
第５学年 理科学習指導案（ICTを活用した情報活用能力の育成） 

１ 単元名 流れる水のはたらき 

２ 単元設定の理由 

○ 本単元は、流れる水の速さや量に着目して、それらの条件を制御しながら、流れる水のはたらきと土地の変化を

調べる活動を通して、流れる水の速さや量についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとと

もに解決の方法を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成することをねらいとしている。具体的に

は、「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」「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」「雨の降り方によって、流れる水の速さや量は変わり、

増水により土地の様子が大きく変化する場合があること」「流れる水の速さや量が変わると、ときに災害を引き起

こす場合があること」を理解させる。この学習は第４学年「雨水の行方と地面の様子」の学習を踏まえ、第６学年

「土地のつくりと変化」の学習につながるものである。さらに、発展的な課題として河川の地図を基に、災害が予

想される場所やその理由について、収集した情報を関連させて、考えをまとめ説明する学習を行う。これらを通し

て、様々な情報に触れ必要な情報を収集することができる力や、それらの情報から関係性を見いだし、情報と情報

を関連させて根拠をつくり判断する力、導き出した根拠や結論を整理して自分の考えをまとめ表現する力を育むこ

とができる。このような力を育むことができる本単元は、教科の目標を達成するとともに小学校学習指導要領で示

されている学習の基盤となる資質・能力の一つである情報活用能力の育成を行う上でも意義深い。 

○ 対象学年の児童は、これまで日常生活において、雨水が流れることによって、運動場の土の様子が変化したり、

梅雨や台風の季節には、集中豪雨による河川の氾濫や土砂崩れの様子についてニュース等を通して見聞きし、増水

した流水が大きな被害を与えたりすることは知っている。しかし、豪雨による災害の原因や身の回りにおける災害

が起こる場所など詳しい内容については理解していない。情報活用については、文部科学省が実施した「情報活用

能力調査」を基に作成したテスト調査や情報活用に関するアンケート調査によると、「複数の資料を見て、必要な

情報を読み取り、条件に合う選択肢を二つ選ぶ問題」では二つとも正しい選択肢を選ぶことができた児童の割合は

低く、収集に関するアンケート調査では、「たくさんの資料から必要な情報を見つけることが得意」という児童の

割合も高くなかった。このことから、結論を導くために複数の情報の中から正しく情報を選択し関連させることに

課題があることがわかった。また、「二つのグラフと意見を踏まえ、正しく判断しその理由を答える問題」では、

二つのグラフの特徴を捉え判断し、理由までまとめることができた児童の割合は低く、アンケート調査では、「調

べたことをもとに自分の考えをつくることが得意」という児童は半数ほどであった。このことから、情報を結び付

けて判断し、その根拠を明確にもつことにも課題がある。 

○ 本単元の指導にあたっては、つかむ・さぐる・いかす段階を位置付ける。つかむ段階では、豪雨災害の資料から

気付きや疑問を出し合い学習課題を立てさせる。さぐる段階では、観察・実験を通して流れる水のはたらきについ

て理解する。いかす段階では、「予想される災害」という発展的な課題を与え、流れる水のはたらきについての理

解を深めるとともに情報活用能力の育成ができるようにする。そこで、つかむ、さぐる段階を踏まえ、発展的な課

題を扱う、いかす段階でICTを活用した収集・判断・表現の場面を位置付けた対話活動を仕組む。 

  具体的には、いかす段階の収集の場面では、必要な情報が何であるかを考えさせ、教科書やインターネットで情

報を収集することができるようにする。そこで、様々な情報に触れ、互いの情報の内容や意図を理解し、情報を見

る新たな視点に気付かせるために、タブレットに情報を提示し、視覚的に捉えながら対話活動を行わせる。判断の

場面では、収集した情報から関係性を見つけ、予想される災害と理由を考えることができるようにする。そこで、

情報の関係性を見いだして、より明確な結論と理由を導き出すことができるように、タブレット上に情報を提示し

自由に書き込ませたり、修正させたりして試行錯誤しながら対話活動が行えるようにする。表現の場面では、情報

と情報の関連のさせ方やまとめ方について多様な考えを知り、自分の考えや表現の仕方を深めることができるよう

にする。そこで、対話活動の中でプレゼンテーション機能を使い、タブレット上で書き込みや書き換えをその都度

行えるようにする。このように、ICTを活用した対話活動を行うことで、流れる水のはたらきに関する理解を深め

るとともに、情報活用能力の育成を図ることができるようにする。 

※ 本指導案は「福岡県教育センター長期派遣研修」における主題研究に基づき作成されています。 

教育センターホームページの「長期研修報告書：平成30年度：各研修報告書」と併せて御覧ください。 



３ 単元目標  

○ 予想される災害についてまとめる活動を通して、情報を視覚的に捉え、流れる水のはたらきについて

の理解を深めることができる。                        （知識及び技能） 

○ 予想される災害についてまとめる活動を通して、ICT 機器を適切に扱い、必要な情報を集め、対話活

動を行う中で、自分の考えを広げたり深めたりして、課題に対する結論と理由をまとめることができる。 

                                 （思考力・判断力・表現力等） 

○ ICT 機器を活用して予想される災害についてまとめる活動を通して、流れる水のはたらきで学んだ知

識を身近な川で起こりそうな災害と結び付けて考えようとしている。 （学びに向かう力・人間性等） 

 

４ 単元計画（総時間 13時間） 

段階 配時 学習活動・内容 （○）ねらいと主な手立て （※）ICT の活用 

つ
か
む 

１ 

 

１ 豪雨などによる災害について調べ、感

じたことや疑問に思ったことを話し合

い、学習課題を立てる。 

 

 

※気付きや疑問を出し合い、課題意識をもつこ

とができるように、身近で起こった災害につ

いてインターネットで調べさせる。 

 

 

さ
ぐ
る 

４ 

② 

 

 

 

 

 

 

② 

 

２ 流れる水のはたらきについて調べる。 

（１）流水実験を行い、流れる水のはたら

きについて調べる。 

・流れる水のはたらきには、侵食・運搬・

堆積のはたらきがある。 

 

 

 

 

（２）流れる水の量を変えると、流れる水

のはたらきはどのように変わるか調べ

る。 

・水の量が増えると水の速さが変わる。 

・水の速さが速いところでは、侵食・運搬

のはたらきが大きく、速さが遅いところ

では、堆積のはたらきが大きくなる。 

・曲がっているところでは、外側は流れが

速く、侵食のはたらきが大きい。内側は

流れが遅く、堆積のはたらきが大きい。 

○見る視点や実験の意図を考えながら実験を行

うことができるように、実験方法を考えさせ

グループごとに実験させる。 

○感じたことや気付いたことを振り返ることが

できるように、ノートにその都度記入させる。 

※繰り返し実験の様子を振り返ることができる

ように、流水実験の様子を、デジタルカメラ

を使って撮影し、写真や動画で保存させる。 

 

○見る視点や実験の意図を考えながら実験を行

うことができるように、実験方法を考えさせ

グループごとに実験させる。 

○感じたことや気付いたことを振り返ることが

できるように、ノートにその都度記入させる。 

※繰り返し実験の様子を振り返ることができる

ように、流水実験の様子を、デジタルカメラ

を使って撮影し、写真や動画で保存させる。 

１ ３ 川の上流・下流の石を観察し、違いを

見つけ、その違いの理由を考える。 

・上流の石は大きく角ばっており、だんだ

んけずられ、下流の石は小さく丸い。 

○川の位置と石の大きさや形を関連付けること

ができるように、資料を比較提示する。 

※必要な情報を見直すことができるように、提

示した資料や動画資料の中で必要な情報を写

真や動画、メモで保存させる。 

１ ４ 大雨により川の水の量が増えたとき

の土地の変化について、まとめる。 

・川の水が増えることにより土地が大きく

変化する。 

 

○雨量と水位の関係に気付くことができるよう

に、複数の特徴的な資料を提示し、共通点を

考えさせる。 

※必要な情報を見直すことができるように、提

示した資料や動画資料の中で必要な情報を写

真や動画、メモで保存させる。 

 

学習課題 

流れる水のはたらきと土地の変化には、どのような関係があるだろうか。 



い
か
す 

２ ５ 豪雨災害の資料や課題から学習課題

を立て、既習の知識や課題に関する資料

から情報を集める。 

（１）豪雨災害の資料や教師が提示した課

題から、気付きや疑問を出し合い、学習

課題を立てる。 

 

 

 

（２）予想を立て、それをもとに必要な情

報を集める。 

・いろいろな見方で情報を集めることが

大切なことである。 

 

 

 

○課題意識をもつことができるように、豪雨災

害の資料を提示し、身近な環境と結び付けて

考えさせることで気付きや疑問をもたせる。 

 

 

 

 

※調べる場所をより細かく調べることができる

ように、インターネットのマップの機能を活

用して調べさせる。 

○集めた情報を整理できるように、ワークシー

トを準備する。 

※集めた情報に付加・修正したり、情報の内容

や意図を整理したりできるように、タブレッ

トで情報を提示したり書き込んだりしながら

対話させる。 

２
（
本
時
） 

６ 流れる水のはたらきや実験、土地、災

害の様子を関連させ、課題に対する結論

や理由を考える。 

 ・いくつかの情報を結び付けることで、

課題に対する考えをまとめることが

できる。 

 

※結論や理由のもととなる考えを導き出すこと

ができるように、デジタルシートに情報を提

示し、書きこんだり書き換えたりして試行錯

誤しながら対話させる。 

２ ７ 予想される災害と理由についてスラ

イド形式にまとめ、発表する。 

（１）予想される災害と理由についてグル

ープでまとめる。 

 ・見せる順番や複数の情報を合わせるこ

とを考えてつくると分かりやすい。 

（２）全体で発表し、学習のまとめを行い、

自分の考えを振り返る。 

○まとめる視点をもつことができるように、例

示する。 

※情報の関連を意識し、考えをまとめ発表する

力を高めるために、プレゼンテーション機能

を使ってまとめながら対話させる。 

○今後の学習にいかすことができるように、発

表をもとに自分の考えを振り返らせる。 

５ 本時（１０・１１／１３時間） 

○主眼 

  流れる水のはたらきに関する既習の知識や災害が起こりそうな場所の様子、実験、災害の資料から集

めた情報を、ICT を活用した対話活動を通して、関係性を見いだし関連させ、予想される災害とその理

由を考えることができる。 

○準備物 

 タブレット、デジタルシート、学習プリント 

○本時の展開 

 学習活動と内容 ・予想される児童の反応 指導上の留意点 ◆評価規準 形態 配時 

 

 

導

入 

 

 

１ 前時学習の内容から大雨と災害の関係につ

いて考える。 

（１）プリントやタブレットの収集した情報を見

直し、前時学習までを振り返る。 

 ・侵食のはたらきで災害が起こりそうだ。 

 ・川の形や大きさ、周りの様子などいろいろな

ことが調べて分かった。 

 

 

○視覚的に災害の状況をイメ

ージすることができるよう

に、課題として取り組む４つ

の資料を黒板に提示する。 

 

 

全体 

 

 

 

 

 

７分 

 

 

 

学習課題 

大雨が降ったとき、近くの川ではどんな災害が考えられるだろうか。 



 

 

 

展

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終

末 

（２）本時学習のめあてをつかむ。 

 

 

２ 流れる水のはたらきに関する既習の知識や

災害が起こりそうな場所の様子、実験、災害の

資料から集めた情報を関連させて、課題に対す

る結論と理由をつくる。 

（１）集めた情報をデジタルシートにまとめて課

題についての結論と理由を考える。 

 ・この場所は大きくカーブしているから、実験

のときと同じように、外側がけずれ、水が流

れ込むことが考えられる。 

 ・写真の川と形が似て川幅がせまいから、ここ

でも同じように木や石が上流から流れてた

まり、水が川からあふれると考えられる。 

（２）それぞれが集めた情報をデジタルシートに

集約し、情報の関係性を見直し、より的確な

結論や理由のもととなる根拠を考える。 

 ・侵食についてまとめることができる。 

・課題の川とこの写真の川の形が似ているか

ら、これも一緒のことが起こるのではない

か。 

 

 

（３）グループによるまとめをもとに、自分の考

えに付加・修正を行う。 

  

 

 

３ 本時学習を振り返り、明らかになったことに

ついて話し合う。 

・みんなで考え直したことで、もっと詳しく理

由を考えることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文字や写真を同時にまとめ、

考えをつくりやすいように、

デジタルシートを準備する。 

◆課題と照らし合わせ、自分の

考えをもつことができる。 

 

 

 

○視覚的に捉え試行錯誤しな

がら考えをまとめることが

できるように、デジタルシー

トを用いて書きこんだり書

き換えたりさせる。 

○より明確な考えをつくるこ

とができるように、他者の考

えと比較して、必要な時は再

度、情報を集めさせる。 

○グループの考えを見直し、考

えを練り直すことができる

ように、タブレットにデジタ

ルシートを提示させる。 

◆他者との対話を通して、結論

や理由を再度練り直すこと

ができる。 

 

全体 

 

 

 

 

 

 

個 

 

 

 

 

 

 

 

グ ル

ープ 

 

 

 

 

 

 

 

個 

 

 

 

 

全体 

５分 

 

 

 

 

 

 

33分 

 

 

 

 

 

 

 

30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

７分 

 

 

 

 

８分 

 

めあて 

これまでに集めた情報を使って、考えられる災害とその理由を考えよう。 

まとめ 

いくつかの情報を結び付けることで、考えられる災害やその理由について

考えをまとめることができる。 


