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討論で負けて，実験で勝つ

2010/02/20
尾形正宏

≪溶解≫第 2部「問題１」の授業

溶解の授業の第 2部の 1問目です。
砂糖を溶かすとその重さはどうなるか…という

問題です。例年なら 4 月に≪ものとその重さ≫
でこれと同じ問題をやっています。それは「重さ

の学習」の一環としてやっているわけです。

今回は，≪ものとその重さ≫をやっていないの

で，この問題を考えるのは初めてです。子どもた

ちは「溶けたものはどこへ行ったのか」ということ

だけで，この問題を考えることになります。

この問題，２クラスとも大変な討論になりまし

た。

２組では，

「小さな粒になったら重さはなくなる」

「見えない粒になっただけで，粒はそこにあるの

だから重さはある」

「砂糖は小さなつぶが集まっているのだから，そ

のつぶが見えるうちは重さがある。でも完全に水になったのだから，重さはなくなってしま

う」

「水がさとうを包み込んで一体化してしまうのだから重さなんてない」

などという意見が出ました。

１組では，礁汰の強力な意見をきっかけにして「角砂糖から出て行く泡」について議論

になっていきました。

「角砂糖から泡が出ていったから，その空気の重さの分，軽くなる」

「いや，もともと軽い空気の入っていたところに重い水が入ってくるのだから重くなる」

「もともと水はそこにあったわけだから，空気と入れ替わっても関係ない」

「空気中にあるときの角砂糖よりも水の中にあるときの角砂糖の方が重い」

などという意見が出ました。

討論で負けて実験で勝つ，討論で勝って実験で負ける

では，１組の授業の様子をご覧いただきましょう。
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まず，１組では，次のような予想分布でした。

＜予想＞砂糖を溶かした方は

ア 軽くなって上がる。 …３人 ＜予想変更＞

イ 重くなって下がる。 …７人 ２ １

ウ つり合ったままになる。… 12人

＜理由＞

ゆうじ（ア）水に溶けたから，水に溶けた分軽くなる。

さやか（ア）同じ。

こうすけ（イ）砂糖が溶けたときに，溶けてないときより，昔なんか…水を…忘れまし

た

けんじ（イ）別に消えたわけでもないし，ただ水の中に溶けただけだから，重さは重く

なって下がる。

みずは（イ）何砂糖やったっけ？ （角砂糖！） 角砂糖は重さもちがうと思うし量も

ちがうと思うから…なんて言えばいいのかな…，あー忘れました。

しょうた（イ）今，かき混ぜてない方の角砂糖は，空気を含んでいてその分だけ軽くな

っていて，そのかき混ぜている方は水を含んでいるから重くなっている。

ほお～なるほど…

(^^)感心する松森君

教師 中村君が言いたかったのは，こういうことかな（中村君頷く）。しょうた

が言ってくれましたね。

かおり（ウ）そっちもそっちも角砂糖は同じようなんだから同じ。

かお（ウ） 角砂糖が水の中に入って，角砂糖は水と合わさって水の量が増えて見える

のだけで，水の中にいるのだから同じだと思います。

同じデース

(^^)(^_^)(^^)
同意して座る人びと

あんな（ウ）角砂糖を３個とか入れても軽いから，水に入れてもあまり重さは変わらな

いと思う。

＜討論＞

あんな（ウ）自分はウで，イの人に言います。角砂糖は水が入っていると言うけど，そ

れはちょっとの時間だけで，まわしたら角砂糖はなくなるから，水に入っ

て溶けたから，それはずっと言える言葉ではないと思います。

かつや（ウ）イのしょうたに反論で，角砂糖に空気が含んでいるというけど，もしかし
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たらやけど，水に空気が溶けるんじゃないの？ 溶けんが？ 溶けたら変

わらんがいね。

教師 一個ずつ反論してね。まず，杏奈さんの意見に反論はないですか？

イの人 …（反論なしでした） ←これについては杏奈の感想を読んでみて！

けんじ（イ→ウ）変わる。イからウ。勘違いしとった。こっち側（左側）は砂糖を入れ

て，こっち側（右側）は角砂糖が乗っとると思わなかった。勘違い。

こうすけ（イ←ウ）イ→ウ 水に入れても空気の中に入れても砂糖の重さはあまり変わ

らないと思う。

ゆうじ（ア）アからイに反論みたいなのをします。角砂糖を水の中に入れて回しとった

やろ。そしたら，角砂糖から空気が出るんですか？ 出てたんですか？

見てました！ (^^)
(^_^)

見えなかった！

教師 じゃあ，これはもう一度やってみればいいですか？ 空気が出るかどうか

は大事かな？

「やってくれ」という意見が多かったので，別の入れ物に角砂糖を入れて見せまし

た。もちろん，泡は出てきます。

ねーせんせーあんなの反論はどこへ行ったの？

反論を待つあんな (^^)

みずは（イ）イからアに反論で，角砂糖は入れても重さは

変わらんし，そんなに軽くはならんと思う。

入れてもどっか消えていくわけではないし，とけたまま

でそのままになるから，アにはならないと思う。

アの人 …

ゆうじ（ア）角砂糖に入っていた空気が抜けて軽くなったんじゃないが。

なお（ウ） さっきゆったのにイに反論で，軽くならんげんたら重くもならないんじゃ

ないが。

みずは（イ）分かりません！ わっはっはっは

(^^)(^^)(^^)(^_^)
あまりに堂々として言い切る瑞羽に大笑いするみなさん

さやこ（ウ）溶けたら軽くなるって言うけど，前の実験で，溶かしたときに，溶けたと

言っても消えた分，水のかさが増えていったのだから軽くならないと思う。

けんじ（ウ）アに反論で，さっきのさやこさんのさっきの話に似ていてい，ものが別に
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減ったわけではないし，角砂糖を入れたら水が増えているのに何で軽くな

るんですか？ ものを増やしたのに…なんで…

ウの人 そうや，何も減らしていないんだよ。

アの人 …（反論できず…）

かつや（ウ）えっと，しょうたのやつでイに反論で…さっきオレ負けたけど…角砂糖や

ったら空気ふくんどるってことやけど，じゃあ，氷砂糖でやったら重さは

変わらないってことですか？ どうだ！

しょうた（イ）たぶん，同じになると思います。

この意見から分かるように，礁汰は「角砂糖から泡が出て

いるから」ということにこだわっているようです。砂糖が溶

けても重さは変わらないとは思っているでしょう。とすれ

ば，角砂糖から出てくる泡は重さに関係ないことを説明しないと討論におけるウの

勝利はないことになります。

しょうた（イ）空気は水に浮くからその空気の抜けた分だけ重くなるから，溶かした方

が重い。

かお（ウ） 水の中に空気がずっと入っていれば，水の重さはマイナスになるっていう

ことですか？

しょうた（イ）だって空気は水に浮くもの…。

かつや（ウ）空気入っていたら何で軽くなって，空気が出たら何で重くなるんですか？

しょうた（イ）だから，空気が入っている分は，その分だけ浮く力が強くなる。その空

気が入っていた分の角砂糖が，空気が抜けてしまうから，重くなる。軽く

なったのがなくなったから…。

みんな ？？？？？？ 同じものねんよ！

けんじ（ウ）ウやけど，しょうたをたすけていいたかってん。空気が抜けていくとなん

で重くなるのかやろ。礁汰が言ったように水が入ってくるげ。

かつや（ウ）でも水は増えんよ。空気抜けても。じゃあ，何で水かさ増えるん？

立って話している男の子達に「坐って坐って！」と要求して，自分が話し始める菜緒

が説明します。

なお（ウ） 水は元々ビーカーの中にあったものやから，その角砂糖の中に水が入った

としても，それはもともとそのなかにあったものやから，増えることもな

いし減ることもない。それは関係ない。

教師 もういいですか？ はい！

理論で勝ちたい！と手を挙げる勝哉 (^_^)

かつや（ウ）あれっ，また忘れた！

ううーん，負けた！

(^^ゞ
またまた敗北を認める勝哉
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あっはっはっは

(^^)(^^)(^^)
ゆうじ（ア）アからちょっとウに手助けみたいなもので，さっき研志さんが言った「角

砂糖の中の空気が抜けていった分だけ水が入っていく」のなら，水はふえ

るななくて減るんじゃないが？

かつや（ウ） 裕司の言っていることを分かりやすく言ったら，角砂糖に空気入っとる

やろ。そして空気抜けるって言ったがいねん。その空気抜けた分に水が入

ってきたら，水のかさが減るって言っているんじゃないが。

けんじ（ウ）ま，おれはウということで…。

しょうた（イ）オレ別に，水が減るとも増えるとも言っていないよ。

かつや（ウ）じゃあなんで重くなるん。

しょうた（イ）おれはそうおもうげ。

教師 もうそろそろ実験しようか。

なお（ウ） 水のかさが増えているやろ。そう言っているのに，角砂糖に水が入ってい

て吸収されるから，減ることになるのじゃないが，けど，実際には水は増

えているから，重さは変わらない。

あんな（ウ）似ていて，空気が出てって，そこに水が入っていて，その水を混ぜたら…

うんと，まあ…なんか元に…

みずは（イ←ア） イからア。

お前，今までの話，聞いとったのか！

(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)
思わぬ予想変更にビックリするみなさん

＜実験＞

じゃあ，やります。「３・２・１」と言ってビーカーをはかりに乗せます！

一瞬シーンとしたあと，ウの人たちの雄叫びが聞こえてきました。

うなだれるイの礁汰。

今日の討論をみんなどう思って聞いていたんだろう。

みんなの意見を聞いて頭は動いていたのだろうか。

そんなことを知りたくて，感想を書いてもらいました。

論敵は論究の母（敵がいてこそ，自分の頭が働くのだ）

この時間の子どもたちの感想を紹介します（１組だけです）。

○礁汰さんは最後まで自分の考えを言っていたのは，あっていると自信がありそうな

言い方で，礁汰さんのおかげで，いっぱい分かったのでよかったです。（かや・ウ）

かやは，自分から進んで討論に参加するタイプではありません。どちらかというと控え
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目な女の子。でも，ちゃんとみんなの意見を聞いて頭が働いているんですね。イを選んだ

礁汰は結果として間違っていたのですが，かやは「礁汰さんのおかげていっぱい分かっ

たのでよかったです」って書いてくれています。実験の結果を見る前に予想を立ててたく

さん頭を動かすことを「勉強」っていうんです。結果的に間違っていた礁汰のおかげで，

正解であるウを選んでいた何人もの人のノーミソが刺激されたのです。

では次に，その礁汰の感想を見てみましょう。

○かつやがよわいわりには，なおとかが手伝ったから負けた。 1VS14 だからひきょ
う。（しょうた・イ）

イを選んでいた礁汰は，ウの勝哉に討論では負けていませんでした。そこで勝哉は礁

汰に勝とうと何度も質問をぶつけて討論を挑んでいました。そのうち，菜緒などが勝哉に

加勢したので，礁汰もあやうくなったのです。

しかし，最後まで理論的に迫る礁汰を説得することは誰も出来なかったのです。

○ゆずらないで討論し続けていてよかった。アとかイにいかんくてあっとったからうれ

しかった。（なお・ウ）

がんばって意見を言って，その結果が正解だったときには，うれしいよね。その喜びを

知ってしまえば，今度の問題でも理由を言いたくなります。菜緒が「アやイにいかんくて

…」と書いているということは，堂々とウの意見を言いながらも，心の中では少しは迷って

いたのかも知れませんね。他にも迷っていた人がいたようです。

○予想ではイの「重くなって下がる」と思っていました。けどかつやさんとなおさんの

いけんをきいてかわろうかなあと思ったけど，かわりませんでした。結果はつりあい

ました。（けんいち）

○理科をしていて，今日の勉強はむずかしかったなあと思いました。みんなが反対

意見などを出しているとき，なんかいもまよいました。（かおり・ウ）

○ぎろんを聞いていて，水をきゅうしゅうするとか同じ量だからかわらないと言ってい

て，予想をかえないでよかった。（たつや・ウ）

○途中でウにかわろうとおもったけど，まけたくなかった！！！ けどけっかは…ウ

（さえか・ア）

一方，討論の途中でイからウにかわって見事正解した皓祐の感想は…

○イ→ウに変わって，あってたからうれしかった。（こうすけ）

そうでしょうそうでしょう。変わってよかったねえ。自分の意見をひたすら守るのも大切だ

けど，あちらがあっていると思ったら予想を変えるのも大切です。予想を変えるのもちょっ
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ぴりドキドキしますね。

○最後に変わったらブーイングが起きた。ウに変わればよかった。（みずは）

このブーイングは，「おお～瑞羽はイからウに変わるぞ」と，クラスのだれもが期待して

いたからこそ出たのです。だって，状況的に一番不利だった「ア軽くなる」に変わったん

だから。何で変わったのか知りたかったなあ。

○今日は，今までやった理科の反論対決の中で，一番盛り上がったし，一番深イイ

話だったから，楽しかった。（けんじ）

○はんろんしたら，だれも答えなかったのでちょっと残念でした（一番最初）。あとウ

のまま変わらなかったのでよかったです。イの人が，意外にはんろんしたら答えた

ので，手強かったです。（あんな）

○手伝わなければよかった。（ゆうじ）

いろんな意見を言いながら楽しむ。それは反論する人がいてできること。反論する人が

いなかったら，こんなにつまらないことはない。違う予想を選ぶ人がいてこそ，ノーミソは

働き出すのです。

○こんかいの実験で，反論などが長く続いた。意見もいっぱいでてきた。（ひろむ）

○かつやとしょうたではげしい実験のことでいいあったけど，けっきょくしょうたが生き

残った。かつやはまけてくやしく首をのばした。ぼくはあっていてすごくうれしかって

天才と思った。（しょうりゅう）

○かつやの意見としょうたの意見で盛り上がったけど，ぎゃくにわけわからなくなっ

た。この時間が…（ゆみ）

○ウにすればよかったです。（ほのか）

○私は「つりあったまま」という考えが正解でびっくりしました。理由は，角砂糖の中

の空気が出て行って水が入ってきて水の量が増えると思ったからです。（めい）

他の人の感想は「溶けても重さは変わらないことが分かった」などという「わかったこと」

の感想でした。

残りの授業数も気にしながらの授業ですが，子どもたちの討論を聞いていると，無碍に

切るわけにもいきません。そこはなんとか時間を確保しながら，あと１単元，がんばりましょ

う！

って，まだ≪溶解≫の授業さえも終わっていないけど…。


