
・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で
生じた事故等について一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

用意するもの

・実験はおうちの人と相談して、大人といっしょにやりましょう。
・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので注意してください。
・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ口クリップやステンレス板を絶対にさわらないでください。
 さわる必要がある時は、必ず、プラグをコンセントから抜いて作業してください。

注意

●ホットケーキミックス(150g)　●牛乳パック
●ステンレス板(厚さ0.1ミリ、横30センチ、縦20センチのもの)
●牛乳(140cc)　●ボウル　●100V用電源コード
●泡立て器　●ワニ口クリップ　●ビニールテープ
●定規(30センチぐらいのもの2本)　●スプーン
●フォーク　●軍手　●箸　●カッター ●中性洗剤
●プラスドライバー　●金属ヤスリ

実験のやり方

電気パン作り

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド
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中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。
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上から３センチのところに定規を当て
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切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。
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よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
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・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。
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6cm

12cm

12cm

12cm

実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
赤のリード線と乾電池のプラスをつなぎます。
これで完成です。

ろ紙の電気ペンで触れた部分の色が変わります。

※ろ紙にかいた絵や文字は、
日が経つと色がうすくなります。

すいようえき

しき そ

●クリップ付き
　リード線

●9V乾電池●計量スプーン
（大さじ・小さじ）

●鉛筆

●割り箸 ●ハサミ●スポイト●ろ紙
（直径9センチ）

●アルミホイル●食塩 ●ターメリック ●プラスチック
　コップ

●ビニール
　テープ

●消毒用
　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。
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エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気
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マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！
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エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ
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実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
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日が経つと色がうすくなります。

すいようえき

しき そ

●クリップ付き
　リード線

●9V乾電池●計量スプーン
（大さじ・小さじ）

●鉛筆

●割り箸 ●ハサミ●スポイト●ろ紙
（直径9センチ）

●アルミホイル●食塩 ●ターメリック ●プラスチック
　コップ

●ビニール
　テープ

●消毒用
　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

※2つ分の材料です
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 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録
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マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド
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ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
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　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド
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実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
赤のリード線と乾電池のプラスをつなぎます。
これで完成です。

ろ紙の電気ペンで触れた部分の色が変わります。

※ろ紙にかいた絵や文字は、
日が経つと色がうすくなります。
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●ビニール
　テープ
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　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ
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ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。
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実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。
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7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本
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ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　>　色が変わる電気ペン

●+
●－

6cm

12cm

12cm

12cm

実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
赤のリード線と乾電池のプラスをつなぎます。
これで完成です。

ろ紙の電気ペンで触れた部分の色が変わります。

※ろ紙にかいた絵や文字は、
日が経つと色がうすくなります。

すいようえき

しき そ

●クリップ付き
　リード線

●9V乾電池●計量スプーン
（大さじ・小さじ）

●鉛筆

●割り箸 ●ハサミ●スポイト●ろ紙
（直径9センチ）

●アルミホイル●食塩 ●ターメリック ●プラスチック
　コップ

●ビニール
　テープ

●消毒用
　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　>　色が変わる電気ペン
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6cm

12cm

12cm

12cm

実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
赤のリード線と乾電池のプラスをつなぎます。
これで完成です。

ろ紙の電気ペンで触れた部分の色が変わります。

※ろ紙にかいた絵や文字は、
日が経つと色がうすくなります。

すいようえき

しき そ

●クリップ付き
　リード線

●9V乾電池●計量スプーン
（大さじ・小さじ）

●鉛筆

●割り箸 ●ハサミ●スポイト●ろ紙
（直径9センチ）

●アルミホイル●食塩 ●ターメリック ●プラスチック
　コップ

●ビニール
　テープ

●消毒用
　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　>　色が変わる電気ペン
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6cm

12cm

12cm

12cm

実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
赤のリード線と乾電池のプラスをつなぎます。
これで完成です。

ろ紙の電気ペンで触れた部分の色が変わります。

※ろ紙にかいた絵や文字は、
日が経つと色がうすくなります。

すいようえき

しき そ

●クリップ付き
　リード線

●9V乾電池●計量スプーン
（大さじ・小さじ）

●鉛筆

●割り箸 ●ハサミ●スポイト●ろ紙
（直径9センチ）

●アルミホイル●食塩 ●ターメリック ●プラスチック
　コップ

●ビニール
　テープ

●消毒用
　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ



エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。
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3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。
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 電気をつくる
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6cm

12cm

12cm

12cm

実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
赤のリード線と乾電池のプラスをつなぎます。
これで完成です。

ろ紙の電気ペンで触れた部分の色が変わります。

※ろ紙にかいた絵や文字は、
日が経つと色がうすくなります。

すいようえき

しき そ

●クリップ付き
　リード線

●9V乾電池●計量スプーン
（大さじ・小さじ）

●鉛筆

●割り箸 ●ハサミ●スポイト●ろ紙
（直径9センチ）

●アルミホイル●食塩 ●ターメリック ●プラスチック
　コップ

●ビニール
　テープ

●消毒用
　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。
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ましょう。
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・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。
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エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ
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実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。
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・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　>　色が変わる電気ペン

●+
●－

6cm

12cm

12cm

12cm

実験方法を
プリントする

色が変わる電気ペン

実験をするときの注意

用意するもの

実験のやり方

わくわく電気実験

★・・レベル

もくじにもどる

実験ムービー
「色が変わる電気ペン」

色が変わるしくみ　　　
PO
INT

　食塩水に電気を流すと、化学反応によりアルカリ性の水溶液になります。ターメリック

に含まれる黄色の色素（クルクミン）は、アルカリ性になると赤く変色する性質があるの

で、電気ペンで描いた部分に電気が流れることでアルカリ性になり、色が変わるのです。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・ターメリックは、目にいれないように注意し
ましょう。

・ターメリックや消毒用アルコールなどが目や
口に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流
しましょう。

・アルミホイルには電流が流れているので注意
しましょう。

電気ペン用のアルミホイルを切り出す1

アルミホイルをハサミで
たて12センチ、横6センチに切ります。

電気ペンのペン部分をつくる2

❶のアルミホイルを鉛筆にまきつけ、
ペン先に金属製の鉛筆キャップをつけます。

巻いたアルミホイルに
クリップ付きリード線をつなぐ

3

ペン先と反対側のアルミホイルに
赤のクリップ付きリード線をつなぎます。

クリップがはずれないように
ビニールテープで巻いて固定します。

ペンの完成4

ペン先をのこして
ビニールテープを巻いて
電気ペンの完成です。

下に敷くアルミホイルを切りだす5

アルミホイルを
12センチ四方の大きさに切ります。

絵をかくろ紙を準備する6

切ったアルミホイルの上に
ろ紙を1枚おきます。

ターメリック溶液を準備する7

次に、ターメリック溶液をつくります。
プラスチックのコップに
ターメリック小さじ1／4、
消毒用アルコール大さじ1を入れ
ターメリックを溶かします。

食塩を入れ、よく混ぜる8

食塩小さじ1／2を入れて、
割り箸でよく混ぜます。
食塩は完全に溶けなくても大丈夫です。

ろ紙にターメリック溶液をたらす9

できあがったターメリック溶液を
スポイトを使って吸い上げ
ろ紙にたらしていきます。

ろ紙が染まれば完成10

ろ紙全体がまんべんなく黄色に
染まるようにします。

配線をする11

配線をします。
乾電池のマイナスとろ紙の下に敷いた
アルミホイルを黒のリード線でつなぎます。

電気ペンにつないでおいた
赤のリード線と乾電池のプラスをつなぎます。
これで完成です。

ろ紙の電気ペンで触れた部分の色が変わります。

※ろ紙にかいた絵や文字は、
日が経つと色がうすくなります。

すいようえき

しき そ

●クリップ付き
　リード線

●9V乾電池●計量スプーン
（大さじ・小さじ）

●鉛筆

●割り箸 ●ハサミ●スポイト●ろ紙
（直径9センチ）

●アルミホイル●食塩 ●ターメリック ●プラスチック
　コップ

●ビニール
　テープ

●消毒用
　アルコール
（15ミリリットル）

●金属（しんちゅう）製
　の鉛筆キャップ

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ



エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ

　電源コード　クリップ

●●●定規2本定規2本定規2本

・手順に記載してあることを必ず守って実験を行ってください。
・専門家の監修の下で掲載していますが、様々な要因で掲載手順通りに行えないことも考えられます。当社では、本実験で生じた事故等に
ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑
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 電気をつくる
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実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる
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ついて一切の責任を負いかねますので、保護者の皆様の監督・責任の下で行うようにしてください。

保護者の方へ

エネルギーひろば

東北電力しごと図鑑

電気の旅

 電気をつくる

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気のふしぎQ&A

でんき歴史見聞録

実験・工作ランド

マカプゥルーム

発電所・PR館を見に行こう！

ビデオライブラリー

エネルギー出前講座

お問い合わせはコチラ

 電気のふしぎQ&A

 電気をおくる

 家庭の電気

 電気をつくる

実験・工作ランド実験・工作ランド

トップページ　>　キッズ・広報誌　>　でんきアドベンチャー　>　実験・工作ランド　>　わくわく電気実験　> 電気パン作り

実験をするときの注意

実験方法を
プリントする

実験ムービー
「電気パン作り」

実験のやり方

用意するもの ※2つ分の材料です

電気パン作り

わくわく電気実験

★★★レベル

もくじにもどる

パンがふくらむしくみ　　　
PO
INT

　パン生地に使ったホットケーキミックスには、重曹といわれる炭酸水素ナトリウム

がふくまれています。これは電解質という物質で、水に溶かすと、電気を通すようにな

ります。電気を流すことで熱（ジュール熱）が発生し、この熱で、炭酸水素ナトリウムが

分解し、発生する二酸化炭素が気泡となってパンをふっくらさせます。

パンが焼きあがり水分がなくなると、電気は流れなくなります。

・実験はおうちの人と相談して、大人といっ
しょにやりましょう。

・牛乳パックは電気を通すと熱くなりますので
注意してください。

・コンセントにプラグを差し込んだ後は、ワニ
口クリップやステンレス板を絶対にさわらな
いでください。さわる必要がある時は、必ず、
プラグをコンセントから抜いて作業してくだ
さい。

炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素

炭酸水素ナトリウム

熱

たんさんすい そ

き　じ じゅうそう たんさんすい そ

たんさんすい そ

たんさん

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

でんかいしつ

●軍手 ●カッター

●牛乳
(140cc)

●ステンレス板
(厚さ0.1ミリ、
横30センチ、
たて20センチのもの)

●100V用
　電源コード

●ワニ口
　クリップ

●ホットケーキ
ミックス(150g) ●スプーン

●金属
　ヤスリ

●ボウル ●泡立て器

●牛乳パック

●中性洗剤

●プラス
　ドライバー

●ビニール
　テープ

●
　ヤスリ

●ステンレス板

　クリップ　クリップ　クリップ

ぐんて

ぐんて

ワニ口クリップを外し、
ステンレス板を抜きます。
ワニ口クリップとステンレス板は
熱くなっていますので注意しましょう。

でんげん

完成15

必ず電源コードをコンセントから抜いて
パンに箸を刺してみましょう。
粉が付かなければでき上がりです。
※パンを取り出す前に必ずコンセントから電源プラグ
をぬきます。

電源につないでから、
２～３分ですこしずつふくらんで
いいにおいがしてきます。

10分から15分たつと
湯気が出なくなります。

電源プラグをコンセントにつなぐ14

電源プラグを
コンセントにつなぎます。

※感電の危険があるので、コンセントにつないだら絶対に
さわらないでください。

ステンレス板にワニ口クリップをつなぐ13

生地を入れたら、それぞれの
ステンレス板にワニ口クリップを
つなぎます。

牛乳パックに生地を入れる12

でき上がった生地をスプーンを使って、
牛乳パックの半分より少し
少なめに入れます。

生地を用意する11

パンの生地を用意します。
ボウルにホットケーキミックス150g
牛乳140ccを入れて泡立て器でよく混ぜます。

ワニ口クリップを両側につけて、
電源コードの完成です。

※電源プラグをコンセントにつなぐのはまだ先です。
必ず指示されたタイミングを守って
つないでくださいね。

ビニールテープを巻く10

その上にビニールテープをまいておきます。
銅線の部分が出ないように、
ビニールテープでしっかりと覆いましょう。

ワニ口クリップを取り付ける9

ワニ口クリップに付いている
ネジをゆるめてから
ワニ口クリップの中に電源コードを通し
ビニールをむいた銅線の部分を
ゆるめておいたネジをしめて止めます。

ビニールを剝く8

先端のビニールを
カッターで３センチほどむきます。

コードを裂く7

電源コードのプラグが付いていない側のコードを
30センチ位裂いて開きます。

電源コードを準備する6

電源コードを準備します。
※必ず市販されている新しいコードを用意してください。

ステンレス板を入れる5

切った牛乳パックの中に
先ほどのステンレス板を２枚、
折り返した方を上にして、
それぞれが向かい合うように入れます。

牛乳パックを切る4

中を洗って乾かした牛乳パックを
底から7センチのところで切ります。
※手を切らないように軍手をします。

切り出したステンレス板を折り返す3

たて10センチのステンレス板の
上から３センチのところに定規を当て
カッターで少し切れ目を入れます。

切り出した部分にヤスリをかけます2

切り出した部分は、手を切りやすいので
ヤスリをかけて滑らかにしておきます。

ステンレス板を切り出す1

カッターで横7センチ、たて10センチの
ステンレス板を２枚切り出します。
一度に切り出そうとせず、
徐々に切り込みを入れていきましょう。
※カッターやステンレス板で手を切らないよう軍手を
します。

●箸

ぜったいかんでん きけん

その下側に
もう１枚の定規を入れて
折り返します。

これを２枚つくります。

でき上がったら、２枚とも中性洗剤で
よく洗っておきます。

中の銅線は、ばらばらにならないように
ねじっておきます。

生地がなめらかになったら
でき上がりです。

7cm

7cm

3cm

●定規2本
(30センチ
ぐらいのもの)

●フォーク

●ホットケーキ
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