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小学校5年　理科
「流れる水のはたらき」川の流れのちがい

プログラムのねらい

小
学
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科

5
年

（3）流水の働き
　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れ
る水の速さや量による働きの違いを調べ，流
れる水の働きと土地の変化の関係について
の考えをもつことができるようにする。
ア　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。

イ　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。

　川の流れと周辺の地形・様子を観察することを通して，川につ
いての興味・関心を持つとともに，川の魅力や恐さ，自分たちの
暮らしとのかかわりについて気付く。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　河川の様子は写真を見るだけでは，なかなか分かりにくいことが多い。川底地形と流れの関連などに気付くこと，あわせて
「川遊びの五箇条」を説明することで，河川事故防止にもつなげる。
※「川遊びの五箇条」は，国土交通省のホームページを参照のこと。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校5年　理科
「7 流れる水のはたらき」で活用

プログラムの内容
　川の真ん中，端に浮力体を同時に投下して，その速さの違いを見
る。

おすすめのポイント
　川の流れは一定ではなく，速いところ，遅いところ，渦巻いてい
るところなどいろいろである。
　笹舟などを流して競争してみてもよい。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・川の水のはたらきについて話し合う。
・土で坂を作り，水を流して流れのようすやは
たらきを調べて記録する。
・実験をし，結果をもとに流れる水のはたらき
をまとめる。

・実験の結果や教科書をもとに，川の水の量が
増える原因や，川の水の量が増えたために土
地の様子がかわるか考える。

・資料やこれまでに学習したことをもとに，
上流と下流の石のようすの違いや，違いが
起きる原因について考える。
・流れる水のはたらきを実際の川で調べる。

・洪水の時のようすや洪水を防ぐための工夫
について調べる。

【関・意・態】
・自然の川での流れる水のはたらきに興味・関心をもち，
自然の川での現象を調べようとしている。

【技】
・安全に配慮し，川の流れとそのはたらきについて観察や
実験を計画的に行い，その過程や結果を記録している。

【思・表】
・モデル実験で見いだしたきまりを実際に川にあてはめて
考察し，自分の考えを表現している。

指導計画一例

小学校
理　科

配当時間

5

1

3

4
（本時）

主な学習活動 評価規準

5年 7 流れる水のはたらき

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

小学校5年　理科　「流れる水のはたらき」 配当時間：13時間　　本時：8・9時／13時間

・川の流れやはたらきについて話
し合い発表する。
・川の曲がっているところで，流
れの内側と外側に浮力体を投下
し，その流れ方の違いを観察す
る。
・川の曲がっている流れの内側と
外側の様子について気付いたこ
とを記録する。
・観察した岸の様子と，流れの速
さについて考察する。

・上流・中流・下流の川の様子の
映像を見て，気付いたことを発
表する。
・流れる水のはたらきで起こる災
害を防ぐために，どのような工
夫がされているか考える。
・班で話し合い発表する。
・川と自分たちの暮らしについて
まとめる。

○写真等を使い，その中の事象につい
て思いつくことを発表させる。
○全体の様子を確認し，流れの中に入
らないよう注意する。

●流れる水のはたらきと生活との関係
に興味・関心をもちその関係を自ら
調べようとしている。【関・意・態】
○川岸や川底の様子，川の深さにも着
目させる。

浮力体として，笹舟や小
枝を使用すると良い

○上流・中流・下流の川の流れの様子
の映像を見せる。

○住宅や道路のふちを流れる川の様子
（コンクリート護岸）や，多自然型
の川づくり（近自然工法）について
映像で見せる。
●自然災害を身近にとらえ，実験の様
子を考察し自分の考えを表現してい
る。【思・表】

授業の展開

時　間

1時間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

小学校5年　理科　「流れる水のはたらき」 ◆本時2時間

川の流れのちがい
単元の中での活用

　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の
速さや量による働きの違いを調べ，流れる水の働き
と土地の変化の関係についての考えをもつことがで
きるようにする。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

１）浮力体
２）糸（たこ糸，釣り糸等）
３）観察シート
４）参考ホームページ
　　独）科学技術振興機構「理科ネットワーク」
　　http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0220d/start.html
　   国土交通省 河川水難事故防止！「川で遊ぶ前に」
　　http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/anzen/index1.html

四万十川 勝間沈下橋付近四万十川 勝間沈下橋付近

学習プログラム 環境学習プログラム集
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