに研究を進めたいと考えています。きっかけは，6.1 節でも述べたよ
うに NPO 法人の実験科学教室での実践した時に気づいたことです。
このテーマを学生に与えたのは，やる気と能力がある学生がたまたまいたからです。通常は，
筆者の研究室の学生にはメインテーマに専念してもらっています。私は正直言って，
「できる学生」
を体系的に育てようとは思っていません。一般論として教育方法を考えるのは「普通の学生」で
す。普通の学生の中には与えられた範囲でよくできる学生（所謂「成績優秀」な学生）もいます。
私の考える「できる学生」はそのような「成績優秀な学生」とはちがい，ある意味で「規格外」の
人間だと考えています。このような学生に対しては，ケースバイケースで考えるしかないと思っ
ているのです。そのようなできる学生に対して考えられるのは，
「放っておき勝手にやらせる」
（原
則これ!! 少なくともこれができる学生を「できる学生」と思っています），「何らかの活動の場を
与える」
（できる範囲で無理なく），
「頼りにする」
（但し課題に押し付けて潰さないように!!）など
が考えられます。時には，
「できる学生」の中にメンタル面での個人指導・相談や学習についても
特別な指導が必要な人がいるかも知れません。授業につまずいたり，テストで白紙答案を書いた
学生など個別指導していると，人並み以上に深い考えを持っていたり，思考力が優れているけれ
ども極端にこだわりが強いために，与えられて時間内に解答でない学生もいることに気づきまし
た。さらに，他人が興味を持たないことに興味を持っていて興味深い学生もいます。その一方で，
そのような学生は自分のペースで取り組まないとうまくできないことが多いのです。そうすると，
通常の学校教育のやり方についていけません。事実，中等教育で苦労した学生もいます。このよ
うな学生はカウンセラーと連携しながら助言することがありますが，もっと体系的にそのような
学生の特性を伸ばすことが創造性をもった人材育成に必要ではないかと感じています。しかし，
具体的な方法を整理・提案するまでには至っていません。
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第 4 章 実践のポイントに対する考え方
これまで，開発した教材の例と実践の流れを述べてきましたが，その実践や教材開発に関する
考え方を述べることにします。一般性があるかどうか分かりませんが，考え方を述べることは共
感するにしても，異論・違和感があるにせよ何らが読者の実践の何らかのヒントになればと思い
書いてみました。
1 エネルギー環境教育を始めたきっかけと想い
先にも述べましたが，エネルギー環境教育に関わったのは，福井大学教育地域学部の伊佐教授
からエネルギー環境教育拠点大学のメンバーに誘われたのがきっかけです。私自身重要でかつ取
り組んでみたいと考えていました。
「エネルギー環境教育」に携わることは，理科のみの教育では
なく，社会科，生活科，家庭科，技術科などを合わせた教科横断型の教育を進めるきっかけにな
るのではないかと考えたからです。私にとって，
「エネルギー環境教育」は，そのような考えの教
育の手段であって，それ自体の内容を教育することが目的ではないと考えています。
私は当時，きわめて視野が狭く，自分自身が授業を担当している熱力学などはエネルギー環境
教育とは関係なく，単にエネルギー環境教育の基礎になる要素にすぎないものと思っていました
（ある意味で，学習する上で，日本語ができることが当たり前のように，前提知識として当たり前のも
のと思っていたのかもしれません）。当時の「エネルギー環境教育」に対する私のイメージは，
「歴

史的視点，資源・地形などを含む地理的な視点，を踏まえ現状を理解するとともに，未来の社会
を作っていくための学問領域を横断した，柔軟な視点と発想力を身に付けるもの」というもので
した。そのような実践ができるものと期待してメンバーに加わったのです。その想いは今も変わ
りませんが，実際の実践事例を聞くと，個別の知識を与えるようなものが多い現状との間にギャ
ップを感じました。学問的にその課題を追求するのも 1 つの方法かもしれません。しかし，筆者
の専門ではないので，一人の大学教師としてどのような実践事例が作れるのか試行錯誤していく
しかないと考えています。
もともと学校教育に興味を持っていましたが，実験科学教室を始めたのがきっかけで様々な活
動をするようになりました。もともとは，児童生徒などを啓発するという気持よりも，学校の先
生から教え方や児童への関わり方を学びたいというのが動機でした。教育というのは，幼児・児
童・生徒・学生が 20 年後，30 年後，40 年後，50 年後にどのように生きていくかを考えながらお
こなって行くことが大切だと考えていまです。そのための力をつけるきっかけづくりが大切だと
思っています。彼ら自身を教育することができるのは，彼ら自身だと思っています。教師はその
ためのヒントをほんの少し与えるにすぎないと考えています。様々な試みをしてきたのは，その
ための力を得るための手がかりを得たいからでした。相手に何かを生きていくための力やヒント
を与えることは結果としてあるでしょうが，それを主目的とは考えていません。むしろ自分自身
が，試行錯誤しながら学んでいくなかで，結果として「作用反作用の法則」のような形で何か相
手のためになることができているかも知れないとは思っています。
2 啓発活動を通じた工夫と思考
2.1 知識のつながりをつけることの重要性の認識
1) 「知ってることの仲間づくり」の大切さ
様々な教育・啓発活動をしていく中で，当初から共通して意識して来たのは，
「ストーリー性を
もった説明」です。社会人も含めて，多くの人が物事を「バラバラな知識」として得ている人が
多いように感じます。一方，私自身は，個々の知識をつなげていくのが学びだと考えています。
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大学教員になった当初，それを「知識のネットワーク」とひそかによんでいました[27]。私自身概
念に対するイメージがないうちは言葉をなかなか覚えられませんが，だんだん内容がわかってく
ると，少しずつそれまで知っていたことと絡んで言葉も覚えられ，これまで知っていることの間
にもつながりもでてくるのです。それが私自身の体験に基づく学習に対する感覚でした。学ぶと
いうのはちょうど「綿菓子」を作る時のようなイメージです。綿菓子が割り箸に絡んでいない時
には割り箸に巻き付きにくいものです。しかし，だんだん巻き付いていくと，巻きつきやすくな
ってきます。
「学習」と綿菓子との違いは，綿菓子は表面に絡むのではなく，学習では知識全体の
どこかと（すなわち綿菓子の内部とも）絡むことです。したがって，こりを「高次元綿菓子」とよ
ぶこともあります。このようなイメージで学習を考えていたので，知識を得るには知識が必要だ
と感じていました。何も知らないところから覚えられるという人がいるということを想像できま
せんでした。学習における綿菓子づくりが「知識のネットワーク」構築ということを考えていま
した。最近はそれを「知ってることの仲間づくり」とよぶことにしています。このような知識の
ネットワークというイメージは，学習とともにニューラルネットワークが生長していくというこ
とを考えると，ある意味で極めて自然なイメージではないかと思います。
振り返ってこれまでの実践を整理してみると，筆者がこれまでの試行錯誤しながらやってきた
エネルギーに関する実践活動は，啓発活動というよりも私自身の頭の中での「知ってることの仲
間づくり」になっていることに気づきました。
このような過去を振り返って整理することを最近「自分自身の棚卸し」とよぶようにしました。
もちろん，自分の失敗・成功を含めた体験なども「棚卸し」の対象ですが，知識も棚卸しの対象
となります。このような振り返り方法は，キャリア教育での重要なポイントになるものと思って
います。むしろ，キャリア教育を計画設計しているときに思いついた言葉です。
「知ってること」
の中には，
「ヒト」
「モノ」
「コト」が含まれます。そういう意味でも，様々な機会や，人との出会
いが大切だと考えています。別の言葉でいうと「縁」が大切であるということです。
2) 「モノづくり」「コトづくり」「ヒトづくり」
ここで，
「モノ」
「コト」
「ヒト」と書いたのは，これからの世の中を作っていくためには「モノ
づくり」に加えて，「コトづくり」[28]が大切であり，さらに実務に携わりながら「ヒトづくり」
ができる人材が必要であると考えているからです[29]。コトづくりということばは 2005 年頃から
言われだして，最近その重要性が認識されています[28]。しかし，コトづくりは昔からやってきた
ことです。民間テレビ放送をコマーシャル収入で賄うという考えもコトづくりでした。例えば，
ソニーがトランジスタラジオをつくったことによって，それまで家の中で視聴していたラジオを
歩きながら聞くことができるようになりました。そのようなやり方を変えることがコトづくりな
のですソニーのウォークマンは音楽を歩きながら聞くようにしはじめたのもコトづくりのひとつ
です。ソニーやアップル社はある意味でコトづくりを伴うモノづくりで伸びてきた企業です。ス
マートフォンは電話の発展形ではなく，携帯小型多機能機とでもいったものでしょう。
3) 知識のつながりからヒトのつながりへ
最初応用物理学会北陸支部のリフレッシュ理科教室に参加したことで，教育地域科学部の伊佐
先生と出会ったことを手始めに，様々な人たちや機会に出会うことができました。同時に，様々
なことを考える機会をいただきました。
「知識」という言葉にも，知っている人という意味合いも
あると考え，
「知識のネットワーク」という言葉が自然に思い浮かんできました。最近は，「知識
のネットワーク」づくりのことを「知ってることの仲間づくり」といっています。
リフレッシュ理科教室は，小中学校の教員に応用物理学関係の最新の知見を知ってもらった上
で，一緒に児童生徒に対する科学教室を行うのが本来の趣旨でした。そのため，小中学校の先生
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から教え方や児童との関わり方を学べるのではないかと思ったのです。しかし，初日は小中学校
の教育が参加する行事があったため，講習と児童向けの実験教室に来られた先生はちがう方でし
た。結局ボランティアできて頂いたような結果になってしまいました。実際 2 日目に来られた先
生もボランティアにきていると思っていました。その意味では，当初の目的は果たせませんでし
たが，その後イベントや実験教室を依頼されるようになり，様々な試行錯誤ができるきっかけを
いただいたのです。
2.3 啓発活動から得た考え方
1) 児童向け啓発活動からえられた説明の留意点と問題点
当初，自分なりの教材（空気砲）に興味をもって研究していた学生グループがいました。そのた
め，実験教室は，それらの学生にやってもらっていました。私自身が企画して，やって見せてか
ら学生にやらせるという方法でした。本当は学生に企画からやらせれば学生のためになりますが，
自分自身のネタも少なく，経験を積みたかったので，企画準備は自分でおこないました[30]。それ
らの活動の中で，わかったこと，得られたことは次のようなことでした。
(1) 小学校低学年でも，わかり易い言葉，比喩，イラストなどを用いて充分なストーリーをも
った説明をすれば，原理的なことを話しても大丈夫。
(2) ストーリー性をもった話は大人が聞いても，面白いし充分楽しめる。何よりも，児童以上
に保護者が目を輝かせて聞いている。
(3) ストーリー性を持った実験教室を企画する段階で，新しいネタを考案または仕入れなけれ
ばならなくなる。その中で，新しい発想や説明方法も思いついていく。
様々な活動を基本的には楽しんでやっていましたが，難点もありました。
(4) 本務ではないので，準備できる時間が限られている。
(5) 大学院生の時，理論系出身だったので，工作が得意ではない
(6) 予算が限られている。
このような難点は，見方を変えると，学校で理科が苦手で準備の時間のない先生にとって使いや
すい教材群を考えられるということにつながるかと思います。これは，大分後になって教員免許
状更新講習を行うようになって気づいたのです。
2) 「欠けていること」「足りない」ことからえられること
「NPO 法人ふくい科学学園」の実験教室では，理事長の方針で体系的でしっかりしたテキスト
をつくっていました。しっかりしたテキスト作りをすることは，頭の中のリハーサルができると
いうことにつながります。執筆過程で，足りないことや，自分自身が知らなかったこと，わから
なかったことに改めて気づくことも多いのです。その中で自ら考えたり，調べたりしながら足り
ない実験の工夫や説明法の考案をした。その中で，
「時間が無い時の方がいろいろなことに気づく
ことが多い」ことに気がつきました。このような準備を通じて，何かの達成や創造のためには，
「やりたいこと」あるいは「やらなければならないこと」に加えて，
「欠けていること」「足りな
いこと」があるとよいと思うようになりました。私自身の過去を振り返って，
「出向した先の会社
、、、
で『カネ』
『モノ』
『ヒト』がないことに恵まれていたために，大学の力を借りざるを得なくなり，
その結果今の職を得ることができた」と気がついたら学生に対して言っていました。自分で言っ
た何気ない言葉で気がついたことですが，人生や仕事のいろいろな場面で，
「～がないことに恵ま
れていた」
「～が足りないことに恵まれていた」という考え方は生きていく上で有用な考え方では
なでしょうか。
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3) 立場の違う人たちとの交流から得られること
a) 社会人向けの啓発活動から得られたこと
拠点大学の活動に参加してからは，電力会社，行政，教員関係者に知り合いが増えてきました。
その中で，児童向けの実験教室での保護者の反応を見て，児童向けの内容をさらに体系化すれば，
成人向けの題材としても充分成り立つとの感触を得ました。それが，PTA 向けのエネルギー啓発
講座や教員免許状更新講習，さらには本務の大学での授業の工夫や授業の新設につながりました。
さらにそこで得た人のつながりがふくい理数グランプリのアドバイザーや教員研修を頼まれるこ
とにもなりました。その度に，これまでの素材を活かしつつ，ストーリー性をもった説明方法を
工夫していくとともに，説明するために足りない知識や実験教材を少しずつ補っていきました。
それら活動の中で気づいたことは，次のようなものです：
(1) 大人にとってもわかりやすく説明するには，小学校 5 年生程度で中位の成績の児童の知識
と理解力でわかるような説明を心がけること。
(2) そのような説明を考える過程で説明者自身の理解が深まる。
(3) 自分ならどうするかを考えながら学ことが大切。
(1)，(2) をまとめると「初歩的な説明の重要性」ということができます。これについては，実際学
生に体験してもらおうと，共通教養科目「『想定読者』を意識した説明法・自己学習法」を（2011~2014）
開講しました（2015 年からは代わりに「生活の中の熱とエネルギー」開始）[31]。その授業の中
で，学生のレポートやテストの変容記述から，そのような説明法が多くの学生にとっても有効な
学習法だと感じていることがわかりました[32]。
b) 初歩的な説明の重要性
初歩的な説明の重要性を認識するようになったのは，エネルギー環境教育にかかわる以前の 30
代のころの会社での経験にも基づいています。物理系出身なのに化学会社に就職しました。その
ため異分野の人と交流しなければなりませんでした。さらに，入社 2 年後に出向した会社では生
産している材料に対する入門書や解説書が全くといってよいほど無い分野でした。加えて，様々
な教育歴・職歴を持った人に対する説明が必要でした。出向元と違い，一緒に仕事する人の多く
は工業高等学校卒業後数年の若い人でした。さらに，親会社から出向してきた上司は頻繁に交代
しました。クレーム処理などで客先に出向機会も多くありました。そこで，難しい言葉を使わず
に説明する必要がありました。さらに出張が多く，報告書をこまめに書かないと大事なことや細
かいことを忘れてしまうため，何をやっているのかわからなくなってしまうという状況にありま
した。このような経験から，報告書執筆の大切さを身にしみて感じていました。そこで，
「工業と
技術者」や「『想定読者』を意識した説明法・自己学習法」などの大学の授業の中で，相手のレベ
ルにあった説明の大切さとともに，授業の中で企業での報告書の書き方の説明と演習を行なって
います。
c) 自分ならどうするかを考えながら学ぶこと
自分ならどうするかを考えながら学ぶことについては，小学生の頃からある程度意識していま
した。学ぶ時，どのように活用するか，自分の考えとどうちがうかを比較・判断しながら学ぶこ
とです。会社勤務の体験を通じて，その気持を益々強くしました。そのために，教員免許状更新
講習では，講義の最初に試験問題を提示して，自分の授業でどう活用するか，自分ならばこの授
業（講習）をどのように行うかを考えて受講するようなシステムにしました。すなわち，受講内
容を活かした受講者自身の受け持っている児童・生徒に対する授業案作成と，講義に対する意見
をテスト問題とし，講習開始時に問題を提示しています。このようなテストは，受講者だけでは
なく，講習を担当する立場でも，きわめて有効です。テスト答案を通じて，教えられることが多
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くあります。
d) 受講前後の変容記述の有用性
この経験をもとに，本務である大学の授業でも，テスト時に受講前後の変容を文章で書かせる
ようにしました。その結果，こちらでは思いもしない教育効果があることもありました[32]。例え
ば，
「想定読者」を考えさせることは，こちらが意図した説明能力の向上および自分自身の理解を
深める効果だけではなく，人の立場を考えるようになったと記述する学生が多くありました[31]。
「システム創造思考法」
（創造システムデザイン）では，討論は論破するものだと思っている学生
が多く，相手のアイディアに上乗りしてアイディアを出すという考えかを知らなかったという学
生が多いことがわりました[31]。さらに，「討論では発言すると気まずくなると思っていたが，発
言しないと逆にまずいことに気づいた」などの意見もありました。これらは，全く想像していな
かったことなので，とても参考になりました。専門科目の「熱力学」では，数式の変形を論理の
飛びなく，文章を書かせて説明するように指導していますが，
「きちんと書くことによって始めて
論理的に考えることかできた」と述べる学生が複数いました[33]。
このように，変容記述によってこちらが思いもしない効果に気づくことができます。また，筆
者が当たり前と思っていることが多くの学生にとって，当たり前ではないことがわかりました。
「拠点大学」での「職際的コミュニケーションギャップ」の課題に戻りますが，これらの授業
実践と変容記述を整理した結果「コミュニケーション」では，
「相手も同じように考えている」と
いうことを前提にするのではなく，
「相手は違うかもしれない」と考えて，相手は本当にどのよう
に考えているかを様々な手段で知っていくということが大切ではないかと思うようになりました。
同じく学生のテストでの変容記述で，グループ討論の効果で気づいたことがあります。学生のか
なり多くは「討論は相手を論破することだと思っていたが，相手の考えをもとに更に良い案を考
えるということの大切さを知った」
「自分の意見を言うと気まずくなると思っていたが，却って発
言しないことがまずいことに気づいた」
「同じような境遇なので，みんな自分と同じような考えを
持っていると思っていたが，一人ひとり違う考えを持っていることを知った」などの記述が多く
ありました。これらのことを知ることができたのは，これまで行ってきた啓発活動の成果ではな
いかと思っています。
e) 継続的改善の工夫
教員免許状更新講習の受講者は理科以外の教員も多く，小中高の教員が人数的にもバランスよ
く受講しています。担当教科あるいは所持している免許状の教科も様々です。このような様々な
バックグランドを持った先生方が受講するために，すべての人に役に立つにはどのような授業を
したらよいか悩ましい問題です。しかし，少しでもそのような講習に近づけたいと思っています。
そのため，テキストの改訂などを中心に準備に時間かけているのです。すなわち
(1) テキストを見直す過程で，専門的なことや難しいことはできるだけまとめる方向で整理し
ていく。
(2) 実験集を充実させていく。講習で紹介する以外の授業で使える簡単な実験を毎年少しずつ
でも加えていく。
(3) 関連知識や少し専門的なものは「コラム集」で記述する（表 2）。コラム集では理科的なも
のだけではなく，歴史や地理，学習法，トリビアなどもできるだけ記述する。これによって，
教科横断型の知識のネットワークづくりに少しでもつなげたいと思っている。
毎回さける労力や時間は限られているので，毎年少しずつテキスト・実験集，コラム集の内容
を追加・訂正しています。これらを実施することによって，少しずつ自分自身が学んでいくので
す。これは，実施者にとって一種のアクティブラーニングです。別の言葉で言えば，受講者と講
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習に育てられているという感覚です。これらの手法の開発と見直しを通じて，自分自身の学び方
を少しずつ形作っているということもできます。その意味で，筆者もまだまだ発達段階にあるの
です。というよりも，恥ずかしい話ですが，60 年生きてきてようやく自分の学びのタイプが分か
ってきた段階といってもいいでしょう。学び方，取り組み方は人それぞれなので自信を持っては
言えませんが，学校の先生方も自分自身で少しずつ試行錯誤しながら自分なりの学習方法を開発
し，発展させながら自分なりの「アクティブラーニング」の効果を体感することが，これから求
められる能動的学習の指導力を伸ばすことにつながるのではないかと思っています。
3 教材開発のきっかけと発想の原点
3.1 自分なりに納得いくストーリーを持った説明
学校の授業や実験教室で使用できる実験教材が書籍やネットで数多く紹介されています。しか
し，それがどのようなもので，どのように使用するかは書かれていても，どのようなきっかけで，
どのように考案したものかはあまり書かれていません。そこで，考案のきっかけや考え方をでき
るだけ書くことにしました。あくまでも個人的な発想，きっかけ，経緯を書いたため，本当に多
くの読者にとって役に立つのかどうかはわかりません。違和感を持たれる方も多いかもしれませ
ん。また，常に工夫している人にとっては，当たり前で書くまでもないと言われるかもしれませ
ん。しかし，違和感を持たれるかもしれないことや書くまでも無いと思われるかもしれないこと
も含めて書くことによって，実践教材の開発や授業方法を考える参考になればと思ってあえて書
くことにします。違和感を持たれたならば，自分の考えとどこが違うのかを比較し，自分のやり
方の意味付けをする参考にしていただければありがたいと思います。
前にも，述べましたように，科学啓発活動を最初に始めたのは 1997 年の大学開放イベントでし
た。その時から，ストーリー性を持った説明にこだわり続けました。単独で面白い実験をその原
理だけ話しても単に面白いだけで終わってしまうと考えたからです。それに，私自身，ストーリ
ー性がないとイメシージすることも，理解することも，記憶することも困難です。わかったと感
じるのは，自分なりに納得できるストーリーを組み立てることができた時です。そのため，自分
自身が楽しみながらやれるようになります。
3.2 ストーリー性を持った説明の改善の過程
私が最初にストーリー性をもった説明を行ったのは，スライムと高分子の性質の説明を組み合
わせたものでした。スライムは筆者が大学 4 年生だった 1978 年におもちゃとして発売された。大
ねん だんせい

学院に進学したときに，指導教員から粘弾性とよばれる性質を知る教材して紹介されました。そ
れが頭にあったので，児童に作らせて実験させることにしました。作成方法はそのとき調べて初
めて知りました。作製と実験は 20~30 分で終わるので，待っている間に原理などの説明をするこ
とにしました。その中で，スライムの性質と関連しているゴム弾性を説明することにしたのです。
おもり

当初は，太い輪ゴムを連ねたものを用いしまた。おもりも，三角測量用の 錘 を使用しました。こ
のとき，錘の持ち上がりはたしか 2~3 cm 程度でした。参加人数があまりにも多かったため，翌年
は参加者に風船を配り，配った量で参加人数を数えることにしました。その風船を引っ張ってみ
たら，輪ゴムよりも温度変化が大きいことに気づきました。その後は細長風船を使うことにしま
した。おもりも，三角測量用のものから，コーヒーの空きビンに水を満たしたものに変えました。
最終的には水を満たした 500 mL のペットボトルを使うようにしました
ゴムの中では図 4 のように高分子（原子が手をつないで鎖のようになった長い分子）が網目を
作っています。高分子は，鎖状につながったまま暴れまわっています。お湯をかけて温度が高く
なるとどうなるかを理解するために，プラスチックの鎖の片方を手でもって，一方を垂れ下げた
状態で手を横に（水平方向に）幅 10 cm 程度の幅で素早くゆすると，鎖が暴れ回り，垂れ下がっ
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た端は持ち上がります。このことからを用いて原理を説明していきます。ちなみにプラスチック
鎖はポリエチレン（高密度ポリエチレン）という高分子物質からできています。最初は，この実
、
験は縄跳びの縄を床の上に置いてやっていました。しかし，
「高分子鎖」だから，プラスチックと
いう高分子物質でできた鎖を使ったらと思い，やってみました。そうしたら，縄跳びの縄よりは
っきり縮み，演示効果も大きいことがわかったのです。このようにダジャレで考えてみること有
効なことがあります。NPO の児童向けの実験教室で，床の上でやっていたら，NPO の理事長に吊
るしてやってみたらどうなるのかと質問されました。やったことがなかったので，その場とやっ
てみました。そうしたら，この方が見せるのにも便利だし，実感がわくことがわかりました。そ
れ以降，手でつるしてやってみるようになったのです。一人でやっていると気が付かないことも，
実演しているときに指摘されたり，質問されたりしたことがきっかけで改良することがよくある
のです。
このように，実験教室の数を重ねるにつれて，わずかでも良いから，説明法，実験ネタなどを
考えたり，仕入れたりしてきました。毎回ほんの少しでよいから，より簡単に，よりわかりやす
く，より易しく説明することを心がけてきました。工夫する過程で，新たな気付きや自分自身の
理解の深化を実感しています。とにかく，自分自身が「アクティブラーニング」しているような
感じでやっています。自分自身がわかりたいという気持ちが大切なのです。言葉を知っただけで
わかったような気になることもありますが，さらに考えていくといろいろな分からないことが増
えてきます。その一方で，いろいろなことがらがつながってくるのです。まさに「知ってること
の仲間づくり」をしていることを強く感じます。この時，まず大切なのは，先にも述べたように，
自分自身がわかりたいという気持です。何か欠けているものがあると補いたくなるでしょう。そ
こで，欠けていることを自分で考えたり，調べて確認したりしながら，
「しってることの仲間」を
広げていくのです。
3.3 教えあそび
私は自分なりに考えてみてから，確認することが多くあります。自分の考えが正しいことがわ
かれば，自分が答えを見出す力の確認ができます。そのような行為を繰り返していくことが大切
だと思っています。このようなことを小学生の時から無意識担ってきました。教員免許状更新講
習で，毎年少しずつスライドに詳しい説明を入れていったのも，トリビアや発展内容，関連内容
などを書いたコラム集を書いたのも，自分自身の「しってることの仲間づくり」の一貫としてや
っています。他人に学んでもらうためには，自分自身が学んでいくとともに，学ぶことを楽しん
いでいくことも大切ではないかと思っています。このような「説明することを通じた学び」や「書
くことを通じた学び」に対して最近「教えあそび」という言葉を思いつきました。
、、
私自身，幸い小学校から物分りが悪く，聞いただけでは理解できませんでした。そのため，教
わった内容を常に言い直さなければわからなかったのです。わからないとなかなか記憶ができな
いのです。まず，記憶してから考えるという人もいるようですが，私は考えたり，言い直したり
の作業をしないと記憶も理解もできないのです。そこで，物分りの悪いもう一人の自分に言い聞
かせながら，理解していました。大学生になると，学んだことを後輩などに教えたり，大学で習
ったばかりのことを家庭教師で高校生に自分なりに高校生レベルでわかるように言い換えて話し
たりして理解するようにしました。まさに，「教えあそび」をしていたのです。
話すだけではなく，わかりやすい説明文を書くことも「教えあそび」になると考えています。
会社員の時も，報告書を書いたり，解説文を書いたり，上司・役員・同僚・取引先など関係者への
説明したり，その分野の入門書[34]を執筆したりすることによって自分自身の理解を深めていき
ました。執筆に際しても，高卒で入社数年目のアシスタントに読んでもらい，わからないところ
を質問されながら改善していきました。その人は，普段から仕事で必要なことは事細かに質問し
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てきてくれたので，私自身製品のことについて理解を深めることができました。今から思うと，
会社で給料をもらって仕事をしながら「教えあそび」をしていたのです。
3.4 「想定読者」を意識した説明
書くことについては「想定読者」という，わかってほしい人をイメージしながら書くように学
生に言っています。最近アクティブラーニングの必要性が言われていますが，その一つは「教え
あそび」をするようになることだと思います。
「教えあそび」とその効果は様々な場面でみられま
す。幼児は，オウム返しのように言葉を発して言葉を覚えていきます。
「オタク」は聞いている人
がどう思おうとお構いなしに自分の興味あることを話しています。おそらく，話すだけではなく
頭のなかで暇さえあれば，それに関することを考える「考えあそび」をしているのでしょう。病
院では，年配の入院患者が「病気自慢」といわれるように，症状，治療法，薬について話をしてい
ます。関心があるから，常に意識して，それを考えるために年齢に関係なくよく記憶できるので
しょう[27]。これらは，知識を得るための「教えあそび」の効果の実例です。
3.5 「欠けているモノ・コト」「足りないモノ・コト」の大切さ
もう一つ，教育・啓発活動していて気づいた大切なことがあります。何か欠けているモノ・コ
トや足りないモノ・コトがあるとそれを補うことによって得られるものがあるということです。
説明のストーリー，実験ネタなどストーリーを持って構成していくと，何か欠けているものや足
りないものがあることが駆動力になって進んでいくような気がします。私自身の駆動力は，
「時間
がない」
「工作が下手」
「カネがない」
「物分りが悪い」
「短期の記憶ができない」といったような，
普通はマイナスに考えられることです。欠けているもの，足りないものを補って目的を達成させ
ようとする時，大切なのは「知ってることの仲間」を呼び寄せて考えることです。考えるという
よりも「考えあそび」をすると言った方がいいかもしれません。
さらに，失敗，勘違いは創造の先達のような気がします。失敗がノーベル賞につながった人も
大勢います。このような，足りないことを補おうとする「考えあそび」をすることが創造性教育
につながらないでしょうか。特に「破壊的イノベーション」にはそれが必要ではないかと思いま
す。破壊的イノベーションというのは，進歩とは逆に人々に有益な単純なもの，簡単でできてし
まえばとても自然なモノやコトを生み出していくことです。そのためには，上や前だけを目指す
のではなく，右も左も下も後ろも考えることが大切だと思います。何よりも，そのように考える
ことを楽しむことが必要ではないかと思います。
3.6 「考え遊び」を楽しもう
「私は「教えあそび」とともに「考え遊び」が学習の上で大切ではないかと思っています。考
えあそび」といっても，何も難しく考える必要はないと思っています。自分なりに何かを考えれ
ばよいのです。
一つは，学校で習うことについてあらかじる正解を予想しながら授業を聞くのです。本を読ん
で学ぶ時も同様です。さらに，政治のシステムの話や歴史を学ぶときに「自分ならばどうするか」
を考えてみるのです。これらを学習の基本にするのです。さらに，テレビ番組を見る時なども同
様のことをしてみるのです。また，クイズ番組についても同様に自分の考えで答えを当てるよう
に試みます。このような中から，楽しく考える習慣がついてくるものと思います。このようなこ
とを遊びの感覚ですることを「考えあそび」とよんでいます。
とにかく，考えることを遊びにしてみることが大切だと思います。解決する対象を考えるのも
良いのですが，それよりも解決する環境，仕組みを考えるのです。例えば，受験勉強するときに，
教科の内容を考えるのではなく，どうしたら自分が継続して学習ができるか？自分にあった学習
法はどうか？など，自分の性格を考えて長続きする仕組みや，時間割を考えるのです。
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その他に将来なりたい職業などがあったら，その仕事をしていることを想像するだけでもよい
でしょう。さらに，その職業についたつもりになって，身の回りのことを考えることもよいでし
、、、、
ょう。この時，大事なのは「楽しんで考える」ことなのです。楽しんで考えるから「考えあそび」
なのです。だから，他人は何と思おうと自分で楽しいと思うことを考えればよいのです。そのう
ち，考えることが習慣になってきて，いやでも考えだすようになるのではないでしょうか。とに
かく，考えることが習慣になるととても楽しいことに気づきます。金もかからず，場所も問わな
いので考えることは金のかからないとても贅沢な楽しみだと私は思っています。
私自身大学生の頃から，学んで理解するということは，
「人に説明できること」と「どんな幼稚
でもよいから，学んだことを使って考えられること」だと思っていしまた。それを言い換えたの
が，「教えあそび」「考えあそび」です。しかし，レポート指導やテストの採点をしていると全く
違うタイプの人が多いように感じて，一時期混乱してしまいました。それまで，他人がどのよう
に考え，学んでいるか聞いたことも考えたこともありませんでした。
3.7 発想と創造性
「創造性」を育むことをすべての人に求めることはできないかもしれません。人によって物事
の対する処理や思考のタイプちがうからです。大きな創造性はともかく，日常のチョットとした
創造性ならば伸ばすことはできるでしょう。そのひとつの方法として，まずは学んだことを物分
りの悪いもう一人の自分に言い聞かせるように説明する「教えあそび」と学んだことを使ってど
んな幼稚でもよいから使って考えてみる「考えあそび」が有効なのではないかと思っています。
その上で，人に説明するときには，自分ではよく考えて，相手の頭の負担を軽くするように説明
するように心がけることです。これが能動的な学びに繋がるものと思っています。もっとも，教
育では学び手に考えさせることも大切なので，わかりやすい説明，相手に考えさせない説明はほ
どほどにしないといけないでしょう。しかし，相手に興味を持たせる上ではわかりやすい説明も
有効だと思います。ちなみに，私が考える自分ではよく考えて，相手の頭の負担を軽くするよう
な説明というのは，一歩，一歩論理の飛びなく説明することをイメージしていいます。すなわち
相手の頭の負担を軽くするような説明というのは「論理的説明」のことです。論理的説明という
のは，ある意味で考えなくてよい説明ということもできるでしょう。
プラスチックの鎖を高分子鎖になぞらえたように，時にはダジャレも発想につながることがあ
ります。さらに，一つのことを追っていると何も得られないが，複数のことを一度に解決できる
こともあるでしょう。1 石 n（n > 1; n は自然数）鳥（1 石多鳥）を狙うことも有効な時がありま
す。先に述べた，歴史に興味をもったために，暗算が少しはできるようになったのもそのひとつ
の例だと思います。そのために，知識のネットワークを動員することになります。結局学ぶとい
うことを私なりのことばでは「『教えあそび』と『考えあそび』を通じた「知ってることの仲間づ
くり」を楽しみながらする」ことではないかと思っています。発想について，いろいろなことを
言いましたが，1 つの方法にかぎるということではありません。世の中で，
「発想法」とよばれる
ものがたくさん考案されていまするが[16]，何れも「発想整理法」とか「発想誘発法」とよんだ方
がよい内容のものです。発想には，様々な視点でみることと，1 つのやり方に慣れてしまわないよ
うにすることが必要だと感じています。
4 キャリア教育とエネルギー環境教育との関係
4.1 キャリア教育に対する思い：「みらい協育」と「傍楽」
キャリア教育は，中学校から大学まで導入されています。私自身も学部学生，博士号を取得し
た人たち [35]や学士課程の学生のキャリア教育に携わっています。学士過程の学生に対しては，
「みらい協育プログラム」というものを企画・実施しています。キャッチフレーズは「きみと世
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界の“みらい” を創ろう ― 未来を魅来に!!」です。この中には，
「きみ自身のみらいを」という意
味と，「きみ自身が世界の“みらい”をつくる担い手になってほしい」という意味を込めているの
です。その意味で，
「協育」という言葉をあえて使いました。私自身，大学というのは「大学の構
成員」
「社会」が協力として，
「人材」
「知財」
「システム」を協力して作り上げていく「協育機関」
だとおもっているからです。
はた

さらに，昔の人は「はたらく」という言葉は「傍を楽にする」ことすなわち「傍楽」だというこ
とを言いました。この傍楽という意識はとても大切なことだと想います。人は，他人や社会に何
い

らかの寄与をして，その見返りとして「活かされる」ということを言っています。
4.2 様々なつながりの意識とそれに対する感謝の気持ち「おかげさま」の大切さ
キャリア教育に対して，エネルギー環境啓発活動の中から様々なヒントを得ました。その一つ
は先人の苦労や努力に対する感謝の念を持つことです。電力についての説明を考えている時に，
テレビ番組を見ていたら電気も来ていないモンゴルのゲル（モンゴルのテントのような住居）で
暮らしている人が携帯電話を使っていしまた。比較的小さな太陽光パネルで発電して，蓄電池に
一旦充電し，その蓄電池から携帯電話の充電をしていました。子どもはその電気でテレビゲーム
をしていました。電力システム専門の大学教員に聞いたら，最近は発展途上国からの留学生が多
いのですが，彼らの母国で導入する電力システムは多くは太陽光発電だそうです。
これらの話から感じたのは，日本では先人たちが長年かけて，電力網を整備してきたことのあ
りがたさです。電力網があるために，日本では太陽光発電を進めることは現状では現実的ではあ
りません。なぜならば，電力会社へ払う料金よりも高く買い上げてもらって初めて成り立ってい
るからです。しかし，電力網が整備されていない国では，電力網整備や電力網を運営，保守する
人の養成に資金も時間もかかります。そのような国では，太陽光発電を整備することは現実的で
す。個人的には，太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは電力網から切り離して利用
することを考えるのが現実的ではないかと思っている。電力網につなぐと，ロスが大きいからで
す。
この是非はともかく，日本では電力システムが整備されていて，しかも停電がほとんどありま
せん。このことはものすごいことなのです。そのような，システムを整備した先人の努力のたま
ものに感謝しなければいけないと思います。言ってみれば「おかげさま」の気持ちが大切だとい
うことです。
4.3 過去を振り返り将来を考える
電力システム一つにとっても，どのように成り立ってきたのか，それに基づいてどのように将
来どのように発展させていけばよいかについて，日本みたいに長年に亘って電力網が整備されて
きた国と電力網が整備されていない発展途上国では，当然考え方が違ってくるのです。
電力システムに限らす，それぞれの国で，政治，教育，産業のシステムはそれらの成り立ちの
経緯（歴史）を考えながら理解，評価するとともに，これから互いに発展するにはどのように付
き合っていくかを考える必要があります。言い換えると，それぞれの国の歴史的な発展を考慮し
ながら将来を考えていく必要があるということです。今の社会ができるまでに先人が様々努力を
して，人類が少しずつでもよりよい生活が出来るようになってきました。少なくとも，病気で死
亡する割合が減ってきたのは事実です。その反面，新たな問題として人口問題がでてきました。
現在の社会があることについて，先人の努力や不幸な出来事を十分把握することも必要です。そ
のために，各国の歴史の中から，それぞれの国の人たちがどのように生きてきたのか，問題点を
その国の事情に併せてどのように解決してきたのか，その結果，どのような社会システムができ
あがったのかを理解することが大切だと想います。そのような理解にもとづいて，将来どのよう
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な社会を作るのが理想かということを考えていくことが必要ではないでしょうか。
同様の考え方が，キャリア教育にもあてはまるものと思っています。自分自身の過去を振り返
って，自分の過去のエピソードを思い出していくのです。どんな時にどんなことをしたかを考え
て，次に何をしたらよいかを考えるのです。それが，現在の自分にとってどのように役立ってい
るかを考えるのです。できれば，これを楽しみながら「考えあそび」のつもりでやるとよいでし
ょう。これまで，本稿で私自身のエネルギー啓発活動を振り返ってきたが，同様のことを読者自
身の過去に対してしてみるのです。先に述べたようにこれを私は「自分自身の棚卸し」と言って
いるのです。自分自身の棚卸しに基づいて，自分の将来のシナリオを書く。自分自身棚卸しとい
うのは，これまでの自分を振り返って私小説を書くようなものである。その延長で自分の未来の
シナリオを書く。これが，自分のキャリアを考える上で大切です。但し，自分のシナリオによる
芝居は，自分自身も共演者もアドリブだらけです。予想外の登場人物も適当に変わってきていま
、、、、
す。それでも，シナリオをつくり，それを適宜修正しつつ生きていくことが大切です。シナリオ
、、、、、、、、、、、、、
通り行かないことを楽しんでいくのです。
先に述べた将来の社会を考えることも，
「自分自身の棚卸しに基づく将来のシナリオづくり」と
同様なことだと思います。
「自分自身の棚卸し」に代わるものは，歴史です。将来の社会，国際関
係を含めて将来を考えることは，歴史を踏まえて，将来のシナリオを書いていくことではないで
しようか。歴史といっても，絶対的ではありません。様々な解釈や学説があることが普通です。
時代によって，歴史上の人物や出来事に対する評価が変わることもあります。歴史というのは，
将来を考えるための現在と過去との対話だからです。それらの評価についても，自分なりに判断
しつつ，将来のシナリオを書いていくのです。そのようなことをする習慣を持った人を育てるの
が，エネルギー環境教育のひとつのねらいではないかと思っています。このように，自分自身の
キャリア教育と持続可能な社会をめざしたエネルギー環境教育は結局同じ視点で考えることでも
あり，相補的に目的を達成できます。まさに一石多鳥を狙うのです。
4.4 将来の夢をつくること
元に戻りますが，
「自分自身の棚卸しに基づく将来のシナリオづくり」は将来の夢をつくること
だと思います。多くの人にとって，夢や目標をもつのは難しいでしょう。偶然の出会いも大切で
す。夢がない人よりも，夢を強く持った人に意識してほしいと思っていることがあります。夢を
持つことは良いことだと想いますが，夢がかなわなかった時どうするかを知っていることが大切
だと思っています。これは，キャリア教育ではあまり意識されていないように感じます。強く思
えば必ず夢は叶うという人がいます。でも，必ずしもそうならないことが多いでしょう。忘れて
はいけないのは，成功した人の記録は残るが，成功しなかった人の記録は残らないということで
す。そのため，成功した自身の体験でいうとそのような話が広がるのだろうと想います。
筆者は，幼い頃から，両親や親戚，先生など身の回りの人で夢を持ったがかなわなかった人を
大勢みてきました。中には，途中までうまくてっていたけれども，挫折してから働かなくなった
人もいました。そのような人は私にとって，反面教師になりました。そこで，感じた時に思った
のは，夢を持つのは良いことだが，成功しなかった時，どのように生きるかということも同時に
考えることの大切だということでず。その意味で，私自身はすばらしいキャリア教育をご縁のあ
った方々にしていただいたと思っています。
このように夢を追うというときに，ダメだったらどう生きるかを考えておくことも大切ではな
かと思います。ある時は，夢を一次棚上げして，別の道に進み，その中でもできることをできる
範囲でやっていくということも大切ではないかと思います。そのうちチャンスがあれば，それで
よし，なければ今できることをやっていることを「名よりも実をとる」気持で目先の成果よりも
プロセスを大切にしながらやっていくことが大切ではないでしょうか。そうすれば，最初に思い
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描いたものとは違う結果になっても，自分なりの納得が得られる生き方ができるのではないでし
ょうか。プロセスを大切にしながら，ほんのちょっとでも自分で何か工夫をすることを楽しむ気
持が大切ではないかと思います。そのような気持を持ってさえいれば，リスクがある道を夢見て，
すすむこともできるのではないかと思います。同じようなことが持続可能な社会を考える上でも
必要になるのではないかとも思っています。
4.5 軌道修正しながら生きる： 私の場合
私自身も，夢を持ちながら，軌道修正をしつつ生きてきました。小学校低学年の頃から化学者
になりたいと思っていました。化学者がだめならば，何らかの形の技術者の仕事をしたいと思っ
ていました。しかし，諸般の事情で大学は物理に進学しました。しかし，化学に興味があったの
で，大学院では化学に関連する「高分子物理学」を専攻しました。さらに，大学院で博士号取得
後，化学会社に就職しました。大学生のとき，教えあそびが面白くなって，大学の教員になりた
いと思うようになりました。博士課程まで言ったが，大学に就職が難しくなりました。教えるの
が好きだったので，高校の教員になることを考えました。しかし，私立高校では様々な教員がい
たので，40 歳位まで社会勉強のために，会社に就職することにしました。実際は，40 際の時に，
大学教員になりました。
大学教員になれたのは会社に就職してから，小さな関連会社に出向したことがきっかけでした。
そこでは，ヒト，モノ，カネがないことに恵まれ，解決しなければならない難しい課題に恵まれ
ていたために，大学の力を借りることになりまた。そこで，それまで自信がなかった，英語で論
文を書けるようになりました。高校教員を目指したことは叶っていなませんが，教員研修の講師，
SSH のアドバイス，理数グランプリのアドバイザー，教育実習委員会の委員長，理科教育法の担
当などかなり高校教育に近いことができています。まさに，1 石 n 鳥（1 石多鳥）を得たのだと思
います。私の場合はただ単に運がよかったからなんとか夢に近いことができたのです。
博士課程に進学するときに，物理で理論系の研究をやっても，仕事がないという人がいました。
そういう人には，「仕事がなければ土方でもやるよ」と冗談 2 割，本気度 8 割で言っていました。
実際は，理論系で企業に就職できないのは，思い込みにすぎないことがわかりました。
私が会社に就職したら，私の所属する大学院の物理学専攻の理論系の博士課程を出た人が 5 人
ほど企業に就職しました。結局みんな企業に就職できないと思い込んでいたのに過ぎなかったの
です。人を説得するには，自分でやってみせるのが一番の方法であると思うようになりました。
5 考える事を楽しむこととアクティブラーニング
5.1 「教えあそび」と「考えあそび」を通じた「知ってることの仲間づくり」
筆者なりに考える学習方法は，「『教えあそび』と『考えあそび』を通じた『知ってることの仲
間づくり』」が基本です。中学生以降になったら，これらに「『自分自身の棚卸し』に基づく将来
のシナリオづくり」を加えるとよいでしょう。アクティブラーニングについては，いろいろ考え
がありますが，私はまず，「『教えあそび』と『考えあそび』を通じた『知ってることの仲間づく
り』」をすればよいと思っています。
5.2 「考えあそび」の大切さ
このような能動的な学習習慣をつけるのに，遅いということはないと思います。50 歳でも，60
歳でも遅くないでしょう。でも，早く身につけるに越したことはありません。好奇心が強い小学
生時代に身につけたらものすごく強い人生の強み（味方）になると思います。お母さんが子ども
に「勉強しなさい」と言っているのを聞くと「勉強ってどうやったらいいの？」と子どもが思わ
ないのだろうかと疑問に思ってしまいます。私自身，小中学校の時に，勉強しなさいといわれて
61

も，どうしたら良いかわかりませんでした。そのため，小学生の時に，机に向かうことができな
かったのです。机に向かって，何をしたら良いのかがわからなかったのです。ただ，なんとか学
校でついていけたのは，授業を聞きながらいろいろなことを考える「考えあそび」をしていたか
らです。学校の授業で，先生の説明の前に説明を予想して，あっているかどうかを予想していま
した。
意味がわからないものをただ覚えることが私とっては難しく苦痛だったので，考えあそびをす
るしかありませんでした。高いおもちゃを買ってもらえなかったら，どうやったら作れるかを頭
の中で考えていました。でも，そのような「考えあそび」の習慣は社会人になってからものすご
く役に立ちました。特に，誰もわからずそれに関する前例や情報が無いことに取り組む時に役立
ったのです。ただ，この「考えあそび」は中等教育では必ずしも役立ちませんでした。そのため，
数学のテストでは何回か零点をとりました。高校 2 年で受験勉強を始めた時には中学校 2 年の教
科書を読むために辞書を引きまくらないと読めない状態になってしまいました。それから脱出す
ることはできました。ただ，その時考えたのは「『理解しよう』
『覚えよう』
『できるようになろう』
という気持ちを忘れる」ことでした。そのかわりやったことは，自分なりに毎日決まった時間机
に向かい，決まった量の問題をこなすというシステづくりだけでした。休み時間と勉強時間を 1
時間ずつ交互にとって，休み時間何をやるかを考えたことと，勉強時間は毎日決めた量をこなす
ということだけを決めて実行していったのです。
5.3 自分から学ぶ気になるためには
繰り返しになりますが，能動的な学習で大切なのは「教えあそび」です。先に述べたオタクや
病気自慢の年配の人の例からも想像できるように，小学生の頃から「教えあそび」と「考えあそ
び」をすることを通じて「知ってることの仲間づくり」をしていけばいろいろなことが身につく
ものと思います。勉強しなさいというと，学ぶことが嫌になってしまうか，聞きながして何もし
ない子が多いのではないでしょうか。少なくとも私はそうでした。でも，本人が「あそび」のつ
もりになるようにすることができたら，少しずつ学ぶ習慣と学ぶ力がついてくるのではないでし
ょうか。最初は，何でも好きなことでよいと思います。ゲームのことでも，マンガのことでも，
食べ物，スポーツでもなんでもよいのです。それぞれの人が，ちがうことに興味をもって，互い
に「教えあそび」をしていくとよいのではないだろうか。遊びのつもりだったら，そのうち，だ
んだん学ぶことが好きになってくるのではないでしょうか。そのような形で「教えあそび」
「考え
あそび」の授業ができるといいのではないかと思います。一人ひとり違うことを教え合うという
ことは別の効果も期待できるでしょう。私が担当する共通教養教育科目のテストで自己アピール
文を書かせたら，自分は協調性があると書いている者が多かったのです。しかし，ほとんどの学
生は，協調性というのは，人と合わせることができるだけではなく，人と同じように行動できる
と考えていることがわかりました[33]。しかし，社会で必要なのは，別々の特技，異なる個性をも
った人たちが協力する能力・姿勢を強調性だと思っています。そのような意味での協調性を育て
るためには，一人ひとり違うことを教え合う「教えあそび」をすることが有効ではないかと思い
ます。
このような習慣をつけるのに遅いということはないと思います。ただ，
「大学生ができないのは，
高校の教育が悪い」
「高校生ができないのは中学の教育がわるい」
・・・
「うちの会社は人材がいな
いからだめなんだ」「うちは役員が理解がないからだめなんだ」・・・などといった責任を転嫁す
るようなことをいうような人にだけにはなってほしくないと思います。それぞれの立場でできる
ところから始めていき，仕事のプロセスを大切にしてできることを少しずつでいいから一歩一歩
誠実にこなしていくのが，現実的でしかも有効だと思います。
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5.4 思考力をつけるために「慣れないように学ぶ」
思考力といえば，小学校の算数の文章題は極めて有力な教材だと思っています。筆者自身の経
験から解き方のパターンを覚えることなく，自分で解き方を見つけていくことは，とても有効な
思考力訓練になると思っています。小学生の時には，家でほとんど机に向えなかったので，授業
の中で文章題を解いただけですが，中学校での幾何の問題を除くと中学校，高校，大学の数学の
問題を考えるよりもずっと高度の思考力と直感力の訓練を受けたように感じます。その証拠に，
成人の思考力を鍛える目的で，算数の文章題の書物が市販されています[36]。30 代のころ，新聞
の通信教育講座でも同様の目的で算数の文章題の成人向け通信講座が新聞広告にでていたのを記
憶しています。
最近気づいたことがあります。小学生のころから「慣れないように学ぶ」ことを意識していま
した。最近気づいたというのは，それまでそれが自分にとってあまりにも当たり前だと思ってい
たからです。
「慣れないように学ぶ」ということは別の言葉でいうと，解き方に慣れてしまって考
えないで問題が解けてしまわないように意識することです。本音をいうと，単に覚えるのが面倒
で，自分にとって考えた方から楽で楽しいと感じていたからです。このように意識していたもう
一つの理由は，
「新しいものを発見する力をつけるのが学校で学ぶことの目的」だと信じこんでい
たからです。そのため，物事を最初から自分の頭で考える習慣と力を付けなければ学校の勉強は
将来役に立たないと信じこんでいました。そのために良かったのは，人に聞いたりせず，極力自
分の頭で解決しようとしたことです。でも，これも程度問題だと思います。もっと，他人に聞い
たり，他人のやることから学んだりしておけばよかったと反省しています。ようやく 50 代になっ
てそのことを認識するようになりました。その一方，このような偏った考えを持ったことが「生
きる力」や「飯のたね」になったのも確かです。
思考力育成については，国語教育を強化する必要があるのではないかと思っています。国語教
育では読解力育成だけてはなく，読む人の頭の負担を軽くするように論理の飛びなく順序だてて
文章を書いていく訓練を進める必要があるのではないかと思います[33]。私自身は小学校の時の
作文では苦労ししまた。1 時間の授業で自分の名前しか書けないことがほとんどでした。思った
ことを書きなさいといわれても，いろいろなことが頭をめぐりすぎてまとまらなかったのです。
もう少し，学校で考えのまとめ方を教えた方がよいかと思います。そこで，教養の授業の中で文
章を書けない時にどのようにまとめたらよいかを整理して説明講義を行なってみました。その時
の資料は，答案を書けないで行き詰まっていた学生に対する個別指導でも役立ちました。最近，
テレビ番組で年齢に関係なく，脳の成長が見られることを知りました。頭の使い方によって，90
代でも脳の成長がみられた人がいるそうです。逆に 55 歳の男性管理職では，脳の部分のつながり
が減退している例も紹介されていました。慣れてしまうと考えなくなるからだそうです。それを
防ぐ意味でも，
「慣れないように学ぶ」ことは大切であるようです。ひょっとしたら，子どもの頃
から慣れてしまわずに考える習慣をつけていれば，認知症予防にもなるかもしれません。もしそ
うなれば，社会的効果がものすごく大きいと思います。もっとも，これから医療が発達して，認
知症も予防できるようになるかもしれないが，将来予想されるさらなる長寿化社会で活き活きと
生き続けるために有効であるような気がします。
5.5 社会科は考える科目になってほしい
さらに必要なのは，社会科での思考力訓練です。社会科教育はともすれば，無味乾燥な言葉と
その説明の羅列か，特定のイデオロギー教育になりかねません。でも，本当は社会科こそ，思考
力訓練が必要だと思っています。選挙権が 18 歳まで引き下げられました。選挙権を有効に行使す
るためには，自分の頭で社会のことを考え，判断できるようになる必要があります。そのために
は，思考力が必要です。
「批判的思考力」が必要といわれますが，言葉尻をとりえてネガティブに
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批判することと受け取られがちです。本当は，比較検討して，自分なりに精査して，判断するこ
とが批判的思考力であるはずです。論理的な思考についても誤解があります。数学であれば，論
こ う り

こうじゅん

理的に説明できない絶対的な前提があります。
「公理」とか「公 準 」とよばれるものです。人と議
論する時も，どこを出発点として論理を展開しているかを考えなければいけません。出発点が違
うと議論が咬み合いません。建設的な議論のためには，相手の論点をとりあえず否定してみるの
ではなく，良い所を少しでも見つけて，自分との違いや「これは・・・なんですね」とある意味
で，肯定的に自分の考えとの一致点も見ながら，話しを引き出していく思考法も大切だと思いま
す。そのような言葉のやりとのなかから，相手の論点を探っていくことが建設的な議論には必須
でしょう。このような思考法は，創造性をたかめるだけではなく，より良い人間関係をつくる上
でも大切ではないでしょうか。学生も授業の中の討論で，そのようなことの大切さを感じている
ことが期末試験の変容記述からうかがえます[32]。
6 エネルギー環境教育と思考力
エネルギー環境教育を離れて思考力の育成について意見を述べました。私の考えている教育方
法これからの持続可能な社会を作っていく上では，益々必要な能力になってくるのではないかと
思います。「失われた 20 年」という言葉はこれまでの高度成長がいつまでも続くという幻想の中
から生まれた言葉ではないでしょうか。現在の将来歴史的に振り返るとすでに新しい歴史のフェ
ーズに入っているのではないかと思っています。さらに，これからももっともっと変わっていく
ものと思っています。「持続可能な開発（発展）
」という言葉は，経済発展をよしとする価値観に
もとづいているようにも感じます。これからは，経済的発展という目標よりも，
「多くの人々が心
身ともにいきいきと充実して生きていける世の中」を目指していくことが妥当のように思ってい
います。その意味で，Sustainable Development を「持続可能な展開」いう日本語で表現して方がよ
いかもしれません。
これから，本格的な「情報時代」になっていくのではないでしょうか。産業革命以降はある意
味で「エネルギー先導時代」とも言えたのではないでしょうか。今後も人類に取ってエネルギー
は大切であることは変わらないと思います。しかし，これからは本格的な「情報先導時代」に入
、、
っていく過度期にあるのではないだろうか。「情報先導時代」は下手をすると，「情報扇動時代」
ということになりかねません。情報に惑わされないためには，益々自分で判断する力が必要にな
ってくるのではないでしょうか。その中で，受けた情報うまく判断をし，うまく情報発信をして
いくことが将来多くの人々が心身ともにいきいきと充実して生きていける世の中をつくるために
必要ではないでしょうか。考える力は，当然個人差があります。全ての人が思考力を同じように
つけることはできないし，その必要もないと思っています。しかし，思考力の重要さを認識する
ことにより，そのような能力の高い人の力を借りたり，そのような人を育てたりすることは大切
であると思っています。ただし，情報に扇動されないだけの知恵は必要だと思います。
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