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研究主題 

  

 

 

１．単元名  「気象のしくみと天気の変化」 

 

２．指導観 

 ○ 本学級の生徒（男１２名，女１４名，計２６名）は快活で，授業中に疑問に思ったことなどを積

極的に質問したり，日常生活に関連したことを発表したりするなど，とても意欲的に取り組む生徒

が多い。理科以外の教科でも，頻繁にペア学習やグループ学習を行っており，話合い活動をスムー

ズに行っている。２学期末に行った生徒意識調査では，「課題に対して自ら考え，自分から取り組

んでいた」生徒は８割であり，話合い活動についても「自分の考えを深めたり，広げたりすること

ができた」生徒は８割と，主体的・対話的に学習を行っている。その一方で，「自分の考えを説明

したり，文章に書いたりすることが難しい」と感じている生徒は９割と多いのが課題である。予想

や考察などで自分の意見を書く場面を多く設定し，徐々に自分の考えをまとめて書いたり，他の生

徒の意見を参考にさせたりして，苦手意識を払拭していきたい。 

気象に対する興味は，日常的に天気予報などからその日の天気を意識して生活している生徒は半

数程度であるが，「飛行機雲がすぐに消えると晴天が続く」など，天気に関する言葉や現象の話に

興味を持って，その謂れを考えようとする生徒は多い。 

○ 本単元では，大気の動きによって起こる気象現象を調べ，私たちの生活に大きく影響をもたらす

天気の変化について興味・関心を高め，様々な気象現象について，自ら進んで探究しようとする態

度を育成することをねらいとする。また，気象現象について，それが起こる仕組みと規則性につい

ての認識を深めるとともに，気象現象による恩恵と脅威について考えを深めることが大切である。

このとき，生活体験や小学校での学習内容と関連づけて，自然現象の仕組みについて理解させたり，

気象とその変化に関する基礎的・基本的な知識や観測技能を習得させたりする。さらに，気象現象

が起こる仕組みを，水の状態変化や大気の動きと関連づけて考えることを通して，科学的な見方や

考え方を養う。 

 ○ 指導に当たっては，気象観測を継続的に行い、気象要素の観測技能を身につけさせ，データをま

とめ，分析する活動を通して，晴れた日とくもりや雨の日を比べると，気温や湿度，気圧に違いが

あることを見いださせる。露点の測定や雲の発生の実験では，空気中の水が液体なのか，気体の水

蒸気なのかを確認しながら，考察を行わせる。ここで，気象現象が起こるのは，水が固体・液体・

水蒸気として存在する地球ならではの現象であることを認識させる。高気圧と低気圧の学習では，

簡易的な天気図を完成させる活動を通して，それぞれの天気の特徴や風の吹き方について考えを深

めさせる。前線については，温帯低気圧のペーパーモデルの製作によって関心を高め，立体的に気

団のぶつかりをとらえさせ，それによって発生する雲の形や雨の降り方，風の吹き方を考えさせる。

さらに，昨年度の修学旅行時の天気を予測する活動を通して，天気図に対する関心を高め，高気圧

や低気圧・前線の位置によって天気を推測できるようにする。日本の気象の学習では，四季の特徴

的な天気図を提示し，高気圧や低気圧の分布や前線の種類と位置に着目させ，気団と関連づけてと

らえさせ，日本の気象についての認識を深めさせたい。 

授業の話合い活動においては，４人程度のグループを構成し，ホワイトボードを活用して発表さ

せる。生徒が自分の考えをまとめている場面や話合いの場面では，生徒の考えを引き出したり，ま

とめたりする上で重要な内容（キーワードや着眼点）を，全体指導で確認する。特に，「めあて」

に対する「まとめ」を意識させるような声掛けを行い，書くことがスムーズにできるよう指導する。 

自然の事象に進んでかかわり、探究する能力や態度と 

科学的な見方や考え方を育む理科学習の研究 



３．本単元における主体的・対話的で深い学び・学習評価の工夫 

 ○ 主体的・対話的な学びの工夫について 

本単元を学習するにあたり，導入時に，天気図を見ることで天気を予測することを目標に設定し

ている。このことにより単元全体を通して，目的意識を持って学習を進めるようにした。また、これ

まで学習した板書ノートを廊下に掲示し，本単元で学んできたことを振り返ることができるようにし

ている。 

個人やグループなどの尐人数で考える場面を設定し，既習事項を活用したり，互いの意見を共有

したりすることで，協働して観察・実験や問題解決に取り組むことができるようにする。この時，「こ

れまでに学習してきた知識の何を使えばよいか」「そのように考える理由・根拠は何か」「この問題の

中でのキーワードは何か」など，発問を工夫することによって，生徒の考えを導き出し，考えを深め

るようにしたい。また，話合い活動においては，ホワイトボードを用いて，必要に応じて図やモデル

を効果的に用いるように指導する。 

 ○ 学習評価の工夫について  

評価について，指導と評価の一体化を図るために，ノートの記述状況によって，観点別に評価が

できるようにする。そのために，一単位時間の学習に対して，原則ノート一ページを使うように指導

し，「めあて」に対する「まとめ」を毎時間，各自で考えて書かせ，一単位時間ごとに評価ができる

ようにする。また，「振り返り」のカードをノートに貼り，記述内容によって関心・意欲・態度の評

価を見とるようにする。 

 

 

４．特別な教育的支援を要する児童・生徒に対する指導上の工夫・手だて ＜別紙＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．目標 

自然事象への 

関心・意欲・態度 

○ 気象観測を継続的に行い，観測結果と天気の変化との関係を考えよ

うとする。 

○ 霧や雲の発生，前線の通過と天気の変化に関心をもち，それらを科

学的に探究しようとするとともに，日常生活とのかかわりで見ようとす

る。 

○ 日本の天気の特徴，大気の動きと海洋の影響に関心をもち，それら

と天気の変化の関係を調べようとするとともに，天気図や気象衛星雲画

像を活用して考えようとする。 

科学的な思考・表現 

○ 観測結果から，気温，湿度，気圧，風などの気象要素と天気の変化と

の関連を考え，表現することができる。 

○ 気圧の変化と雲の発生の関連を見いだし，フラスコの中で起こる現象

を，気圧，気温，湿度の変化と結びつけ，雲の発生するしくみを考え，

霧や雲の発生と飽和水蒸気量，露点との関係を表現することができ

る。 

○ 高気圧や低気圧付近の大気の流れと雲との関係を見いだし，前線の通

過に伴う天気の変化を，暖気・寒気と関連付けてとらえ，表現するこ

とができる。 

○ 日本の四季の天気の特徴を気団や天気図と関連づけてとらえ，考えを

まとめ表現することができる。 

観察・実験の技能 

○ 身近な気象の観測を通して，正しい観測器具の使い方や観測記録の

とり方を身につけ，観測データを表やグラフに表すことができる。 

○ 雲を発生させる実験装置を操作し，気圧や温度の変化と雲の発生の

様子を観察することができる。 

○ 各地の気象観測のデータをもとに，天気図記号や等圧線を記入する

ことができる。 

○ 高気圧や低気圧の動きや気圧の変化，四季の天気の特徴を，天気図

や気象衛星雲画像などの情報から読み取り，まとめることができる。 

自然事象についての 

知識・理解 

○ 気温，湿度，気圧，風などの気象要素と天気の変化との関係について

理解し，知識を身につけている。 

○ 気圧の変化による雲のでき方や高気圧・低気圧付近での風や気流の関

係，温暖前線や寒冷前線のつくりや前線通過後の天気の変化について

理解し，知識を身につけている。 

○ 四季の天気の特徴や日本付近の気団の性質と季節風の関係について

理解し，知識を身につけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．指導計画と評価計画（総時数２８時間） 

主な学習活動・内容 指導・支援上の留意点 評価規準及び評価方法 

１．気象観測       ⑦ 

(1) 気象とわたしたちの生活 

（やってみよう） 

気象情報はどんなときに

役立っているか調べよう 

 

 

 

 

 

(2) 身近な場所の気象 

（基本操作） 

気象観測の方法 

＜観測１＞ 

気象要素を測定し，天気

との関係を調べる 

 

(3) 天気の変化 

（やってみよう） 

気象観測の結果から考察

してみよう 

 

２ 大気中の水蒸気の変化 ⑦ 

(1) 空気中の水蒸気の変化 

＜実験１＞ 

空気中の水蒸気は，どの

ようなときに水になるか

を調べる 

 

 

 

 

 

 

 

(2)雲ができるわけ 

Ａ 上空の気圧と気温 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 天気によって予定や計画

が変わるのはどのようなと

きかを考えさせ，天気は生活

に密接な関係があることを

見いださせる。 

○ 気象情報を正しく理解し，

身の安全と日々の生活に生

かしていくことが大切であ

ることを理解させる。 

○ 雲量，天気，気温，湿度，

気圧，風向，風力を観測し，

記録をまとめる活動を通し

て，天気記号，乾湿計の読み

方，気圧の測り方，風向・風

力の表し方について理解さ

せる。 

○ 観測結果のグラフから，気

温，湿度，気圧，風の変化と

天気との関連について見い

ださせる。 

 

 

○ コップの表面に水滴が付

着したことから，空気中の水

蒸気が冷やされて凝結して

できたことを理解させる。 

○ 気温と飽和水蒸気量との

関係のグラフを理解させ，湿

度と露点の関係をグループ

で意見交換し，空気中に含ま

れる水蒸気の量をイメージ

して図で表現することがで

きるようにする。 

 

○ 山登りをした時などを例

に，日常生活で標高が高く，

気圧が下がることによって

起こる現象をグループで話

し合ったり，発表したりする

場を設定して，大気圧につい

ての理解を深めることがで

きるようにする。 

 

 

【関】気象現象に関心をもち，日

常生活と関連づけてとらえ，意

欲的に観察しようとしている。 

（行動観察，記述分析） 

 

 

 

【技】正しい観測器具の使い方や

観測記録のとり方を身につけ，

観測データを表やグラフに表す

方法を身につけている。 

（記述分析） 

【知】雲量，天気，気温，湿度，

気圧，風向，風力の測定方法や

表し方を理解し，知識を身につ

けている。  （評価テスト） 

【思】観測結果から，気温，湿度，

気圧，風について，それらと天

気の変化との関連を見いだして

いる。 （行動観察，記述分析） 

 

 

【関】コップの表面に付着した水

滴に着目し，空気中に含まれる

水蒸気について探究しようとし

ている。    （行動観察） 

【技】温度計や金属コップなどの

器具を適切に操作し，露点を正

確に測定する方法を身につけて

いる。 （行動観察，記述分析） 

【知】気温，露点，飽和水蒸気量，

湿度などについて，基礎的な知

識を身につけている。 

（評価テスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｂ 雲のでき方 

＜実験２＞ 

雲はどのようにできるか

を調べる 

（やってみよう） 

 高いところの気圧や雲

の温度をはかってみよう 

 

(3) 雨や雪のでき方 

（やってみよう） 

雨粒の大きさを調べてみ

よう 

 

(4) 水の循環 

（やってみよう） 

水の循環について考えて

みよう 

 

３ 前線の通過と天気の変化 ⑥ 

(1) 気圧配置と風 

（基本操作）天気図の読み方 

＜実習１＞ 

高気圧・低気圧付近の特

徴を調べる 

(2) 前線と天気の変化 

Ａ 前線 

 

 

 

Ｂ 天気の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実験を通して，雲のでき方

には気圧，気温，露点が関係

していることを見いださせ

る。 

○ いろいろな上昇気流によ

って，雲が発生することを理

解させる。 

○ 上昇気流によって支えら

れていた雲粒がしだいに大き

くなり，落下したものが雨や

雪であることを見いださせ

る。 

○ 地球上で水は循環してお

り，循環のエネルギーのもと

になっているのは太陽放射で

あることを見いださせる。 

 

 

○ 天気図記号や等圧線を記

入して天気図を完成させ，高

気圧や低気圧の付近での風

向，等圧線の間隔と風の強さ

との関係について考えさせ

る。 

○ 空気は温度によって重さ

が違うことや温度の異なる空

気が触れ合うと雲ができるこ

とを理解させる。 

○ 温帯低気圧のモデルをつ

くり，前線にできる雲の種類

や風の吹き方の特徴をについ

て，理解を深めるようにする。 

○ 前線が通過するときの天

気，気温，風の変化，雨の降

り方について，気象要素の変

化のグラフから特徴を読みと

り，グループで意見を交流さ

せて，理解を深めるようにす

る。 

◎ これまで学んだことを生

かし，気象観測の結果や気象

情報を基に天気の変化を考

え，グループで意見を交流さ

せて，理解を深めるようにす

る。 

 

【技】雲を発生させる実験装置を

操作し，気圧と雲の様子を観

察する方法を身につけてい

る。 （行動観察，記述分析） 

【知】雲のでき方について基礎的

な知識を身につけている。 

（記述分析，評価テスト） 

【知】雨や雪のでき方や地球上の

水の循環についての基礎的な

知識を身につけている。 

（記述分析，評価テスト） 

 

 

 

 

 

 

 

【技】天気図の記号や等圧線の書

き方を理解し，天気図の作成

方法を正確に身につけてい

る。     （記述分析） 

 

 

 

 

 

 

【関】モデルを意欲的に作成し，

天気図やグラフから情報を読

み取ろうとしている。 

（行動観察，記述分析） 

【知】前線のつくりや前線通過時

の天気の変化などについて理

解し，知識を身につけている。 

（評価テスト） 

 

 

 

【思】天気図の気圧配置や前線の

位置から，各地点での天気の

変化を推測することができ

る。 （行動観察，記述分析） 

 

 



４ 日本の気象      ⑥ 

(1) 日本の気象の特徴 

（やってみよう） 

陸と海のあたたまり方の

ちがいを，モデルを使って

調べてみよう 

 

 

 

(2) 大気の動き 

（やってみよう） 

高気圧や低気圧の移動に

ついて調べてみよう 

 

 

 

(3) 四季の天気 

（やってみよう） 

日本の四季の天気につい

て調べてみよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終章  

雨が激しくなるのはいつか ② 

 

 

○ 資料を用いて，日本の気象

の変化と日本周辺の気団の

関係を理解させる。 

○ モデルの実験結果から，海

陸風と季節風のしくみとそ

の影響について考えさせる。 

 

 

○ 数日間の天気図を比較さ

せ，日本付近の高気圧や低気

圧は，偏西風の影響を受けて

西から東へ移動することを

見いださせる。 

 

 

○ 季節の天気の特徴を調べ

ることにより，日本の四季の

変化には４つの気団が影響

していることを理解させる。 

○ 黄砂，梅雨，フェーン現象，

台風，西高東低の気圧配置な

ど，気団や季節風の影響によ

って起こる気象について理

解させる。 

○ 気象に関する身近な言葉

について調べ，気象と生活が

密接に関係していることを

見いださせる。 

 

○ 気象災害時の課題をグル

ープで意見を交換しながら

考え，防災についての理解を

深めることができるように

する。 

【知】日本付近の気団の特徴と偏

西風について理解し，知識を

身につけている。 

（評価テスト） 

【思】モデルの実験結果から，海

陸風の生じる仕組みについて

説明することができる。 

（記述分析，評価テスト） 

【知】地球上では緯度帯ごとに特

徴的な風が吹いていて，日本

付近の高気圧や低気圧は，偏

西風の影響を受けて西から東

へ移動することを理解し，知

識を身につけている。 

（評価テスト） 

【関】日本の天気が，季節ごとに

特徴があることに関心をも

ち，その原因を調べようとす

る。 

【思】天気図から，季節ごとの特

徴をとらえ，気団との関連を

見いだしている。 

（記述分析，評価テスト） 

 

【関】気象に関する身近な言葉に

興味を持ち，意欲的に調べよ

うとしている。 

（行動観察，記述分析） 

 

【関】課題を把握し，進んで防災

について考えようとしてい

る。 （行動観察，記述分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．本時の学習 平成３０年１月１７日（水）  第５校時 ２の１教室 

⑴ 主 眼  これまでに習得した知識を活用して天気図を読みとり，その後の各地点の天気を予測

し，話し合う活動を通して，その後もっともよい天気（晴天）になる場合の気圧配置の

天気図を選ぶことができるようにする。 

⑵ 準 備 ３種類の天気図のプリント，ホワイトボード，ホワイトボード用筆記具，ビデオ，テレ

ビ，天気の様子がわかる写真 

⑶ 展 開  

主な学習活動・内容 ○ 指導・支援上の留意点 【観点】評価規準（評価方法） 

★ 特別な教育的支援を要する児童・生徒への特に困難と

される場面での支援のポイント 

１． 前時の内容を振り返り，実際の天気が

どのようになっていたかをビデオレター

および写真で確認する。 

① 昨年度の修学旅行時の天気図を見て，

期間中の天気の移り変わりを予測した

結果を発表する（１班）。 

② 卒業生のビデオレターと写真で，修学

旅行時の天気を確認する。 

 

２．本時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

３．修学旅行前日夜９時の天気図として，

３種類の天気図（Ａ，Ｂ，Ｃ）を提示し，

それぞれのその後２日間の天気を予測し，

２日目がもっとも良い天気（晴天）になる

と考えられる天気図を選び，理由を考え

る。 

Ａ：近畿地方近

くに低気圧が

あって、西方

には高気圧が

ある。 

Ｂ：停滞前線（梅

雨前線）が中

国地方～近畿

地方にかけて

横断してい

る。 

Ｃ：近畿地方を

高気圧が覆っ

ていて，西方

には低気圧が

ある。 

 

○ 前時に行った各班の意見は，ホワイトボードに提示し

ておく。 

○ 前時の予測を想起させ，前線の影響と低気圧・高気圧

が西から東へ移動したことに伴って，実際に奈良・京

都の天気が雨から晴れに変わっていったことを確認す

る。 

 

 

○ 修学旅行の行程を確認し，２日目の班別研修のときに

晴れているのが望ましいことを確認する。 

 

 

 

 

◎ 選んだ天気図とその理由について，個人で考えたあ

と，グループ内で意見を出し合い，高気圧や低気圧・

前線に着目して話し合う。グループ内の意見を参考に

しながら，もっともよいと考えられる天気図と選んだ

理由を記述することができるようにする。 

★ Ａ児には，前時までの学習内容（低気圧や前線は雨を

降らせること，高気圧は晴れること，高気圧や低気圧

は偏西風の影響を受けて，東方へ移動すること）を，

これまでのノートのページを指定し，見直すことで確

認させる。 

 

○ グループで出た意見について話し合い，１つにまとめ

てホワイトボードに記入し，発表の準備をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

めあて  修学旅行でのベストな天気図を選び，その理由を説明しよう！ 



４．各班の意見を聞き，どの天気図が最も

良いかを再度考え，「まとめ」として記

入する。（個人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．本時の学習を振り返り，学習内容や思

いを共有する。 

○ まとめに入れるキーワードを生徒に出させて確認し，

選んだ天気図の記号とキーワードを使って，まとめを

書くようにさせる。 

★ キーワードを黒板の隅に提示し，視覚的にとらえられ

るようにしておき，Ａ児にはその言葉をつなげてまと

めを書くように助言する。 

【思】高気圧や低気圧・前線に着目して，天気図の気圧配

置を読みとり，その後の天気の変化を推測し，その理

由を表現している。 

 

 

 

○ 「ふりかえる」カードに本時の感想や疑問に思ったこ

となどを記入し，本時の学習内容の振り返りができるよう

にする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ  低気圧は東へ移動し，西から高気圧がやってきて晴れると考え

られるので，もっとも良いのはＡの天気図である。 



＜別紙＞                                     取扱注意 

※ 協議会終了後，回収します。持ち帰り厳禁 

 

４．特別な教育的支援を要する児童・生徒に対する指導上の工夫・手だて  

 ○ 指導上の工夫について 

本学級のＡ児は，聴覚情報の処理が苦手であり，活動時すぐに取りかかることができないことがあ

る。また，困ったときになかなか自分から周囲に訴えることができないことが多い。そこで学級の座

席の位置は，前列中央に配置し，生徒が教師に声をかけやすくするとともに，教師が活動の確認や助

言をしやすくしている。グループ活動時には，好意的な人間関係の構築された生徒を一緒にし，Ａ児

が自分の意見を出しやすいようにしている。授業では，黒板の右側に１時間の授業の流れがわかるよ

うなタイムスケールを提示する。このことにより，１時間の授業の流れと時間配分を意識して取り組

むことができると考えられる。また，まとめのときにはキーワードを提示し，視覚的にもとらえられ

るように工夫している。 

 

 ○ 学習評価の工夫について 

Ａ児について，まとめのときにはキーワードを使って記述するよう助言する。また，グループで取

り組むときには，同じグループ内の生徒のまとめを参考にして記述するよう指示する。振り返りのと

きには個別に対話を行い，その内容を振り返りとして記述するよう指示を行う。 

 

 

 

 

 


