
平成 30年度 現職研修奨励事業研修報告書

1 研究主題  「理科の授業における ICTコ ンテンツの活用についての一考察」

2 研究の 目的

子 どもたちの 日常体験が少なくなる中で、 自然科学を学ぶ上で身近な環境
の変化や 自然現象についての理解 に経験や体験の度合いが大 きく関わってい

る。 このことが生徒の意欲や理解 に差をつ くる要因の一つになっていると考
えられ るので、この差を埋 めるために ICTを 効果的に利用す る手だてを考
えて授業を行い、同時に子 どもの興味を引き出す実物教材 0教具の開発 も含め、

授業改善へ繋げることで学力向上を図ろ うと考えた。

3 研究の実際
ICTの 活用を研究のテーマにしているが、実物に触れ させ るたいせつ さを

否定するわけでは無 く、可能なところは実物に触れ させ る事で興味や学習意欲
へ繋げたい。そこで、生徒の意欲が高まつた事例を紹介す る。

① BTB溶 液の代わ りにムラサキキャベツの煮汁を使 う
最近の生徒は、 「紅茶にレモンを入れると色が薄 くなる」など、 日常体験を通
して学んで欲 しい身近な自然現象に、気づかないまま、あるいは体験 しないま

ま中学校に入学 して来ること多い。そこで、水素イオン指数 (pH)に よって色
が変わるアン トシアニン系の色素を含んだ野菜の汁を BTB溶液や フェノール

フタレンの代わ りに実験に用いた
3年の教科書 (啓林館)には、 「身のまわ りにあるもので指示薬をつ くって

みよう」 とい うテーマで、マローブルー (ハ ーブティ)やムラサキキャベツの

汁が、指示薬 として利用できることが掲載 されているので、アン トシアニン系
の色素を、ムラサキキャベツを用いて取 り出すこととした。
(1)ム ラサキキャベツの指示薬 (Red Cabbage pH Indicator)の 作成
ムラサキキャベツは、赤キャベツとも言われ、通年販売 されている。

私は、タイ ミング良く 1玉 200円 ほどで手に入れることができた。

液の抽出であるが、アル コールで抽出する方法や、煮出す方法があるが、手で

適当にちぎった葉を凍 らせて、ブ レンダーに掛けて細かくし、布 巾で絞った。

抽出した汁は、使用 しない物はポ リ滴 ビンに小分けし、冷凍保存 した。
煮 出す方法では、抽出した液が薄 くなるので、指示薬 として使用 した祭の呈

色が薄 くなる。凍 らせて、細胞を壊 しそのまま絞る方法では、濃い液が抽出で

きるので、呈色が濃 く、発色がきれいなので生徒の反応が良く、関心が高まる
と考える。

(2)ム ラサキキャベツ指示薬の使用
3年の酸 とアルカ リを混ぜたときの変化で、教科書では、BTB液 を入れた塩

酸に水酸化ナ トリウムを加 えて変化を見せているが、ムラサキキャベツ液を用
いて、試験管の中に虹をつ くらせ ることで、生徒の興味関心を高めることがで

きる。
以下に手順を示す。
□ 試験管に無水の炭酸ナ トリウムを薬餌の小 さい方で一 さじ入れ る。
ロ ムラサキキャベツ液を 3cm3加 え、良く振る。
□ l mo1/L の塩酸 (約 12倍に希釈)を ピペ ッ トで 5滴静かに液面に加 え

る。
日 竹串等、細い棒で、そこから試験管の内壁を回 しなが らワ|き 上げ、試験管

内に pHの 勾配をつ くる。底の緑色か ら上部は赤色になだらかに変化。
□ 別の試験管に l mo1/L の水酸化ナ トリウム水溶液 (4gに水を加 えて

100mlにする)を l mlと り、ムラサキキャベツ液を数滴加 えて黄色にする。

⑥ ⑤の液を駒込 ピペ ッ トでとり、□ の試験簡の底に静かに加 える。



②

左か ら2番 目の試験管が虹をつ くったもの。

視覚的に楽 しむ、電磁誘導現象
立てて持つた銅のパイプの中に、内径 より少 し小 さな円形の磁石 (ア ル

ニコ磁石など磁力の強い物)を入れ落 とす と、まるで宇宙遊泳のように静
かに磁石が落ちてい く。当然鉄のパイプでは張 り付いて しま うが、銅や、
アル ミなど、磁石が付かない金属の場合、電気伝導度の高い金属ほどゆつ

くりと落ちて行 く。
これは、磁場が変化 した ときに、導体内に電流が発生 し、その電流によ

って磁場が発生す現象 (渦電流)で、磁石はこの磁場に反発するためにゆ
つ くりと落ちてい くことになる。生徒に詳 しい説明をしても混乱を招 く
が、 2年次に学習する電磁誘導や、誘導電流を学ぶ祭の導入に見せ、生徒
の興味を高めることができる。

視覚的に浮力を考える 「ボー リングの玉」
ボーイングの玉は、体積はどれ も同じであるが重 さはそれぞれ異なって

いる。 (指 を入れ る穴の大きさがそれぞれ異なっているが、それについて

は考慮 していない。)概ね 12ポン ドの玉 と13ポ ン ドの間で密度が水 と

同じになる′点が存在するようで、これを堺に水に浮 く、水に沈む、の差が

生まれる。生徒に実際の玉を持たせると、多 くの生徒が両方沈む と考える
ので、やって見せて、考えるきつかけを作っている。
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iPadと Apple TVを 用いた実物投影
iPadで 、机間指導を行いなが ら、生徒の意見 (ノ ー ト)や作品等を撮影

し、ApplcTVを 経由して、プロジェクタや大型テ レビで表示する。ホワイ
トボー ドに投影 した場合、電子黒板のような手順 も必要 とせずに、直接書
き込みができる。

タブ レットを用いた運動の記録
iPadは 動画撮影にも有用なツールである。例えば、前転や倒立、走 り幅

跳びなど、一連の動作をコマ送 りで見せ ることで、自分 と他の人の動きを

客観的に確認できる。それによって、どこをどう改善するかを視覚的に確
認でき、学びが深まると考える。

理科に於いては、運動のようすを動画で記録 し、コマ送 りすることで、
記録タイマーを用いた実験 と併用することで、学びが深まる。落下や、振
り子運動など、簡単で効果が期待できる。①の Apple TVを 用いた提示が

簡単で効果が大きい。

自作デジタル教科書の作成 と利用

教科書や、資料集など教師も生徒 も全員が自分の物 として持つている環
境に於いては、著作権者に極端な不利益を生 じさせないことか ら、著作権
35条の範囲で、複製が可能である。これを、利用 して教科書や資料集を
裁断 してスキャナで読み取ることで簡単にデジタル化が可能である。本校
の場合は、事務室のコピー機が、「ドキュメン トシー トフィーダー搭載の
スキャナ」としての機能を有 しているため、裁断機でバラバラにしたもの

を読み取 り簡易的なデジタル教科書 として使用できる。
教科書の絵や図など、見せたい場所を拡大 して提示することで、同じも

のに視点を集 めさせ ることができ、どこを見ればいいのか、どこに注 目す
ればいいかなど、説明が徹底でき、その分生徒の考える時間、話 し合 う時
間を確保できる。既に、利用 している学校 も多い と思 うが、ICTの 活用の

入 口として、準備 も簡単で高かも高いのでおすすめしたい。
※ 本校の場合、事務室のスキャナ機能は、設定が必要であつたので他校でも同様であ
ることが予想される。また、スキャナとして利用した場合、課金されないことも確認す
る必要がある。

オーバーヘ ッ ドカメラの活用
オーバーヘ ッ ドカメラは、非常に有用性

が高い と考える。特に図書館 な どで借 りた

図鑑 を、生徒に紹介する場合は、著作権を気
にす る必要が無いことや、メスシ リンダー

や、バネはか りの値の読み方など、実際のメ
モ リを大きく映 し、またその画面に書き込
む事で生徒の興味や理解 を高める事ができ
る。また、A3の 用紙 に班でま とめたもの

を、クラスで共有する際にも活躍 した。
残念なが ら本校には、適 した物が無かった

ので、ELMO社 製の L-12(み えるもん )

とCRA-1(か けるもん)を購入 した。H
DMIで 高画質出力ができることと、コンピ
ュータを使わずにワイヤ レスタブ レットで、
画面に書き込める点が利点である。
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