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本論では，読解に視点を置き，「天気の変化」の正しい概念を身に付けさせる上で，資料の不適切な例の一つとして発達

中の低気圧を指摘した。そして，「天気の変化」を学習するための適切な教材を探り，実践をもとにいくつかの改善点を提案

した。現在使用されている多くの教科書は，天気の変化を調べるために発達中の低気圧に伴う雲の動きを活用している。低

気圧に伴う降水や雲の発達は，大気の状態を視覚的にとらえやすい。また，観察の対象となっている荒天の気象現象は子

どもに関心が高いという教材上の利点がある。一方，発達中の低気圧に伴う雲の動きは，西から東に動かない問題点がある。

典型的な発達中の低気圧は，上空の気圧の谷の東側（前面）に存在している。前面では南西の風が吹いているので，発達

中の低気圧は南西から北東に移動するのが一般的であり，低気圧は素直に西から東に移動しない。つまり，発達中の低気

圧に注目してしまうと帰納的に西から東の結論を導くことができない。授業実践から，天気の変化が西から東であることを理

解するための適切な教材は，レーダーアメダスのデータと全球の気象衛星の動画である。これらの資料を活用すると容易に

結果を導き出すことができ，天気の変化の概念定着がよいことがわかった。 

 

 

はじめに 

 

小学校理科での気象に関する学習は，第３学年で太陽と地面の様子との関係，第４学年で天気の

様子や自然界の水の変化を取り扱う。第５学年では，雲の様子を観測したり，映像などの情報を活

用したりして，雲の動きなどを調べ，天気の変化の仕方について学習する。この様に，平成20年告

示の小学校学習指導要領では，第３学年から第５学年までに段階的に気象学習が進められ，以前の 

―――――――― 
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小学校学習指導要領より充実した指導が可能となった。第５学年の学習では，気象情報を日常生活

の中に適切に活用する能力の育成も兼ねており，雲画像やアメダス雨量データを基に天気の変化の

規則性を学ぶ。気象学習においては，情報の取り扱い方が重要である。小学校理科の授業では，か

つての気象台がもっていた気象情報の量を，インターネット経由で簡単に児童に示すことができる

ようになった。この膨大な情報の中で，大気現象に興味や関心を見出し，かつそれを正しく把握す

るためには, 観測や気象情報の活用を行いながら気象現象を学習することが必要となる。 

 気象教育の充実に伴い，天気の変化に関する研究が行われている。例えば，栢野ほか（2012）は，

気象情報を活用したイメージマップを学習支援ツールとして用いた事例的研究を展開し，生徒の知

識や認識の診断として利用できること。また，他人とのイメージマップの比較が効果的であること

を示した。割石ほか（2011）は，札幌の冬の気象について理解を深めさせることを目標に，小学校

児童用ワークシート「冬の天気」の学習活動の開発と授業実践を報告している。また，榊原・東原

(2000)が，コンピュータを利用した気象観測記録の中から規則性を見いだす学習を検討したり，中

川ほか(2004)が，ライブカメラや気象情報画像を取り込んだりする方法を報告している。この様に，

指導方法の改善や，気象情報を教材として加工し適切に提示する多くの研究がみられる。 

気象情報の活用に関して，浅利・加藤(2011)は，天気の変化の学習における３つの説明方略の変

容に注目し，科学的説明方略に至らない多くの子どもに対して，支援の工夫が必要であることを指

摘している。名越・木村(1994)は, 一つの地点の観測に対し，一般に人間の目で直接観察すること

のできない広域な気象現象をアメダスやレーダーなどの気象情報を活用して把握することから，断

片的な観測の位置づけが可能となる一方，多くの気象変数を元に因果的に事象をとらえなければ，

直感的な説明に終始し暗記の学習になってしまうとしている。 

以上のように，先行研究では，教育学的な視点を検討する研究や気象情報の教材化の研究が多く，

特定の気象情報を視点とした指導法を議論する研究はあまりみられない。 

 

 

研究の目的及び方法 

 

そこで，特定の気象情報を視点とした指導法を探るために，春や秋の天気の変化がおおむね西か

ら東に移り変わることを理解させるために多く教材化されている発達中の低気圧に注目する。発達

中の低気圧については，中林・山本(2006)が，現状の小学校における気象教育と情報活用に関して，

気象情報のPISA型読解力に注目し，その現状を報告した中で，天気の変化の正しい概念を身に付け

させる上で，資料の読解上の不適切なものとして指摘している。それは，発達中の低気圧が北東方

向に移動することが多く，単純に東へと移動しないため，結論として東への移動を明確にできない

ことに起因すると考えられる。多くの教員にとって，この発達中の低気圧の取り扱いが難しいとい

う声が多く聞かれることもこれに関係する。したがって，天気の変化を捉えさせるためには，発達

中の低気圧だけでなく，総合的に気象情報を活用する必要がある。 

本論では，天気の変化の指導法として総合的に気象情報の活用する方策を探ることを目標とする。

平成22年に文部科学省に検定を受けた教科書を分析し，そこで取り上げられている発達中の低気圧

を教材とする場合，天気の変化を学習する上での配慮事項を論ずる。はじめに，天気の変化に関す
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る教科書の記述を分析し，それを基に学習する際の問題点を述べる。次に，気象学的な見地から，

教科書で取り上げている発達中の低気圧を教材とした場合の問題点を明らかにする。最後に，その

問題点を生かした学習活動を行い，天気の変化に関する記述を分析することで，子どもたちが理解

しやすい教材の提案をする。 

 

 

教科書における天気の変化 

 

現在，小学校で使用されている理科の教科書は６社である。そのうち，５社の天気の変化に関す

る教科書の記述を比較しながらその学習について述べる。 

 小学校５年生の理科の教科書に記述されている天気の変化についてまとめると表１のようになる。

どの教科書でも，低気圧の移動に伴う天気分布を基にして天気の変化の考察をしている。その低気圧の

動きに注目すると，５社中４社が，東への動きを見せるために適切な低気圧を選んだり，また，低気圧に

伴う前線を多く写し込んだり，後半に南側で不安定な大気をもつ低気圧を選んだりして，北東に移動する

低気圧を東に移動するように上手く表現している。2004 年に発行された前回検定の各社の教科書では，

典型的な低気圧を示す教科書会社が多く，天気の変化が北東方向に見えてしまうことが多かった。それ 

 

表１ 天気の変化に関する教科書の記述と気象情報 

日高ほか（2010）, 毛利ほか（2010），大隅ほか（2010），有馬ほか（2010），養老ほか（2010）をもとに作成した 

出版社 天気の変化に関する記述 主な気象情報 

A社 このごろの日本付近では，雲が西から東に動い

ていくので，天気もおよそ西から東へと変わっ

ていく。 

雲画像では長い前線を伴う低気圧を使

用し，東向きの動きを見やすくしてい

る。 

Ｂ社 日本付近では，雲がおよそ西から東へ動いて

いくので，天気も，およそ西から東へ変化してい

くことがわかる。 

雲画像では長い前線を伴う低気圧を使

用し，東向きの動きを見やすくしてい

る。 

Ｃ社 このごろの日本付近では，雲は西から東へ動く

ことが多い。天気も，雲の動きにつれて西の方

から変わってくることが多い。 

低気圧の中心は北東方向に移動して

いるが，前線が長い写真を活用して西

への動きを表現している 

Ｄ社 雲画像やアメダスのこう雨情報などから，天気は

おおよそ西から東へと移って行くことがわかりま

す。 

低気圧の中心は東北東へ移動してい

るが，後半に南側で雲が多い事例を使

用することで東向きの動きを表現して

いる。 

Ｅ社 秋のころ，日本付近では，雲は，おおよそ西の

方から東の方へ移動します。天気も，雲の動き

につれて，おおよそ西から東へ変わっていきま

す。 

先島諸島で発達を始めた低気圧がオ

ホーツク海へ移動する典型的な低気圧

を紹介している。 
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に比べて，最新の教科書では発達中の低気圧にみられる独特な動きを配慮した資料提示の改善が見ら

れる。 

天気の変化の方向に関する記述は，2004 年に発行された教科書では，「西から東」と記述する教科書

が３社，「西の方から東の方」と記述する教科書が２社，「西の方から」のみの記述が１社であり，比較的自

由な表現であった。一方，2010 年に発行された教科書では，「おおよそ（およそ）西から東」という表現が

多く，全体として同様の表現が多くなった。 

 多くの教科書が取り上げているように，天気の動きを調べるのに雲の動きを根拠にすることには利点が

ある。それは，子どもにとって低気圧に伴う降水や雲の発達は大気の状態を可視化することができ視覚的

にとらえやすいことと，観察の対象としている荒天の気象現象に関心が高いからである。子どもたちが関

心をもつ気象現象は，晴れた穏やかな天気よりも，大雨や雷など荒れた天気である。１週間程度の時間ス

ケールの現象で，身近な晴れや雨の要因となる低気圧や高気圧を資料として活用できる。その中でも教

材としては，高気圧よりは激しい気象現象を起こす低気圧に注目することになると考えられる。 

 一方，天気の変化を調べるのに雲の動きを根拠にする欠点は次のようなことがある。ひとつは，低気圧

に伴う雲の動きが，西から東に動くとは限らないことである。授業では大抵３日～７日程度の雲画像を解

析する。その資料を活用した多くの子どもたちは，雲が南西から北東に斜めに上がっていくこと(九州地方

から北海道地方へ)を見いだす(図１)。低気圧が南西から北東に動くことは科学的な根拠があり，それにつ

いては次の節で述べる。雲以外でもやっかいなのがアメダス雨量データである。アメダスの観測地点は

地上に存在し，純粋に気象現象が真西から真東に移動したとしても，地理的に九州地方から北海道地方

への移動となり，南西から北東の移動と見えてしまう。 

 もうひとつは，校庭から簡単に見上げることのできる荒れた気象現象のうち，積乱雲やこれに伴う雷や豪

雨の諸現象や海陸風や局地風などのメソスケール(時間スケールが数時間から十数時間程度)の気象は，

機会に恵まれれば観測はしやすいが，小学校５年の目標とする天気の変化の教材として活用しにくい。 

 

 

図１ 子どもが天気の変化を説明した例 
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温帯低気圧の動き 

 

 子どもに資料として提示している温帯低気圧やそれに伴う温暖前線・寒冷前線は，傾圧不安定波が発

生したときに地上で観測される現象で，南北の温度差を解消しようとして発生する現象である。そのとき，

偏西風は蛇行を始める。 

 図２は偏西風の波の発達とその波動に伴って風や温度あるいは上昇・下降気流がどう分布しているか

立体的に示したものである。左側の第1期は発達初期の段階であり，地上天気図をみると，温帯低気圧が

発生して，その中心は 500hPaの気圧の谷の少し東側にある。上空 500hPa(約 5500 )の天気図では

偏西風は蛇行を始め，気圧の谷の東側(前面)では暖気が北上し，西側では寒気が南下している。次に，

中央の第 2 期の図が発達期の構造である。気圧の谷の西側では寒気の北西の風が強まり，暖気が東側

に移動するため，地上天気図では温帯低気圧が発達し，寒冷前線と温暖前線がはっきりする。500hPa の

高層天気図では発生初期にあった気圧の谷は，より発達し蛇行を強めている。地上天気図の温帯低気圧

の中心は，まだ上層の気圧の谷の東側にある。右側の第 3期は完全に発達した低気圧の模式図である。

上空の低気圧の中心と地上の低気圧の中心がほぼ同じ位置になり，地上の低気圧の中心には閉塞前線

が表れる。この後，寒気と暖気が混ざり合い低気圧が消滅する。 

地上の低気圧の東側には暖気が入り空気の密度が小さくなることから等圧面の高度差が大きくなる。ま

た，低気圧の西側は寒気が入り空気の密度が大きくなることで等圧面の高度差が小さくなる。したがって，

気圧の谷の軸は西に傾き，結果的に上空の気圧の谷より東側に発達した低気圧が存在することになる。 

 以上のように，発達中の低気圧は上空の気圧の谷の東側にあり，その上空では常に南西の風が吹いて

おり，発達中の低気圧の動きは「南西から北東」になるのが一般的である。 

 

 

図２ 温帯低気圧の発達模式図(小倉，1985) 

上段は500hPa天気図，下段は地上天気図。第１期は発達初期，第２期は発達中，第３期は完全に発達した低気圧 
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 実際に温帯低気圧はどのように動いているのか。筆者が 2005年 11月から 2006年 10月までの地上天

気図から日本付近を通過する温帯低気圧を選び出し，１日あたりの中心の進行方向と気圧の変化の関係

をプロットしてその相関関係を表したものを図３に示す。ただし，温帯低気圧の中でも著しい寒冷渦による

低気圧は，本文で指摘する教材として取り扱うものと性質が異なるので統計から外してある。 

 縦軸は，１日で低気圧の中心気圧がどの程度変化したかを示し，原点より下にいくほど発達している低

気圧である。反対に，原点より上にいくほど低気圧は勢力を弱めている。横軸は，低気圧の進行方向を示

していて，原点が真東に進んだことを示し，正の方向は北よりの進路で，負の方向は南寄りの進路をたど

ったことを示している。 

 図３から，縦軸が下ほど(気圧が下がり低気圧が発達する)多くの低気圧が進行方向を東から北向きに変

えることがわかる。これは，上空の気圧の谷の東側にある発達中の低気圧が北東方向に進んでいること

を統計的に示したものである。例外的な動きをしている低気圧は弱い寒冷渦に伴う低気圧であったり，周

囲の気圧配置の関係で動く方向が限定されていたりするものと推測される。最終的に，温帯低気圧は北

東に移動し，低気圧の墓場といわれているアリューシャン半島やベーリング海に移動して消滅する。 

 地上低気圧と上空の南西気流の例として，2006 年 11 月７日北海道旧佐呂間町で竜巻の被害があった

低気圧がある。図４は災害当日の高層天気図である。この日は２つのジェット気流が重なり上空には南西

から北東への強い気流があることが分かる。地上低気圧はこの流れに乗り，北海道地方に移動し大きな

災害をもたらした。発達中の低気圧は東ではなく北東に動いていくことが分かる。 

 

 

図３ 2005年11月から2006年10月までの低気圧の発達と中心の移動方向 
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図４ 2006年11月７日の 300hPaの高層天気図 

矢印は筆者が加筆・ジェット気流を示す 

 

 

天気の変化が西から東であることを理解させる留意点 

 

 北半球スケールで天気の変化を学習することを考えれば西から東の動きは妥当な結論である。偏西風

の下で生活する日本人の気象に関するリテラシーとしては西から東の感覚は是非身に付けてほしい。 

 ところで，子どもが西から東と素直に理解できない原因はとして，「発達中の低気圧を使って天気の動き

を考えていること」，「アメダスのデータは地理的配置により日本列島の形の影響をうけ北東方向に移動す

るようにみえてしまうこと」のほか，「気象衛星による雲画像と地上から観測される雲は異なること」，「方位

の概念があいまいなこと」などがあげられる。そこで，西から東への理解を助ける三つの提案をしたい。 

一つは，発達中の低気圧の移動のほかに，高気圧の動き(晴天域の動き)も加味して，複数の低気圧や

高気圧の中心の動きを使って天気の動きを考察する。気象衛星の画像は日本付近だけでなく，北半球を

カバーする衛星画像を使えば，低緯度の偏東風の比較もでき，中緯度の偏西風の全体的な動きがよく理

解できる。雲画像を速く動かす動画も有効である。 

二つは，アメダスの雨量データを追いかけると，観測地点の地理的影響から右上がりになってしまうの

で，海上のデータも含むレーダーアメダスを使用する。レーダーアメダスは，気象レーダーとアメダスデ

ータを用いて比較的細かいメッシュで解析した降水量の分布図である。レーダーによって推定された密

な降水分布をアメダス雨量で更正し，両者の長所を生かして作成されている。面的な広がりをもち降水域

をよりリアルにとらえることができる。ただし，この観察は低気圧を追っているので，雨の降っているところ

が北東に動くことが多いことに注意したい。 

三つは，雲がどう動くのかよく観察をさせたい。ただし，指導のとき気をつけたいのは，子どもが直接観
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察している雲と気象衛星の画像そのものは異なることである(画像は温度分布図)。子どもが日常見上げる

空にある雲は，単純に西から東に移動するものだけでなく，気圧，気温や風など様々な気象要素の影響

を受け，様々な方向に移動する。雲のけんか(高度の異なる雲が異なる方向に移動すること)は悪天の印

と言われるように，天気の悪い前線面の下で雲をみれば，高度によって異なる動きの雲が容易に観察で

きる。また，関東地方の例では，高気圧が北に偏ったり，南岸に低気圧が近づいたりすると，北東方向か

ら冷たく湿った空気が流れ込みぐずついた天気になることが多い。このときの雲の動きは，北東から南西

の方向が観察されるので配慮したい。以上のいくつかの点に関して授業実践を行い，その有効性を検証

した。 

 

授業実践 

  

以上の考え方を基に授業実践を行った。対象は茨城県公立小学校第６学年 20 名である。授業では，

教科書を活用した従来の方法による考察を確認した後，今回提案した全球動画・レーダーアメダス・天気

概況を活用した学習を展開した。 

(1) 教科書を活用した従来の方法による考察 

 発達中の低気圧に伴う雨域の変化と雲の移動の様子，各地の空の写真(図５)を３日分観察して天気の

変化を考察した。考察の結果は表２の通りである。回答例は図６の通りである。 

 

   

 

図６ 子どもの回答例 

 

 

 

図５ (1)で活用した気象情報(戸田ほか，2004) 
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 教科書の図を活用した場合の正答率は 16％と低くなっている。最も多い回答は，天気が南西から北東

へ動くであった。これは先に指摘している低気圧の北東への動きを示している。 

 

表２ 従来の方法による低気圧に注目した教材を活用した指導結果 

天気の変化の方向 回答率 

南西→北東 

西 → 東 

南 → 北 

南西→ 東 

西 →北東 

63％ 

16％ 

11％ 

５％ 

５％ 

          

(2) 晴天域も考慮した考察 

 発達中の低気圧以外に，高気圧(晴天域)の移動も加味して考察した(図９)。補足であるが晴天域，つまり，

高気圧は上空の気圧の谷の西側（後面）に存在するので北西から南東に動くことが多い。高気圧と低気

圧のそれぞれの動きを勘案し総合的にとらえると，天気の変化は西から東になることをねらっている。この

学習による結果は表３の通りである。 

 

表

   表３ 晴天域も考慮した教材を  

活用した指導結果 

 

 図７ (2)の指導で活用した資料(ウエザーマップ，2007) 

     

 晴天域も考慮して考察した場合の正答率は 37%である。(1)よりも正答率が上昇しているが，資料の中に

北東の見慣れた雲の移動があるためか３分の１程度の正答率にとどまっている。児童の回答例は図８の

通りである。 

 

天気の変化の方向 回答率 

西 → 東 37％ 

南西→北東 25％ 

西 →北東 19％ 

北西→南東 13％ 

北東→南西 ６％ 
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図８ 児童の回答例(晴天域も加味した資料活用) 

 

(3) レーダーアメダスの活用 

 レーダーアメダスは動画を使用した(図９)。2006年５月の１ヶ月分の動画をみて考察させた。雨量データ

の複雑な移動に興味を示す子どもが多く，寒冷前線のレインバンドが通過する様子を何度もみていた。こ

の学習の結果は表４の通りである。 

 レーダーアメダスを活用した場合の正答率は 44%である。正確に現象をとらえられる子どもが半数近くに

なってきたが，従来の北東方向に移動する回答も目立っている。これは，先に述べた寒冷前線のレイン

バンドが北東に向いていることと関連がある。北東に延びるレインバンドは東に動くのだが，図12のように，

子どもの感覚として列の伸びる方向に動いているかのように錯覚している回答もみられた。 

 

 

 表４ レーダーアメダスの活用した 

  指導結果 

 

 

 

 

図９ (3)で活用した資料(気象庁，2006a) 

 

天気の変化の方向 回答率 

西 → 東 44％ 

南西→北東 40％ 

北西→南東 12％ 

北東→南西 ４％ 
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  レーダーアメダスを活用した場合の正答率は 44%である。正確に現象をとらえられる子どもが半数近く

になってきたが，従来の北東方向に移動する回答も目立っている。これは，先に述べた寒冷前線のレイ

ンバンドが北東に向いていることと関連がある。北東に延びるレインバンドは東に動くのだが，図10のよう

に，子どもの感覚として列の伸びる方向に動いているかのように錯覚している回答もみられた。 

 

 

図10 児童の回答例(レーダーアメダスを活用の場合) 

 

(4) 全球動画を活用した場合 

 最後に，全球動画を活用した場合である(図 11)。2006 年５月の１ヶ月分の動画をみせて考察した。全球

画像を活用する場合は，日本の位置やデータの見方を事前に指導しておいた。子どもにとって，レーダ

ーアメダスと同様に全球の動画をじっくりみたことがないので，とても関心をもって話し合いをしていた。こ

の学習による結果は表５の通りである。 

 

表５ 全球画像を活用した指導結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 (4)で使用した全球画像(気象庁，2006b) 

天気の変化の方向 回答率 

西 → 東 70％ 

南西→北東 18％ 

南西→ 東 12％ 
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 全球動画を活用した場合の正答率は 70%と当初の発達中の低気圧のみの考察(教科書を活用した例)に

比較して，16％から 70％と大幅に上昇している。全球画像の場合，低緯度の偏東風と中緯度の偏西風の

比較が理解を促進している。また，全球の大きな大気循環をみることになり，北東に進むような小さな乱れ

が見えにくくなることから，正答率が上昇したものと考える。図12が子どもの回答例である。依然として，北

東方向に進むと答えた子どもがいる。それは，画像を丹念にみていて，ベーリング海に向かって北東方

向に進む低気圧のことを回答していると考えられる。 

 

 

図12 児童の回答例(全球動画を活用の場合) 

 

 

まとめ 

 

 天気の変化を学習させる際の教材は結論が得やすいものと，得られにくいものがあることが分かった。 

 現在，発達中の低気圧が天気の変化の資料に多く活用されているが，発達中の低気圧は日本付近で

北東方向に移動するものが多く，その資料から帰納的に天気の変化を導くことは困難である。発達中の

低気圧を活用した授業では，北東に動くと回答した児童が多くそれを裏付けている。また，アメダスの雨

量データでも観測所の地理的条件から，西から東へ移動することが見出しにくいことが分かった。 

 今回提案した中で，レーダーアメダスと全球画像による動画は，日本付近の天気の変化が大きく西から

東に移動していることがとらえやすく，正答率を大きく伸ばすことができた。ICT 活用が活発な中，積極的

にこのような情報を活用していく必要がある。 

 実践では，理科の気象学習から一年経過した子どもに授業を実施した。その子どもの活動をみると，天

気の変化は資料からの理解でなく，学習のまとめや教師の指導による表面的な理解であることがみえてく

る。明らかに南西から北東に移動する雲の列をみても，昨年(５年生)のときに教師が西から東に移動する

といったことを根拠に事実と異なる回答をする子どもがいたからである(図 13)。自然に触れ抽象化された

データを解釈する，自然と科学という行為の感性を培っていくため，教師の指導方法や子どもに理解をさ

せたい自然事象について改めて考えていく必要があると考える。 
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図13 ミスコンセプションの例 

観察結果の矢印と結論の向きが異なっている 

 

 

おわりに 

 

地学学習には，地質・天文・気象の分野で構成されている。学習指導要領が改訂され，気象の学習は

中学校第 2学年の気象学習に向けて，小学校では第 3学年から第 5学年に系統的に配置された。気象

は身近な現象で生活に密着した現象である。そのため，子どもにとって興味深い学習内容である。しかし

応用科学としての気象学を深く学ぶ教員が少ないため，科学的に気象教材を解釈し，問題解決的に学習

活動を深めることが困難な単元でもある。 

本論は，おおむね西から東に天気が変化していくことをとらえさせるための典型的な教材として活用さ

れている発達中の低気圧についての問題点を論じた。それは，北東に移動することが多い発達中の低

気圧を用いて天気の変化を考察する場合は，流体力学上の配慮事項が存在することにある。執筆してい

た中途でも，ある教員から「どうして東に雲が進まないのか」という問い合わせをいただいた。このことから

も，取り扱う気象現象の解釈を提供していく必要がある。本論がその一助となればありがたい。 

気象学は，物理学，化学，生物学，社会科，環境教育，防災教育や情報教育など様々な分野とリンクし

ている。したがって，未来を創造する子どもたちにとって，身につけさせたい科学リテラシーの一つと考え

られる。今後も，科学としての気象学を，正しい科学的解釈を通して，自然と向き合い子どもたちの好奇心

を生かしながら充実させていくことを提案していきたい。 
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