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図1 TIMSS2007，2011（小4）での「理科が好
き」「楽しい」「苦手」の国際比較

要 旨
自然のパターン把握を基にした小学校理科の学習指導の進め方についての事例を取

り上げて解説した。
具体的には，小学校第5学年の「流水の働き」を例として，地域の素材，特に長良

川の材料を取り上げて自然のパターン把握の教材開発についての考え方を述べたもの
である。
〈キーワード〉理科教育 小学校 パターン把握 流水の働き 野外観察 長良川

1．はじめに

最近の国際調査，例えば TIMSS 2011や
PISA 2006等の結果によればわが国児童・生
徒の理科が「楽しい」，「好き」の度合いは，
児童は国際平均並み，中学校生徒はそれより
やや低い状況にある。 2011年の中学校では，
「好き」が減少し，「苦手」が増加している。
また，理科への自信の度合は，児童は6割強，
中学校では3割強で国際平均よりかなり低い
状況にある。以下に，その調査結果の一例を
示す。

（1）IEA TIMSS 2011等における児童生徒の
理科に対する意識

図1は，TIMSS 2007，2011における小学
校児童の理科に対する意識調査の国際比較で
ある。これを見ると，これらの国の理科が「楽
しい」の児童の割合が2007年は87％，2011

年は90．1％で，国際平均が2007年は83％，
2011年は88％前後である。我が国の「好き」
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図2 TIMSS2007，2011（中2）での「理科が
好き」「理科が楽しい」の国際比較

図3 TIMSS2011（小4，中2）での「理科に
は自信がある」の国際比較

図4 PISA2006での科学における自己効力感指
標の国際比較

の割合は，2007年が82％，2011年 は83．2
％，国際平均の「好き」が2007年は83％，2011

年が85．7％である。このように，「楽しい」
「好き」は2011年の方が増えている。我が
国児童の「苦手」は，2007年が22％，2011

年が19．9％で，国際平均のそれは2007年が
33％，2011年が27．6％でともに2011年の方
が減少している。

図2は，TIMSS 2007，2011における中学
校児童の理科に対する意識調査の国際比較で
ある。これを見ると，我が国生徒の理科が「楽
しい」は，2007年が87％，2011年が62．7％，
国際平均は，2007年が83％，2011年が80．1
％であり，我が国の「好き」は，2007年が82

％，2011年が52．5％で，国際平均は2007年
が83％，2011年が75．5％であった。すなわ
ち，我が国生徒の理科が「楽しい」，「好き」
の割合は急激に低下している。当然のことで
あるが，理科が「苦手」の生徒の割合は増加
している。
（2）理科に対する自信の度合い

図3は，TIMSS 11における小学校4年生と
中学校2年生の理科に対する自信の度合いを
尋ねた結果である。これを見ると小学校，中
学校ともに我が国児童生徒の自信の度合いは

国際平均と比べて低く，中学校生徒の自信の
度合いは我が国小学校と比べて極端に低く，
国際的にもかなり低い状態であることが分か
る。

図4は，PISA 2006での高等学校1年生の
科学における自己効力感の国際比較の結果で
ある。これを見ると，我が国生徒の科学的事
象の説明をすることへの自信の度合いが国際
的に低いことが分かる。
このような子どもたちの理科に対する意識

や実態を改善する方策の一つとして，「分か
る」授業を展開することに努めるこが大切で
ある。本稿では，「分かる」授業のための教
材開発の事例を紹介する。

2．自然のパターン把握に基づく教材の開発
―「流水の働き」を例として―

一般に，対象の認識及びその理解には，分
析的認識と全体像を直観的に把握するパター
ン把握とがある。河合（1990）は，パターン
把握は大人になってからでは遅いので学校教
育の中でもっとパターン認識の能力を伸ばす
方策を取るべきであるという。
本稿では，自然事象（川の景観）に潜む様々

なパターンを見つけ出し，そこから自然の仕
組みや規則性を読みとり理科の学習を楽しく
分かりやすく進めるための手法を述べるもの
である。この自然に潜むパターンのことを，
「自然のパターン」と呼び，それは身の周り
の自然環境を体系的に，すなわち事象相互の
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つながりや時間的・空間的な視点でとらえる
ことができるもの言う（下野，2013）。
そして，自然のパターンとは，自然環境の

中に潜む「比較観察の対象となる事象」「関
連性をもつ事象」「変化を読み取ることが可
能な事象」などの科学的な事象を指す。
具体的には，
①「比較・観察が可能な事象」からは共通
点・相違点や多様性を見出すことできよ
う。

②「関連性をもつ事象」からはシステムの
中での関連性やつながりを考えさせるこ
とができる。

③「変化を読み取ることが可能な事象」か
らは，時間的な変化を考えさせることが
可能である。

ここでは，「流水の働き」の学習において
長良川の素材を取り上げ，その教材化につい
ての考え方を述べようとするものである。
小学校第5学年の教材に「流水の働き」が

あり，地表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
いての概念を理解するようになっている。具
体的には，次の3項目がある（文部科学省，
2008）。
①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。

②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。

③雨の降り方によって，流れる水の速さや
水の量が変わり，増水により土地の様子
が大きく変化すること。

これらの基本的な概念を知識として教え込
むことから始めるのではなく，先ず川のある
景観全体を見て，例えばその中の山（山地）
と川の流路（流域）集落や耕作地の分布（配

列）を把握させる。その次に流域ごとの状況
（特徴）をつかむために2地域（上流，下流）
もしくは3地域（上流，中流，下流）の景観
を，先ほどの山地，川の流路，集落・耕作地
の状況がそれぞれどのような違いがあるかな
どの視点で比較・観察させてそれぞれの特徴
を記録，発表させるようにする。
そのためには，事前に流域ごとの比較観察

が容易な視点を含む景観の画像を撮影してお
くことが大切である。

（1）川の景観
本稿では，岐阜県を代表する長良川を題材

としてその教材開発の観点を述べることとす
る。
長良川は，源流（大日岳：海抜高度1709

m）から8㎞までの区間は図6の V字谷を経
て穴洞付近までは狭い谷間を海抜高度580 m

のところまでの急流を下り，その後30㎞ほ
ど八幡町あたり（海抜210 m）までは比較的
緩やかに流れている。この八幡町あたりまで
は長良川全体としては上流部に相当するので
あろうが，地形的に見ると流域には田畑や集
落が広がる谷底平野を形成しており川として
は中流域の景観を示している。しかし，八幡
町から美濃市（海抜80 m）までの約35㎞の
区間は比較的開けた曲流の渓谷を流れてい
る。
さらに，関市を経て岐阜市へ出てくると扇

状地を形成して瑞穂市穂積町あたりから木曽
川，揖斐川と接近，並走して南下し三重県桑
名市の東部で伊勢湾に注いでいる（岐阜大学
長良川研究会，1979）。
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図5 長良川の源流付近（高鷲町夫婦滝）

図6 長良川の上流（高鷲町節谷合流点）

図7 長良川の中流（美濃市小倉山より）

図5から図8までの景観を次のような視点
で比較しながらその特徴を見つけてみよう。
①川と山地との関係
上流ほど山地が谷川のすぐ近くに迫ってお

り急峻な地形に囲まれたところを谷川が流れ
ている。図5では，落差の大きな滝が崖を流
れ落ちている。図6では，深い谷底を川が流
れておりこの谷の横断面は V字型をしてい

るのでこのような谷のことを V字谷と呼ん
でいる。
図7のように中流域になると，川は山地と

やや離れて周囲が開けた田園や集落のある地
域を流れるようになる。図8のように下流に
近づくと川はさらに山地と離れ大きな街並み
のある平野の入口に達する。
②川と集落，耕作地の分布との関係

【河岸段丘】
図9の写真で，田畑や集落が存在する場所

は平らで階段状の地形になっている。
このように川岸にできている階段状の地形

を「河岸段丘」という。河岸段丘のでき方を
川の働きや土地の隆起とあわせて考えさせて
みる。
小学校では，河岸段丘を教材として扱うこ

とはないが，長良川流域の見ることができる

図8 長良川の下流（岐阜市鏡島大橋より）

図9 河岸段丘のある流域（八幡町）
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図10 川の流れと堤防（関市側島）

図11 堤防内側のテトラポット（同左）

図12 源流付近のれき（高鷲町釜が洞）

大地の変化と関わる事象であることから「土
地の変化」の一例として紹介する程度にとど
めたい。
図7，図9のような川の流域に集落や耕作

地が分布しているところと図6のようにそれ
らが全く存在しないところとを比較して読み
取れることを考えさせてみる。
例えば，図6のような急峻な地形では，平

らな地形は存在しないので耕作地や集落など
はできないこと。それに対して図7，図9な
どでは山地が開けて平らな土地ができており
耕作地や集落が作りやすいことを挙げること
ができよう。
③堤防の有無とその役割

図7では，川の両岸に堤防があり，図10に
は右岸（川の下流に向かって右側）に堤防が
みられる。これら堤防にはどのような役割が

あるのかを図から読み取らせ，それらが川の
働きとどのようにかかわっているかを考えさ
せる。
特に，図10では川の流れがカーブしてい

るのでその流れる水の力はどのように働くか
を考えさせるとよい。その際，図10の堤防
内側には図11のようなコンクリート製の構
築物（テトラポット）が積み上げてあること
にも着目させて，なぜそのようなものが置か
れているのかも参考にさせるとよい。
また，図10で川原がカーブの内側にでき

ていることにも注目させて流れる水の勢いが
カーブの外側と内側とでどのように異なるか
を考えさせることも大切である。
ここでは，景観の比較から堤防は川の水が

耕作地や集落にあふれ出ないように人工的に
作られたものであること，川の流れがカーブ
しているところでは，カーブの外側の水流の
勢いが強く（流速が早い）内側の勢いが弱い
ために堤防に突き当たる水は堤防を侵食する
のでテトラポットが堤防を護っていることに
気付かせたい。同時に，カーブの内側の流速
が遅いことから運搬されてきたれきはそこに
堆積をして川原が形成されることを理解させ
たい。

（2）川原のれきの大きさと形
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図13 上流付近のれき（高鷲町正が洞）

図14 川原のれきの配列（関市側島）

図15 中流付近のれき（関市側島）

図16 平常時の川（岐阜市千鳥橋付近）

図17 増水時の川の流れ（同左）

図13と図15のれきの大きさと形を比較し
てみる。れきの大きさについては，上流域の
ものが中流域のものより大きいこと，れきの
形は上流域のものは角ばっており中流域のも
のは丸みを帯びていることが分かる。図13

と図15には，白色のひもで1辺が1 mの正方
形の枠が示されているのでれきのおよその大
きさを知ることができる。

これらの図をもとに，れきの大きさや形が
下流に行くにつれてどうしてこのように変化
してきたかを考えさせる。
その際，いくつかのれきについて実測の

データを示したり実物を教室に持参できると
意欲的な活動につながると思われる。
また，図14は，れきが水に流されて川原

に堆積した時にできるその配列の様子を示し
たものである。このことについては，学習の
内容にはないがこの図14では水が右から左
の方に流れた結果れきは水の流れと直角に平
たい面を向けれきの上部が下流側に少し傾い
て，あたかも瓦屋根の瓦のように傾いた状態
を示す。これを伏臥構造と呼び水流の方向を
推定するのに役立つ。

（3）増水のときの川の水量
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図18 木の幹のごみ（美濃市河和付近）

図19 上図の水面付近からの木の高さ

図16と図17は同じ場所での平常時の川の
流れと増水時の川の流れを示したものであ
る。
平常時は川の水面と橋の間には大きな空間

があり右岸には白い川原が現れていて川遊び
に来ている自動車が見える。増水時は，川の
水面と橋の間の空間は狭く右岸の川原も水面
下になっていていること，水の流れる川幅が
広く水位も高くおまけに水面には大きな渦が
生じていて水の流れが大変急で激しいことを
物語っている。このように，両画面から平常
時と増水時の水の流れる様子の変化を推し量
ることができるとよい。

図18は川原に生えているクヌギの大木に
洪水時のごみが付着したものを撮影したもの
である。図19は，平常時の水面付近からク
ヌギの木全体を撮影したものであり，手を挙

げている人の高さは約2 mである。このこと
から洪水時の水面の高さを平常時より6 mほ
ど高くなっていたことを推定することができ
る。

3．終わりに

本稿では，「流水の働き」の学習を長良川
の事例をもとに示した。本来なら，長良川の
上流域から伊勢湾に流入する下流域までを扱
うべきであるが十分な資料がそろっていない
のでとりあえず岐阜市街の部分までを例とし
て示した。また，取り扱った画像は静止画像
のみであることやほぼ普通の目線でのものに
限られていることで動的な変化や広い範囲の
全体像がないので事象の読み取りや変化の状
況を見るには限定的であると言わざるを得な
い。
しかし，一般的に手軽に情報を収集するに

はこの程度でよいのではないかと思われる。
ただし，このような野外の観察に関しては映
像だけで終始するのではなく，できるだけ生
のもの（自然の現物）を持参し，計測したデー
タなどを合わせて用いることが大切であろ
う。担当している学級の児童は，自分たちの
先生が準備し，採取してきたものには大きな
興味と関心を示すものである。また，教師の
方も自分で準備したものであるからそれを見
た時の自身の感動や採取と関わるエピソード
などを語ることができ授業を楽しくわかりや
すいものすることが期待される。このことが，
「分かる授業」の第一歩でもあると考えられ
る。
教師が，自然のパターン認識をもとにする

ことにより，映像，本来は自然事象のどこに
注目して何を発見し，何に気付かせるかとい
う観察の視点を示していくことが大切なこと
である。そのためには，教師が日ごろから自
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然と親しみ感性を豊かにすること，それと同
時にパターン把握の視点を考えておくことが
できるように心がけたいものである。
なお，本研究は科学研究費補助金基盤研究

（C）課題番号24501068「理科の基本概念『地
球』の再検討とその育成を図る地域教育資源
の開発に関する研究」（研究代表：下野 洋）
の一部を使用して行っているものである。
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