プリンカップ利用の電子部品スタンドの作成について
平成２１年１１月
江戸川区立東小岩小学校
１．作品例
豆電球

マブチモーター

コンデンサー

校長

発光ダイオード

太陽電池モーター

干臺健治

電子ブザー

果物電池用 LED

２．各スタンドの作り方
Ⅰ．豆電球スタンドの作り方
(1) シール貼り付け目印（別紙）をプリンカップの内側にはめ込む。
(2) 青と緑のシール及び名札等を取り付ける。
・透明テープで上からさらに貼り被せると、
児童が活動したときも剥がれにくい。
(3) プリンカップの側面と底に穴を開ける。
①2.5㎜の下穴用錐を使いガイド穴を開ける。
側面はシールの中心に、底は中央に１つ。
（直接径の大きな錐を使うと割れることがある）。
②次に４㎜の下穴用錐を使って穴を広げる。
（ステップドリル用の下穴および端子用のビス穴となる）。
③ステップドリルを使い、12.7㎜まで底の穴を広げる
（ゆっくり広げないと割れることがある）。
(4) 豆電球ソケットのリード線にアースラグをハンダ付けする。
(5) 豆電球ソケットを穴から通し、ホットメルトで接着する。
(6) アースラグをビス（ナベ３㎜、12㎜）で止める。

ワッシャー
三種ナット
ナベビス
アースラグ

プリンカップ

Ⅱ．電解コンデンサーと発光ダイオードスタンドの作り方
(1) シール貼り付け目印（別紙）をプリンカップの内側にはめ込む。
(2) 赤と黒のシール及び名札等を取り付ける。

押しつける

・透明テープで上からさらに貼り被せると、児童が活動したときも剥がれにくい。
(3) プリンカップの底と側面に穴を開ける。
①2.5㎜の下穴用錐を使い、ガイド穴を開ける。
側面はシールの中央に１つずつ開ける。
底部分には４㎜間隔で２つ開ける。
（コンデンサーの足の差し込み用穴。
②次に側面の穴を４㎜の下穴用錐を使って穴を広げる。
(4) コンデンサーを差し込み、ホットメルトで接着する。
(5) コンデンサーの足にそれぞれ４㎝リード線をハンダ付け

コンデンサー

ホットメルト
短い足
（−極）

する。

長い足（＋極）

長い足（＋極）に赤いリード線
短い足（−極）に黒いリード線
(6) リード線にアースラグをハンダ付けする。
(7) アースラグをビス止めする。
Ⅲ．電子ブザー、マブチモーター、太陽電池モータースタンドの作り方
(1) シール貼り付け目印（別紙）をプリンカップの内側にはめ込む。
(2) ブザーの場合は極性があるので赤と黒のシール及び名札等を取り付ける。モーターの場合は
青と緑のシールを貼る。
・透明テープで上からさらに貼り被せると、児童が活動したときも剥がれにくい。
(3) プリンカップの底と側面に穴を開ける。
①2.5㎜の下穴用錐を使い、ガイド穴を開ける。
側面はシールの中央に１つずつ開ける。
底部分には電子ブザー（モーター等）の取り付け穴に合わせて２つ開ける。
②次に側面と底の穴を４㎜の下穴用錐を使って広げる。
(4) ブザー（マブチモーター R280）の穴に2.6㎜のねじ切り（タッピング加工=別紙参照）をする。
(5) ブザーのリード線にアースラグをハンダ付けする。
(6) アースラグをビス止めする。
電子ブザーは極性を注意する。
Ⅳ．果物電池用 LED スタンドの作り方
基本的には豆電球用スタンドと同様である。
極性に注意することが付け加わる。
Ⅴ．その他
電子オルゴールに端子を付けることができる。

３．部品値段表
基本部品
１．プリンカップ

90

・耐熱・塩ビ製

100個

840円

給食食材納入業者

２．M ３
３．M ３

ビス
ナベ12㎜・ステンレス
アースラグ
ステンレス

100個
100個

368円
210円

（高橋商事）
秋葉原ショップ

４．M ３

平ワッシャー

ステンレス

100個

158円

（西川電子）

５．M ３

ナット

３種・ステンレス

100個

450円

１巻

210円

６．単芯コード

0.3 10ｍ

７．太陽電池用モーター固定用ビス
（マブチモーター R280）

青・緑

M2.6 ビス ナベ３㎜
M2.6 平ワッシャー

100個 179円
100個 126円

（電子ブザー）
８．タップ（粗・中・仕上げ３セット）

2.6㎜

1.000〜1.500円

９．タップホルダー

1.300〜1.700円

プリンカップ目印

ラベル貼り付け見当枠

プリンカップ目印の使い方

は、シールを貼る目安

①波線で切り取る。
②切り取った用紙をプリンカップの内側に当て込む。
③目印に合わせ、色別シールを貼る。
極性がある場合 右側＝赤：＋極
左側＝黒：−極
極性がない場合

青や緑のシールを貼る。

ガイド穴は0.4〜0.7㎜
ダウンサイズで開けておく。
タップは、穴に垂直に
当てる。

④ラベルを貼る。
⑤カバー用に透明シールを貼る。
⑥端子取り付け用の穴（径3.2㎜）を開ける。

切り始めは、ホルダーに
力を入れ過ぎない。
半周回しては何回か戻す
ようにする。

ねじ切り（タッピング加工）
板の厚みよりわずかに
タップの刃先を出す程
度でよい。
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開発者
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亮

材料
アクリルボード・アクリルの筒・コンパネ
電池ボックス・エナメル線・ニクロム線
発泡スチロール

前面図

作り方

電池ボックス

① コンパネの土台を「前面図」のように組み立

アクリルの筒

てる。
② アクリルボードに直径７ｃｍの穴を、電動糸
のこぎりであける。
③ アクリルの筒は、アクリルボードを使い下図
のように固定する。
④ アクリルボードは「上部図」のように、ニク
ロム線とエナメル線を配線する。

アクリルボード

⑤ 接着剤ですべての部品を組み立てる。

コンパネ

上部図

前

横

使い方
６年「電気の利用」単元の発熱の導入部分におい
て使用した。２つの発泡スチロールがそれぞれの
ニクロム線の発熱温度の違いによって、落ちる時
間が異なる。そのことから、ニクロム線の太さが
発熱の要因ではないかと考えさせる。
エナメル線

ニクロム線

ニクロム線

０．４ｍｍ

０．２３ｍｍ

電熱線の発熱を定量的に測定する実験器

電熱線の発熱を水の温度上昇を調べるに
は、ビーカーでは、熱がガラスに伝わってし
まったり、水面から熱が逃げてしまったりし
ます。そこで、本研究では、蓋付きのＰＰ容
器を利用しました。この容器は、安価（4 個
で 100 円）で、熱が逃げにくい適度な大きさ
です。（理科のカタログには、ＰＰ製の容器
に小さなものはない）

つけコイル状にする。
② 容器のふたにコイル
状にした電熱線の両
端が出るように穴をあける。
③ 容器のふたにエポキシボンド（ホットボンド
も簡単ですが高温になると融けてしまう）で
電熱線を固定する。
④ 温度計を差し込んだとき、電熱線に触れないよう
に、温度計用の穴をふたにあける。

４）使い方
①ポリプロピレン容器にメスシリンダーで 20ml を入
れ、電熱線の両端に電源をつなぐ。
②電源装置のスイッチを入れ、電流を加える。
③５分間 30 秒ごとに水温を計測し、グラフにプロッ
トする。
全グループ のデータ をグラ

線、ポリプロピレン容器（以下ＰＰ容器）

径 6mm の棒に巻き

フ上にプロ ットし︑ 全体の

直径約 0.2mm 電熱線、直径約 0.6mm 電熱

① 30cm の電熱線を直

傾向をつかみ 結論を出す

〜６年 「電流のはたらき（発熱）
」〜
南ブロック・世田谷区立八幡小学校
世田谷区立八幡小学校 主幹 佐藤 弘典
１）はじめに
単元「電流のはたらき（発熱）
」は、平成２
３年度完全実施の移行措置に則っているもの
であり、完全実施後は、
「電気の利用」の中で
発電、蓄電、変換とともに扱われます。教科
書には、太さの異なる電熱線で発泡スチロー
ルや蜜蝋を切る方法が紹介されています。し
かし、本研究では、まず、既習の豆電球やモ
ーターを使った学習内容と身近にある電気製
品が、電気エネルギーを光エネルギーや運動
エネルギーに変換していることを想起させま
した。次に、電熱線を利用している電気製品
が、発熱を調節する
ものがあることから
「電熱線の発熱の程
度を変えているのは
何だろうか。」
という
問題を作り出しまし
た。そして、発熱の
程度を水の温度上昇
を計測し、定量的に
とらえることにしま
した。
２）材料

３）作り方

５）電源装置をそろえよう！
みの虫クリップを接続するときに電熱線の長
さが変わらないように工夫する必要があります
が、もっとも影響するのは、電源装置です。乾
電池では、電流が流れにくいため、細い電熱線
の方が発熱し、太い電熱線の方が発熱しにくい
場合があります。また、電源装置の中には、一
定以上の電流が流れると保護回路がはたらき、
電流が流れにくくなるものや電源装置の電源部
が弱く十分に電流が流れないものもあります。
小学校での電流とは、電池１個分２個分という
ように電圧を表しています。そのため、電圧の
みが調整できる簡易電源で十分ですし、電流量
を調節できるような電源部の強力な電源装置で
は、調節のためのダイヤルのわずかなズレでも
電流が変わってしまうので、簡易電源で十分と
考えます。また、前述のように電源装置の特性
を知っておくことは重要なことですし、なによ
りも、同じ型式の電源装置をそろえておくこと
が重要です。

