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理科研修班 個人研究テーマ

知的好奇心を喚起する授業づくりの研究
－科学的な見方や考え方を育むサイエンスマジックの導入－

研究主事 金 城 靖 信

Ⅰ テーマ設定の理由
理科教師は常に、観察、実験を中心とした授業を推進し、児童生徒の知的好奇心や探究心を喚起し、自

ら学ぶ意欲を高め主体的に学習しようとする態度、科学的に探究する能力と態度を育成しなければならな

い。小学校学習指導要領解説理科編の「第１章 総説 ２ 理科改訂の趣旨 (1) 理科の改善の基本方針及び

具体的事項」の中に小学校、中学校、高等学校を通じた理科の改善について「児童生徒が知的好奇心や探

究心をもって，自然に親しみ，目的意識をもった観察・実験を行うことにより，科学的に調べる能力や態

度を育てるとともに，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着，科学的な思考力や表現力の育成，科学

的な体験の一層の充実，理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせ，科学への関心を高める

こと」が柱になるとあり、児童生徒に学習への興味・関心を高め、実感を伴った理解を図りながら自ら学

ぶ意欲を育成することが重要とある。そこで、身のまわりで起こっている現象や身近にある材料を使い、

簡単・手軽にできるサイエンスマジックを用いることにより、理科に対する興味・関心を喚起し、実感を

伴った理解を図りながら科学的な見方や考え方を養い、基礎・基本の定着にも繋がると考える。

現在はＣＧ技術の発達に伴って、児童生徒はテレビやインターネット等で不可能を可能にするような映

像を目にしている。それらは画面の中の出来事で「仮想の現実」であり、実際に彼らの目の前で起こって

いる現象ではない為、「なぜ」という探究心を呼び起こし心を揺さぶるものとは思えない。理科の授業に

おいてもＩＣＴ等を活用し、簡単な現象や実験を映像によって見せることが多くなっている。映像による

実験は手軽であり、失敗することがないので大変良い教材ではあるが、児童生徒への実体験に繋がらない

ため、体験活動を取り入れた授業の工夫が必要だと考える。

サイエンスマジックとは、教室内という限られた空間の中でごく短い時間に起こせる科学的現象であり、

実現不可能なことが目の前で起きているかのように見せかけるショーのことで、見ている人に「不思議」

だという感情を抱かせるものと捉えている。ある予測できなかった現象を見るとき、そこには科学的プロ

セスを発見するのに有効な視点があり、サイエンスマジックを見せられた生徒達がその視点を獲得できれ

ば、その現象の「タネ(しくみ)」のはたらきやその現象のもととなった「タネ(しくみ)」から学んだ知識

は、さらに応用、発展できると思われる。サイエンスマジックはきわめて当然な現象であったり、事実で

あったりするが、その原因やプロセスの一部が隠されていることによって「不思議」に思えるというもの

であり、実験後にその「タネ(しくみ)」明かしの説明が加えられ、「不思議」が「納得」に変わり、知的

好奇心が満たされるものなのである。サイエンスマジックを理科の授業に位置づけて、生徒達の既成概念

を揺さぶり、「なぜだろう」という疑問とともに興味・関心を引きつけ、科学的な見方や考え方が育ち、

知的好奇心を喚起する授業づくりができるのではないかと考える。

以上のことを踏まえ、サイエンスマジックのおもしろさを科学する楽しさに変え、生徒達とのコミュニ

ケーションツールとしての役割だけでなく、わかる授業の一助になることを目指し、授業で使用すること

により知的好奇心を喚起し実感を伴った理解を図りながら、科学的な見方や考え方の育成に役立つのでは

ないかと考え、本テーマを設定した。

Ⅱ 研究目標
小学校、中学校及び高等学校の理科(物理分野)の単元に関連づけたサイエンスマジックについて、使用

する材料や効果的な演じ方、しくみや原理の実験解説書を作成し活用してもらう。

Ⅲ 研究の方針
１ 表１の系統表に関連づけた、サイエンスマジックに関する各種資料や実験の収集と整理を行う。

２ これまで行った演示実験や生徒実験、製作した教材･教具の写真や動画等をデータ化し、冊子及び

ＤＶＤにまとめる。
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表１ 小・中・高 理科(物理分野)の学習内容系統表

内容 力・運動 電磁気(ｴﾈﾙｷﾞｰ) 熱 光･音(波)
風やゴムのはたらき 電気の通り道 光の性質

３
・風の働き 磁石の性質 ・光の反射･集光

年
・ゴムの働き ・光の当て方明るさ暖かさ

空気と水の性質 電気の働き 金属,水,空気の温度
４
・空気の圧縮 ・乾電池の数とつなぎ方 ・水の三態変化

小
年
・水の圧縮 ・光電池の働き

学 振り子の運動 電流の働き

校
５
・振り子の運動 ・鉄心の磁化･極の変化

年
・電磁石の強さ

てこの規則性 電気の利用

６ ・てこのつり合いと重さ ・発電･蓄電

年 ・てこの規則性と利用 ・電気の変換

・電気による発熱

力と圧力 状態変化 光と音

１ ・力のはたらき ・状態変化と熱 ・光の反射･屈折

年 ・圧力 ・物質の融点と沸点 ・凸レンズの働き

・音の性質

中 電流の性質

学
２

静電気と電流

校
年

電流と磁界

運動の規則性 いろいろなエネルギー
３
力の規則性 ・さまざまなエネルギーとその変換

年
力学的エネルギー ・エネルギー資源･放射線

高 物 運動の表し方 電気 熱 波

等 理 様々な力とその働き ・物質と電気抵抗 ・熱と温度 ・波の性質

学 基 力学的エネルギー ・電気の利用 ・熱の利用 ・音と振動

校 礎 エネルギーとその利用

Ⅳ 研究計画
月 計画

５ 個人・共同研究テーマ検討会

６ サイエンスマジックの各種資料の収集とリストアップ及び動画の制作

７

８

９

10 個人・共同研究中間検討会

11 サイエンスマジックの各種資料の収集及び動画の制作（ＤＶＤ作成）

12

１ 個人・共同研究まとめ

２ 個人・共同研究報告会

Ⅴ 研究内容
児童･生徒が理科の実験に興味を持ち、実験･実習することが好きであることは、これまでの理科系研究

発表報告や実践例から明らかである。そこで理科の授業において、楽しく思考し知識を深めながら積極的

に参加できるように、毎時間実験を行うための手助けになる研究に取り組む。特に新しい単元や法則、本

時の学習の出会いの場である導入時に、児童･生徒の興味関心が引けるよう、理科(主に物理領域を中心と

した)の全単元で活用できるリストや演示方の工夫、教材教具製作のポイント等をわかりやすく解説する。

それを「実験解説書」の形でまとめ実験動画をＤＶＤに収録し、多くの教師が活用できる研究に取り組む。

１ サイエンスマジック実践例

(1)スプーン曲げ

①現象(原理)：金属製スプーンを曲げる。（てこの原理）

②分野：小学校６年→てこの規則性、中学校１年→力のはたらき、高校物理基礎→さまざまな力

※小学校低学年からでも演示可能。
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③時間：単元導入時(１分)、解説及び生徒実験時(20分)

④準備：スプーン

⑤手順：ｱ)スプーンの頭の丸みのある方を自分に向け、スプーンの柄の端を左手小指のつけ根に挟み

込むように握る（図１、図２）。スプーンの柄の下の方を持つことを意識する。てこの原

理を使って曲げている為、スプーンの柄の端をしっかり固定しないとなかなか曲がらない

ので注意する。

ｲ)スプーンを握った左手を胸から20～30cm離したところに持ってゆき、右手の人差し指と中

指の二本でスプーンの頭を上から押さえる（図３）。

ｳ)息を吐きながら、力を込めて右手は手前に左手は前に突き出すように一気に曲げる（図４）。

図１ 図２ 図３ 図４

⑥解説：「てこの原理」を利用して曲げるので、大きめのスプーンの方がまげやすい。簡単に曲げる

には、柄の端(力点)をしっかり小指のつけ根に固定する。スプーンに添えた右手の二本の指(作

用点)は、しっかり押さえていればさほど動かさなくても簡単に曲がる。右手は押さえるだけ、

左手小指の付け根で曲げるイメージを持とう。高校物理では「力のモーメント」で説明できる。

⑦演示：「超能力といえば？」と問いかけ、スプーンをちらつかせながら児童生徒の反応を待つ。「そ

う、スプーン曲げですよね。」と言ってスプーンを取り出し、普通のスプーンであることを確

かめてもらう。スプーンの真ん中(重心)あたりを持って軽く揺すると柔らかくなったように見

える。スプーンを揺すりながら「だんだん柔らかくなってきました。」と言った後に、上記の

手順通りに演技を行いスプーンを曲げる。「これは本当に超能力だと思いますか？」と聞き、

児童生徒の反応を伺ってから「どうしてこんな簡単にスプーンが曲がったのだろう？」と問い

かける。

【思考】グループにスプーンを1本づつ配る。スプーンの膨らんだ部分を握り、柄のどの部分に力

を入れると容易に曲げられるのかを考えさせる。

⑧成功のポイント：スプーン曲げを行うには、スプーン選びが大きなポイントである。柄の裏にただ

「ＳＴＥＮＬＥＳ－ＳＴＥＥＬ」と書かれた安いスプーンを探す。文字の後ろに番号が書か

れているもの(例えば、文字の後ろに18－8と書かれたものは、18％のクロムと8％のニッケル

を含むもの)は、合金でできていて硬いので、簡単に曲がらない。文字が見えない場合は、磁

石にくっつくスプーンを探す。（100円ショップで一袋２～３本入りのスプーンを選ぶと良い。）

⑨応用：スプーンの柄を固定することで簡単に曲がるので、いろんな曲げ方に挑戦してみよう。この

後、スプーン切断を入れるとインパクトが大きい。また、野球のバットのヘッドとグリップで

回し勝負をすると、ヘッドの方が有利になることも知っておくと、演示に使用できる。

⑩身近な現象：簡単に釘を抜くことができるバールや栓抜など、大きな力を使わなければならないと

ころで使用される道具のほとんどに「てこの原理」が使われている。エジプトのピラミッド建

築時の石の片側を持ち上げる壁画でも有名なので、関連して説明すると良い。ドアノブやドラ

イバー(ねじ回し)等も「力のモーメント」で説明できる現象で、小さな力で大きな力を得る現

象は身近にたくさんある。

(2)浮沈子

①現象(原理)：水中の醤油差しを自在に操る。（浮力、アルキメデスの原理、パスカルの原理）

②分野：小学校４年→空気と水の性質、中学校１年→力と圧力、高校物理基礎→さまざまな力

③時間：単元導入時(１分)、解説及び生徒実験時(20分)

④準備：魚の醤油差し(サイズ小)、ステンレス六角ナット(サイズＭ６)、炭酸ペットボトル

※六角ナットは必ずステンレス製を購入する。鉄製だと直ぐに錆びてしまい水が濁る。
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⑤手順：ｱ)魚の醤油差しの蓋を取り、そこにステン六角ナットをねじ込む（図５）。出来れば油性マ

ジックで、魚の醤油差しに色を塗った方が見やすい。

ｲ)水の入ったコップを用意して、その中で魚の醤油差しの中の水の量を調整し、尾びれが水

面から少しだけ出るようにする（図６）。水面から尾びれがたくさん出ていると、操るの

にかなりの力を使うため、ペットボトルの変形(力で凹む)が見えてタネがばれやすくなる

ので、水面すれすれで浮くように調整するのがコツ。

ｳ)ペットボトル口から５～６cmのところまで水を入れ、その中に調整した魚の醤油差しを入

れてしっかり蓋をする（図７）。

ｴ)ペットボトルを片手で持ち、ペットボトルに圧力を加えて中の魚の醤油差しを沈ませる。

力を抜くと浮き上がる。指に力が入っているのがわからないように見せる。真ん中で静止

させるのは、練習が必要（図８）。

図５ 図６ 図７ 図８

⑥解説：密閉した容器の中では、空気を縮めることは容易にできるが水はなかなか縮まない。その性

質を利用し浮力の大きさを変えることで、魚の醤油差しを浮き沈みさせる。密閉された容器を

強く圧縮すると、その圧力が水を伝って魚に達し、魚の中の空気が押され体積が小さくなる。

このように、水に加えられた圧力が伝わり、離れた物体に圧力を及ぼす現象を「パスカルの原

理」という。「パスカルの原理」によって魚の中の空気も縮まることで浮力が小さくなり沈む。

圧力を弱めると空気がもとの大きさに戻り、再び浮き上がる。このように、液体の中では物体

の体積と同じ液体の重さの分だけ浮力を受ける。この原理を「アルキメデスの原理」という。

⑦演示：「この中に魚の醤油差しが浮いています。」とペットボトルを左手に持って児童生徒に見せる。

「これは、私の言うことを良く聞く不思議なお魚です。」と言った後、「下がれ。下がれ。」と右

手でジェスチャーを入れながら、いかにも操っているかのように、魚を浮き沈みさせる。磁石

で操っているのではないかと思う生徒もいるので、今度は「下がれ。上がれ。止まれ。」と言

葉だけで操ってみせる。児童生徒の反応を伺ってから「どうしてこんなに先生の言うことを聞

くのだろう？どんなしくみがあるのかな？」と問いかける。

【思考】各グループに浮沈子入りのペットボトルを配り、どのような時に浮沈子が沈んでいくの

かを観察させて気付かせ、そこで気付いたことや分かったことを発表させる。

⑧成功のポイント：浮沈子はぎりぎりの状態で浮くようにし、弱い圧力で沈むように調整する。手の

ひらにペットボトルをのせ、生徒側から見えない親指でペットボトルの側面を押さえて操るこ

とができ、一段とふしぎに見える。

⑨応用：空気の量が違う浮沈子を数個入れることで、沈めるのに必要な圧力がそれぞれ違う為、別々

の順番で沈めることができる。また、発泡スチロールやストローなどを浮沈子に使用すること

もできる。

⑩身近な現象：密封したガラス管の中の浮沈子が浮かぶことで温度を知らせる「ガリレオ温度計」も

この原理を利用したもの。

(3)落ちない水

①現象(原理)：逆さまにした水入りのコップのふたを取っても水が落下しない。（大気圧及び水の表

面張力）

②分野：小学校４年→空気と水の性質、中学校１年→力と圧力、高校物理基礎→さまざまな力

※大気圧についての関連が深いので、地学分野の「地球をとりまく大気」で扱っても良い。

③時間：単元導入時(３分)、解説及び生徒実験時(10分)
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④準備：透明なコップ(プラスチック又はガラスコップ）水切り網、10cm四方の厚紙又は切った下敷

き水に強い接着剤、洗面器(水受け用）、１リットル水入れ、網じゃくし(解説用)

⑤手順：ｱ)コップの縁に水に強い接着剤で水切り網をピンと引っ張って貼りつける（図９）。

ｲ)接着剤が乾いた後、コップの縁に合わせて網を切り取る。

⑥解説：水の入ったコップにふたをして逆さまにすると、水の表面張

力によって厚紙が吸い付き、上部に空気が閉じこめられる。水

の重みで中の空気は引っ張られているので、外の気圧(圧力)よ

り小さくなりふたを押さえる大気のはたらきによって、水は落

ちてこない。次にふたを取っても、編み目に表面張力が働くた

め、コップの中の空気圧は保たれていて水は落ちてこない。

しかし、コップを斜めにすると力のバランスが崩れて、水がこ 図９

ぼれてしまう。

※生徒への解説は、「⑨応用」の網じゃくしとコップで見せながら解説すると良い。

図10 図11 図12 図13

⑦演示：ｱ)網を張ったコップに水入れで半分以上の水を入れる。

ｲ)厚紙(又はプラスチック板)でふたをし、そのコップのふたを押さえながら洗面器の上で逆
さまにする（図10）。

ｳ)ここで「コップのふたを押さえている手を離すと、水はどうなると思いますか？」又は「こ

ぼれる？こぼれない？」と問いかける。
ｴ)生徒の様子をうかがってからふたから手を離す。水はこぼれない（図11）。

ｵ)次に「それでは、このコップのふたを取ったらコップの中の水はどうなると思いますか？」

と問う。生徒の様子をうかがってから、ふたを横にスライドさせるように取る。水はこぼ
れない（図12)。「私のパワーで水はこぼれません」という。

ｶ)生徒が驚いている様子をうかがってから「でも中に水が入っているので、私がパワーを解

くとこのように･･･」と言いながらコップを傾け「こぼれてしまいます」で、洗面器に水
をこぼして終わる（図13）。

【思考】コップの中と外の力の関係について、どんな力がどこからかかっているのかを考えさせ

発表させる。

⑧成功のポイント：コップに塗った接着剤が多すぎると、乾いた後、コップの縁に大きな凹凸ができ、

そのすき間によって厚紙との表面張力が弱くなるため上手くいかなくなる。水の入ったコップ

にふたをして逆さにしても水が落ちないことを既習知識として持っている場合が多いが、ふつ

うそのふたを取ると水がこぼれることも当たり前に知っていることで、不思議さが倍増する。

⑨応用：網じゃくしとコップで同じような実験ができる。普通網じゃくしではコップのふたにはなら

ないが、水の入ったコップに網じゃくしでふたをして、その網じゃくしごとを手のひらでコッ

プの縁を覆うようにふたをし、ひっくり返してゆっくり手を退けると水はこぼれない。ジュー

スビンの口に細工をしても同じ実験が出来る。また、缶ジュース(炭酸飲料でないもの)を開け

た後、そのプルトップを回して缶の口にかぶせるようにはめ込み、指で押さえながら漏れない

ようにうまくひっくり返しても出来るので、挑戦してみよう。

⑩身近な現象：ドレッシングのふたを取ってひっくり返しただけでは中味は出てこない。容器内の圧

力が外気より小さいからである。手で容器を押して内部の圧力を大きくしないと外に出てこな

いのと同じ原理である。
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２ 実験リスト
これまで授業で使用してきた実験は、演示と生徒実験を含めて４００を超える。今回は、「サイエン

スマジックの導入」を中心に研究を進めてきたので、マジックのような演示実験をメインにリストを作

成した（表２）。

表２ 実験リストの一部

３ 製作した教材

サイエンスマジックに使用できる教材を数多く製作してきた。その一部を紹介する。

(1)力学分野

①つり合いペン立て：ペンを穴に入れることでつり合い、立たせておくことが出来る(図14)。

②空気砲：見えない渦巻く空気の力で遠くの障害物に当てることが出来る(図15)。

(2)電磁気(エネルギー)分野

①シャボン玉操り器：シャボン玉に静電気を帯びさせて、空中で操ることが出来る(図16)。

②円筒モーター：電池の上にアルミ箔で作った円筒をのせると回り出す(図17)。

(3)熱分野

①圧縮発火器：透明パイプの中に入れた綿が、圧縮することで燃える(図18)。

(4)波動(音・光)分野

①ブラックウォール：実際は壁がないのに真ん中に黒い壁があるように見える(図19)。

②カガミラー：鏡の前に置いた絵が、鏡を通して見ると違った絵になる(図20)。

図14 つり合いペン立て 図15 空気砲 図16 シャボン玉操り器 図17 円筒モーター

図18 圧縮発火器 図19 ブラックウォール 図20 カガミラー
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４ 動画の作成

文章や写真からは、成功のポイントやコツが読み取れない演示もあるので、動画を作成しＤＶＤに収

録することで、視聴すれば誰でも演示できるように工夫した。以下は動画のタイトルと内容である。

(1)力学分野

①スプーン曲げ：金属のスプーンを曲げる方法。

②落ちない水：大気圧と表面張力を利用した現象の、見せ方とコツ及び解説の仕方。

③空中浮遊(揚力)：ドライヤーによるカップの浮遊とブロアーによるペットボトルの浮遊。

④一瞬で重心を探す：ほうき等の長い物体の重心の取り方。

⑤教訓コップ：適量なら溢れないが、適量以上に液体を入れるとすべて溢れてしまうコップ。

⑥大型吸盤：大気圧の力によってくっつく吸盤。くっつけるとどんな力自慢も剥がせない。

(2)電磁気(エネルギー)分野

①蛍光灯を手で点ける：プラズマボールを使用した、素手による蛍光灯点灯。

②強くなる磁石：普通のフェライト磁石の磁力を鉄板に挟むことよって強くする。

③踊るいったん木綿：ティッシュで作ったいったん木綿(妖怪)を、静電気を使って踊らせる。

④何でもスピーカー：エナメル線で作ったコイルと磁石で、周りにあるものをスピーカーにする。

(3)熱分野

①圧縮発火器：透明パイプの中に入れた綿が、圧縮することで燃える演示のコツ。

②紙のスプーン曲げ：トレーシングペーパーで作った紙のスプーンを、手のひらの熱気で曲げる。

③破れないビニール：水の入ったビニールに色鉛筆を刺すが、摩擦熱による密着によって破裂しない。

(4)波動(音・光)分野

①歌うアルミ棒：アルミ棒を擦って振動させ、大きな音を出す演示のコツ。

②共鳴ビン：同じ大きさのビン同士の共鳴現象を演示する際の、セットの仕方と成功させるコツ。

③共振振り子：３種類の長さの違う振り子をマッジック風に見せる演示方。

④増えるビー玉：ガラスと水の屈折率の違いを利用した科学マジックの演示方。

⑤光で風船を割る：レンズの焦点と色による熱吸収力の違いを利用した科学マジックの演示方。

５ 実験解説書(サイエンスマジックを含む)の作成

実験リストにある実験を、図21のような項目で構成

し、各実験を１ページずつにまとめた。

(1)実験解説書の内容

実験解説書には、次のような情報が掲載されている。

「タイトル」実験の題名と実験の種類を記載。実験

の種類とは、サイエンスマジック、演示実験(サイエ

ンスマジック以外）、生徒実験、製作実験等をいう。

「１．現象(原理)」その実験で観察される現象や原

理、法則等。

「２．分野(対象)」どの校種及び学年のどの分野で

行うことが出来るか。

「３．所要時間」演示や実験を行う為に必要な時間

と、授業のどの場面で行うか。

「４．材料・道具」演示や実験に必要な材料や道具、

購入先や費用等。

「５．製作手順(演示準備)」演示･実験を行う為の道

具の製作方法や、演示･実験する前の準備及び演示･

実験を行う手順。

「６．解説」演示で見られる現象や実験におけるの

理論的な説明。
図 21 実験解説書の構成

「７．演じ方」演示する際の台詞や実験の流れ、生徒への問いかけや反応等を見ての進め方。また、

この中の【思考】には、生徒に思考させる教師の働きかけや場面の作り方の例を記載。

｢８．成功のポイント」演示や実験を成功させる為の詳細コツや方法、材料や道具選びのポイントや、

実験を安全に行う為に絶対に守って欲しいこと、また留意点等。

理 科
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「９．応用」その原理･現象を使ったその他の演示方や、別の材料や道具を使用する方法等。

「10．身近な現象」その原理･法則が使用されている道具や行動、現象等の例。

「11．備考」その実験手順の詳細や理論的背景などをもっと詳しく知りたい場合に、参考になる書籍

等の紹介や特記事項。

(2)実験解説書の充実に向けて

本研究ではサイエンスマジックについて取り組んできたが、先にも述べたようにこれまで授業で使

用してきた実験は、演示と生徒実験を含めて400を超える。その実験をすべての理科教員に活用して

欲しいという視点から、サイエンスマジック以外の演示実験や実験工作の内容も、実験解説書に掲載

した。

Ⅵ 成果と課題
１ 成果

(1) 今まで詳細な記録を残していなかった演示実験を、サイエンスマジックとして演じる工夫をし、小

学校、中学校、高等学校の各分野別、各単元別に分け整理することができた。

(2)「なぜ？」「不思議！」を引き出す為の演じ方や見せ方を改めて見直しながら、資料を収集、整理し、

実験解説書と動画ＤＶＤの作成を通して、より良い演じ方見せ方に繋げることができた。

２ 課題

(1) 演じ方見せ方によって、演示実験の多くがサイエンスマジックとして活用できることが分かったこ

とから、すべての実験に応用できないか検討しデータ化して整理する。また、教材・教具として製作

する為の材料等も詳細に記載し、動画も含め、データ化してまとめる必要がある。

(2) 今回の解説書に入りきれなかった実験をまとめて追加し、解説書の充実を図る。

(3) 研究協力委員を置き、学校現場での検証実験を通して、生徒の反応やアンケート等によるデータか

らの分析も必要である。
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