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理学部第⼀部化学科/応⽤化学科 1年⽣ 各位 

東京理科⼤学Ⅰ部化学研究部 

 

化学実験に関する案内 

 

とうとう後期⽇程が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。 

我々Ⅰ部化学研究部は、化学実験に特化した部活動であり、部員は⼤学授業での実験で活
躍できる(？)ことを強みの⼀つとしていました。しかし、活動の主である実験が再開できな
い状況下、⼊部希望者の皆様には⻑らくお待ちいただいており、今もなお活動再開⾒込みが
⽴っておりません。そこで、少しでも 1年⽣の皆様のお役に⽴てればと思い、この⽂書を作
成しました。⼀部曖昧な箇所もあるかと思いますが、実験授業に臨む上で⼀つの参考にして
いただければと思います。 

 

Ⅰ. 実験に関する事項 

 化学実験を⾏ううえで最低限必要な事項を記載します。 

 

Ⅱ. レポートの書き⽅の例 

 実験後のレポートの書き⽅について記載します。 

 

尚、「Ⅱ. レポートに関する事項」については、弊部の輪講書の書式をもとに記載しており
ます。内容に多少の差異はありますが、ホームページに多数記載しておりますのでそちらも
参考程度にご覧いただければと思います。 

 

以上 
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Ⅰ. 実験に関する項⽬ 

 

ここでは、化学実験を⾏ううえで最低限必要となることを記載します。尚、記載事項
が各指導者の指⽰に反している場合は必ずそちらを優先してください。下記はあくまで
参考としていただければ幸いです。 

 

1. 実験授業に向けた予習 

実験の前には必ず予習を⾏います。教員の指⽰に従い、実験ノートおよび実験計
画書(不要の場合があります)を作成してください。実験ノートには実験の⽬的・⽬的
反応や使⽤する試薬の物性、利⽤する反応の簡単な原理、操作⼿順を記載しておき、
実験時に気づいたことや結果を追記します。尚、操作⼿順はフローチャートとし、
⻑い⽂章にならないようにするのが良いです。 

 

2. 実験授業の流れ 

① ⽩⾐、保護メガネを着⽤し、作成した実験ノートや関数電卓等必要なものを持
ち実験室内に⼊ります。時間に余裕をもって⾏動しましょう。記名による出席
確認が⾏われる場合もあります。 

② 担当の TAの指⽰に従い、実験を開始します。実験の説明は⼤雑把であり、逐⼀
説明されることはありません。⼿際の良さで予習の程度がわかってしまいます。 

③ 実験の経過・終了については指⽰に従うようにしてください。⼜、使⽤後の器
具は空き時間に都度洗浄すると良いです(後述)。常に実験台上はきれいになるよ
う⼼がけましょう。 

④ 提出期限までに実験レポートを作成します。参考⽂献は 1 冊ではなく、数多く
の⽂献にあたりましょう。⼜、計画的に進めましょう。期限⼨前に必死にパソ
コンに向かい合う光景を度々⽬にします…（私も）。 

 

3. 器具洗浄・廃液処理について 

使⽤後の器具の洗浄について、実験授業ではイオン交換⽔(無印)、メタノール(⾚
テープ)、アセトン(⻘テープ)の 3 種類が⽤意されています。基本はイオン交換⽔で
すが、⽔洗では落ちないものも数多く存在します。そこで、使⽤した(器壁に付着し
ているであろう)物質に合わせ、メタノール⼜はアセトンで洗浄します。アセトンは
揮発性が⾼いため、器具の乾燥にも使⽤します(⼿にかかるとヒヤっとします)。洗浄
で⽤いる際の順番としてはイオン交換⽔→メタノール→アセトンです。 

廃液には細かな分類がなされ、それぞれ処理します(実験室内の廃液ボトルに⼊れ
ます)。分類については実験室内などに細かな分類フローチャートが記載されていま
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すのでそちらを確認ください(インターネット上でも⾒かけました...)。特に使⽤頻度
の⾼いものを簡単に紹介します。 

・ 有機溶媒のうち、指定塩素有機化合物、ベンゼン、悪臭物質、難燃性物質、機械
油を含まないもの(実験授業で取り扱う有機溶媒のほぼ全てがこれに該当しま
す)。 

⽔を 5%以上含む→含⽔有機(⻘⼀本) 

⽔が 5%未満→可燃性有機(⾚⼀本) 

 

・ 有機化合物を 5%以上含まないもの(含むものは上の分類になります)。これは、
特に毒性の強いものから順に、シアンを含む→シアン含有(⽩⼀本)、⽔銀を含む
→⽔銀含有(緑⼀本)、クロムを含む→クロム酸含有(⿊⼀本)といたように分類さ
れていき、最終的に酸(⻩緑⼀本)、アルカリ(茶⼆本)、その他有機(灰三本)となり
ます。⽔道に流せる廃液はありません。 

 

尚、各分類に括弧付けで⽰した(⾊○本)とは、廃液ボトルに付けられている⾊を⽰
しています。よく「アカイチ」「アオイチ」などと⽿にすると思いますが、「⾚⼀本(可
燃性有機)」「⻘⼀本(含⽔有機)」を意味します。 

 

4. その他 

 

化学実験では、危険なものを取り扱っていることを⾃覚して⾏動してください。筆
者は 2年後期に「○%(濃度)なら…」とサニメント無しで硝酸を取り扱った際に指に
付着し、約 1 ヶ⽉間⼩指が真っ⻩⾊になりました。実験に慣れてきても、常に緊張
感を持って実験を⾏いましょう。
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Ⅱ. レポートの書き⽅の例 

 

実験レポートの書き⽅の例を紹介します。ここでは、Ⅰ部化学研究部で作成している
輪講書の書式をもとに、簡単に説明しています。 

次ページより 5 ページ(ページ下番号 1~5)にわたり、各項⽬の書き⽅を説明していま
す。尚、このページそのものが書式の例になっています。 

 

実験授業では指定の表紙に実験題名を記⼊するため、レポート内に題名を書く必要は
ありません。⼜、ページ番号はページ下中央に記載する。その他、細かな注意事項は⽂
中に記載します。尚、繰り返しになりますが、ここに記載するものはあくまで例であり、
担当教員の指⽰を最優先にしてください。



Ⅱ. レポートの書き⽅の例 

1 
 

1. 要旨 
今回の実験では…． 
 
ここでは実験操作，結果，考察についてまとめる．おおよそ 10 ⾏程度でまとめる

と良い．⻑すぎると採点時に「⻑すぎる」とコメントに書かれる． 
 

2. 原理 
2.1. 中和滴定 

中和滴定とは…．1)中和滴定における注意点は…．2) 
 

2.2. 指⽰薬滴定 3)4)5) 
指⽰薬滴定とは…． 

 
実験において⽤いた操作や機器の原理を書く．各項⽬に 1 つ以上の参考⽂献があ

るはずなので，その度に⽂献の番号を右上に振る．(2.1.を参照)⽂献をそのまま書き
出してしまうとよろしくない．やや表現を変えたり，複数の⽂献にまたがって説明
⽂を書くと良い(そのさいは 2.1.のように書くのが⾯倒になるため，2.2.のような書
き⽅にすると楽)． 
 

3. 実験準備 
3.1. 試薬 

⽔酸化ナトリウム sodium hydroxide6) 
組成式  NaOH 
式量  40.00 
融点  318.4 ℃ 
沸点  1388 ℃ 
性質 俗に苛性ソーダとも呼ばれる．通常は⼆酸化炭素や⽔素を含

んでおり，代表的な塩基として化学⼯業，及び実験室で⽤い
られている． 

 
酢酸 acetic acid7) 

分⼦式  C2H4O2 
分⼦量  60.65 
融点  16.66 ℃ 
沸点  118.1 ℃ 
性質 刺激性の強い臭気と酸味のある液体．⽔，エタノール，エー
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テ ル ， ベ ン ゼ ン に 可 溶 ． 酸 解 離 定 数 は K = 1.845 ×
10!"(25 ℃)．気体状態でも⼆量体を形成する． 

 
無機物の場合，組成式・式量・性質は書く．もしあれば融点や沸点，溶解熱(塩

酸のみ)や精製熱(塩酸のみ)を書く．有機物は分⼦式・分⼦量・性質・分⼦構造を
書く。性質は化学⼤辞典の⽂章を書けばよい。 

試薬名の右上に参考⽂献の番号を振る．分⼦構造は ChemDraw で描く．VPN
接続した状態で「https://www.ed.tus.ac.jp/tusonly/chem/」を開くとダウンロード⽅
法が書いてあるため，そちらを参照．VPN 接続も Class 内に記載あり． 
 

3.2. 器具 
・▲ mL ビーカー 
・▲ mL ビュレット 
・▲ mL メスフラスコ 
 

上記のように書き出しているか，表のように書いていれば問題ない．OK科は
箇条書きで良い．今回，表は全て Excel で作成した． 

 
3.3. 装置 

もしあれば書く． 
 

4. 実験操作 
4.1. ⽔酸化ナトリウム⽔溶液の濃度決定 

(1) 〇 g の××を電⼦天秤で量り取った． 
(2) ××を▲ mL メスフラスコに加え，〇〇でメスアップした． 
(3) (2)で作製した〇 mol L-1××⽔溶液△ mL を▲ mL ビーカーに⼊れ，⽔酸化

ナトリウム⽔溶液で中和滴定を△回して濃度を求めた． 
 

4.2. 酢酸と⽔酸化ナトリウムの中和滴定 
まず，濃度不明の酢酸△ mL を▲ mL ビーカーに⼊れ，そこに指⽰薬を△滴
加えた．さらに，3.1.で調製した⽔酸化ナトリウム⽔溶液をビュレットに⼊れ，
中和滴定を△回⾏って…． 

 
上記のように，いくつかの項⽬に分けて書く．まれに分けないこともあるが，採

点に影響するわけではないため，各々の好き好きで構わない． 
OK 科は箇条書きで構わない(3.1.を参考に)．K 科は実験操作を⽂章で書かなけれ

名称 個数

▲ m Lビーカー 2

▲ m Lビュレット 1

▲ m Lメスフラスコ 3
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ばならないため，箇条書きをしてはいけない(3.2.を参考に)． 
実験操作は全て過去形で書くこと．これ超重要． 

 
5. 結果 

5.1. ⽔酸化ナトリウム⽔溶液の濃度決定 
今回得られた⽔酸化ナトリウム⽔溶液の滴下量は以下の表 1 のようになった． 
 

表 1 ⽔酸化ナトリウム⽔溶液の滴下量 

 
 
従って，今回得られた⽔酸化ナトリウム⽔溶液の濃度は以下の式 1 のように
算出された． 

*⽔酸化ナトリウム⽔溶液の濃度 mol	L!#⁄ 1 =
〇	mol	L!# △ 	mL × 2

△mL
 

=〇	mol	L!# 式 1 
 

5.2. 酢酸と⽔酸化ナトリウムの中和滴定 
酢酸と⽔酸化ナトリウムの中和滴定の際に得られた⽔酸化ナトリウム⽔溶液

の滴下量は以下の表 2 のようになった． 
 

表 2 酢酸と⽔酸化ナトリウムの中和滴定 

 
 
従って，酢酸の濃度は以下の式 2 のように算出された． 

*酢酸の濃度 mol	L!#⁄ 1 =
〇	mol	L!# △ 	mL

△mL
 

=〇	mol	L!# 式 2 
 

また，滴下の最中における酢酸と⽔酸化ナトリウム⽔溶液の混合溶液の電気
伝導率の推移は以下の図 1 のようになった． 

 

1回目 2回目 3回目 平均

滴下量/mL 4.45 4.43 4.44 4.44

1回目 2回目 3回目 平均

滴下量/mL 6.21 6.24 6.22 6.22
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図 1 酢酸と⽔酸化ナトリウム⽔溶液の混合溶液の電気伝導率の推移 
 

表と図，式のナンバリングは必須．表と図の名前を振る場所が上下違うことに
注意．表なら上，図なら下である．結果も全て過去形で書くこと．間違えたら減
点対象． 
 

6. 考察 
6.1. ⽔酸化ナトリウム⽔溶液の濃度を求めた理由及び濃度の誤差について 

今回⽔酸化ナトリウム⽔溶液の濃度を求めたのは…．また，今回得られた滴下
量の平均値は…． 
 

6.2. 酢酸と⽔酸化ナトリウムの中和滴定について 
今回得られた酢酸の濃度について…． 

 
ここでは必要最⼩限に加え(TA が何を書けばよいか教えてくれることが多いため，

それは必ず書く)，⾃分で考えた疑問点を⾃ら調べてここに書くと加点対象になる．
私もここで点数を稼いでいる．OK科ではこれによって 11 点(通常満点は 10 点)を取
った者もいるため，些細なことでも頑張って書いてほしい． 
 

7. 設問 
各実験で設問が与えられる．テキストに載っているものはもちろん，実験終了後

に TA から追加で出される設問もある．参考⽂献がなければ解けないものが多いが，
時々⾼校化学の知識で解けるものもあり，その際は参考⽂献なしでも良い．問題数
は数問〜10 問近くになるため，設問が多い場合は実験⽇より前から解けるところを
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解いておくことが重要．徹夜は絶対するな．魔剤に⼿を出してはいけない． 
 

8. 参考⽂献 
1) ⼤⽊道則，⼤沢利昭，⽥中元治，千原秀昭著，化学⼤辞典，東京化学同⼈(2005)，

p. 842． 
2) J．McMurry 著，伊藤，児⽟，荻野，通，深澤訳，マクマリー有機化学，第 9版，
東京化学同⼈(2017)，p. 420- 422．(訳者いる時) 

3) 稲垣都⼠，池⽥博隆．フロンティア軌道理論と化学反応―電荷から軌道へ―．化
学と教育．2019，vol. 67，no. 1，p. 28- 31．(雑誌中の論⽂の時．ネットで⾒つけ
た場合も含む) 

 
基本的には上記の 3 つの書き⽅を⾒てもらえれば分かる．著者，本の名前，出版
社名(年数)，ページ数の順番に書くことが⼀般的．これらは実際にある⽂献なので，
実際に⾒て調べてもらえればより書きやすくなるだろう． 

なお，参考⽂献の書き⽅はこのサイトのものが⼀番わかりやすく載っている． 
〈https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf〉 

 


