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理科 学習指導案 

日時  令和２年１１月１０日（火）３校時 

対象  ８年 C 組 ３５名 

会場   ８年 C 組教室 

 

１ 単元(題材)名 天気とその変化 (2章 前線とそのまわりの天気の変化) 

２ 単元(題材)目標 

前線の通過の際の気温, 湿度, 気圧, 風向, 天気の変化, 雲の種類などの観測結果にもとづいて、前線の通

過を暖気と寒気の動きに関連付けてとらえる。また、前線の構造について、観測の結果や実際の降雨の様子、

気温の変化、風向の変化などの経験に関連付けてとらえる。また、その構造から前線にはいくつかの種類が

あることを理解する。 

３ 単元(題材)の評価規準 

 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解 

単元の 

評価規準 

前線の種類や前線の

通過に伴う天気の変

化を日常生活との関

連でとらえている。 

前線の形成と上昇気流

と雲の発生を関連付け

て考察することができ

る。 

気象要素の変化を前線

の通過と関連付けて考

察することができる。 

前線が通過したときの

気象要素の変化の様子

をグラフから読みとる

ことができる。 

 

前線や温帯低気圧に

ついて基本的概念を

理解し、説明すること

ができる。 

前線の通過と気象要

素の変化を説明する

ことができる。 

 

４ 単元指導計画 (2章 前線とそのまわりの天気の変化) 

 内容 活動 評価規準（評価方法） 

1時 

 

気団, 前線

面, 前線に

ついて理解

する 

 

・これまでに学んだことや生活経験 

をもとに自分の考えを確認する。 

・P175図2の実験で冷たい空気とあ 

たたかい空気が接した時の様子 

を観察する。 

・気団, 前線面, 前線についての 

説明を聞き、理解する。 

・前線や前線面について、日常生活との関連でとら 

えている(行動観察･ワークシート) 

<関心意欲態度> 

・前線の形成について、実験の結果から自らの考 

えをまとめ、表現することができる(行動観察･ 

ワークシート) <科学的な思考> 

・気団, 前線の概念を理解し、説明することができ 

る(ワークシート･ペーパーテスト) <知識・理解> 

2時 前線の種類

温帯低気圧

の発達から

衰退までを

理解する 

・前線の種類についての説明を聞 

き理解する。 

・前線と雲の関係について話しあ 

 う 

・温帯低気圧と前線、温帯低気圧 

の発達から衰退までの説明を聞 

き、理解する。 

・前線の種類について、日常生活との関連でとらえ 

ている(行動観察･ワークシート)<関心意欲態度> 

・前線のまわりに雲ができやすいことについて、上 

昇気流と関連付けて考察することができる(行動 

観察･ワークシート) <科学的な思考> 

・それぞれの前線の特徴や温帯低気圧の基本的概念 

について理解し、説明することができる(ワーク 

シート･ペーパーテスト) <知識・理解> 
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3, 4時 巻末付録の

ペーパーク

ラフトを作

成すること

を通して、

前線とその

まわりにで

きる雲の特

徴について

理解する 

・巻末付録のペーパークラフトを 

作成する。 

 

・寒冷前線や温暖前線とそのまわ 

りにできる雲の特徴について説 

明を聞き、理解する。 

・寒冷前線や温暖前線の通過に伴 

う天気の変化を考える。 

・停滞前線とそのまわりにできる 

雲の特徴について説明を聞き、 

理解する。 

・前線の通過に伴う天気の変化を、日常生活との関 

連でとらえている(行動観察･ワークシート) 

<関心意欲態度> 

・寒冷前線や温暖前線の通過に伴う天気の変化を 

推論し、自らの考えをまとめ、表現することが 

できる(行動観察･ワークシート)  

<科学的な思考> 

・寒冷前線や温暖前線の通過に伴う天気の変化、停 

滞前線の基本的概念を理解し、説明することがで 

きる(ワークシート･ペーパーテスト) 

 <知識・理解> 

5時 前線の通過

に伴う気象

要素の変化

について考

え、グラフか

ら変化を読

みとる 

・前線が通過すると、気象要素は 

どのように変化するか考える。 

・P181のグラフから、気象要素が 

大きく変化している場所を見い 

だす。 

・気象要素がなぜ変化したか、話 

し合う。 

・前線が通過したときの天気の変化について、科 

学的に考察し、判断している(行動観察･ワーク 

シート)<関心意欲態度> 

・前線が通過したときの気象要素の変化の様子をグ 

ラフから読みとることができる(行動観察･ワー 

クシート)<技能･表現> 

 

6時 気象要素の

変化につい

て理解する 

・なぜ気象要素が大きく変化した 

か説明を聞き、理解する。 

・気象要素の変化を、天気図やア 

メダスの観測結果から読みとる 

・これまでの学習事項を確認する 

 

・本章の学習内容をふまえて、興味・関心をもっ 

てまとめに取り組んでいる(行動観察･ワークシ 

ート)<関心意欲態度> 

・気象要素の変化を前線の通過と関連づけて、考察 

することができる(行動観察･ワークシート)  

<科学的な思考> 

・前線の通過と気象要素の変化を説明することがで 

きる(ワークシート･ペーパーテスト)  

<知識・理解> 

7時 

(本時) 

低気圧が反

時計回りに

渦巻く原因

を考える 

・地球の自転方向を太陽の日周運 

動から考える。 

・北半球モデルを回しながらビー 

玉を使って風が曲がる方向を調 

べる。 

・低気圧が反時計回りに渦巻くの 

に、風が地球の自転によって進 

行方向に向かって右に曲げられ 

ることが関わっていることを理 

解する。 

・興味・関心をもって実験に取り組んでいる(行動 

観察･ワークシート)<関心意欲態度> 

・ビー玉が曲がる方向と風が曲がる方向が一致し 

風が地球の自転によって進行方向に向かって右 

に曲げられることで低気圧が反時計回りに渦巻 

くことを考察できる(行動観察･ワークシート) 

 <科学的な思考><知識・理解> 

・北半球モデルを回しながら、ビー玉を転がした 

軌跡を記録できる(行動観察･ワークシート) 

<技能･表現> 

 

５ 指導にあたって 

・自身とは異なる視点をもつことが困難な生徒に、円盤とビー玉の組み合わせが地球と風の組み合わせとし

て理解できるよう支援を十分に行う必要がある。 

・身近にある材料で地球規模の現象を理解するための実験ができうることを示し、発想と工夫次第で様々な

検証ができることを伝える。 
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６ 本時の指導 

(1)ねらい:  低気圧が反時計回りに渦巻く原因を考える 

(2)本時の学習について 

本時は発展的学習内容である。前線や低気圧についての学習で生じた疑問を、実験を通して解消する体験 

をすることで、興味・関心を引き出したい。また、日常生活と関連が深い気象現象のメカニズムの一端を知 

ることで、地球の重力や自転と気象現象との密接な関係性にも気づかせたい。 

 

(3)本時の展開 

 生徒の活動 教師の支援 発問 評価（評価方法） 

めあ

て 

低気圧が反時計回りに渦巻く原因を考える  

 

導入 

 10 

min 

 

地球がどの向きに回ってい

るか、考える 

日々の太陽の動きを再現す

るには、自分が反時計回り

に動く必要があることを見

いだす 

東から昇り西に沈む太陽を見ることから、地球はど

の向きに回っているか? 

 

太陽モデルを用いて太陽の動きを再現する 

生徒にその場で回転させ、どの向きにまわりが動く

かを考えさせる 

・興味・関心をもって実験に

取り組もうとしている(行動

観察･ワークシート) <関心・

意欲・態度> 

 

展開 

 

 

 25mi

n 

 

 

 

実験を行う 

まっすぐ転がるビー玉の軌

跡が北半球上では右にカー

ブすることに気づく。 

 

 

軌跡のそばに矢印を記入 

 

紙の円盤でつくった北半球モデルを反時計回りに

回転させながら、墨汁をつけたビー玉を割り箸でつ

かみ転がして、北半球モデルに軌跡を記録する。班

員全員分の北半球モデルに2つのビー玉の軌跡をつ

けることを目標とすることを説明する 

 

軌跡をつけた直後に、矢印でビー玉の転がった方向

を記録させる(進入方向や曲がった方向を取り違え

ないようにさせる) 

・北半球モデルを回しながら、

ビー玉を転がした軌跡を記録

できる(行動観察･ワークシー

ト)<技能･表現> 

 

 

まと

め 

 15 

min 

[イメージ同定] 

ビー玉の転がった様子から

宇宙と地球の視点の違いに

気づく 

 

風も地球の自転の影響で進

行方向に向かって右に曲げ

られることで低気圧が反時

計回りに渦巻くことを理解

する 

 

わかったことを図や文でま

とめる 

ビー玉はどのように転がったか? 

 

コリオリの力が見かけ上の力ということに留意し

て、宇宙からの視点では風もビー玉も真っ直ぐ進む

が、北半球上では右に曲がる 

 

ミクロでの転向力がつながって、マクロの視点にな

ると低気圧のように渦を巻き、しかも回転方向が決

定してしまうことを図示する 

 

北半球の温帯低気圧で、東側に温暖前線、西側に寒

冷前線ができることの原因にもなっている 

 

・ビー玉が曲がる方向と風が

曲がる方向が一致し、風が地

球の自転によって進行方向に

向かって右に曲げられること

で低気圧が反時計回りに渦巻

くことを考察できる(行動観

察･ワークシート) <科学的な

思考> 

<知識・理解> 

 


