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小学校第５学年 理科学習指導案

広島市立中野東小学校 岡田 光未

１ 単 元 「流れる水のはたらきと土地の変化」

２ 単元の目標

・流れる水には，土地を侵食したり，石や土などを運搬したり堆積させたりする働きがあることを捉えること

ができる。

・川の上流と下流によって，川原の石の大きさや形に違いがあることを捉えるようにする。また，上流から下

流まで，川を全体として捉え，上流では侵食の働きがよく見られ，下流では堆積の働きがよく見られることな

ど，流れる水の働きの違いによる川の様子の違いを捉えることができる。

・雨の降り方によって，水の速さや量が増し，地面を大きく侵食したり，石や土を多量に運搬したり堆積させ

たりして，土地の様子が大きく変化する場合があることを捉えることができる。 [知識・技能]

・川を流れる水の速さや量に着目して，それらと土地の変化とを関係付けて，流れる水の働きを調べる活動を

通して，流れる水の働きと土地の変化との関係についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現する

ことができる。

・川を流れる水の速さや量に着目して，それらと川原の石の大きさや形とを関係付けて，川の様子の違いを調

べる活動を通して，石の大きさや形と流れる水の働きとの関係についての予想や仮説を基に，解決の方法を発

想し，表現することができる。

・雨が短時間に多量に降ったり，長時間降り続いたりしたときの川を流れる水の速さや量に着目して，水の速

さや量といった条件を制御しながら，増水による土地の変化の様子を調べる活動を通して，水の速さや量の変

化に伴う流れる水の働きの変化についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現することができる。

[思考力・判断力・表現力等]

・川で起こる事象を，流れる水のはたらきを根拠に，長期・短期という２つの視点で捉えるこ

とで，恵みと脅威という二面性に気づくことができる。

・流れる水のはたらきによる地形や石の変化について，自然の不思議さや壮大さを感じるとと

もに，自然災害等と関連させて考えることで，自然に謙虚に関わる力を持つことができる。

[学びに向かう力・人間性]

３ 育成したい人間性と手立て

主として自然や生命との
かかわりで育む人間性

主として個の主体的な
学びの中で育む人間性

主として他者との協同的な
学びの中で育む人間性

本単元で
育む人間性

自然の水のもつ力の壮大
さへの謙虚さ

モデル実験の結果や観察した事象
を根拠とする謙虚さ

他者の考えを受け入れる
謙虚さ

具体的な姿

・日常的に触れている水に
は，ものを運んだり削った

りする働きがあるという
自然の不思議さに気付い
ている。

・自然事象について説明をする際，
モデル実験で観察できた作用

を，行った実験結果と他者の考
えをもとにして説明をする。

・災害の学習において，学習した流

水のはたらきや，その作用が強く
なる条件を根拠にして，対策の目
的について考え，その考えを，実

地の状況に照らして検討・判断す
る。

・実験方法を考えたり，実
験結果から実験自体を見

直したりする際に，自分
の考えと他者の考えを比
較し，より妥当な考えを

導く。

指導の主な
手立て

・規模の大きな事象へも意
識を向けることができ
るようにするために，水

・予想や説明をする際に，常に根
拠を，観察した内容や自他の班
の実験結果に求めるようにす

・実験方法や結果の吟味を
する際，論理的に考えて
判断することができるよ
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の様々な姿に触れる。 る。
・実地の川の今昔の写真や地形

の変化の資料から，きめ細かく
情報を収集する。

うにするために，根拠と
あわせて説明をできるよ

うに促す。

評価方法

・流れる「水」や川に対する

捉えの変化（流水の働きに
ついての気づきや，川の場
所による現象の違いへの

気づき…等）があるか，ま
た，身近な川に戻して考え
ているか，評価する。

（ふり返りやアンケートの記
述）

・立てた予想や事象に対する説明の

根拠が，流れる水のはたらきの３
作用や，モデル実験と，学校の前
の川とを条件ごとに比較するなど

して，自分の考えを作っているか，
評価する。

（予想や説明の記述や行動観察）

・話し合いの中で，友達の

意見に耳を傾け，自分の
意見もはっきり述べてい
るか評価する。

（ふり返りやアンケートの記
述）

４ 単元の指導計画（全１２時間）

第一次 地面を流れる水・・・３時間

第二次 土地を流れる川の様子・・・・・・・５時間

第三次 川と災害・・・４時間（本時は１／４時）

次 学習内容 教師の支援・指導
人間性育成のた

めのポイント

第

一

次

≪第１時≫

・雨が降っている運動場には，地面の傾き

によって流れる水の道ができているとい

うことを確認する。（４年での既習事項）

・砂場にホースでシャワーをかけ，変化の

様子を観察する。

「水が流れたところが深くなった」

「土が流されていっている」

「高いところから低いところに流れている

んだ」

「くねくねした川ができた」

「だんだん幅が広くなっている」

「大き目の石はあまり流されていない」

・観察したことをもとに，自分なりの課題

を持ち，話し合うことで，単元の学習計

画を立てる。

「流れる水にはどんな力があるのだろう。」

「溝ができていたから，土を削っているの

だろうと思う。」

「土や石が流れていたから，ものを流すの

だろうけど，どの大きさまで流せるのだ

ろう」

「溝のところどころにさらさらの土がたま

っていたけれど，あれはなぜだろう」

「流す水を増やしたらどのようになるのだ

・雨が降っている運動場の写真を提示す

る。

・傾きによる水の流れだけでなく，流水

のはたらきに目を向けることができる

ように，水の道のでき方に視点を向け

させる発問をする。

・少しの高低差で水が流れること，高い

ところから低いところへ水が流れる過

程で溝ができていくことに気づけるよ

うにするために，山を作り，溝を作っ

て水を流すのではなく，何もしていな

い砂場にシャワーの水を流す様子を観

察させる。

・シャワーは雨，できた溝は川を模して

いることに気づけるように，溝を作ら

ず，水もホースからではなくシャワー

にしてかけるようにする。

・本時で学習させたいことに関係した課

題を持てるように，「流れる水」に注

目して考えさせる。

・流れる水のはた

らきを予想す

るために必要

な情報を捉え

ようと，どこの

土が削られて

運ばれている

か，流水によっ

てできた溝の

深さの違い，溝

の場所による

土の粒の大き

さの違いなど，

細かなところ

まで丁寧に観

察・記録する。
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ろうか。」

第

一

次

≪第２・３時≫

・自分の持った課題を確かめるモデル実

験の計画を立て，どのようにしたら土を

削る働きや土を流す働きが見取りやす

いか考える。

「削れたことがわかるように旗を立てて

おこう」

「砂を水に入れて，動いていたら運んでい

ることがわかるんじゃないかな」

・カーブの外側には赤い旗，内側には青い

旗を立てることで，外側・内側という視

点を持って流水実験を行い，各班の実験

結果を全体で共有し，流れる水のはたら

きについて分かったことをすり合わせ

る。

「カーブの外側の旗の方が多く倒れて，外

側の方がよく削られたことが分かる」

「内側や下の方に土がたまっていった」

「けずられた土が運ばれて，下の方にた

まっていっていた」

・砂場だけでなく，室内の流水実験装

置でも，同様のはたらきが確認でき

ることを捉えさせるため，班ごとに

机上でできる実験装置を用意する。

・水を流したことによる変化を捉えや

すくする工夫を考えるように，結果

の共有の際，変化を他班に言葉で説

明する必要があることを伝える。

・S字カーブの溝の入った実験装置を

作り，「カーブの外側・内側」につ

いて共通認識をもたせるために，コ

ースは 曲がったものにすることを

確認しあう。

・流れる水のはたらきには，それぞれ

「侵食」「運搬」「堆積」という名前

がついていることを教える。

第

二

次

≪第４・５時≫

・モデル実験と実際の川で，同じ現象が

起こっているのか，学校のすぐ前を流れ

る瀬野川に行って実地検分をする。

・３か所（内側２箇所・橋の上）から川

を観察することによって分かった地形

をもとに，川の形を予想する。

「奥の方が川底は深く，近い方は浅かっ

た」

「奥の方が川の流れが速く，近い方は遅

かった」

「坂があるところは，流れが速くなって

いた」

「観察した場所はたくさんの石が堆積し

ていた」

「川の水が濁っていて，土が運搬されて

いることが分かった」

「奥が侵食されていて，手前が堆積して

いるので，山のようなカーブになって

いると思う」

・実際の川の形と自分の予想を比べ，実

験と観察を結び付けて考えることがで

きたか振り返る。

・校区を流れる川と比べて考えを持ちや

すいように，上流からの地図と，調査

地点の地図を用意する。

・モデル実験と関連付ける際に，実際

の川は時間的・空間的にスケールの

大きい事象であることを確認し，モ

デル実験と実際の川の共通点につい

て考えさせる。

・モデル実験で確認した侵食・運搬・

堆積のはたらきと川での現象を結び

付けて考えることができるように，

川のどの部分でどんな現象が確認で

き，それは何のはたらきかを説明さ

せることで，モデル実験で見られた現

象が実際の川でも起こっていることを

確認する。

・実際の川の形が分かる資料（地図）

を用意する。

・崖の部分や河

原の部分，流れ

の速さや川の

深さなどを丁

寧に観察し，実

験結果に基づ

いて，川の形を

判断する。
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第

二

次

≪第６時≫

・５地点で採集された数種類の石を見て，

それぞれの石の特徴を捉える。

「Ａの石は，大きいものが多く，ごつご

つしていて，面の様子が割れたみたい

になっている。」

「Ｂの石は，ごつごつしているけれど，

少し角がとれている。」

「Ｃの石も，Ｂより角が取れていて，丸

い形に近くなっていて，ひょうめんは

ざらざらしている。」

「Ｄの石は，小さめのものが多く，丸く

て表面がさらさらになっている。」

「Ｅの石は，小さく丸くなっている。」

・川の全体を見ながら，どの場所の石な

のか，これまでの学習をもとに予想し，

その根拠を共有する。

・石以外で，上流と下流で違うことを予

想させる。

「モデル実験で下のほうの川幅が広くな

ったので，実際にも川幅は下流に行く

ほど広くなると思う。」

・上流，中流，下流の石（上流の場合

は写真の可能性有）を用意する。

・「上流は大きく，下流は小さい」と

いう短絡的な捉えにならないよう

に，同じ地点でも違う大きさの石を

用意する。

・川の全体を捉えられる地図を用意す

る。

・石同士を比較することができるよう

に，教室の中央に，石を地点ごとに

まとめて陳列する。

・「上流」「中流」「下流」という用

語を教える。

・既習事項をもと

に自然につい

て考え，自然の

壮大さや不思

議さを感じと

る。

≪第７時≫

・上流，中流，下流の写真をもとに，川

幅や石の大きさなどについて読み取れ

ることを班でまとめる。（班ごとに違

う地点の写真を見る）

・各班で話し合った内容をもとに，他班

との交流を行い，川の別の地点の情報

を得る。

・交流した結果分かったことを，全体で

交流する。

・上流，中流，下流の様子が捉えられ

る写真を用意する。

・被写体の大きさを捉えやすいように，

比較するための１ｍものさしを一緒

に写す。

・部分ごとの情報を１つのシートにま

とめ，上流・中流・下流の特徴など，

川全体の様子が捉えられるようにす

る。
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第

二

次

≪第８時≫

・モデル実験で行った実験についてふり

返り，実際の川では水量は一定ではな

いことに注目する。

「雨が降ったときは，水の量は多くなっ

ているよ」

・傾きやカーブなどの条件は変えず，水

量だけを増やしてモデル実験を行う。

・上流地点の降水量と下流地点の水位の

データを調べ，どのようなことが分か

るか考える。

「上流で雨が降ったあと，１時間くらい

して，下流の水位が上がっている。」

「上流などで降った雨が集まって，下流

に流れていっていることがわかる。」

・水量が増えると，どのはたらきが大き

くなるか，写真や映像をもとに考える。

・水量が増えたとき、実際の川ではどの

ようなことが起こるか考える。

・水量の違いによる結果の違いである

ことを理解できるようにするため，

変えた条件は水量だけであることを

確認する。

・最近の雨が降った日の降水量と水位

のデータを調べ，児童が比較しやす

い変化の大きな部分が含まれるよう

に提示する。

・「侵食」と「運搬」の作用が大きく

なった様子がわかる動画や写真を用

意する。

・近隣の川で氾濫が起こったときの写

真を提示し，災害についてイメージ

を持たせる。

第

三

次

≪第９・１０時≫【本時】

・災害発生時と補修後の２つの写真を比

べて，気づいたことを話し合う。

「コンクリートで補強されているね」

「水害対策がおこなわれているのかな」

・被害を減らすために行われている対策

の写真をもとに，目的と対策がなかっ

たらどうなるかを考える。

・自分たちの考えた仮説を確かめる方法

を考える。

・検証実験を行い，結果をまとめる。

・考察し，結論をまとめる。

・同じ場所の写真を提示することで，

２つの写真の相違点に気づかせる。

・防災対策が施されている川の写真を

用意し，班で話合うように声かけを

する。

・侵食・運搬・堆積の作用や河川の増

水と災害を結びつけられるようにす

る。

・築山を用いて実験を行う。

・「これで防災対策は大丈夫だね」と

ゆさぶり発問をなげかけることで，

短期的なイベントである集中豪雨

の流れる水の働きは，人の力をこえ

たものではないかといった疑問を

もたせ，次時への布石とする。

・既習事項を根拠

にして，対策の

目的について考

え，その考えを，

実地の状況に照

らして検討・判

断する。
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第

三

次

≪第１１・１２時≫

・同じ降水量でも，短時間に一気に雨が

降るとどのようになるか考える。

・前時と同じ条件で水を一気に流す演示

実験を行い，分かったことを話し合う。

「一気に水が流れると，土がたくさん削

れたよ」

「カーブが削られ，水が川からあふれて

しまったよ」

「いくら防災対策を頑張っても，短時間

で大雨が降ると守り切れないなあ」

・築山を再度見て，下流域の堆積した様

子から地図上に見られる平野の広がり

について想起する。

「堆積したところをよく見ると，平らな

土地ができているね」

「洪水が起こったことで，たくさんの土

が運搬され，平野ができたんだね」

・流れる水のはたらきによる長期的な大

地の変化と瞬間的な大地の変化につい

て整理し，これからどのように川とか

かわっていくか，自分なりの考えを持

つ。

「流れる水のはたらきはすごいな。これ

から先，もしかしたら水害が起こるこ

ともあるかもしれないけど，うまく付

き合っていきたいな」

・前時と同じ条件の築山を用意し，用

意した水を一気に流した時の土地の

変化について考えさせる。

・水害の脅威について確認したうえ

で，築山の下流域が平地になってい

ることに気づかせる。

・流れる水のはたらきによって土地が

大きく変化することに着目し，今住

んでいる大地が，水害を起こすほど

の大きな力によってできていること

に気づかせる。

・長期的な視点と短期的・瞬間的な視

点は別々のものではなく，切り離し

て考えることができないことを，図

を用いて確認する。

・氾濫や洪水な

どの災害を実

感するととも

に，それによっ

てもたらされ

た恩恵に気づ

き，自然の水の

持つ力の壮大

さに気づかせ

る。

５ 本時の目標と育成したい人間性

目 標：身近な川になされている水害対策の目的を，流れる水の働きを根拠に説明し，その妥当性

を検証することができる。

人間性：「モデル実験の結果や観察した事象を根拠とする謙虚さ」

今まで学習した知識（侵食・運搬・堆積作用，およびそれらの作用が土地を変化させる水の力，をもとに

した瀬野川の観察【水の流れの速さや力，川底の深さ】）をもとに，水害対策の目的についての仮説を，

実証性を求め，実験で確かめようとする謙虚さ

６ 準備物

瀬野川の昔の写真，地形の変化を比較できる図，水害対策の写真①～④（掲示用各１枚と児童用各６枚）

水害対策の写真①（川岸の護岸工事），水害対策の写真②（カーブの外側の斜面及び川底の護岸工事），

水害対策の写真③（川の中にある堰堤），水害対策の写真④（堤防及び河川敷）
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７ 本時の展開 （２時間）

学 習 活 動

主な発問・指示（○）

予想される児童の反応（・）

教師の支援・指導

意図（★），手立て（☆）

評価（評）

人間性育成

のポイント

導

入

１ 前時の学習をもとに，実際の川の写真をみ

て，施されている水害対策の目的について問

題意識をもつ。

○ ２枚の写真を比べて，気付いたことは。

・僕たちがよく通っている道だ。

・Ａの方は，コンクリートが崩れているよ。

・Ｂの方は，国道の橋の下がコンクリートで

囲まれているね。

○ 川の中に，コンクリートがあるのはどう

してでしょう。

・水害対策ではないのかな。

☆水害被害を受けた後の瀬野川の写真と復

旧後の写真を比較して，その違いを考える

ことで，災害対策に目を向けることができ

るようにする。

★流れる水のはたらきと災害とを結びつ

けて捉えることができるようにする。

展

開

展

開

２ 個人で水害対策の目的を考える。

○ 写真Ｃに写っている水害対策は，何を

どのように防いでいるのか，考えよ

う。

・コンクリートブロックが川岸・川底に

ある。そこを削る働きを抑えるだろう。

・コンクリートブロックがカーブの外側

にある。そこを削る働きを抑えるだろ

う。

３ 仮説を確かめる方法を考える

○ どのような方法で調べるとよいの

かな

・川岸にコンクリートに代わる板をあて

てモデル実験すればいい。

・川底に小さな小石を敷き詰めてモデル

実験すればいい。

４ 実験をし，結果をまとめる

・板をあてた部分は削られなかったよ

・小石を敷き詰めた川底も削られなかった。

５ 考察し，結論をまとめる

・板をあてた部分や小石を敷き詰めた川底部分

既習事項をもとに，個人で考えさせる。

☆カーブの外側の補修部分が写っている写

真Ｃを提示する。

☆侵食・運搬・堆積のどの被害を防ぐためか，

根拠をもって考えられるようにする。

「その対策がされていなかったら，どうな

りますか。」

「写真の対策は，侵食・運搬・堆積のどの

被害を防ぐためのものですか。」

☆築山を用意し，板ありと板無し（条件制御）

で比較実験ができるような場を用意する。

（方法別グループに分ける）

☆実験の前提と結果をセットでまとめること

ができるよう，話型を示す。

「○○だと考えたので，～で実験しました。

その結果，△△でした。」

☆仮説にまで立ちかえらせ，仮説と結

果を比較し，水害対策とその妥当性

を実感できるようにする。

・対策の目的につい

て，根拠をモデル実

験の結果に立ち返

るよう声かけをす

る。

水害対策としてどのようにはたらいているの

か，確かめよう。

写真Ｃ（川岸にはコンクリート，川底にはブロック）

の場合

水害被害を受けた後と受ける前の写真
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が削られなかったことから，川岸のコンクリー

トや川底のブロックは，削る働きをおさえるは

たらきがあるといえる。 (評)身近な川に施されている水害対策

の目的を，既習事項である流水の３作用と

関連づけて説明できているか。

(記録分析・発言)

整

理

６ 本時を振り返る。 「これで防災対策は大丈夫だね」とゆさぶ

り発問をなげかけることで，短期的なイ

ベントである集中豪雨の流れる水の働

きは，人の力をこえたものではないかと

いった疑問をもたせ，次時への布石とす

る。

８ 授業設計・評価マトリクス

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

５ 年 生

で 育 成

し た い

能力

既習事項や生活経
験をもとに、根拠の
ある予想や仮説を発
想することができる
段階

予想や仮説などをも
とに解決の方法を考え
ているが、質的変化、
量的変化や時間的変化
への着目が不十分な段
階

予想や仮説などをもと
に、質的変化、量的変化、
時間的変化に着目して解
決の方法を発想すること
ができる段階

予想や仮説などをも
とに、質的変化、量的
変化、時間的変化に着
目して、より妥当な解
決の方法を検討するこ
とができる段階

本 単 元

で 育 成

し た い

能力

川を観察できる
範囲内で捉えてい
る。

川で起こる事象
について、根拠は
ないが、自分なり
の考えを持ってい
る。

地形や堆積物か
ら、川を空間的、時
間的な広がりを持
って捉えることが
できる。

長期・短期という
２つの視点を持つ
ことができないが、
流れる水のはたら
きを根拠に、川で起
こる事象について
考えている。

地形や堆積物から、
川を空間的、時間的な
広がりを持って捉え
ることができる。

川で起こる事象を、
流れる水のはたらき
を根拠に、長期・短期
という２つの視点で
捉えることで、恵みと
脅威という二面性に
気づくことができる。

川を空間的、時間
的な広がりを持っ
て捉え、その視点を
流れる水のはたら
きによって作られ
た地形に当てはめ
ようとする。

川の恵みと脅威
という二面性を捉
え、別の自然事象に
ついてもその視点
を当てはめようと
する。

本 時 の

段階

長雨や大雨に関係
なく、瀬野川を流れ
る水によって、川岸
や川底が削られる、
下流域でも流れが速
くなることがある、
河川敷にまで増水す
る可能性があること
に気付いている。

瀬野川の水害対
策を、流れる水のは
たらきと関係づけ
てもった仮説をも
とに、対策がある場
合に着目したモデ
ル実験を考え、その
実験結果と結び付
けながら説明しよ
うとしている。

瀬野川の水害対策
を、流れる水のはたら
きと関係づけてもっ
た仮説をもとに，対策
がある場合とない場
合とを比較できるモ
デル実験を考え、その
実験結果と実際の水
害対策とを結び付け
ながら説明すること
ができる。

瀬野川の水害対
策について考える
中で得た視点を、他
の地域の水害やそ
の対策にあてはめ
ようとする。

予 想 さ

れ る 児

童 の 反

応

＜仮説＞
・カーブの外側の
川岸にコンクリー
トがなかったら，
土がけずれてしま
うだろう。

＜仮説＞
・カーブの外側にあ
るコンクリートは，
侵食のはたらきを
防いでいると思う。
もしそれがなかっ

＜仮説＞
・大量の水が流れた場
合，運搬の働きも強く
なるから，大きなもの
がたくさん流されて
しまう。だから，砂防

＜仮説＞
・砂防堰堤は，侵食
や運搬のはたらき
を防いでいると思
う。もし砂防堰堤が
なかったら，川の角
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・コンクリートで
固めて川岸を硬く
して，崩れるのを
防いでいる。
・川の段差がなか
ったら，水が勢い
よく流れてしまう
だろう。
・河川敷がなかっ
たら，水があふれ
やすいような気が
する。

たら，モデル実験の
結果からカーブの
外側は流れが速い
ということが分か
ったので，川岸が削
れてしまうだろう。
・カーブの川底にあ
るブロックは，外側
の流れが速くても
のが運搬されてし
まうのを，ブロック
の穴などに引っか
けて防ぐ目的があ
るだろう。

堰堤は，運搬のはたら
きを防いでいるのだ
ろう。もし砂防堰堤が
なかったら，石や木や
土などが一気に流さ
れてしまうから。
・水が勢いよく流れた
場合，侵食のはたらき
が強くなるから，土が
たくさん削れてしま
う。だから，瀬野川の
底に敷かれているブ
ロックは，侵食のはた
らきを防いでいると
思う。もしそれがなか
ったら，場所がカーブ
の外側なので，底がけ
ずれて，下の方から土
などがなくなり，川岸
が崩れてしまう。

度が急になってし
まい，上流から流さ
れてきた石や木や
土などが，ニュース
で見た〇〇県のよ
うに，一気に下流ま
で流されてしまっ
て危険だから。段々
にすることで，勢い
を弱めている。
・河川敷は，増水し
たときの水の逃げ
場になっていて，一
時的に川幅を広く
することができる
ようになっている。
もし河川敷がなか
ったら，すぐに堤防
から水があふれて
しまう。また，河川
敷なら物が堆積し
てもあまり困らな
い。


