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☆タカノケイの『北の国から教師デビュー２年目 no.19』 2016①13（水）  

北海道・高校（物理・化学・生物 担当） / 高野 圭 

 (key.la.belle.equipe@gmail.com 090-5767-9609) 

 

はじめての＜光のスペクトルと原子＞記録 

 

仮説社から出版されている本で，『サイエンスシアター電磁波をさぐる編④ 

光のスペクトルと原子）』（著：板倉聖宣・湯沢光男）という本があります。電磁波や

光について，詳しく知らないけれど，ボクは色やきれいな物が好き。だから，

この内容はいつか授業でやってみたいなぁ～と思っていたのでした。でも，

本にはなっているけれど，≪授業書≫として仮説社から販売されてはいない

ので，なかなか踏み出さずに１年が過ぎてしまいました。 

 そんなときの事です。犬塚清和さん（ルネサンス豊田高校・校長）が，今年は

ルネサンス高校で＜光の原子とスペクトル＞をやるという。８月には刈谷で

講座もやるという。今まで講座を受けた事もないし，サイエンスシアターが

実施された頃，ボクは小学生。存在すら知りません。夏に迷わず刈谷まで行

きました。ルネサンス高校版のため，２時間ぐらいの構成でしたが，講座を

受けてみて，「ああ，やっぱりこれをやりたいなぁ」と思うのでした。 

 

 

●内容をどうするか 

 いざ，やろうと思うのですが，講座を受けた感想は「２時間じゃなくても

っとやりたいなぁ」というキモチでした。犬塚さんはどういう想いでこの２

時間プランを考えたのでしょう。刈谷の講座案内を見ると，こんな事が書い

てあります。 

 

…（略），今年は『光のスペクトルと原子』です。「波動」「分光」「回折」「干渉」…どれも，

単語として記憶がありますが，よくわかりません。「分からない」という感覚を超えた，嫌

悪感だけが記憶に残っています。…（中略）…，次は「電磁波をさぐる編」でいこうと決
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めていました。『偏光板で遊ぼう』と『光のスペクトルと原子』のどちらにしようか迷った

けれども，（変化の美しさ）で後者に決めました。 

 とは言え，その１冊の本の内容を「２時間の授業」でどう展開するかです。どの内容を

あきらめるかです。「第１幕，色のスペクトル」の問題はほとんど取り上げる。「第２幕，

原子とスペクトル」では，「マグネシウムのスペクトル」と「炎色反応とスペクトル」の実

験を取り上げるが，「輝線スペクトル」については触れない。「第３幕，太陽と星のスペク

トル」はカットする－という形で授業を組んでみました。 

 「分光器」をのぞいたり，ホログラムシートで光のスペクトルを見たらいい。光や色の

不思議さを味わってもらえたらいいという軽い気持ちで授業が進められれば◎，というキ

モチでいます。…（略） 

 

 これを読むと，犬塚さんはサイエンスシアターの本を参考にしながら，「２

時間という制約」と「どの内容をあきらめるか」とを考えながら，今回講座

で実施したルネサンス高校版を紹介してくれたみたい。 

 ボクの場合，２時間にこだわるつもりはありません。…そうして調べてい

るうちに，この本『光のスペクトルと原子』はもともと栃木の湯沢さん（中学

校・校長）が作られた内容をもとにしてサイエンスシアターが組まれ，その結

果作られた本で，さらに今は＜光と原子＞という授業書案がある…。との事。

いろいろ考えた結果，犬塚さんの講座に一番雰囲気が近い，1995 年版＜光の

スペクトルと原子＞をもとにして，授業を進めることにしました。（長野の渡辺

規夫さん（高校・物理）に送ってもらいました） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊： 

●授業の様子 

 黒板に，大きく＜光のスペクトルと原子＞と書きました。高校生たちは「ポ

カン」というカンジ（汗）。ボクは，授業書を配る前に，「＜スペクトル＞っ

てなんだろね？」と問いかけて，感想文用紙の裏に書いてもらうことにしま

した。「こんなの勘でいいよ！職員室に座ってる先生たちだって，ほとんどの

先生は知らないよ」なんて言いながら…。いろんな「スペクトルのイメージ」

が集まりました。 
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スペクトルとは…， 

 

「色がらみの何か」「光の強さ・量」「飛行機」「重さ」「波・波長」 

「何かすごいもの」「光の反射や角度，波動等の総称」「刺しそうなもの」 

「屈折」「光の向き」「光の色」「記号」「光」「光線」「光の単位」 

「プリズム的なイメージ」 

 

だと思う 

 

この授業やるまでホログラムシートなんて知らなかったよ…。知ってた？ この言葉だ

け知ってるだけでもたいしたもんだ。「ホログラムシート」や「スペクトル」。これ知って

いるだけで，「おお！あんたエライね」なんて思える。授業受けた後に，女子生徒が「あっ，

これは光のスペクトルだ」なんてどこかで言ったら，彼氏だってびっくりするだろうね（笑）。

（講師 犬塚清和「光のスペクトルと原子」の講座記録テープより 2015,刈谷） 

 

 いろいろな意見が出たところで，授業書を配って読んでいきます。 

「…光を分解すると虹のようにいろいろな色の光に分かれます。そのように分けられた

その光の帯のことを＜光のスペクトル＞といいます。自然に見える虹は「天然の光のスペ

クトル」ということになります…」 

 生徒たちは，直前の授業で≪虹と光≫の授業書をやっていた事もあり，「あ

あ，虹みたいなやつを言うのね」みたいな表情をしている子もいたり。 

 

●分光器づくり 

【質問】分光器で太陽の光を見たら，どんな色（スペクトル）が見えると思

いますか。もっとも，直接太陽にむけてのぞくと目をいためる事があるので，

外の明るい空に向けるだけにします 

 

 分光器に関しては，昔は仮説社でも取り扱いがあったようですが，今は見

当たりません。サイエンスシアターの本の中では「分光器づくり」が紹介さ

れており，台紙も印刷されているので，これを利用する事にしました。１０
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０円ショップで購入した工作用紙に，製版印刷で台紙データを工作用紙に印

刷していきます（ただ，工作用紙が厚すぎてすぐ詰まる…。詰まって，直して…を繰り

返して，数十分かけて工作用紙４０枚に分光器の台紙を印刷しました。シールに印刷して

貼るという方がイライラしないで済むかも…）。 

 生徒たちには，「分光器って書いてあるから，分光器を用意しなくちゃいけ

ないね。昔は仮説社という会社で購入できたみたいだけど，１個数千円？し

たみたいだし，もう販売していない…。だから，同じ機能を再現できる本格

的な分光器を一人一個作ってしまおうか。」なんて話をすると，「えっ！マジ

なの？」「売れるじゃ～ん」なんて声が聞こえてきます(^^;)。「紙で作るから，

数千円…では売れないかもしれないけど，機能はほぼ同じ！ だから，数千円

の価値があるものを今から作るんだよ」なーんて話をしながら，工作用紙，

マット，カッターなどを配っていきます。 

 

●ものづくりについて 

そんなわけで，ものづくりからはじまるこの授業書。でも，正直，ボク自

身は「たくさんものづくりをしたい！」というタイプではありません。準備

も大変だし，自分自身，ものづくりが得意なわけではなく…（汗）。 

 けれども，今教えている高校３年生の子たち，ものづくりはとても好きみ

たいです。「わたあめ」や「プラ板」「＜宇宙への道＞の地球月太陽モデル（30

億分の１）」も，とてもたのしく作っている姿を見てきて，「分光器づくりもた

のしんでくれるんじゃないかな？」という予想があったのです。 

 だから，多少材料揃えるのがメンドくさくても，生徒たちがたのしんで作

ってくれそうな予想ができるなら，準備の大変さも乗り越えられるのでした。

（といっても，分光器づくりの材料はとても少ないのであまり大変ではないけど） 

 そんな，たのしく授業ができそうな「ものづくり」の授業。けれども，一

方では自分のニガテさを露呈してしまいそうな授業ともいえます。そんなも

のづくりでは何を意識して授業に臨めばよいのでしょう。迷った時，まず立

ち返るのは仮設実験授業提唱者の板倉さんの言葉です。ものづくりの考え方

に関しては，自分の経験とも重なるからか，とても共感を覚える文章でした。

ものづくりをする時に一番忘れないでおきたい言葉です。紹介します。 
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特殊な法則であれ，その法則を体得して想像の楽しさを体得できるようにするには，文

字通り＜すべての子どもたち＞が＜うまくできた＞と感ずることができるまで，徹底的に

教えてやることが必要です。その意味で，もの作りの授業では決して先を急がないことが

大切だと思います。そこで，みんなよりも先にうまく作った子どもたちには，遅れた子ど

もたちに教える側にまわらせることが必要になります。 

 板倉聖宣著『たのしい授業の思想』仮説社，1988 

 

 そんなわけで，今回の目標は，「手作りの分光器が（できれば全員）完成し

て，太陽光のスペクトルが確認できる」というところにしました。 

 

●ものづくりを振り返って 

 ボク自身もはじめての分光器づくり…。実際やってみると，材料を配った

り，質問を受けていたりで自分に余裕がなく，早く終わった子への配慮まで

気が周りませんでした。でも，指示は特にしていな

かったけれど，自然と「遅れた子どもたちに教える

側にまわってもらう」という様子も見られたり（教室

じゃなくて，机がくっついている理科室でやればよかったな）。 

 また，それでも時間をもてあます子もいたのでし

た。クラスも違う子達の集まりだという事もあり，

全員が教える側にまわる…，なんてことはきっと難

しいし，それぞれの性格や，需要と供給のバランス

もあったことでしょう。 

 慌ててボクが考えたのは，自分が作った分光器に

色を塗ったり絵を描いたり，未来の高校生たちに対してのメッセージを書い

てもらったり。（「この分光器は販売していないから,みんなが作っているのは貴重だな

ぁ～。 せっかく作ったのだから，家に持って帰って良いのだけれど，持って帰らない分

光器は小・中学校に貸し出しするかもしれないから，これから将来高校生になる子達にメ

ッセージでも書いてよ」なんて言ったりして） 

 時間に余裕を持って設定した事もあり，無事全員分光器の制作～スペクト
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ルの観察まで終える事ができました。感想文を見ると，ものづくりは，いつ

もとはまた違う魅力があるみたい。こういう感想文を見ると，「たのしさは多

様だな」なんて事を思います。 

 

★☆分光器は，２年生の頃知ってはいたが，見てはいなかったので今日見れて良かったと

思ってます。こんなにくっきりと見えるなんて思わなかったので感激です。（瀧川友加里） 

 

★☆分光器を作っている時，「どんな物が見えるんだろう」とワクワクしながら作れて面白

かった。たぶん分光器作ってる時が１日で一番集中してました。（小寺恒平） 

 

★☆分光器を実際に作ることにびっくり！カッターもカッター板も用意されていて，安心

して楽しく授業が受けれました。（安原香梨） 

 

★☆今日は大好きな工作ができた！！でも手伝ってもらったりして迷惑をかけたかなぁ。

（加賀快菜） 

 

●違った世界 

【問題２】白熱電球に赤いセロハン紙をかけると，あたりが赤く見えるよう

になります。それでは，その光を分光器で見たら，どう見えると思いますか。 

 ア．ほとんど赤 イ．赤だけ抜ける ウ．５～６色のスペクトルが見える 

  

 さっそく高校生たちに作ってもらった分光器を使った問題です。高校生た

ちの予想分布は以下のようになりました。 

予想分布 ＜ア．１８人 イ．９人 ウ．４人＞ 

 

 意見を聞くと，「赤色なんだから，そりゃスペクトルも赤でしょう派」と，

「赤のセロハンを通すってことは，赤が吸収されるんだから，赤がぬけるで

しょう派」に分かれた，という感じです。一方で，「今まで外の光や豆電球は

虹色のスペクトルだったんだから，やっぱり虹でしょう（ウ）」の意見もあり

ます。 
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 さて，実験です。やり方は犬塚さんが刈谷の講座でやっていたように，東

急ハンズで買ってきた大きめの赤セロハンを筒状にして，光っている豆電球

にかぶせるようにしました（生徒たちには，「分光器をのぞいた状態で待っててね，カ

ウントダウンするから」と言い，スタンバイしてもらいます）。 

 赤セロハンをかぶせた瞬間，多くの生徒から「おぉ～！」「あか～い！」と

歓声があがりました（正解はア）。多数派が正解しているのだけれど，それで

も歓声があがります。「なーんだ，アタリマエじゃん」という反応とは違う反

応。スペクトルなんて，今まで見た事もないものね。 

 はたから見たら，白熱電球に色セロハンをかぶせただけなのだけれど，生

徒たちが作った分光器からのぞいた世界では，違った世界が見えている。な

んだか不思議です。 

 

★☆分光器を使うと，予想と違ったうつり方がする。たのしい。（中川陸也） 

 

●予想外 

【問題３】今度は，白熱電球に緑色のセロハン紙をかけて見てみます。そう

したら，その光のスペクトルはどのようになると思いますか。 

 ア．ほとんど緑 イ．赤から緑 ウ．全部のスペクトル  

 

【問題４】今度は，黄色のセロハンをかけてそのスペクトルを見ることにし

ます。どんな色のスペクトルが見えると思いますか。 

 ア．ほとんど黄色 イ．赤や黄色 ウ．全部のスペクトル エ．その他 

 

 赤のセロハンの次は，緑のセロハン，黄色のセロハンと続きます。予想人

数を記録し忘れちゃったけれど,視聴率が落ちているカンジ…。だんだん疲れ

てきたのかな？ もしくは，「赤は赤，緑は緑のスペクトルなんだから，黄色

は黄色のスペクトルで当然じゃ～ん。もう当然すぎるよ～」という気分なの

かな？   

ボクは，「手を挙げてない子も，心の中で予想してからのぞくんだよ」なん

て言いながら，実験していきます。黄色のセロハンを持って，みんなが分光
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器をのぞいているのを確認して…。いくよ～。３．２．１…。 

黄色のセロハンをかぶせた瞬間，「えぇ～～～！！！」という，赤のセロハ

ンをかぶせた以上の歓声があがります（実験結果としては，赤～緑のスペク

トルが見えます。正解はエ）。予想を聞いたり実験する時に，「はいはい，じ

ゃあ行くよ～」なんて，あっさり進めているからなおさらかも。全員が不正

解…，でもみんな笑顔…。その驚きと楽しさを安原さんは感想文に表現して

くれました。 

 

 

 

★☆今回の問題はほとんど間違ってばっかりだったので，予想して結果がどうなるのかワ

クワクしました。（安原香梨） 

 

★☆黄色のセロハンを当てた時，赤や緑も見えて意外だった。今日は，いつもとはまた違

った発見があってたのしかった。（阿部雄志） 

 

★☆自分の予想がはずれたりするのが，なぜかたのしい（木村隆也） 
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●分光器を使わずに 

 多数派が「おぉ～！」と感動している一方で，「見えない～」「よくわから

ない～」という子も数名いたみたい。その多くは席が遠かったり，見えなく

て途中であきらめちゃう子だったりするのですが，「遠くに座っている人は立

って，近くで見てごらん」と言っても，立ち上がる子は少ない。（いっそ，遠く

に座ってる●●さん，○○さんはここに来て！と言った方がよかったかな～？なんて事も

思う） 

 感想文を読むと，見えない子は「私が作った分光器が悪かったのかな」と

か「私の見方が悪かったのかな」と，なんとなく自分を責めて，見るのをあ

きらめちゃうカンジがあるようです。それはさみしいなーと思って，分光器

を使わない，別の見方でも見る事にしました。刈谷の講座で犬塚さんがやっ

ていた，大きいホログラムシートを光源の前に立てるやり方です。 

ボクは，「見えなかった人がいるかもしれません。それは場所が悪かったん

だ。大丈夫。みんなでも見えるように，分光器に貼ってあるホログラムシー

トをでっかく持ってきてきたんだ。見え方がちょっと違うよ。やってみるよ」

と言って，光っている白熱電球の前に長いシート（横１ｍ）を持ってきます

（厳密には，「レプリカグレーチングシート」という，分光器に貼ったホログラムシートと

は別物。犬塚さんは東急ハンズで買ったと言っていたけれど，見つからなかったので教材

屋から買いました。でも，これもホログラムシートかな？）。 

 見せると，実験結果は分光器で

見た時と同じ結果にはなるのだけ

れど，見え方や美しさはこっちの

方が上！ 生徒たちからはまた歓

声があがります。きれいなものを

見て，素敵だなと思うのは人間共

通のものなんだね～なんて事を思ったり。（キザかな笑） 

 最初行った＜分光器で見る＞という方法は，「自分で作ったもので，こんな

の見えちゃうんだ～！」という感動があるけれど，＜でっかいホログラムシ

ートで直接見る！＞のも，「みんなで同じものを見る，しかもそれがきれい，

見るのが簡単」と，分光器で見るのとは違う魅力があります。ボクも見せた
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くなります。「どっちの見せ方が良いのかな…」と授業前は悩んだけれど，生

徒に聞いたら，「どっちも見た方がいいよ！」と明るく言っていました。 

 

★☆最初分光器で見ていましたが，全く見えなかったです。しかし，後半で分光器で使わ

れるシートをでっかく用意してもらい，見えやすくしてくれたので，見えて「スッキリ」

しました。（瀧川友加里） 

 

★☆分光器の使い方が下手で全然見えなかったけど，前の方で見やすく実験をしてくれた

（でっかいシートで見た）おかげで，しっかり見ることができて感動した。（小林沙折里） 

 

★☆大画面で黄色のシートをかぶせた時きれいだった。紅葉みたいで秋っぽくてさ（佐藤

香連） 

 

★☆豆電球の光が赤くなったら（セロハンをかぶせたら），もちろん分光器から見えるスペ

クトルは赤くなったのに，黄色を見た時，「あれっ！？」って誰もが驚く結果になって，す

ごく印象に残った。皆で何か同じ作業ができる（同じものを見る）のは楽しいな，と感じ

た。（沖野智聡） 

 

 

●＜あの図＞にこだわりすぎて 

【問題５】懐中電灯を２本用意し，赤いセロハン紙と緑のセロハン紙をかぶ

せます。２つの色を重ね合わせたら，どのように見えるでしょうか。 

 ア．青っぽく見える イ．黒っぽく見える ウ．黄色に見える。  

 

【問題６】懐中電灯をさらにもう１本用意し，それに青いセロハン紙をかぶ

せます。３つの色を重ね合わせたら，何色に見えるでしょうか。 

 ア．白っぽく見える イ．黒っぽく見える ウ．その他 
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 次の問題は，赤色の光と緑色の光を混ぜたら…？という問題。ここでボク

は当初，「光の３原色のあの図」（右下図）をやろうと思ったのです。高校で

は「情報」という授業でも勉強するみたい。 

 余談ですが，ボクは「カラーコーディネーター」という資

格を持っていて，色や光に関しては少し勉強したことがあり

ます。その時，教科書・参考書に出てくる＜あの図＞→は「ふ

ーん」というカンジで，感動的に学べなかった…，というか

丸暗記で乗り切ってきたのです。 

 懐中電灯ではきれいにあの図ができない。だけど，再現したい！ そんな事

を思って，インターネットで調べ，豆電球，スポットライト，パワーコント

ローラー，黒の画用紙，白の

厚紙，色セロハン…といろい

ろ準備したのですが,結局う

まくいきませんでした（悲）。

インターネットでは「実験レ

シピ」なんて書いてあって，「これ通り やれば…」というカンジで書いてあ

るのですが，色セロハンや豆電球の種類も書いてないし…。数日間，いろい

ろ試したのですが，うまくいきません。こうなったら，色セロハンのプロに

聞いてみようと思って，スポットライト用の色セロハンを販売している（株）

東京舞台照明に聞いてみました。下記の返答が返ってきました。 

石狩翔陽高校 高野 様 

 お問い合わせありがとうございます。光３原色に対応するポリカラーは厳密にはござい

ません。樹脂フィルムフィルターの特性として、透過する波長の帯域を正確に管理出来ま

せん。特定帯域の波長を中心として、なだらかな山型の曲線となってしまい、 

隣接帯域の波長が入ってしまいます。しいてあげると、赤#22 緑#59 青#77です。 

 しかしながら、光量の調整も必要になります。同じ W数の電球ですと、青の光量が少な

くなってしまいます。赤緑青の光量を調整する必要もございます。フィルターは必要な帯

域の波長のみ透過させ、色を出しております。A4 ｻｲｽﾞの見本は本来 2 色までとさせていた

だいておりますが、特別に#22#59#77#72 をお送りいたしますので、お試しください。 よ

ろしくお願いいたします。 (株)東京舞台照明 物品販売部 仲鉢 文雄 
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 突然のメールにも関わらず，この仲鉢さんという方は，わざわざ「厳密に

やるのは，結構大変だと思いますよ」「色セロハンを送ったから試してみてく

ださいよ」と電話をくれ，色セロハンを何種類か送ってくれたのです（もちろ

んタダ！）。ああー，こんな会社，こんな人もいるんだなー。なんて感動しま

した。…でも，それでも上手くいきませんでした（泣）。 

 「まだまだ試行錯誤が必要かな…」なんて思ったのですが，客観的に実験

道具の様子を見たら，たとえうまくいっても「そりゃーそこまで入念に準備

したらうまくいくでしょうよ」みたいな物々しさになっているのです。だん

だん自己満足に走っている気がして，「あの図」をきれいに再現するのはやめ

にしました。授業書通り，懐中電灯（マグライト）にフツーに色セロハンを

かぶせて実験します。（最初からこうすればよかったのにね。でも，おかげで照明屋さ

んと仲良くなりました） 

 

●生徒たちの反応は？ 

 懐中電灯で実験した瞬間は，「えぇ～，ホントに黄

色～？」「えぇ～，ホントに白～？」なんて声が聞こ

えてきたのですが，（答え：赤色と緑色の光を混ぜると黄

色・ 赤色と青色と緑色の光を混ぜると白），生徒と一緒に

ライトを持って，距離を調節したり，明るさを調節したりして，だんだんと

「えぇ～」という声から，クラスの声が徐々に「おぉ～」という声が増えて

いきます。やってみると，これはこれでたのしい。（一方で，準備は大変だけど，

あらかじめ距離や明るさを予備実験しておいて，一発でピシャッと納得いく結果を示せた

方がいいような気もしています。どっちがいいかな？） 

 その後，お話で「絵具の３原色と光の３原色は違う」

…という話を読みます。お話では，「テレビの画面を

拡大すると…」という話が載っていましたが，テレビ

を３５人で観察するのは時間がかかると思い，「なん

かないかなぁ～？」と思っていたら，高校生にはぴっ

たりのアレがありました。スマートフォンです。スマ
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ートフォン画面の白色部分（たとえば amazonのアイコン）をライトスコープ

（３０倍）で見ると，授業書に書いてある通り，赤・緑・青のつぶがびっし

り！これには生徒たちも驚いていたようです。急に光の３原色という話が身

近につながる瞬間だったみたい。 

 

★☆ 自分の思うように（周りを気にせず，自分が正しいと思う）予想をしてきましたが，

なかなか予想が当たらなかったです。スマートフォンの画面をライトスコープで見ると，

小さい赤・青・緑の光がたくさん見えて，光の３原色の身近さを改めて感じました（小寺

恒平） 

 

★☆ テレビや画面には３色しか使われていないのは知っていたけど，今日見て改めてす

ごいと思った（中川陸也） 

 

★☆ 「光の３原色」のことは知っていたつもりでしたが，黄色が実は赤と緑が混ざって

脳が黄色と判断することに驚きました。（安原香梨） 

 

●緑の葉っぱは…？ 

【質問】 

木や草などの植物の葉には,  葉緑体 があるため，緑色をしており，太陽

の光を受けてデンプンなどの養分を作り出しています。その働きを光合成           

といます。それでは，植物がよく育つのは次のどの色の光だと思いますか。 

  予想 ア．赤色 イ．緑色 ウ．青色 エ．ピンク色 

 

 この質問の前に「緑の紙は何色を吸収するか」とい

うお話があったので，「さらっと正解するのかな？」と

思ったのですが，意見はずいぶん分かれました。 

 犬塚さんが作っていた問題（サイエンスシアターの本で

はお話で登場）ですが，講座で受けた時，参加者の皆さ

んと楽しく予想が出来たので，生徒たちにも聞くこと

にしました。予想はかなりバラバラに分かれました。 
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 ボクは，「さっき，緑の紙は赤と青の光を吸収するってやったよね。今回も

一緒なんだ。葉緑体って，緑が好き～って風に見えるけど，そうじゃなくて，

葉緑体って赤色を青色は大好きで吸収しちゃうけど，緑の色は嫌い～！って

言って反射しちゃうんだね。葉緑体は実は緑色が嫌いなんだね。」なーんて話

をしました。（正解は，アはマル，イはバツ，ウはマル，エは二重マル～） 

 

●分光器テスト 

 この＜光のスペクトルと原子＞もはじめて数時間経ち，考査の時期になり

ました。そのため，今日は期末考査の返却。その後は，蛍光灯を分光器で見

る実験です。「いつも通り，自分の分光器を取って座ってください～」と指示

しつつ，ボクは先日の「白熱電球の様子を分光器で見る」という中で，「よく

見えなかった」という子が数名いた事が気になってました。そのまま，「私の

見方が悪かった」「分光器の作り方が悪かった」なんて思って自信をなくした

ら嫌だなぁ…と思い，スペクトルがちゃんと見る事ができるかどうか，＜分

光器テスト＞を一人一人することにしました。生徒たちには，ちゃんと，自

分が作った分光器を通して「スペクトルが見えるぞ！」という体験をしても

らいたかったし，この後も分光器をのぞく実験は続くからです。  

 見えなかった子も，「目の前で観察すればきっと見えるだろう」という予想

もありました。ちゃんと見えれば，「私が悪かったんだ」とは思わなくなるか

な…。なんて思います。 

 ボクは，テストを返却するときに，「急だけど，＜分光器テスト＞というの

をやるよ！ フツーの蛍光灯を分光器を通して見てもらうから，見えた様子

を教えてね！ 期末考査の点数と分光器テストの結果で成績つけるぞ！」な

んて言ったりしました。 

 こんなテストは，時間をかけず，あっさりと。評価をしたいわけじゃなく

て，ちゃんと自分もスペクトルが観察できる！という事を確認してほしいだ

けです。「スペクトルの上は何色？」「輝線スペクトルは何本見える？」「はい

１０点！」みたいにね。結果は予想通り，前回「見えなかった」と感想文に

書いている子も，きちんとスペクトルを観察する事ができたようです。 

 全員見える事が確認できた時点で次の問題です。 
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●安い蛍光灯・高い蛍光灯 

【問題２】値段の高い蛍光灯のスペクトルは，安い蛍光灯に比べて何か違い

があるか？ 

 ア．出す光が違う（スペクトルの様子が違う） 

 イ．出す光は同じだが，材質がよくて長持ちする 

  （スペクトルの様子はいっしょ） 

 ウ．同じ明るさでも電気を食わない，経済的 

  （スペクトルの様子はいっしょ）   エ．その他 

 

 これも，予想しづらい，というか，勘！という気もします。意見は分かれ

ました。「スペクトルの様子はいっしょ」という意見が少し多い中，「輝線ス

ペクトルが少なくなる」，「ろうそくとかと一緒で輝線スペクトルがなくなる」

という意見も。実験してみると，「こんなスペクトルになるの！！」という反

応！ ボクの予想以上の反応でした。（正解はア，輝線スペクトルの数が増える）。

こういう生徒たちの反応を見ていると，「本とか映像じゃなくて，実際に見て

う方がいいんだなぁ～」と思います。高い蛍光灯（といっても４００円くらい）

１本買ってくるだけで，こんなに歓声をあげてくれるんだものね。 

 今，情報化社会だかなんだかで，見たい情報をインターネットで簡単に探

す事ができます。また，ＬＩＮＥやメールで友達とつながる事ができます。

こんな時代だからこそ，友達と場所と時間を共有して，実物を見たり，体験

する機会を提供してあげる事が教師の仕事なんじゃないかなぁ～なんて事も

思います。 

 その後，「安い蛍光灯は刺身がまずそうに見える」という話はあまりピンと

きていないようでした。今のお店はさりげなく配慮しているお店が多いから

か，比較してみないと「まずそうの感覚」はわかりづらいからか…。（今思え

ば刺身を持ってきて実際に比較してみるのも良かったかも。もしくは，高校生に親近感が

あるような良い例えが他にないかなぁ～？） 

 

★☆値段が安い蛍光灯と高い蛍光灯だと，高い傾向だと，高い方が本数が多く赤や橙がハ

ッキリと見える！ 暗くなると，途中眠くなっちゃって途中寝ちゃいました。スミマセン
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でした…(-.-)。起こしてもらい，ありがとうございました（栗城彩） 

★☆値段が違う蛍光灯で，光の発し方，スペクトルの様子がとても違っていて，とても驚

いた（長谷川勝己） 

★☆眠かったけど頑張った。値段が高い蛍光灯の方が光がキレイでした！（因幡梓） 

 

 

 

 

●ろうそく 

【問題３】ろうそくの光を分光器で見たら，どんなスペクトルが見えると思

いますか？ 

 

ア．白熱電球と同じような連続スペクトルが見える。 

イ．蛍光灯と同じように見える。 

（連続スペクトルの中に，輝線スペクトルが見える） 

ウ．とびとびの輝線スペクトルだけ見える 

エ．スペクトルは見えない。  

 

高校生たちの予想分布は以下のようになりました。 
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予想分布 ＜ア．２２人 イ．０人 ウ．０人 エ．０人＞ 

 

 ろうそくなんて，ひさしぶりに見る子も多くて，まっくらな中でろうそく

をつけるだけで，なんか盛り上がったり，しんみりしたり…。そんな中で，「ろ

うそくって気体がロウが気体になって燃えてんじゃないの？」「いや，ロウは

固体なんだから固体なんじゃないの」と，予想の段階ではいろいろと声が聞

こえてきます。けれども，予想を聞いたら，全員がア（連続スペクトルが見

える）でした。（手をあげた人数から考えると，「ホントはイだけど手をあげなかった」

子がいそうかな。） 

 実験の方法ですが，分光器で観察するのは，蛍光灯の時よりも困難です。（ろ

うそくの炎は細いし，小さいもの）。だから，犬塚式？を採用して，教卓の前にで

っかいホログラムシートを置いてろうそくの炎を見る事にしました。この実

験のやり方の良いところは，ものすごく美しく虹のスペクトルが四方にうつ

るところです。生徒たちも，今まで白熱電球や蛍光灯で連続スペクトルは見

てきているのだけれど，ろうそくの炎も「おぉ～」と歓声があがります。き

れいなものは何度見ても綺麗。特にろうそくのスペクトルは美しいです。（と

いうわけで，正解はア…かイ） 

 ただ，ホログラムシート越しだと「輝線スペクトルの存在」がよくわかり

ません。なので，「連続スペクトルは確認だったね。綺麗だったね。でも，ア

（連続スペクトル）なのか，イ（連続スペクトルと輝線スペクトル）なのか

よくわからないね。だから，机ごとに，今度は分光器で見てみようか」と言

って，ろうそくを配り，分光器で見ることにします。分光器で見ると，輝線

スペクトルは見られない事がわかります（というわけで，正解はア） 
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●マグネシウムのスペクトル 

【問題４】ここに「マグネシウム」という金属があります。この金属は，火

をつけるととても激しく燃え，まぶしい光をだすので有名です。この＜マグ

ネシウムが出すまぶしい光＞を分光器で見たら，どんなスペクトルが見える

と思いますか。 

予想 

ア．白熱電球と同じ連続スペクトルが見える。 

イ．蛍光灯と同じように見える。 

（連続スペクトルの中に輝線スペクトルが見える） 

 ウ．とびとびの輝線スペクトルだけ見える 

 エ．スペクトルは見えない 

 

「マグネシウムリボンって知ってる？ これ。中学でやったんじゃないかな？

覚えてな～い？」 と聞くと，覚えている子もいれば，「実験なんてやらなか

ったわ」みたいな反応も。マグネシウムが出す光の様子なんて，覚えている

子は少ないだろうし，光っている様子を見た後予想をしてもらいたかったの

で，予想をする前に，マグネシウムリボンをピンセットで持って実験…。 

 

予想分布 ＜ア．１３人 イ．１１人 ウ．０人 エ．１人＞ 

 

 「分光器でまだ見ちゃだめだぞ～！」と言って，チャッカマンでマグネシ

ウムに火をつけました。（マグネシウムリボンの種類・状態やチャッカマンの種類によ

ってはまれに火がつかない事がある。確実なのはガスバーナー）。 

 真っ暗な中でやったので，マグネシウムの明るい光は想像以上…！生徒た

ちは，「ワァー！」という声。みんなで，暗い中，一つの光を見て，こうやっ

て友達とワッと言ったりする…。他愛もない事だけど，いいなぁ，なんて思

う。（余談だけど，ベテランの体育教員が，「子どもは炎と暗闇が好きなんだ。これは法則

だ」と，キャンプファイアーの準備をしている時に言っていた。今ならうなずけるかな。） 

 予想はアかイかで分かれたけれど，雰囲気が「早くやろうよ」みたいな雰

囲気だったので，予想を聞くのも早々終えて，実験にうつりました。１回だ
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と見逃すかもしれないと思い，テーブル毎にマグネシウムリボンを数本配っ

ておきます。「ワァー！虹！」「線もあるよ！」「えっ？見えなーい！」「次は

見逃すなよ，ホラー」なんて，生徒たち。（正解はイ） 

 （３５人のクラスでは一か所の小さい明かりを観察するのはかなり難しくなってくるの

で，授業書の後半，マグネシウムの実験や，ろうそくの実験，この後の実験を含め，ボク

には珍しく＜生徒実験＞（テーブル毎にチャッカマンと燃やす材料を配る）にしました。

火をつけるだけだし，こっちの方が観察しやすいかなと思って…。ちゃんと安全に気をつ

けていれば，きれいな様子を近くで見れたり，スペクトルの見えやすさを考えたら，今回

は生徒実験の方がいいかな，なんて事を思います。他の先生だったらどう進めるのかな？） 

 

 

●アルコールのスペクトル 

【問題５】今度はアルコールを小皿にとって燃やすことにします。アルコー

ルを燃やしたら，どんなスペクトルが見えると思いますか。 

ア．白熱電球と同じ連続スペクトルが見える 

イ．蛍光灯と同じように見える 

（連続スペクトルの中に輝線スペクトルが見える） 

ウ．スペクトルは見えない 

高校生たちの予想分布は以下のようになりました。 

予想分布 ＜ア．１人 イ．１５人 ウ．３人 ＞ 

  

 だんだん視聴率が下がっています（汗）。「みんなでワイワイ実験～」とい

う雰囲気…。アルコールは火だから，ろうそくの火と一緒（ア）という意見

や，「液体が燃える，という事は輝線スペクトルが出る（イ）」という意見，

アルコールを燃えているとき，気体にもならないから何も見えない（ウ）な

んて理由がありました。 

 実験は１００円ショップで買ってきた灰皿に燃料用アルコールを少量入れ

ます。真っ暗にして…，せーの！で一斉に火をつけて，アルコールを観察…。

今まで「きれい！きれい！」と続いていたので，「みえねぇ！」とがっくり…。

という反応かと思いきや，「燃えてたり光ってたら全部虹のスペクトルがみえ
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るんだ！」という予想をしていた子が多かった，つまり，みんなにとっては

予想外の結果だったので，きれいじゃなくても驚く実験のようです。 

 

★☆アルコールの炎をみたとき，スペクトルが見えなかったのが驚いた（樋口勇吾） 

★☆すべての光源にスペクトルがある．という考えを最初していたが，それは間違いとい

う事がわかった（長谷川勝己） 

 

●食塩のスペクトル 

【問題６】アルコールにふつうの塩＝食塩を混ぜて燃やしてみます。＜食塩

を熱したとき出す黄色の光＞を分光器で見たらどんなスペクトルが見えると

思いますか。 

 ア．白熱電球と同じ連続スペクトルが見える。 

 イ．蛍光灯と同じように見える ウ．輝線スペクトルだけ見える 

 エ．スペクトルは見えない。 

 

ホントに「黄色の炎」になるの？ というのは先に見せたい。なので，予想を

立ててもらう前にアルコールに食塩を混ぜて黄色の炎を見せておきます。「ふ

ーん，これが食塩を混ぜた炎なんだね」。なぜだかわからないけど，黄色の炎

になるまでに少し時間がかかります（なんでだろ）。それを早くみせるには，

アルコールが燃えている状況で＜塩をふりかける＞とふりかけた瞬間，黄色

の炎になります。授業書の本文に「黄色の光」と答えは書いてあるけれど，

それでも実際見ると，「カルシファー（ハウルの動く城）みたいだ！」なんて言

葉がでて，クラスに笑いが起きたり…。 

 

予想分布 ＜ア．０人 イ．７人 ウ．１５人 エ．２人＞ 

 

 黄色の炎と班を周って，ふりかけた黄色の炎をみてもらいつつ，安定した

黄色の炎になるまで少し待ちます。スペクトルは…。「あっ！線だけ！」「ん？

これ反射してるだけじゃないの？」「うーん線かな？」（正解はウ） 

 その後のお話をナトリウムの分子模型を使いながらしゃべります。「こっち
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がＮａのつぶだ！」「こっちがＣｌのつぶだ！」な

んて話をしたり。 

 

 

 

●重曹と味の素のスペクトル 

【問題７】炭酸水素ナトリウムを小皿にとり，アルコールを入れて燃やした

ら，炎の色は何色になると思いますか。また，そのときその炎のスペクトル

を分光器で見たらどんなスペクトルが見えるでしょうか。 

予想①――目で見た炎の色は 

 ア．塩化ナトリウムと同じ黄色 

 イ．塩化ナトリウムとは違う色 －たとえば（   ）色 

予想②――分光器で見たスペクトルは， 

 ア．電球と同じ連続スペクトル 

 イ．蛍光灯と同じ（連続スペクトル+輝線スペクトル） 

 ウ．輝線スペクトルだけ  エ．何も見えない 

 

【問題８】それなら，調味料の「味の素」の場合はどうでしょう。 

実は，「味の素」というのは商品名です。そして，物質名は「グルタミン酸ナ

トリウム，C5H5O4Na」といいます。この味の素を同じように熱したら，どんな

色の炎が出て，どんなスペクトルが見えるでしょうか。 

予想①――目で見た炎の色は 

 ア．塩化ナトリウムと同じ黄色 

 イ．塩化ナトリウムとは違う色 －たとえば（   ）色 

予想②――分光器で見たスペクトルは， 

 ア．電球と同じ連続スペクトル 

 イ．蛍光灯と同じ（連続スペクトル+輝線スペクトル） 

 ウ．輝線スペクトルだけ 

 エ．何も見えない 
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 食塩（NaCl）→重曹（NaHCO３）→味の素（C5H5O4Na）と入れる物質を変えて

実験が続きます。原子・分子の話が前のページで登場したので，「重曹って化

学式言える～？」「味の素（グルタミン酸ナトリウム）って化学式知ってる～？」

なーんて言いながら聞いていきます。味の素は知らない生徒もいたので「塩

っぽいけど，塩じゃないよ。形も味も違うよ」なんて言いながら，味の素を

生徒に配ったり…。＜味の素＞なんて名前がついているから興味がわくのか，

配ると大抵の子は舐めて「あぁ～，これが味のもと
．．

ね」みたいな反応してい

ます（笑）。 

 黒板に化学式を書いて予想してもらったのですが，「さっき（食塩混ぜた時）

は黄色だったんだから，今度も黄色でしょ～」というノリで，多数派は赤と

か，緑とか，青とか…。黄色以外の色を予想しました（でも正解は黄色の炎（ア），

スペクトルは輝線スペクトルのみ（ウ））。 

 

●飽きないために，飛ばす？飛ばさない？ 

 アルコールや食塩，重曹を燃やして黄色の炎を見て，その日の感想文。気

になる内容が１枚ありました。その気になる感想文とはこんなものでした。 

 

★☆久々のアルコールランプが火がすごくてびっくりした。きれいなものは見えた（マグ

ネシウムを燃やすとか）のが授業の前半だけで，後半はあきてしまった（佐藤さん） 

 

 というものでした。ボクはこれを読んで,「えぇ～，飽きちゃったのー…」

とガックリ。後半といえば，「アルコールを燃やす，食塩を燃やす，重曹，味

の素を燃やす」という実験で，実験結果は「見えない」「黄色の炎が見える」

「黄色の炎が見える」「黄色の炎が見える」という結果です。確かに，見えな

かったり，黄色の炎という結果が続いたり…。 

 こういう感想を読むと，「地味な実験だったり，同じ結果がでる実験は，飛

ばした方がいいのか？」と考えてもよさそうです。「黄色の炎は飽きたか～。

じゃあどんどんカラフルな実験をとにかくやろう」とも。けれど，本当にそ

うかな？どうかな？と思い，次の時間の感想文の裏で，こんな事を聞いてみ

たのでした。 
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【質問】同じ実験結果が続くような実験（食塩→黄色の炎，重曹→黄色の炎，味の素→黄

色の炎）は飽きるから，こういう結果の場合の実験は飛ばした方がいいでしょうか。それ

とも飛ばさない方がいいでしょうか。あなたはどちらでしょうか。 

   ア．飛ばした方がいい イ．飛ばさない方がいい 

 

すると，結果はこうなりました。 

 

＜ア．飛ばす ３人 イ．飛ばさない ２３人 ＞ 

 

ア（飛ばす）の理由 

・同じ実験結果を飛ばしたら，もっと他の実験がたくさんできるから 

・他の実験を多くできるから。結果が同じであれば飛ばしても良い。 

イ（飛ばさず実験）の理由 

・目で確認したり，「なんでそうなるか」を考えることができるから 

・黄色になる原因をつきとめるには Naを含めた多様な実験をしないと証明できないから 

・同じ色をやることによって共通点を見つけることができる 

・やった方が印象に残るから 

・たのしいからどっちもアリ    ・確かめたいから 

・同じ結果の時はテンポよく進めてもいいけど，飛ばさない方がいいと思う 

 

●聞いてみないとわからない 

 この実験結果は，正直ボクは「意外」でした。もっと「飽きるから飛ばせ

や！」という意見が多いのかな？と思ったからです。感想文に「後半飽きた」

と書いている佐藤さんだって，「イ（飛ばさずに実験）」を選んでいました。

飛ばす派の理由だって，他の実験もたのしみたい，という意味では素敵な理

由です。 

 感想文の「後半飽きた」という言葉にすぐに反応して，「じゃあボンボン実

験やりゃあいいんでしょ！」とか「そんならもう実験やめるわ！」など勝手

に判断してしまってもおかしくないけれど，少し落ち着いて，あらためてみ
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んなに聞いてみる。こういう事も大事なんじゃないか。そんな事も思ったり

します。 

 

●塩化リチウムの炎の色とスペクトル 

【問題９】ここに「塩化リチウム=LiCI」という物質があります。＜塩素原子

＞と＜リチウム原子＞がくっついてできた物質です。 

 今度は，その塩化リチウムを小皿にとり，アルコールを加えて同じように

熱することにします。そうしたら，塩化リチウムを熱したら炎の色は何色に

なると思いますか。また，分光器で見たら，どんなスペクトルが見えると思

いますか。 

予想①――目で見た炎の色は 

 ア．塩化ナトリウムと同じ黄色 

 イ．塩化ナトリウムとは違う色 －たとえば（   ）色 

予想②――分光器で見たスペクトルは， 

 ア．電球と同じ連続スペクトル 

 イ．蛍光灯と同じ（連続スペクトル+輝線スペクトル） 

 ウ．輝線スペクトルだけ  エ．何も見えない 

 

予想分布① ＜ア．０人 イ．全員 ＞ 

予想分布② ＜ア．０人 イ．０人 ウ．全員 エ．０人＞ 

 

 前のページで登場する「黄色の炎の原因は Na原子」という話を読んでいる

ので，生徒たちは「Liが色の原因なんでしょー」と，黄色とは違う予想を全

員します。塩化リチウムの炎は赤色。「テレビゲームで登場してくる炎みた

い！」みたいな声もあったり，「はじめてみた～！」なんて感動の声もあった

り。それに，輝線のスペクトルの位置も変わるので，「ただ反射しているだけ

だと思ったけど，やっぱり輝線スペクトルには位置がちゃんと決まっている

んだな」と輝線スペクトルの様子が変わって，はじめて輝線スペクトルの存

在を認める子もいたり。（結果は全員正解） 
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●混ぜると…？ 

【問題１０】今度は，塩化リチウムを入れた小皿に，塩化ナトリウムを混ぜ

ることにします。これにアルコールを入れて熱すると，塩化リチウムだけの

時と違って赤と黄色が混ざったような色の炎をあげて燃えます。 

 このときの炎を分光器で見たら，どんなスペクトルが見えるでしょうか。 

予想 

 ア．赤の輝線スペクトルだけ見える。 

 イ．黄色の輝線スペクトルだけ見える。 

 ウ．赤と黄色の２本とも見える。 

 エ．混ざった色の輝線スペクトルが見える。 オ．その他 

 

予想分布 ＜ア．２人 イ．０人 ウ．２１人 エ．５人 オ．０人＞ 

 

 「さっきの塩化リチウムがの赤色の炎が強かったから赤だけ！（ア）」とい

う意見や，「炎の色が混ざった色なんだから，スペクトルだって混ざった色が

でるでしょう（エ）」という意見も。実験をしてみると，綺麗に輝線スペクト

ルが２本に分かれて見えます。（正解はウ） 

 

★☆今日はいろんな実験をした。炎の色とスペクトルは同じじゃないことがわかった。 

（加賀快菜） 

 

 そうっ，炎の色は混ざっているのに，スペクトルでは２本の色に分かれる。 

多くの人は正解しているのだけれども，正解した子からも「えぇ～。２本に

分かれてる～」なんて声が聞こえてきます。きっと正解を予想している子も，

心の中で，何割かは「そんなうまく分かれるかよ」なんて思っていたんじゃ

ないかな…。そんなボクだって，予備実験した時に，答えが分かっているの

にも関わらず，「へぇ～，そうなの！」なんて声を出して感激していました。 

 

●炎色をたのしむ 

 炎色反応についてのお話を読んだ後，実際にいくつかの薬品をアルコール
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に入れてやってみました。やったのはホウ酸（薬局に売っている），塩化ストロン

チウム，塩化銅（学校で注文）。中学校で炎色反応の実験をしていない子もいて，

炎の色をみんなで一緒に見て純粋にたのしんだり，それを分光器でスペクト

ルを観察して驚いたり…。この授業書を最近実践している犬塚さんは，よく

「みんなで「ワァー，キレイ！」と思ってくれりゃそれでいいんだ」と言っ

ていて，そんな言葉は，子どもにとっても，授業者（ボク）にとっても，安

心させてくれます。 

＊ 

 ちょっと脱線するけれど，教科書授業について，ある会のナイターで話が

出た時に犬塚さんが話していた「子どもの社会性」という話。高校生たちと

一緒に炎を見ていたら，ふと思いだしました。こういう時間も大事かな…。

と。とりとめないかもしれないけど，載せておきます。 

 

●子どもの社会性 

教科書がイヤでも，１５分は授業しとるよ。ちょっと，３０分はえらいけど（笑）。１０

分ぐらいテストみたいなのやって，「これで終わり」とかね。ダラダラやってもしょうがな

いもんね。それ以上やっても結果は出ないし。出そうと思っても出せないし。それなら，

ストーブの周りに集まってワイワイやってた方が気持ちがいいじゃないか。 

…（中略）…，板倉さんもいってるけど，勉強なんてやる気になれば，２０才になって

も３０才になっても,やろうと思えばいくらでもできるじゃない。でも，ストーブに集まっ

て子ども同士でしゃべるっていうことは，その時にしかできないと思ってるんだよ，俺は。

日向ぼっこをしながらでもいいし，何が悪いことをするのも含めてさ。勉強なんていいじ

ゃん。３０才でも５０才でも，できるんだから。 

でも，同年代のああいう時代に，そんな時間を過ごせる。まあ，格好良くいえば社会性

みたいなもの，子どもなりの社会の中で，そういうことを体験できるのが大事なんだよ。 

大人になってからなんてできないじゃない。今できなかったら，できないもの。教科書

の勉強なんて，いつでもできるんだ。だから，子どもの社会性みたいなものを優先したい

なと思うし，それはもう取り返しがつかないことだと思っている。そういうことは普通の

学校の世界では通用しないけれど，せめてオレの世界ではそういうことを優先して行動し

たいなと思っている。 
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だから，何しろ子どもたちには「学校に来て欲しい！」と思っている。別に勉強すると

かじゃなくて，そういう時代のそういう時間という，後からできないことをその時にやら

せてあげたい。普通の先生がやってる勉強とか，受験勉強なんて後からできることは，別

にいつでもできるからいいじゃない。 

（犬塚清和 ナイター記録 - 子どもの社会性を守る - より 『授業の中に理科準

を』犬塚さんの授業に学ぶ会 会報３号，2003） 

 

●花火の話 

 炎色反応を一緒にたのしんだ後は，授業書に載っている「花火の話」を読

み，高校生たちと一緒に考えたりします。「花火って，きれいなものを打ち上

げたい！という願いから広まったわけじゃなくて，失業を防ぐために広まっ

たんだねぇ…」とボク。 

そのお話の中で，「硝石（硝酸カリウム）はたき火にくべるとよく燃えまし

た」と書いてあります。仮説の会員・渡辺規夫さん（長野・高校）から，「ここの

お話の部分ではぜひ実験すると盛り上がるよ」「割り箸を小さく折って，そこ

に硝酸カリウムを入れるとよく燃えるよ」という話を聞いていたので，お話

を読み終わったあと，外にでて実験してみました（室内でもできるが，煙が充満

する）。 

割り箸を灰皿の中に小さく入れて，アルコールを少しかけて，硝酸カリウ

ム（学校にあった）を入れ，着火します。割り箸が燃えてるなーという所でま

た硝酸カリウムを。（硝酸カリウムの適切量は不明（笑））。 

すると，割り箸と硝酸カリウムが反応するのか，少し時間が経ってから煙

とともに，「ゴォー」なんて音を立てながら灰皿の中で炎が上がります。それ

を見て喜ぶ生徒たち。勢いよく燃えるのを見ると，ボクも，なぜか気分が高

まります（笑）。なぜでしょうね。 

＊ 

 こんな感じで授業を進めていたら，もう翌週が３年生最後の授業となって

しまいました（汗）。ここまでで１０時間。そこで．今回の≪光のスペクトル

と原子≫は，３部までやらずに，２部までで終える事にしました。最後に，『Ｎ

ＨＫプロフェッショナル仕事の流儀 花火師 野村陽一の仕事』を見て，炎
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の色と原子の話なんかをして終了…。ボクたちは理科室の中で，「緑がきれい，

赤がきれい！」などと言ってたのしんでいたけれど，ＤＶＤの中で，花火師

の野村さんは，わずかな妥協も許さず，「赤の発色が良くない…」などと言い，

今でも研究を続けている…。プロだな…。 

 

●評価はいかが？ 

 授業の評価は下記の通りでした。 

 

・授業書≪光のスペクトルと原子≫（１１時間）を終えての評価 

５：とてもたのしかった １４人 ４：たのしかった ：１１人 

３：どちらともいえない： ３人 ２：つまらなかった ： ０人 

１：とてもつまらなかった ： ０人  

 

★☆今回の授業で，分光器（本格的）を作り，光や色の３原色を学んだことが一番印象に

残っています。先生がただ前で実験するだけではなく，一人一人が予想をして考えたり，

実際に生で見たりすることで，より深く，興味がなかったことでも興味を持ってたのしく

授業を受けることができました（安原香梨） 

 

★☆普通，授業なんてたのしいと思うことはないですが，この授業はたのしいと思えまし

た。少々寝た時もあるけれど…。虹，スペクトルのことについて，こんなに詳しく知れる

とは思わなかった。分光器は，光があるものに対して，いろんな事に使えるんですね。す

ごい。（瀧川友加里） 

 

★☆前から炎色反応の実験をやってみたくて，それが今回の授業でできておもしろかった。

他の授業よりも動きがある授業で，たのしみながら学べたのが良かった。（樋口勇登） 

 

★☆今まで見たことのないものが見れて新鮮で，とてもたのしかった。みんながはじめて

の事が多くて，感動を共有できて良かった（佐藤香蓮） 

 

★☆虹を作ったりした今までの実験はなんとなく予想がついて「やっぱりそうだった」と
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思う事がよくあったけど，スペクトルを見るやつは，予想したことがハズレたりする事も

多く，わからなかったことがあったと発見できて予想するのも楽しかった。（中川陸也） 

 

★☆多分これだろうという予想のもと実験をしていたのに，見事どれもはずれていたので，

しかも全く違う予想の実験結果が出た時には感動した。（北村大青） 

 

＊ 

 感想文で，他の授業に比べて特徴的だったのは，「はずれてたのしかった」

「知らない事ばかりでワクワク」という内容が多かったことでした。今まで

このクラスでは≪もしも原子が見えたなら≫≪宇宙への道≫≪虹と光≫とい

った授業書を行ってきました。言われてみれば，「知っているようで（身近な

ようで）知らない」ようなテーマだったかもしれません。 

 それに対して，スペクトルや分光器なんて話は，普段は考えたりすること

のないテーマだったようです。けれども，教材が魅力的だったら，「難しそう

でわからない・つまらない」という評価にはならないんだ！「知らないから

つまらない」じゃあないんだ！むしろ，たのしい・ワクワクするんだ！と，

仮設実験授業を去年からやっているボクにとっても，改めて発見がたくさん

ある授業書でした。 

 

●まだまだ！ 

 一方で，この≪光のスペクトルと原子≫は，まだまだ奥が深い・知りたい・

勉強したいと思わせてくれる授業書でもあります。それは，「３部までやれて

いないから」，「湯沢さんの最新版＜光と原子＞でもやってみたいから」，とい

う理由もあるけれど，決定的だったのは，＜光と原子＞の授業書検討会の中

で話した，板倉聖宣さんの言葉でした。雑誌『たのしい授業 no.230』に載っ

ていたので紹介します。 

 

＜もしも原子が見えたなら＞のような大胆さで考えれば，これはどういう位置づけになる

か？ フランホーファーとかキルヒホッフとか，量子力学の前夜ですね。「これがハッキリ

しないと量子力学がわからないのでは」という気もする。いまは古典力学をあまりやらな
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くて，量子力学に早く入る。それで，イメージが出来ないんですよ。スペクトルは見える

でしょ。量子力学はほとんど見えない。見えない世界なんだけど，その見えない世界が問

題になったのは，スペクトルの問題です。古典物理学の基礎というより，量子力学の基礎

として､「量子力学を早くから教えちゃおう，中学・高校から教えよう」という作戦で考え

た方がいい。＜ばねと力＞が力学で，その前段階として＜ものとその重さ＞がある。それ

と同じように，量子力学に入る前に＜ものとその重さ＞にあたるようなのがコレなんだと

いうと，重さが全然違ってくるでしょ。…（中略）…，「常識人として知っていていいよう

な量子力学の一番初め」という位置づけ。そしたら，１０～１５時間でもいいや，となる

でしょ。今みたいに古典物理学の最後という位置づけだと，５時間ぐらいでいいよとなっ

ちゃう。（板倉聖宣 ありがタイなら倉庫 91 -どこに位置づけるか- 『たのしい授業

no.230』仮説社） 

 

 これを読んで，ボクは「量子力学なんて全然意識しなかったなぁ…（そもそ

も量子力学ってドンナンダ？）」と思ったのです。でも，板倉さんいわく，この授

業書の中身は，量子力学の一番初めという位置づけになってくる内容なんだ。

（量子力学を意識して作られているのが，最新版の授業書＜光と原子＞なのかな？） 

 そこで，量子力学について調べてみると，「連続スペクトル」「輝線スペク

トル」なんて言葉も出てくるし，「輝線スペクトルがとびとびに出てくる現象

が古典物理学の破たんを意味している」なんて書いてあります。実は，「知ら

ず知らずのうちに，量子力学の入門の入門ぐらいはくぐったのかな？」なん

て事も…！？ 

＊ 

 そんなわけで，今回の≪光のスペクトルと原子≫は，子どもたちだけじゃ

なくて，ボクにとってもはじめて知ることばかり！ 量子力学なんて高級な

問題としてたくさん考える事もできるし，工作したり，子どもたちと一緒に

「ワァ，きれいだね」と感動する事もできる。これからもたくさんたのしめ

る授業書だなと思ったりするのです。 

 

おしまい 

 


