
電気をつくる

右手でまわす場合 左手でまわす場合

実験準備 1-1 実験台のはずし方
1 実験台をスライドして
はずします。

2 ①本体 (発電機 ) に巻かれた導線をほどきます。

実験準備 1-2 実験台の取り付け方
1 ①本体 (発電機 ) の溝 Aに導線を 2周巻き付けた後 (1)、
溝 Bに導線を通します (2)。

実験台を①本体 (発電機 ) にスライドして取り付けます。2

①本体 (発電機 ) の中から出てくる導線を
引っ張りすぎないように注意しましょう。

注意

実験準備 2 ハンドルの取り付け方
①本体 (発電機 ) に②ハンドル
を挿し込みます。左右どちら
でも取り付けられます。

①本体 (発電機 )

実験台

②ハンドル

実験1
実験台の切り替えスイッチを
「　」の位置に合わせて机に
おきます。

実験台

切り替え
スイッチ

実験 1-1

電気を光に変える<1>

実験 1-2

電気を光に変える<2>
実験 1-3

電気を光に変える

実験台の [1] の場所に④豆電
球ユニットを取り付けます。

向きに注意！
＋を合わせる

向きに注意！
＋を合わせる

向きに注意！
＋を合わせる

④豆電球
　ユニット

2 ハンドルをまわすとどうなるか、ようすを調べましょう。

（１）ゆっくり矢印の向きにまわしたとき。
（２）（１）より速くまわしたとき。
（３）（１）と逆向きにまわしたとき。

ハンドルはゆっくりまわし始めてください。じょじょに速さを
上げて、1秒間に 2～ 3回転くらいの速さでまわしましょう。

速さに注意！

⑤発光ダイオード
　ユニット

実験台の [1] の場所に⑤発光ダ
イオードユニットを取り付けて
実験 1-1 の　 と同じ実験を行い
ます。

実験台の [1] の場所に⑥電子ブザーユ
ニットを取り付けて実験 1-1　の
（１）（２）と同じ実験を行います。

2

2

⑥電子ブザー
　ユニット

⑥電子ブザーユニットを使用す
るときは、ハンドルを逆向きに
まわさないようにしましょう。
破損の原因となります。

注意

チェックリスト 正しい言葉に〇をつけましょう

ハンドルをまわす向きや速さ 豆電球 発光ダイオード 電子ブザー

ゆっくり矢印の向きに
まわしたとき

（１）より速くまわしたとき

（１）と逆向きにまわしたとき

（１）

（２）

（３）

光る・光らない 光る・光らない 鳴る・鳴らない

光る・光らない 光る・光らない

弱い・変わらない・強い
光が

弱い・変わらない・強い
光が

小さい・変わらない・大きい
音が

(1) (2)

部品内容
ぶひんないよう

発光ダイオード

コンデンサー電子ブザー

実験の前に、すべての部品がそろっているかを確かめましょう。

電気の利用電気の利用
文部科学省学習指導要領準拠文部科学省学習指導要領準拠6理科教材

⑥電子ブザーユニット×1

④豆電球ユニット×1 ⑤発光タイオードユニット×1

⑦コンデンサーユニット×1

電気を流すと豆電球が
光ります。

電気を流すと発光ダイ
オードが光ります。
LEDと呼ばれています。

電気を流すと電子
ブザーが鳴ります。

電気をためることができ
ます。
たまった電気の量にあわ
せてランプが光ります。

①本体(発電機)×1 ②ハンドル×1 ③タイヤ×2

じっけん    まえ                             ぶひん                                                たし

 ほんたい はつでんき

まめでんきゅう

でんし

 でんき         なが            まめでんきゅう

ひか

はっこう

     でんき        　なが       　　はっこう

            　　　　　　　　ひか

　エルイーディー   　よ

実験ユニット

しまる

まめでんきゅう

ひか

豆電球がゆるんでいないかかく
にんしてください。ゆるんでいる
と光らない場合があります。

ばあい

ちゅうい

注 意 実験の前に必ず読みましょう。

せつめいしょ よ せんせい しじ き じっけん

ふぞく はつでんきいがい じっけん こしょう げんいん

 ぶひん くち い あやま の こ きけん

でんげんそうち たか でんあつ はれつ えき

も きけん

でんし ぎゃく でんあつ

れっか こしょう げんいん

プラスマイナス

はつでんき むり

はそん げんいん

そうさ そうさ おこきゅう

でんき はれつ きけん

はっこう

きけん

ひかりしょうめん み め いた

みみ ちか な みみ いた きけん

てんとうご ちくでん

はつでんき しよう しゅつりょく やく ボルト ミリアンペアやく

ちゅう い
じっけん まえ かなら よ

●説明書をよく読み、先生の指示をよく聞いて実験してください。

●部品を口に入れないでください。誤って飲み込むと危険です。

●コンデンサ－に電源装置などで高い電圧をかけると、破裂や液

漏れの危険があります。

●コンデンサー、電子ブザーは（＋）（－）を逆にして電圧をかけな

いでください。劣化や故障の原因になります。

●電気をためすぎると、コンデンサーが破裂する危険があります。

●発光ダイオードの光を正面から見ないでください。目を傷める

危険があります。

●ブザーを耳の近くで鳴らさないでください。耳を傷める危険が

あります。

●付属の発電機以外での実験は故障の原因になりますのでおや

めください。

●発電機をまわすときは、無理な操作や急な操作は行わないで

ください。破損の原因になります。

●まんたんランプ点灯後は、蓄電をやめてください。

　発電機の仕様 ： 出力　約5.8Ｖ　約720mＡ

名前

6年 組 番

1

093297 B044064 K0122

https://www.artec-kk.co.jp/contact/

お客様相談窓口

お電話でのお問い合わせはこちら

◀Webからのお問い合わせはこちら

じっけん

カチッと音がするまで
挿し込みましょう。

溝A 溝 B

２周巻く

豆電球

電気の利用電気の利用

じっけん

じっけん 　じゅんび               　　じっけんだい　　　　　　　　　　　 かた じっけん 　じゅんび               　　じっけんだい　　　　 と　　       つ　　　 かた

じっけん 　じゅんび               　　                    　　　 と　　       つ　　　 かた

みぎて　　　　　　　　　    ばあい ひだりて　　　　　　　　　　ばあい

   でんき

                      　でんき      りょう

                        　　   ひか

じっけんだい     ほんたい　 はつでんき　       みぞ　        どうせん　　   しゅう ま        つ　　     あと

みぞ    　　どうせん   とお

じっけんだい         ほんたい 　はつでんき　　　　　                           　と　　 つ

  　　　　　　 おと

さ　　   こ

ほんたい　はつでんき

  さ　  　こ　                  　さゆう

　　 と　　  つ

ほんたい 　はつでんき　      　ま　　　 　　どうせん

でんき        なが               でんし

                        な

じっけんだい

ちゅうい 　ほんたい 　はつでんき  　　  なか        　で　             どうせん

ひ　　 ぱ　　　　　　　　　　　　　　 ちゅうい

みぞ
みぞ

しゅう ま

ほんたい はつでんき

でんき

じっけんだい　　  き　　   か　　　　　　　　　　　　                         

 いち　  　　あ            　　つくえ

じっけんだい

じっけん

じっけん じっけん

む　　　　  　ちゅうい

はや　　　　   ちゅうい

む　　　　     ちゅうい
む　　　　     ちゅうい

 ちゅうい

あプラス

あ
あ

はじ

あ　　　　　    びょうかん　　            　かいてん

     でんし　　　　　　　　　　　　　　   しよう

　　　　                                      ぎゃくむ

はそん　  げんいん

はや

はや

き　　　か

じっけんだい　　　       　ばしょ　　   まめでん

きゅう　                 　と        つ

じっけんだい　　　       　　ばしょ　　   はっこう

　　　　　　　　　　　　　　　　と        つ

 じっけん　　　　　　　　 おな   じっけん　おこな                 　

じっけんだい　　　          ばしょ　　    でんし

　　　　　　 　と    　つ       　じっけん

　　　　　　　　　　おな   じっけん　おこな                 　

    やじるし  　む

　   はや 

ぎゃくむ

でんき　  　ひかり　   か

でんき　　　  　りよう

でんき　    ひかり　   か でんき　    ひかり　   か

まめでんきゅう

しら

はっこう

でんし

ただ　　　　ことば

やじるし     む ひか　　　　  ひか ひか　　　　  ひか な　   　    　 な

ひか　　　　  ひか ひか　　　　  ひか

ひかり

よわ　　　　  か　　                         つよ

ひかり

よわ　　　　  か　　                         つよ

おと

ちい　　　　　　  か　　　　　　　       　おお
はや

ぎゃくむ

む　　　　はや　　　　　　　　　   　　　まめでんきゅう はっこう でんし

プラス
プラス



切り替えスイッチ

実験台

実験 3-1 ハンドルをまわして手ごたえをくらべてみよう
1 実験台の [1] の場所
に④豆電球ユニット
を取り付けます。

2 実験台の切り替
えスイッチを
「　」に合わせ
ます。

④豆電球
　ユニット

④豆電球
　ユニット

※実験 2で使用した⑦
コンデンサーユニット
ははずします。

3 豆電球が点灯するまでハンド
ルをまわします。点灯させた
ときのハンドルの手ごたえを
覚えておきます。

4 ④豆電球ユニットを⑤発光ダイオー
ドユニットと取り替えて       と同じ
様に光るまでまわし、豆電球のとき
とハンドルの手ごたえを比較します。

3

重い　・　軽い

豆電球 発光ダイオード

重い　・　軽い手ごたえ

実験 3-2 コンデンサーにためた
電気でくらべてみよう

1 コンデンサーにたまった電気を使い切ります。
実験台の [1] の場所に⑦コンデンサーユニットを
取り付け、切り替えスイッチを「　」の位置に合
わせてハンドルの回転が止まるまで待ちます。

2 実験台の [2] の場所に④豆電
球ユニットを取り付けます。

3 ハンドルをまわす回数を変えて、豆電球の
光る時間をくらべてみましょう。

切り替えスイッチはコンデンサーに電気をためるとき

「ためる」。ためた電気を使うとき「〇」に合わせます。

（１）10回まわしたとき　（２）20回まわしたとき

秒

（１）10回（２）20回

秒豆電球が光る時間

ハンドルをまわす回数

4 まんたんランプがしっかり光るまで
コンデンサーに電気をためて、豆電
球と発光ダイオードのそれぞれの光
る時間をくらべてみましょう。

実験の前に　　の手順でコンデンサー

にたまった電気を使い切っておきます。
1

④豆電球
　ユニット

⑤発光ダイオード
　ユニット

秒

豆電球 発光ダイオード

秒

1 実験台の [1] の場所に⑦コン
デンサーユニットを取り付け
て電気をためます。

2 コンデンサーに電気をためた後、②ハン
ドルを①本体 ( 発電機 ) のハンドルホル
ダーに取り付けます。③タイヤも①本体
(発電機 ) に取り付けます。

ハンドルホルダー

②ハンドル

③タイヤ

①本体 (発電機 )

3 実験台の切り替えスイッチを「　」
に合わせてくるまを走らせましょう。

1 実験台の [1] の場所に⑦コンデンサー
ユニット、[2] の場所に⑥発光ダイオー
ドユニットを取り付け、①本体(発電機 )
に取り付けます。

2 ハンドルをまわして電気を
ためましょう。

実験 2「電気をためる」の　　　
を参照してください。

2 3

実験 2「電気をためる」の　　　
を参照してください。

2 3

3 実験台の切り替え
スイッチを「〇」に
合わせてライトを
つけましょう。電気をためたいときは上の　　～　　

を行います。電気を使うときは切り替
えスイッチを「〇」に合わせます。

1 実験台の [1] の場所に
⑦コンデンサーユニッ
トを取り付けます。

3 まんたんランプがしっかり光
るまでハンドルを回します。 まんたんランプ

コンデンサーにあるランプは、た
めた電気の量に合わせて光る。

実験 ためた電気を使う
4 実験台の [2] の場所に
④豆電球ユニットを取
り付けます。

実験台の切り替えスイッチを「〇」
に合わせて光らせてみましょう。

切り替えスイッチ

6 ⑥電子ブザーユニットに付け替え
て確認してみましょう。

⑥電子ブザーユニット

1 3
たまる ・ たまらない実験台にコンデンサーを取り付けて、ハンドルを回すと電気が

電気をためたコンデンサーと豆電球を取り付けてスイッチを「〇」に合わせると

電気をためたコンデンサーとブザーを取り付けてスイッチを「〇」に合わせると

チェックリスト 正しい言葉に〇をつけましょう

光る ・ 光らない

鳴る ・ 鳴らない

5

ランプが明るく光るまでハンド
ルを回しましょう。

電気をためる実験2じっけん

豆電球と発光ダイオードを比べてみよう実験3じっけん

充電式ライトをつくろう実験4じっけん

電気で走る車をつくろう実験5じっけん

向きに注意！
－を合わせる

⑦コンデンサー
　ユニット

向きに注意！
＋を合わせる

向きに注意！
＋を合わせる

2 実験台の切り替えス
イッチを「ためる」に
合わせます。

切り替えスイッチ

切り替えスイッチ

向きに注意！
＋を合わせる

⑤発光ダイオード
　ユニット

切り替えスイッチ

④豆電球
　ユニット

向きに注意！
－を合わせる

切り替えスイッチ

①本体 (発電機 )

⑤発光ダイオード
　ユニット

⑦コンデンサー
　ユニット

⑦コンデンサー
　ユニット

でんき

じゅうでんしき

でんき　　　　　はし　　 　くるま

じっけん

じっけん

まめでんきゅう　　　  　はっこう　　　　　　　　　　　     　　　　　くら

じっけんだい　　　　　　ばしょ

　まめでんきゅう　　　　　　　  と

      つ

じっけんだい　　　　　　  ばしょ

　　　まめでんきゅう　　　　　　　  

　 　と　　 つ

まめでんきゅう てんとう

　　　　                            てんとう

　　                                   て

 おぼ　　　　　　　  

　まめでんきゅう            　　        はっこう

　　                        と　  　か　                      おな

よう　　ひか　　　　  　　　　まめでんきゅう

　　　　　　　        て　　        　　ひかく

　じっけん　　　     しよう

じっけんだい　 き　　 か　　                                         　

      あ　　         ひか

でんし　　　　　　　　　　　　    つ　   か

かくにん

　　　　　　　　　　　　　　　　      でんき　   つか　 き　

じっけんだい　　　           ばしょ

   と　 　つ　     　き       か　　　　　　　　　　　　　　　      いち　　 あ　

                                       かいてん　 と                      ま

じっけんだい　　　　　　ばしょ　　　 まめでん

きゅう　　　　　　　  と　 　つ

じっけんだい　　 　　　　　ばしょ　　　 

     　　　　　　　　　　　  ばしょ　　   はっこう

　　                         と　　 つ　　　  ほんたい   はつでんき

　　 と　　 つ

じっけんだい　　 　　　　　ばしょ　　　 

     　　　　　　　　　　　  　　　と　　 つ

　　でんき

 　　　　　　　　　　  でんき　　　　   　　あと

　　　      ほんたい　 はつでんき

　　        と　     つ　　                                     　ほんたい

はつでんき　　     と　　つ

じっけんだい　　き     　か

　　 あ　　　　　　　             はし

                                        かいすう　　か　　　   まめでんきゅう　　

   ひか　  じかん                                   でんき　                　まめでん

きゅう  はっこう　　　                                      　ひか

　　じかん

でんき　　　　　つか

ただ　　　　　 ことば

まめでんきゅう

て おも　　　　　　　　　かる おも　　　　　　　　　かる

はっこう

じっけんだい　　　　　　　　　　     　　　　と　  　つ　　　　　　　　　　　　　　　 まわ　　　　 でんき

でんき　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　まめでんきゅう　  と　  　つ　　                                                    　あ

でんき　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　                    　  と　  　つ　　                                                    　あ

じっけんだい　　　　        ばしょ

  　　　 と　 　つ

じっけんだい　　  き　     か

　　                          

 あ

  ひか

　　　あか　　ひか

まわ

まわ

でんき  りょう　 あ         　ひか

でんき  
む　　　　　  ちゅうい

あ

き　     か

き   　     か

まめでんきゅう　

む　　　　　  ちゅうい

あ

む　　　　　  ちゅうい

あ

む　　　　　  ちゅうい

あ

き　 　　か

じっけんだい　 き　 　か

　 　　　　　　　　

                  あ

き　　 か
でんし

ひか       　ひか
でんき　　　　　　　　　　　　　  うえ

   おこな            　　でんき     つか　　           　き    　か

　　                                          あな　　　　な

じっけん て

まめでんきゅう

はっこう

む　　　　　  ちゅうい

あ

まめでんきゅう

まめでんきゅう

まめでんきゅう　ひか    じかん

まめでんきゅう　　　　　 はっこう

びょう びょう びょうびょう

き　　  か　　　　　　                                     　　　　　でんき

　　　                                 でんき　   つか　　　　                         あ

かい

かいすう かい かい

かい

はっこう

じっけん　  まえ　　　　　　  てじゅん

　　　　　　　　  でんき   　つか　   き

ひか

はっこう

じっけんだい

じっけん              でんき

　　さんしょう

じっけん              でんき

　　さんしょう

ほんたい   はつでんき

ほんたい   はつでんき

でんき じっけんだい　　 き　　 か

　

　　  あ

き　　 か

き     　か

プラス

マイナス

マイナス

プラス

プラス


