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第１章　「ものづくり概論」の開設について

2017 年度に琉球大学教育学部では改組が行わ

れ，この年から技術教育教室では，所属する全教

員（５名）が前学期に科目「ものづくり概論」（２

単位）を教育学部１～２年次学生を対象に開講し

ている。この講義は，普通教育におけるものづく

り教育の役割とその理論的背景，具体的な授業実

践例等を紹介するとともに，素材を活かした様々

な製作活動を通して，ものづくり活動の教育的有

用性を検証していく授業である。

この講義は，次の４つを達成目標としている。

１．ものづくり活動の教育的有用性を理論的に

説明できる。

２．授業実践例をもとに，ものづくりに関する

新しい授業案を創出することができる。

３．製作活動で必要となる工具・機械の基本的

技能を習得し使い方を教えることができる。

４．学校現場で子どもたちと一緒に製作できる

題材（３～５題材）を実際につくることができる。

また，この科目は琉球大学教育学部の学校教

育学士プログラムの学習教育目標の「子ども理

解」，「学校教育に関する理解」，「教科内容につい

ての理解」および「幅広い教養」に関連した授業

として位置づけられており，学生たちは「現代的・

地域的学校教育課題に関する科目」というカテゴ

リーの学部共通科目として履修をしている。

この講義では，学生が議論すること，学生が自

分の考えを発表すること，実験や製作を通して学

生が体験的に学ぶこと，学生が文献や資料を調べ

ること等のアクティブ・ラーニングの要素も取り

入れている。

2018 年度の計 16 回の授業計画を次に示す。

第１回：ものづくり教育の歴史とその役割，基本

工具の使用法（１）（福田担当）

第２回：サイコロカレンダーづくり（岡本担当）

第３回：パソコンを使ったイラストづくり（岡本

担当）

第４回：レーザーを使ったカレンダー台づくり（岡

本担当）

第５回：ものづくり教育の理論的背景，基本工具

の使用法（２）（福田担当）

第６回：生活を便利にするトランジスタ（新垣担

当）

第７回：トランジスタを使った実験（新垣担当）

学校教育教員養成課程におけるものづくり概論

An Introduction Program of Manufacturing in Compulsory Education 
Teacher Training Course

岡本 牧子1・新垣 学1・福田 英昭1・小野寺 清光1・清水 洋一1

Makiko OKAMOTO, Manabu ARAKAKI, Hideaki FUKUDA, 
Kiyomitsu ONODERA and Yoichi SHIMIZU

要　旨

「ものづくり概論」は、普通教育におけるものづくり教育の役割とその理論的背景、具体的な授業実践例を紹

介するとともに、素材を活かした様々な製作活動を通して、ものづくり活動の教育的有用性を検証する授業と

して実施している。本論文では、その内容や学生の反応について報告する。

1 琉球大学教育学部技術教育専修
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第８回：トランジスタでチカチカ、ブッブッ（新

垣担当）

第９回：LED を使ったものづくり（１）（小野寺

担当）

第 10回：LED を使ったものづくり（２）（小野

寺担当）

第 11回：LED を使ったものづくり（３）（小野

寺担当）

第 12回：エネルギーを体感しよう（１）（清水担当）

第 13回：エネルギーを体感しよう（２）（清水担当）

第 14回：エネルギーを体感しよう（３）（清水担当）

第 15回：ものづくり授業実践例の検討（福田担当）

第 16回：作品の相互評価，製作作品と課題発表，

レポート提出（福田担当）

なお，2017年度のこの科目の履修学生は18名，

2018 年度の履修学生は 23 名であった。受講者

の人数は，講義を行う実習室の収容人数に制限が

あるため，約 20 名を上限としている。

次の章から，この講義の授業内容を順に示す。

第２章　授業実践

2-1 ものづくりの導入題材について

2-1-1 教育適時性とはさみによる工作

第１回の講義では，橘田紘洋の論文「普通教育

における木材加工教育の役割と教育適時性につい

て」１）を読み，ルソー，ペスタロッチ，デュー

イ，ルドルフ・シュタイナー，ケルシェンシュタ

イナー，フレーベル等の業績調べを通して，労作

活動の教育的意義について検討を行った。また，

ものづくりに関連する子どもの認識・身体機能の

発達変化と興味関心について説明し，技能獲得の

順序性を，小学校「図画工作」における道具の使

用状況から説明した。

小学生が最初に手にする道具の代表といえる

はさみについて，右利き用と左利き用があること

を知らせた。図 2-1 に示すアルミ板金（厚さ 0.5
×幅 23 ×長さ 220mm）２枚の中央部分をボル

ト・ナットで結合して製作した実験用はさみを通

して，その切削のメカニズムを確認した。なお，

この実験用はさみは紙を実際に切断することが可

能であり，刃先先端を内側に曲げることによって

切断性能を高くすることもできる。また，近年，

教育界で多用されつつある安全はさみを数種類紹

介した。

最後に，はさみを使用した簡単な紙工作の実

習として，帯状の長方形の一方の端を半回転ひ

ねって他方の端に接着するメビウスの輪を製作し

た。幅を２等分した位置から鉛筆でループ内を順

にたどっていき，この輪に表と裏がないことを確

認した。その後，その鉛筆の線をはさみで切断し

２等分するように指示すると，学生たちはその結

果に驚いてくれた（２つの輪に分割されず，大き

な１つの輪が完成する）。また，その応用編として，

メビウスの輪の幅方向を３等分する位置から鉛筆

で同様にループをたどり，はさみで３等分するよ

うに指示をすると，その結果に驚いてくれた（３

つの輪に分割することなく，大きな輪と小さな輪

の２つが交差した立体が現れる）。これらはトポ

ロジー（位相学）の話であるが，工業への応用事

例として，メビウスの輪がカセットテープ（エン

ドレステープ）やプリンターインクリボンに使用

された例や，コンベアのベルトに使用することで

運搬接触面積が２倍になるため劣化しにくく長持

ちするという利点を説明した。

2-1-2 マニュアル作成の12原則と紙飛行機

の製作

第５回の講義では，次に示すように，ものづく

りをわかりやすくするために準備する製作手順書

のマニュアル 12 原則を提示した。

１．ちょっとした気配りをする

　（グライスによる会話成立の公準４つ［適度

図 1-1　アルミ板金のはさみ

（左側が右利き用，右側が左利き用）
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の情報量，真実性，一貫性，明瞭性］）

２．わかりやすくて読みやすい文章表現をする

　（いつ，どこで，誰が，何に，どうしたのか

の文章表現で，否定文は避ける）

３．１文１動作で書く

４．大事なことを強調する

　（書体，大きさ，色分け，アンダーラインを

使う。イラストや図を使う）

５．イラストを多用する

　（実物の写真や実物の正確な模写ではなく，

適度に省略して描く）

６．「初期状態 → 操作 → 結果」をはっきり示す

　（因果関係［原因 → 結果］を示す

７．意味を先に示す

　（なぜそうするのかを示すと正しい行動が生

まれ，その後の仮説・推論がはたらく）

８．たとえの活用をする

　（比喩・アナロジーを使うと一気に意味が伝

わる）

９．学習者のする仕事を中心に書く

　（情報の階層化をはかる［部分と全体］，

フィードバック，KR 反応，認知容量５±

２，チャンキング，先行オーガナイザー提示，

脱慣化）

10．視点を一定に保つ

　（特に，イラストや写真の場合は同一視点で

描く）

11．まず正しい操作の全体像を示し，次に安全注

意点やヒント等を示す

12．わかりやすいイラストを描く

　（斜投影法［キャビネット図］と等角投影法

の使用）

次に，丹波純の「作ろう！飛ばそう！紙ひこう

き！！」の製作マニュアル２）を配付し，上記の

12 原則を具体的に示す実例として紹介した。こ

の製作手順に従い，学生たちには，おへそ飛行機

を作ってもらい，実際に屋外で飛ばした。航空力

学の入門として，ベルヌーイの定理を示し，天井

から糸でつり下げた２つのピンポン球の間（玉の

間の約 10cm の距離の中央部分）に息を強く吹

き込むことで，２つのピンポン球が外へ離れてい

くのか，それとも中央に引きつけられるのかとい

う実験を行った。多くの学生の予想に反して，玉

は中央に引きつけられた。また，翼に揚力が発生

することを説明するために，翼型に類似している

スプーンの曲面（凸部）を，水道の蛇口から流れ

落ちる水に触れさせることで，スプーン曲面が流

水側に引き寄せられる実験３）も行った。

製作したおへそ飛行機は，到達高度３～５m，

滞空時間は５～ 10 秒程度であったが，紙飛行機

の後ろのヘリを調整することで，よく飛ぶ飛行機

に修正できるトラブル・シューティングも示した。

同様に，翼のへりを２～３mm 反り上げること

で宙返りできることも示した。最後に，プロトタ

イプとなる７種類４）の紙飛行機を飛ばしてもら

い，その検証を行ってもらった。

2-1-3 ものづくりの授業実践（火おこし，

巨大シャボン玉，ペットボトルロケット）

第 15 ～ 16 回の講義では，まず技術史の視点

から人類の火おこしの変遷を説明し，火打石，舞

ギリ式火おこし器，マッチ等で火おこしの体験を

行った。

火打石の体験では，江戸伝統工芸品として販売

されている吉井本家の火打石セットを使用した。

硬い火打石（石種：メノウ）で鋼鉄の火打金の縁

を削り取るように鋭く叩いて火花を出した。実用

的な着火具として使う場合は火口と付け木を使用

するが，その使用法が難しいこともあり，昔のよ

うに 10 秒足らずで一発で火種ができ炎をつくる

までには至らなかった。火打石が粉になって燃え

ると間違って考える学生もいることから，火花が

出てくるメカニズムについては，削られた鋼鉄が

摩擦熱によって燃えるという補足説明をした。ま

た，キャンピング用品として市販されているマグ

ネシウム・マッチ（マグネシウム棒を削って火を

おこす着火具）についても発火の体験を行っても

らった。

舞ギリ式火おこし器の体験では，図 2-2 で示す

ように，ハンドル（ツガ材，厚さ 15 ×幅 45 ×

長さ 450mm），ひきり杵（ラミン材，直径 15 ×

長さ 600mm の丸棒），はずみ車（スギ材，厚さ

35 ×直径 160mm の円盤），ひきり板（スギ材，

厚さ約 15 ×幅約 50 ×長さ約 300mm），ひも（江

戸打ち紐，直径 3 ×長さ約 1000mm）で自作し
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た火おこし器を５人グループに１台ずつ配付して

火おこしを体験してもらった。技術史の観点から，

キリモミ式，ヒモギリ式，ユミギリ式，マイギリ式，

ヒミゾ式，ノコギリ式，イトノコ式を図示し５－

６），授業で使用する舞ギリ式が普及したのは約

200 年前の江戸時代で比較的新しい着火具である

ことを伝えた。学生たちは火種をつくることは簡

単にできたが，アサの繊維を使って火種を炎にす

るのには苦労をしていた。

水を使った題材として，巨大シャボン玉づく

りを行った。洗剤（界面活性剤 40％以上の濃縮

タイプ），洗濯のり（PVA，ポリビニルアルコー

ル系），水を，１：4.5：4.5 の割合（体積比）で

入れてよく混ぜた液を使用した７）。針金に紐を

螺旋状に巻いた輪で，この液をすくいとり，巨大

シャボン玉をつくった。この題材は学生たちが液

体の計量に楽しく取り組んでくれるものとして導

入しているが，材料を接着したり塗装したりする

場合には表面処理が必要となるため，界面活性剤

の働きを説明するための導入としても取り入れて

いる。また，立方体や正三角錐などの形をした針

金の枠を，この液に浸して引き上げるときに現れ

るシャボン膜の形は，学生たちの予想を裏切るよ

うな造形的に面白い形をしており，分子間引力や

表面張力の話に関連づけて説明している８）。

最後に，ペットボトルロケット製作キット（ミ

シマエムディピー社，商品名「ポップロケット・

スターターキット」，飛行距離約 120m）を４セッ

ト使用して，４グループに分かれて飛行実験を

行った。ペットボトルの加工と接合の正確さ，４

枚の羽根の位置，中に入れる水量，加える空気圧

力，発射角度等の多くの変数をもつ教材であり，

学生たちも苦戦して取り組んでいた。ペットボト

ルロケットを発射台に取り付けるジョインタ部分

にはパッキンや虫ゴムが使用されており，また，

発射させる引き金部分には自転車のブレーキと同

じ仕組みのワイヤーとレバーが使用されており，

技術教育の教材として多くの有用な要素を含んだ

教材といえる。着陸直後はペットボトル内の急激

な圧力の変化でロケット本体が冷えて，ボトル内

には霧が発生しており，学生にはその理由を考え

てもらった。

2-2 サイコロカレンダーづくり

近年デジタル技術の進展と共に、3D プリン

ターやレーザー機器など家庭にも汎用機器が導入

されやすくなってきた。2020 年度から小学校に

導入されるプログラミング教育により、デジタル

機器を利用した授業が今後もさらに期待される。

本節では、３コマの講義を使って行った、はんだ

ごてと汎用のレーザー加工機を利用した木製サイ

コロカレンダーづくりについて述べる。図 2-1 に

製作したサイコロカレンダーの概略を示す。市販

の 100mm x 100mm、厚さ 5mm 程の MDF 板

と 25mm 角の立方体の木材３個を利用したもの

である。３個の立方体のうち、１つの立方体で月

（１２ヶ月）を表し、残りの２つで日付 (31 日 )
を表せるようにする。そのためには、一方の立

方体には 0,1,2,3,4,5 もう一方には 0,1,2,6(9),7,8
の数字が印字されなければならない [2-1]。本講

義では、表記方法にはとらわれず自由な発想のも

とにカレンダーの印字をはんだごてを用いて行っ

た。はんだごては本来電気回路の接続に用いる工

具であるが、ペンのような形状から木材への細か

い焼き付けを行うことが可能である。ただしこて

部は高温になることから、工具の取り扱いには十

図 1-2　舞ギリ式火おこし器
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分な注意が必要であることなどの説明を行った。

高温や低温などの機器、工具の取り扱いを説明す

る際、温度は直接触れることでしか確認できず、

その危険性を説明するのに難しさが生じるが、本

講義では市販の赤外線カメラ (FRIR) で実際には

んだごてを撮影し、こて部が高温であることを視

覚的にも理解してもらうようにした。

１コマ目のはんだごてを使ったサイコロ製作

では、学生たちが前述のカレンダー表記の条件の

もと、数字のフォントを工夫したり、漢数字や点

字表記で数字表現を工夫していたほか、１２ヶ月

の月表示を時計のアナログ表示で表現していた例

も見られた。

２コマ目の講義では、図 2-1 に示すサイコロカ

レンダー台のレーザー照射範囲 (40mm x 60mm)
に照射するデザインをパソコン室で行った ( 図
2-4)。デザインに用いたソフトは windows に標

準で装備されているペイントソフトで、レーザー

加工機の操作性や時間を考慮して、デザイン画像

の条件を、png ファイルもしくは jpeg ファイル

で 100kB 程度とした。ペイントソフトの操作方

法は特に指導を行わなかったが、学生たちはすぐ

に図形やペンコマンドを使ってデザインを行って

いた。学生たちが一番苦労していたのは、自分が

作成したファイルの種類やサイズを確認する方法

である。作成したデザイン図を保存する際にファ

イルの種類を意識しない学生や、作成されたファ

イルのプロパティを確認したことがない学生がほ

とんどであった。これは、普段のデジタル生活に

おいてスマートフォンを使用しているにもかかわ

らず、アプリケーションの直感的な操作には慣れ

ているものの、フォルダの概念がなくてもファイ

ルを操作できてしまうためだと考えられる。

３コマ目の講義では、２コマ目で制作したデ

ザイン画像をレーザー加工機を用いてカレンダー

台 (MDF 板 ) へ照射した。レーザー加工機への

MDF 板の設置の様子を図 2-5 に示す。実際に

レーザーを照射している間は安全カバーを設置

し、レーザーのエネルギーの話や乱反射の怖さな

どの説明を行った。本講義では、市販されている

レーザー加工機 (FABOOL Laser Mini 3.5W, 株
式会社 smartDIYs 社製 ) [2-2] を使用した。学

生のファイルの作り方にもよるが、おおよそ１

ファイルあたり３〜５分程度の照射時間となるよ

うにレーザーの移動速度と照射強度を調整した。

最後に、サイコロカレンダー製作を通して、はん

だごてとレーザー加工機どちらの作業が面白かっ

たのか、または好きかというアンケートを実施し

た。その結果を図 2-7 に示すように、どちらも好

きという回答以外では、レーザー加工機よりもは

んだごての作業が面白いと答えた学生が約 15%
多かった。理由としては、はんだごての方が木材図 2-1　サイコロカレンダー概略図

図 2-2　はんだごての赤外線写真

図 2-3　はんだごて利用の様子
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を直接こてで焼く感触が面白いという回答が多

かった。また、レーザー加工機を用いると、パソ

コンで自分がデザインした細部まで正確に表現さ

れるところが面白く、手軽さを感じたという回答

が多かった。ただし、学校現場での授業への応用

を考えると、はんだごては高温のこて部で指先を

火傷する危険性が高く、教室での安全性を考える

と、小学校では適用する自信がないという回答も

目立った。

2-3 トランジスタを用いた実験

2020 年から小学校でプログラミング学習が必

修化される影響もあり、近年、プログラミング学

習塾が増えてきている。学習内容には LEGO を

代表とするロボットを制御するプログラミングが

見受けられる。LEGO 以外にもシングルボード

コンピュータである RaspberryPi や Arduino、
IchigoJam、micro:bit に、オプションの周辺装

置を接続することで様々なものを制御できるよう

になる。中でも、micro：bit は低価格な割に様々

なセンサーがついており、LED や小型スピーカー

なら入出力端子に直接接続して利用することがで

きる。いずれにしてもロボットを動かそうとする

と、コンピュータ自体にモータの様な大電流を必

要とする装置を動かす能力がないため、外部に制

御装置を必要とし、これが本体並の出費となる。

ここでは、コンピュータでモータを制御する方法

のきっかけとして、電気の基礎知識からトランジ

スタで電流を増幅するまでを学習させる。

はじめに、以下の内容で事前アンケートを行

い、23 名中 20 名の回答を得た。回答は「はい」

と「いいえ」で答えてもらった。[] 内の数値は「は

い」の数の百分率である。

(1) 直流と交流って知っていますか [70]
(2) 電池の電圧って何 V か知っていますか [25]

図 2-4　PC での画像制作

図 2-5　レーザーを用いた MDF 板への照射の

様子 ( 製作中は安全カバーを使用 )

図 2-6　サイコロカレンダー作成例

図 2-7　はんだごてとレーザー加工機どちらの

作業が面白いか？または好きか？
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(3) 家庭用のコンセントの電圧って何 V か知っ

ていますか [5]
(4) 電圧＝電流 * 抵抗の式を覚えていましたか

[35」
(5) テスタって知っていますか [5]
(6) 中学校で電気工作をしたことがありますか

[75]
(7) トランジスタってしっていますか [25]
(8) 直列つなぎって知っていますか [100]
(1)(8)の回答より、理科の知識はあるようだ。(2)

(3)(4)(5)(7) 回答からは、家庭内での電気的なト

ラブルへの対処や、電気工作をやっていないと見

受けられる。それにもかかわらず (6) が 75％と

高めなことから、中学校では仕組みを理解するこ

となく組立てだけを行ったと考えられる。

3 回の講義で、「回路とは」からはじまり、電

気工作に必要なパーツの性質、利用の仕方を説明

そして実習を行った。後半はその応用として、ト

ランジスタを使った点滅回路や、音程を変化させ

ることができるブザーを作らせた。

1 回目は、はじめに「直流と交流」「オームの

法則」「テスタの使い方」「ブレッドボードの使い

方」について説明を行った。その後、抵抗につい

て説明し、以下のような順で実験をさせた。

(1) 乾電池の電圧は何 V だったかな？

(2) 用意されている抵抗の抵抗値はいくら？

１． 茶・黒・赤・金

２． 茶・黒・橙・金

３． 茶・黒・黄・金

４． 橙・黒・黒・金

(3) 橙黒黒金の抵抗に乾電池 2 本接続した場合

の抵抗の電力はいくらか ?
(4) 鉛筆で書いた線の長さや太さで抵抗がどう

変化するか試してみてください。

(5) 分圧回路で電池の＋－間を 10k と 1kΩの

抵抗で分圧した場合の電圧はいくらか？

(6) 逆に分圧回路で電池の＋－間を 1kと10kΩ
の抵抗で分圧した場合の電圧はいくらか？

(7) 可変抵抗器を使った実験 1 にて何 V の範囲

で電圧を調整可能か ?
(8) また、可変抵抗器を抵抗 2 個を直列につな

いだものと見立てて回路図を描いてみてくださ

い。

(9) 可変抵抗器を使った実験 2 にて何 V の範囲

で電圧を調整可能か ?
(10) また、可変抵抗器を抵抗 2 個を直列につ

ないだものと見立てて回路図を描いてみてくださ

い。

(11) 接続の仕方で調整可能範囲が変わるのは

なぜか？

(2) の実験において、抵抗値の表し方として [ｋ
Ω]や [MΩ]があることと、抵抗に記されたカラー

コードの読み方を説明した。(3) の実験は、通電

後 1 分ほどしてから抵抗を触らせ、熱を持つこ

ととその時の電力を認識させた。同様な回路で電

気式カイロが作れることも紹介した。(4) は身近

な抵抗体として鉛筆の芯を紹介した。シャーペン

の芯を利用して実験する学生もいた。(5)(6) では

直列接続した異なる抵抗値の抵抗に電池をつない

だとき、2 つの抵抗の間の電圧は電池のマイナス

極に対して何 V になるかを測らせ、その電圧が

抵抗値の比率で決まることを認識させた。この抵

抗値の比率を連続で変化させうるものとしてボ

リュームがあることと、調光器やオーディオの音

量調整に使われていることを紹介した。(7)(8) は
10kΩのボリュームで分圧回路を作り、その出力

を 10kΩの負荷抵抗で受けた時の抵抗の両端の電

圧を測定させた。分圧回路を構成すると 0V から

電源電圧まで可変できることを確認させた。(9)
(10) は (7) のボリュームで電池のマイナス側への

接続をしない場合で、ボリュームは可変抵抗器と

して働き、負荷抵抗と合わせて分圧回路を構成す

る。ボリュームは 0 から 10kΩの間で可変でき、

負荷抵抗は 10kΩなので、出力される電圧は電源

電圧から電源電圧の半分の間で調整できることを

確認させた。(11) で (7)(9) の実験の違いを考察

させた。

2 回目は、LED について身近でどこに使われ

ているかということと、電球との違いについて簡

単に説明し、実験 1 として抵抗と直列つなぎで

使うことを確認した。その後、抵抗と LED の間

にボリュームを可変抵抗器として加え、以下のこ

とを実験 2 として行わせた。

(1)赤色LEDの点灯し始める電圧はいくらか？

(2) 十分光っているときの電流はいくらか？
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(3)黄色LEDの点灯し始める電圧はいくらか？

(4) 十分光っているときの電流はいくらか？

(5)緑色LEDの点灯し始める電圧はいくらか？

(6) 十分光っているときの電流はいくらか？

この実験により、発色する色によって点灯する

電圧が異なることと、そのために同じ回路構成で

は LED の電流が異なることを確認させた。

２回目後半はコンデンサについてその性質と

充電器で使われていることを説明した。また、

CdS についても説明し、つぎの実験を行わせた。

(1)100μF と書かれた電解コンデンサの足に＋

－間違えないように電池の線を一瞬接触させ、離

します。このとき、電池ボックスのスイッチは入

れておくように、でも＋－の線同士は接触させな

いように！

(2)LED の長い方の足は＋極で、短い方の足は

－極なので＋－極性が合うように先ほどの電解コ

ンデンサの足に接触させてみてください。

(3)CdS に入る光を手で遮ることで抵抗値がど

れくらいの範囲変化するか？

(4)LED を使った実験 2 を参考に明るくなる

と LED が点灯する回路はどのように構成される

か？また、

(5) その逆は？

(1)(2) より、喚声とともに学生はコンデンサに

電気が蓄えられることを実感した。

また、(3)(4) で CdS の特徴を理解した後、

LED 点灯回路の直列抵抗の代わりに使用するこ

とで、明るくなると LED が点灯する回路を確認

した。そして、(5) で暗くなると点灯する回路を

考えさせ、そのような回路が街燈で利用されてい

ることを紹介した。

３回目は最終目標のトランジスタの利用の仕

方について講義を行った。PNP と NPN の２種

類あることと、ベースに微小電流を流すことでコ

レクターに大電流が流れることを説明した後、図 
3-1 トランジスタの実験 1 に示す回路で 1mA 以

下のベース電流で起動に 1A 近く必要とするモー

タを制御できることを確認させた。ここではより

微小電流で制御できるようにダーリントン型トラ

ンジスタを使用している。

次に、CdS を用いた図 3-2　トランジスタの

実験 2 に示す回路で実験を行わせた。明るくな

ると CdS と 1k Ωで構成する分圧回路の出力が

0.6V 以上になりトランジスタに電流が流れ始め

ること、そして、トランジスタの増幅作用でモー

ターが動作することを確認させた。

図 3-3　トランジスタの実験 3 では LED の点

滅回路の予備実験で、スイッチを入れると一瞬ト

ランジスタに接続された LED が消える理由を考

えさせる。このとき、トランジスタは一瞬切れる

スイッチと考えることができる。図内のスイッチ

も一瞬切れるスイッチ ( トランジスタ ) に置き換

えたものが図 3-4　トランジスタの実験 4 に示す

回路である。この実験により学生は LED が交互

に点灯することと、点滅周期が T が 1.4CR で計

算できることを確認した。

その後、実験 5 で C を 1μF、ベース抵抗 R を

100kΩにして LED が高速にチカチカすること

を確認した。

図 3-1 トランジスタの実験 1

図 3-2　トランジスタの実験 2

図 3-3　トランジスタの実験 3
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実験6ではLEDに並列に圧電ブザーを接続し、

光の点滅を音の振動として体験した。このとき、

C を 10nF とさらに小さくすることでより高い音

になることも体験した。

実験 7 では一方の 100k のベース抵抗に直列に

CdS を接続し、明るさで音を変化させた。

実験 8 では一方のベース抵抗を 1MΩ、コンデ

ンサは図 3-5　紙とアルミでつくるコンデンサに

示すように、5 ㎝角のアルミ箔を紙で挟んだもの

に置き換えた。アルミ箔の重なり具合や押さえつ

けた感じ ( 箔間の距離 ) で音程が変わることから

箔の物理的な関係がコンデンサの大きさにどのよ

うに影響するかを考えさせた。

3 回の講義を経て、理解度のチェックや授業評

価の意味で以下のようなアンケートを行った。回

答は 23 名中 10 名から得られた。

(1) 直流の電気の源はどちらかな？

(2) 乾電池 1 個の電圧は何 V かな？

(3) 家庭用のコンセントの電圧は何 V かな？

(4) 電圧と電流と抵抗の関係をあらわす式はど

れですか？

(5) テスタを使って抵抗を測るときどのレンジ

にスイッチを切替えますか？

(6) 直列つなぎはどっち？

(7) トランジスタがどんなものか分かりました

か？

(8) この 3 回で学んだ知識は今後役に立つと思

いますか？

(9) この 3 回の授業の対象はどの学年ぐらいと

感じますか？（複数回答 OK）

(10) 今後、電気工作にチャレンジしてみたい

ですか？

(1) から (6) がチェック問題でそれぞれ 90％以

上の正解率であった。(7)(8) については 100％肯

定的な回答が得られた。(9) については中、高、

大の順で、2:7:6 の回答を得た。小、中の割合が

低いことは残念であったが、実際小中学生に行っ

たらどういう結果が得られるか試してみたいもの

である。(10) については 90％から肯定的な意見

を得られた。

この実験を通して学生は抵抗やコンデンサが

身の回りのもので代用することができることと、

トランジスタでモータ制御や点滅回路、電子楽器

も作れることが理解できたと思う。

2-4 LEDを使ったものづくり

近年、持続可能社会への意識の高まりから、

LED（発光ダイオード）が、幅広く活用され始

めている。屋内外照明、信号機、液晶バックライ

トなど身近な用途であるため、現行（平成 20 年

告示）に引き続き新学習指導要領解説（平成 29
年告示）でも取り上げられている [4-1]。例えば、

小学校第 6 学年の理科「電気の利用」の単元では、

手回し発電機で電気二重層コンデンサに蓄電した

起電力で、豆電球と LED の発光時間を比較した

実験が指導要領に沿った形で教科書に記載されて

いる [4-2]。また、小学校第 5、6 学年の図画工

作では、光を活用した造形あそびなどで LED を

活用した事例が教科書で取り上げられている [4-

図 3-4　トランジスタの実験 4

図 3-5　紙とアルミでつくるコンデンサ
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3,4]。
そこで、LED の実験を通してその特長を体験

的に理解すると共に、その利点を最大限に活用し

たものづくりを 3 回の講義と実習で実施した。

今回ものづくり用に選定した LED は弾丸型

5mm φ（香港 OptoSupply 製）で、様々な発光

色のものを用意した。型番は OSHR5161A-QR
（赤）、OSYL5161A-QR（黄）、OSPG5161A-RS
（ 緑 ）、OSW54K5B61A（ 白 ）、OSUB5161A-
PQ（ 青 ）、OSK54K1111A（ ピ ン ク ）、OSV 
6YL5111A（紫）である。図 4-1 に測定した

LED の電流電圧特性を示す [4-5]。シンボルが

測定値、実線が半導体ダイオードの理論式 [4-6]
を用いてフィッティングした計算値である。寄

生抵抗は何れの LED も 20Ω前後、理想係数は

1.5 後半であった。データシートによれば点灯に

必要な標準電流（typical）は 20mA、標準電圧

は赤黄で 2V、その他の色で 3V である。しかし、

10nA 程度の電流があれば目視で点灯が確認でき

るので、図 4-1 から、赤黄で 1.6V、その他の色

では 2.5V 程度以上の電圧を印加すれば良いこと

が分かる。

2-4-1 LED を利用して光と色について考え

よう - 簡易分光器製作 -

表 4-1 は、白熱電球と LED 照明の性能比較で

ある。LED 照明は白熱電球と比べて低消費電力

で長寿命な点で注目されるが、LED の最大の特

色は単色性である。ニュートンは、プリズムを

使って太陽光が七色に分けられることを示した

が、LED はそのうちの一色のみを発光する。第

1 回では、LED の種々の特長が、その発光スペ

クトルに起因することを、分光器を用いた実験で

確認した。

身近な発光現象には大きく 2 種類、熱放射と

ルミネッセンスがある。前者の熱放射は熱せられ

た物体などが余分なエネルギーを電磁波として放

出する現象である。熱放射の特徴は、様々な色を

含んだ混合色の光で、特に熱として扱われる赤外

線を多量に含む。太陽、白熱電球のフィラメント

などの発光がこれにあたる。発光色はその温度に

密接に関係し、温度上昇と共に、赤、黄、白、青

白と変化する。例えば白熱電球のタングステン

フィラメントは約 2,500℃で黄色っぽい光、太陽

は約 5,500℃で白い光に見える。卓越した製鉄所

の職人は溶鉱炉の光の色から鉄の温度を数度の分

解能で判別することができるという。産業革命で

製鉄業が盛んであった 19 世紀後半に、マックス・

プランクは黒体から熱放射に関する光と温度の関

係式（プランクの法則：電磁波エネルギー密度の

波長分布）を見出している。

一方、後者のルミネッセンスは、特定の色（波

長）の光だけを発する。LED、蛍光灯、蛍の光

などがこれにあたる。特に LED は特定の一色を

発するように設計され、放射される可視光のエネ

ルギーは赤色の 1.7eV から紫色の 3.1eV と電子

が乾電池から得る運動エネルギーに相当する。ま

た、ルミネッセンスは、エネルギー供給の仕方に

よって呼称が異なり、エレクロトルミネッセンス、

図 4-1 LED の電流電圧特性

今回ものづくり用に選定したLEDは弾丸型

5mmφ（香港OptoSupply製）で、様々な発光

色のものを用意した。型番はOSHR5161A-QR

（赤）、OSYL5161A-QR（黄）、OSPG5161A-RS

（緑）、OSW54K5B61A（白）、OSUB5161A-PQ

（青）、OSK54K1111A（ピンク）、OSV 

6YL5111A（紫）である。図4-1に測定したLED

の電流電圧特性を示す[4-5]。シンボルが測定値、

実線が半導体ダイオードの理論式[4-6]を用い

てフィッティングした計算値である。寄生抵抗

は何れのLEDも20[Ω]前後、理想係数は1.5

後半であった。データシートによれば点灯に必

要な標準電流（typical）は20[mA]、標準電圧

は赤黄で2[V]、その他の色で3[V]である。しか

し、10[nA]程度の電流があれば目視で点灯が確

認できるので、図4-1から、赤黄で1.6[V]、そ

の他の色では2.5[V]程度以上の電圧を印加すれ

ば良いことが分かる。 

2 4 1 LED を利用して光と色について

考えよう  簡易分光器製作 

表4-1は、白熱電球とLED照明の性能比較

である。LED照明は白熱電球と比べて低消費電

力で長寿命な点で注目されるが、LEDの最大の

特色は単色性である。ニュートンは、プリズム

を使って太陽光が七色に分けられることを示し

たが、LEDはそのうちの一色のみを発光する。

第1回では、LEDの種々の特長が、その発光

スペクトルに起因することを、分光器を用いた

実験と解説で確認した。 

表4-1. 白熱電球とLED照明の性能 

白熱電球 LED照明 

消費電力

（40W形） 
多い（36W） 少ない（4W） 

寿命 短い（約1,000時間） 長い（約40,000時間） 

応答性 遅い（約0.2秒） 早い（0.1m秒以下） 

温度 

（発光体） 

高温：約2,500℃ 

（タングステン） 

低温：約100℃ 

（半導体） 

エネルギー

変換効率 
約2% 約20% 

表 4-1. 白熱電球と LED 照明の性能
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フォトルミネッセンス、ケミルミネッセンスなど

があり、LED はエレクロトルミネッセンスであ

る。

以上のことを予備知識として、図 4-2 に示す

簡易分光器を作製して実験を行った。この簡易分

光器はコンパクトディスク（CD）を回折格子と

して使用し光スペクトルを分析するもので、京都

大学大学院工学研究科北野研究室が開発し、Web
から設計図を入手することができる [4-7]。
簡易分光器の製作後は、その取扱い説明を兼ね

て、室内の蛍光灯のスペクトルを、さらに蛍光灯

を消灯して、窓際で太陽の光スペクトルを観測し

た。太陽光はほぼ全ての色が滑らかに遷移するス

ペクトルで、さらに幾つかの暗線（フラウンホー

ファー線）が確認できた。特に橙と赤の間の暗線

は観測し易い。また、蛍光灯の光は、太陽光と同

様にほぼ全ての色が揃ったスペクトルであるが、

青、緑、黄など幾つかの輝線（特に明るい光の線

スペクトル）があることを確認し、蛍光管の表面

に塗布されている蛍光塗料の演色によって輝線の

現れ方が異なることを説明した。

次に、光源を LED に替えて、太陽光や蛍光

灯との比較実験を行った。LED は前述の弾丸型

5mm φの電極間にボタン型リチウム電池（3V）

を挟んで点灯させ、分光器スリットの直近にかざ

して観測した。LED は赤、黄、青、緑の 4 色に

ついて、直接目で見た光の色、分光器で見えたス

ペクトルの色、輝線や暗線の有無などの結果を

ワークシートにまとめた。室内の蛍光灯は消灯し

たものの暗幕がない環境であったため太陽光の混

入などは避けられず、青 LED に緑が混じるなど

の結果報告もあったが、概ね LED の単色性につ

いて確認できたようである。また、最後に白色と

ピンク色も追加で観測し、LED の外観にも注意

しながら、エレクトロルミネッセンスによる青色

発光と、蛍光塗料のフォトルミネッセンスで白色

やピンク色に演色していることを確認した。

光と定義される電磁波は、遠赤外線（波長 100
μ m）から遠紫外線（100nm）の 30 オクター

ブであり、熱放射ではその物体の温度で放射でき

る波長の光をすべて発し、特に赤外線を多く含む

ので、照明としてエネルギー変換効率は極めて良

くない。一方、人間に見える可視光は赤（700nm）

から紫（400nm）で 30 オクターブのうちの 1 オ

クターブ程度である。LED はこの可視光のみを

放射するためエネルギー変換効率が良く、温度も

低い冷光と言われる。以上のことが発光スペクト

ルを観測するだけで LED の省電力性を体験的に

確認できたと考えられる。

蛇足だが、小中学校で同様の実験を行うと、手

隙の時間にボタン電池に全色の LED を同時に挟

んで点灯を試みるの児童生徒が現れ、赤と黄だけ

点灯し他の色が点灯しなくなることを不思議が

る。図 4-1 の電流電圧特性を実感するのに良い実

験かもしれない。

2-4-2 力ずくで LEDを点滅させてみよう - 

スピーカで点滅実験 -

第 2 回では、LED の低消費電力性を生かし、

圧電素子を用いた点滅実験とものづくりを実施し

た。圧電素子は圧力を加えると圧力に応じた分極

が現れる現象（圧電効果）を生じる素子で、その

発電方法は敢えて分類すれば静電気に属する。圧

電スピーカ、ライターの着火部分、クォーツ時計

など身近なところで使用されており、近年では床

発電や音声発電などの電力応用も試みられている

[4-8 ～ 10]。
今回の実習では、電子工作部品として販売され

る圧電スピーカ PT15-350912SAWR（香港 SPL
製）を選定した。スピーカ内部の圧電素子は円

形形状で直径 19mm φ、静電容量は 50nF であ

図 4-2 簡易分光器
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り、指で押圧（約 30N）したときの発生電荷は

実測値で 2.8μC/ 回である。1 秒間に 2 ～ 3 回の

押圧を想定すると電流で 10μA に相当する。ま

た、瞬間最大起電力は 30V 程度あり [4-11,12]、
順方向電圧が最も低い赤色 LED なら直列接続し

た 17 個の LED を点灯させることがでる [4-5]。
 

実験ではまず、圧電素子による LED 点滅確認

実験 1 として、ブレッドボード上に図 4-3 に示

す回路を作製した。ここで、圧電スピーカと２

つの LED とを並列逆方向で接続している。LED
は点滅が確認し易い赤色を用いた。圧電スピーカ

で机を叩いて振動させてると、2 つの LED が同

時に点滅することが確認できる。

次に LED 点滅確認実験 2 として、圧電スピー

カのリッドを取り外し、内部の圧電素子を直接指

でゆっくり押圧して LED の点滅を観測した。圧

電素子を押したときと離したときで異なる LED
が点滅することを確認し、さらに、押したときに

点滅する LED は必ず押したときに点滅し、離し

たときに点滅することはないことも確認した。こ

の実験 2 では圧力を加えたときと開放したとき

で、分極による電荷移動（電流）が逆になること

を観測できるため、圧電効果の仕組みが体験的に

検証できる。

 実験の後半では、「力づくで LED を点滅させ

よう」と題し、図 4-4 に示す LED 点滅玩具を作

製した。表 4-2 に材料、規格、費用をまとめて示

す。LED と圧電スピーカ以外は手軽に入手可能

な材料を利活用している。この玩具は底面に圧電

スピーカを接着したプラスチックカップにビー玉

を入れて振ることで、LED を点滅させる。圧電

スピーカのコードはプラスチックカップの側面に

リーパなどで穴を開けて外に取り出し、赤白の平

行コード（300mm）で延長し、LED 電極に接

続している。圧電スピーカのコード、平行コード

及び LED 電極は、コードをよじって接続した後、

熱収縮チューブで保護する構成である。しかし、

実際の製作場面では、コードをしっかりよじって

コンパクトにまとめて熱収縮チューブに納めるこ

とが必要だが、熱収縮チューブの径が 1.5mm φ

（収縮前は内径× 2.10 ± 0.3mm）と小さかった

ため、苦労している学生が散見された。

図 4-3 圧電スピーカを用いた LED 点滅実験回路

図 4-4 圧電スピーカを用いた LED 点滅玩具

品

番 
材料名 規格 数 

単価 

（円） 

① 
プラスチック（ま

たは紙）カップ 
約 100ml（底面 40 mmφ） 1 15 

② 厚紙 約 35mm□ 1 2 

③ 平行コード 0.2sq、300mm 1 10 

④ 熱収縮チューブ 1.5mmφ、10～20mm 4 - 

⑤ ビー玉 - 1 5 

⑥ 圧電スピーカ 35mmφ 1 100 

⑦ LED 5mmφ 1 15～40 

計： 約 160 

表 4-2 LED 点滅玩具の材料と費用
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製作後に点滅を試みる場面では、点滅する

LED の光量が少なく、若干の期待外れがあった

ようである。圧電スピーカで発電できる電流は

高々 10nA であるため、明るい部屋では物足りな

さが残ったようである。また、2～3回振ってやっ

と 1 回点滅するなど、点滅効率が良くないケー

スも散見された。前述の実験 2 でも検証したよ

うに、圧電素子は押したときと離したときで反対

方法の電流を発生する。今回の玩具では LED を

1 つしか接続しなかったため、反対方向の電流パ

スが閉ざされ、電荷の一部が圧電素子に残留した

ことが大きな原因である。例えば、LED 電極 2
本を同時に指で握って点滅させると、指が反対方

向電流に対する高抵抗パスとなって改善される。

2-4-3 LED を組み入れたものづくり - LED

ランタン製作 -

前述の通り、小学校第5、6学年の図画工作では、

光を活用した造形あそびなどで LED が活用され

ている例が教科書に記載されている。LED ラン

タンの製作教材はその好例であり、幾つかの既報

がある [4-13,14]。第 3 回は LED 回路の設計法

を念頭に置きながら、LED ランタンの製作を行っ

た。

LED 回路の設計で特に考慮すべき点は、LED
が非線形な電流電圧特性と負の抵抗温度係数を有

することである。この特性が原因で LED を点灯

し続けて温度が上昇すると、抵抗値が低下して電

流が増加し、更に電流増加によるジュール熱で温

度が上昇するという悪巡回に陥り、最終的には破

壊に至るという熱暴走を生じる。その防止対策と

して LED 点灯回路では必ず LED と直列に抵抗

か定電流ダイオードを接続する。

また、複数の LED を点灯させる場合、図 4-5
に示すように、2 種類回路が考えられる。今回、

適度な明るさが得られるように LED を 3 個用

いることとしたが、通常、複数の LED を同一輝

度で点灯させるには、電流が同一となるように

LED を直列接続する回路 (a) が最適である。し

かし、今回の教材では、児童生徒が扱うことを念

頭に、次善の策として並列接続する回路 (b) を採

用した。単三乾電池 2 本の 3V 駆動である。今回

使用した LED の逆方向耐圧は高々 5V であるた

め、例えば 3 つの LED のうち 1 つを誤って反対

向きに接続した場合、直列回路では反対接続した

LED に 9V の逆方向電圧が印加されて破損する

確率が極めて高い。一方、並列回路では、逆接続

しても 3V であるため破損する心配がないためで

ある。

図 4-6 に今回実習で製作した LED ランタン教

材の完成図 (a) および台座部分の実装図 (b) を示

す [4-15]。児童生徒でも簡単に製作できるように、

ランタン本体および台座をプラスチック材として

いる。

教材としての工夫点は、まず、LED の単色性

という特長を、児童生徒が楽しみながら体験的に

学習できるように、赤、黄、青、緑、桃、白の

6 色の LED を用意し、自由に選択できるように

した。また何度でも LED を抜き差しして変更で

きるように LED の接続はブレッドボードを利用

した。次に、LED と直列接続する電流制限用抵

抗は発光色とは関係なく 50Ωとした。電源電圧

3VでのLEDの電流値は赤と黄が 14mAに対し、

青と緑が 3mA と約 20% になるが、人の視覚で

捉える明るさは電流の違いほどではないためであ

る。更に、電源と 3 並列配線および抵抗は一体

型として 3 並列導線部品をはんだ付けで作製し

た。電源はスイッチ付き電池ボックス（単三電池

2 本）を用い、陽極側は市販のジャンパコードを

3 並列で接続し、陰極側は抵抗をはんだ付けで接

続したコード（黒）をやはり 3 並列で接続する

構成とした。ブレッドボード上では、陰極線コー

ド、LED、陽極線コードを一直線上に差すこと

で簡単に 3 並列回路できる。

（a）直列接続

図 4-5 LED 点灯回路

（b）並列接続
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ランタンの発光体（LED）を覆うグローブ部

分には 350 ～ 500ml のペットボトルを用いた。

LED は単色で鮮やかな光を放つが、上方 60°程

度に限られ横方向にはほとんど放射しない。学生

達は横方向に光を拡散すべく、半透明のビニール

や和紙など光透過性の材料で覆ったり、内部に半

透明のビニールを詰め込んだりして創意工夫した

装飾を施していた。また、その製作を通して改め

て LED の放射特性を体感したようである。

表 4-3 に教材部品と費用の内訳を示す。部品

数は約 10 点で、ランタン教材 1 台あたり 300 円

程度であり、小学生用教材として妥当な費用であ

ると考えられる。費用に幅があるのは、赤と黄の

LED と比較して、青と緑の価格が若干高価なた

めである。

2-5 エネルギーを体感しよう

我が国はエネルギー資源の大部分を海外から

の化石燃料の輸入に依存しており、エネルギーの

安定確保や地球温暖化問題など、解決すべき課題

を抱えている。持続可能な社会や低炭素型社会を

実現するには、様々な分野において省エネルギー

を推進するとともに、太陽光、風力、バイオマス

などの再生可能エネルギーの大幅な導入・拡大が

必要である。

学校教育においても、エネルギー問題や地球温

暖化などの環境問題に関する教育を充実させる必

要がある。次世代を担う児童・生徒らにエネルギー

問題や地球温暖化問題、再生可能エネルギーに関

する正しい知識を身につけさせ、将来自ら解決し

なければならない課題として意識の向上を図るこ

とが重要である。

以下、3 回の講義の概要について述べる。毎回、

（a）完成図

（b）台座部分の実装図

図 4-6 LED ランタン

品

番 
材料名 規格 数 

単価 

（円） 

① 電池ボックス スイッチ付 1 50 

② ブレッドボード 1/2 60 

③ プラスチックカップ ふた付き、200ml 1 15 

④ LED 5mmΦ 3 45～120 

⑤ LEDキャップ 3 12 

⑥ 抵抗 100Ω 3 

⑦ 乾電池 単三 2 100 

⑧ ジャンパコード 100mm、0.12sq 3/2 5 

⑨ コード（黒） 70mm、0.12sq 3 

⑩ ペットボトル 1 - 

熱収縮チューブ 
1.5mmφ、10～20mm 3 - 

3mmφ、10～20mm 2 - 

計： 約 340 

5 

表 4-3 LED ランタンの材料と費用



岡本ほか：学校教育教員養成課程におけるものづくり概論

- 79 -

講義修了前の 10 分程度を使って、意見や感想な

どのコメントシートを作成・提出させた。

2-5-1 エネルギーを体感しよう（その１）

初回の講義の初めに、以下の項目について

ショートテストを行った。

(1) エネルギーとはなんですか

(2) エネルギーの種類にはどのようなものが

ありますか

(3) 私たちの身の回りにある工業製品のうち、

使用時にエネルギーを消費するものを 20
以上挙げなさい

物理学におけるエネルギーの定義及びエネル

ギーの種類を正しく記述できた学生は少なかっ

た。電気エネルギーを使用する工業製品が多いこ

とに、改めて気付かされた様である。

次に、自転車発電機を用いた発電実験を通し

て、白熱電球（定格消費電力 60W × 1 ～ 3 個）

と 60 型 LED 電球（同 10W × 1 ～ 3 個）の消

費電力の違いや、ペダルを漕ぐ脚への負担の違い

を体験・体感させた（図 5-1）。人間の脚のパワー

による発電能力は、約 100 ～ 200W である。

受講生のコメントシートには、「白熱電球より

も LED の方が仕事量は少なく発電できることを

体感的に学ぶことが出来て楽しかったです。小学

校でも温暖化問題を考える際に使える教材だと感

じました」「自転車をこいで電気をつける実験で

は LED の方が小さいエネルギーで光をつけるこ

とができ、省エネであることを実感した。この実

験を将来児童とともに行ってみたい」などの感想

があった。

2-5-2 エネルギーを体感しよう（その2）

2 回目の講義では、人間の一日当たりのエネル

ギー消費量から、人間のエネルギー消費率（仕事

率）の計算、階段を歩いて上ったり、走って上っ

たりした場合の足のパワー（仕事率）の測定実験

（図 5-2）、ペットボトルを利用した風力発電用風

車の工作及び発電実験を行った（図 5-4 ～図 5-8
参照）。

大人の一日の摂取カロリーを約 2,000kcal と
仮定し、熱の仕事当量（1cal=4.2J）を用いて、

人間のエネルギー消費率（P）を計算すると、

P=2,000kcal/24hour
=2,000 × 1,000 × 4.2J/24h × 60min × 60s
=97.2 (J/s) ≒ 100 (W)

脚のパワー（P）は、階段を利用し、体重（mg）、
階段の上りに要した時間（t）の測定値を用いて、

位置エネルギーの増加量（⊿ E）から、次式によ

り求めさせた。

　P = ⊿ E/t = mgh/t　（W）

ここに、m は質量、g は重力の加速度（9.8m/
s2）、h は階段の鉛直方向の距離で、h=7.2m（40図 5-1　自転車発電機による発電体験の様子

図 5-2　階段を利用した人間の簡易パワー測定
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段× 18cm/ 段）。

測定結果を図 5-3 に示す。歩いた場合は約 100
～ 200W、走った場合は、約 300 ～ 500W（ダッ

シュした場合、約 600 ～ 800W の 2 名の学生が

いた）であった。図中に参考までに、大人の平均

エネルギー消費率及びエンジンの出力単位として

良く利用される馬力の値を示す。

なお、1 馬力（HP）の値は、上式に m=75kg、
h=1m、t=1sec を代入し求めることができる。

1HP = mgh/t =75 × 9.8 × 1/1=735　（W）

受講生の感想には、「普段の生活の中でどれく

らいのパワーを使っているのか、実感できた」「こ

の実験は小学生でも簡単にできるので、エネル

ギーを身近に感じることができると思う」などが

あった。

図 5-4 にペットボトルを利用した風車の羽根の

製作手順を示す。ペットボトルは容量 500mL、
断面が四角形又は六角形のものが工作し易い。

図 5-5 に発電機として用いた風力発電工作キッ

ト（（株）アーテック製）の内容を示す。発電用モー

ター、ペットボトル取付けキャップ、LED など

からなる。授業時間の制約上、予めキットの発電

機を組み立てたものを発電機として用いた（図

5-6参照）。風力発電の様子は、赤色LED（順電圧：

約 1.7V）の点灯により確認することが出来る。
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図 5-3　人間のパワーの測定実験結果

図 5-4　ペットボトル風車製作

⑤羽根を作るために線をかく ⑥線をハサミで切って羽根をひらく

⑦羽根を全部ひらく ⑧風車がうまく回転するように羽根をひねる

上から息を吹きかけて、矢印の向き(時計回り)に回転したらオーケー 
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ペットボトル風車の発電性能実験を行った。限

られた授業時間内で性能実験を行うために、本授

業では、2 人一組で実験を行わせた（図 5-7）。  
工業扇からそれぞれの風車までの距離が同じにな

る様に注意し、赤色 LED の点灯の明るさを競わ

せた。勝敗は審判員（受講生）に確認させ、明る

い方が勝ちとした。

22 名が参加した競技のトーナメント表を図

5-8 に示す。21 試合行った。授業時間に余裕が

ある場合は、各々の風車発電機による発電量を正

確に測定し、性能を明らかにすることが望ましい

（資料 1 参照）。

受講生の感想には、「ペットボトル風車は小学

生にも簡単に作ることができるので、理科や図工

の教材に取り入れることができると思う」「エネ

ルギーを子ども達に教える際に使うと、楽しみな

がら学べる教材だと思う」「トーナメント形式に

することによって子ども達もどうやったら良く周

るのか研究することになるので良い教材だと感じ

ました」などのコメントがあった。

2-5-3 エネルギーを体感しよう（その3）

前の 2 回の講義において、エネルギーを体験・

体感させた。本講義では、パンフレット（参考文

献［5-1］）を用いて、日本のエネルギー事情につ

いて解説するとともに、沖縄のエネルギー事情に

ついても補足説明を行った。近い将来教員になる

学生にとって、日本全体及び沖縄のエネルギー事

図 5-5　風力発電工作キット

図 5-6　製作したペットボトル風力発電機

図 5-7　発電実験の様子

図 5-8　競技形式（トーナメント方式）による

ペットボトル風車の性能実験
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情を知っておくことは、エネルギーに関する授業

を行う上で、とても大事なことである。

特に、2011 年の東日本大震災以降、日本は、

①エネルギー自給率の低下

②電力コストの上昇

③ CO2 排出量の増加

などの課題に直面している。これらの課題を

克服していくために、先ずは国民一人一人が、我

が国の現状を知り、理解し、エネルギーについ

て考えることが重要であることを説明した。更

に、日本の温室効果ガスの排出量や「パリ協定」

（2015 年 12 月採択）についても解説した。日本

は温室効果ガス削減目標（2030 年度に 2013 年

度比 26% 削減）を実現するためには、エネルギー

の基本方針として、将来（2030 年度）の電源構

成のあるべき姿を図 5-9 の通り示している。即

ち、徹底した省エネによりエネルギーを 17% 削

減、再生可能エネルギーを 22～ 24%に導入拡大、

火力発電の高効率利用等を推進、原子力発電を

20 ～ 22%、将来は原発への依存度を可能な限り

低減させることについて説明し、国のエネルギー

ミックスについて考えさせた。

受講生の感想には、「高校で日本はエネルギー

に関して他の国に依存していると勉強したが、こ

こまで自給率が低い（2016 年時点で 8.4%）こ

とには驚いた」「環境問題はエネルギー問題に密

接に関わっていることを再認識できた」「エネル

ギーに関して日本が直面している問題について、

教育に取り入れていきたい思う」などのコメント

があった。

2-5-4 まとめ

学校現場におけるエネルギー教育は十分に行

われているとは言い難い。先ずは、エネルギーに

関連した「ものづくり」を通して、エネルギーに

ついて興味・関心を喚起する必要がある。

本講義では、手回し発電機や自転車発電機な

どの機器を用いて人間が出せる腕や脚のパワーを

体感させ、省エネルギーについても考えさせた。

次に、身近なペットボトルを利用して風車作り及

び発電性能実験を行うとともに、再生可能エネル

ギーについて考えさせた。更に、歩いたり走った

りした場合の人間のパワーの大きさを簡単な実験

で体感・確認させた。

本授業を参考に、将来、エネルギー・環境問題

に関する教材開発及び授業実践を行うことを期待

したい。

資料1　ペットボトル風車の性能実験方法

図 5-10 に示す様に、風車を取付けた発電機、赤

色 LED、電流計、電圧計の電気回路を組む。ブ

ロワーと風車との距離を一定に保ち、一定風速の

下、電流値（I）と電圧値 (V) を読み取り、発電

量 P（=I × V）を求め、表 5-1 に記入させる

図 5-9　2030 年の電力需要及び電源構成

図 5-10　ペットボトル風車の性能実験装置
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第3章　受講学生による授業評価

第 16 回の最終講義では，受講学生による授業

評価アンケートを実施した。受講学生 23 名のう

ち，18 名が回答に協力してくれたので，回答率

は 78.3％となった。質問は全部で 11項目となり，

質問１～８については，「全くそう思わない」，「そ

う思わない」，「どちらとも言えない」，「そう思う」，

「強くそう思う」の５件法で行い，「全くそう思わ

ない」を１点，「強くそう思う」を５点というよ

うに順に得点換算し，総和をとってその質問の尺

度得点とした。

質問内容を次に示す。括弧内の数字は，その尺

度得点である。

質問１．シラバスに記載された目的や趣旨が活

かされた授業であった。（4.81）
質問２．使用した教材は適切であった。（4.81）

質問３．教員の説明はわかりやすかった。（4.69）
質問４．理解を促すための方法上の工夫がよく

されていた。（4.81）
質問５．総合的に判断してこの授業に満足して

いる。（4.88）
質問６．この授業のレベル（難易度）は適切だっ

た。（4.63）
質問７．受講生が毎回，製作・実験したものづ

くりの題材はこれからの参考になった。（4.75）
質問８．ものづくりの基本的な道具・機械等の

使用法が理解できた。（4.69）
上述のように，尺度得点は 4.63 ～ 4.88 の範

囲で高い値を示しており，特に，質問１，２，４，

５では高い値を示していたことから，全体的に満

足度の高い授業であったことがわかる。

質問９～ 11 は記述式の回答項目であり，質問

内容とその主な回答を以下に順に示す。

質問９．「この授業で特に良かった点，また印象

に残った点があれば書いて下さい。」

・毎回，技術に関する製作や実験があった。内容

が難しく，仕組みが理解出来ていないものもあっ

たが，グループで楽しく取り組める内容もあり，

印象に残っている。

・半田ごて，電気のように技術の授業であつかう

道具や道具の使い方について，専門の先生がオム

ニバス形式で授業を行って下さるのが良かった。

カレンダーづくりが１番楽しかった。

・ものづくりの基本的な道具・機械等の使用法が

理解できた。シャボン玉，ペットボトルランプは

小学生でもとりくめる題材だと思った。

・実際に道具を使ってものをつくることで，楽し

さや安全に気をつけることができた。

・はさみや電気など身近なものについて，深く知

ることができた。楽しく学べた。

・木材でカレンダーを作った授業で，オリジナル

のものが作れて楽しかったです。はんだごての使

い方も学べて良かったです。紙ひこうきを作った

り，シャボン玉，ペットボトルロケットも楽しかっ

たので記憶に残っています。

・私は昔から不器用で，工作においても進むのが

遅いのが悩みでしたが，先生たちがとっても優し

く丁寧に教えてくれたので，とてもスムーズに工

作することができてよかったです！

・色々なものを自分たちの手で作ることで，素材

の特性や道具，機械の使い方を楽しく学ぶことが

できた。木，電気，風の力など多くの素材，ジャ

ンルを使った作品を作れて楽しかった。

・自分たちで実践しながら学べたのは身をもって

学びを深められるので良いと感じた。

・実践的な授業で自分自身でいろんなものをつく

ることができたのでよかった。また，つくりなが

ら，自分自身が授業をすることも考えられるよう

な流れになっていたのでよかった。

・この授業では，毎回色んなものを作ったり，実

験をしたりしていて楽しかったし，自分が生徒と

やってみたいと思うものが多かった。特に印象に

残ったことは，先生方がいつもいかに楽しみなが

表 5-1　ペットボトル風車の性能実験結果
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ら学べるか，また安全面への配慮などをいつも気

にかけて授業を行っていた点だった。

・シャボン玉楽しかった。

質問 10．「この授業で改善すべき点（設備・備

品等を含む）があれば書いて下さい。」

・パソコン室で行った実験は，技術室でもできる

のではないか？（横並びで座って実験を行ってい

たのでやりにくかった。）

・回路の授業で説明が難しかったので，ついてい

くのが精一杯だった。

・パソコン室で行った講義が，少し難しかったよ

うな気がした。しかし，技術の中で重要なところ

だとも思うため，もう少し理解しやすい方法があ

ればよいと思った。

・作るときの過程をもう少しわかりやすく詳しく

示した作成説明書がほしかった。

・改善すべき点は，少し説明がわかりにくい所が

あったのと，事前知識が無ければわからないとこ

ろがあったので，そこはもう少し具体的に説明し

てほしい。

・クーラーがなかったので暑かった。

質問 11．「この講義でつくってみたい題材や作

品名があれば書いて下さい。」

・ペットボトルロケット（２名）

・花火（２名）

・積み木

・木のおもちゃ

・棚

・木琴

・立体フレームがつくるシャボン膜

・水力発電機

・ランプ

・時計

上記の質問９で多くの学生が指摘しているよ

うに，実際に道具や機械等を使って製作や実験を

毎回行っていることに高い評価が得られ，体験的

に学ぶというアクティブ・ラーニングの指導方法

が授業の満足度を高めたといえる。また，質問

10 では，電気回路や製作手順が難しいという指

摘もあり，わかりやすい説明が求められている。

今後は，プレテストを初回に行って，受講学生の

基礎知識，技能レベルや製作経験等を事前に十分

に教員側が把握して授業内容を編成することが求

められる。質問 11 では，多様な製作題材が回答

されているが，限られた時間と予算内で講義が行

われているため，すべての要望をかなえることは

難しい。今後も製作題材や実験内容を引き続き開

発・検証していく必要がある。
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