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気象観測

Ⅰ 身近なものを用いた簡単な気象観測例

１ 気象観測のあらまし

「気象とその変化」の学習では，身近な気象の観察，観測を通して，気象要素と天気の変化の

関係を見いださせるとともに，気象現象についてそれが起こる仕組みと規則性についての認識を

深めることがねらいである。校庭などで，気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を身につける

とともに，その観測記録などに基づいて，気温，湿度，気圧，風向などの変化と天気との関係を

見いだすことによってねらいに迫る単元である。

そこで，大気中の水の状態変化と大気の動きによって気象現象が現れるという基本的な考え方

を観測による直接体験を通して学習することが大切である。よって，身近なものを用いた簡単な

気象観測装置を自作し，一人一人が自分で観測，記録することができる装置を紹介する。

２ 準備するもの

（１）器具（１人分）

・簡易風向風力測定装置１台・方位磁針１個・記録用紙

・風力（風の強さ）測定用紙

（２）材料・試薬等

・板目表紙１枚・おはながみ１枚・画鋲２個・割り箸１本

・マジック・定規

３ 学習前の気象観測の指導の手立て

「気象と私たちの生活」では，台風，ゲリラ豪雨などによる洪水や土砂崩れの被害，日照りによ

る水不足，熱中症，また，野菜の高騰など気象の変化は私たちの生活に大きな影響を与えるもので

あることを学習させる。その影響を少しでも軽減するために，天気予報が活用されていることに気

づかせる。そして，天気予報のもととなるのが気象観測であること，その目的や意義，そして継続

観測のデータが必要であることに気づかせる。

「雲量と天気，気温，湿度，気圧，風の観測」において，気象要素について理解を深め，自ら観

測してみようとする意欲を喚起しておきたい。

４ 気象観測の手順・様子

（１）簡易風向風力測定装置 作成手順

ア 材料を準備する。

板目表紙１枚 ２０ｃｍ×２０ｃｍ（サイズは自由）

おはながみ（色があった方が良い）１枚 １ｃｍ×２０ｃｍ

画鋲 ２個

割り箸 １本（割ったもの）

マジック 定規

イ 材料を組み立てる。

①板目表紙に８方位をマジックで書く。 ②画鋲を板目表紙の裏から刺し割り箸を立てる。
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③おはながみの端を割り箸の頂点に置き， ④風力測定用紙を作る。

画鋲を刺す。 角度は３０度ずつ区切る。

風力１ （弱）

風力２ （中）

風力３ （強）

（２）観測の手順

ア 校内校舎配置図（平面図）をもとに各観測地点の風向・風力を記入する。

観測地域をグループで分担すると短時間で校内全体の観測データを集めることができる。

１）Ａ棟周辺

２）Ｂ棟周辺

３）武道館周り

４）体育館周り

５）校門周辺

６）グランド

イ 一人一人の観測データを持ち寄り，グループ毎のデータを作成する。

ウ グループ毎のデータを持ち寄り，クラス全体の観測データを作成する。

（３）変化の様子

ア 風向 ・風向きは一定ではなく絶えず変化しているので，１０秒程度観測し，多かった方角を

風向きに決定する。

・１６方位で記録を取る。

・風向きは，吹き流しがたなびいている方向ではなく，吹いてくる方向。

イ 風力 ・風力は一定ではなく絶えず変化しているので，１０秒程度観測し，多かった風力に決

定する。

５ 学習後の観測の指導の手立て

校庭の風について自分で観測してみると，風の強さ，向きは一定ではなく，常に変化してい

る事に気づく。校舎や樹木の近くではその変化が特に激しい。したがって，正確な気象観測で

は障害物のない広い場所で行う必要があることに気づく。また，他の気象要素，気温，気圧，

雲の形などについても観測してみたいという意欲を育成したい。

風向については 吹き流しがたなびく方向と風が吹いてくる方向を混同してしまう生徒がい

る。そこで，風向を風が吹いてくる方向と意識できるように指導する必要がある。

６ 簡易風向風力測定装置の扱い方等

（１）指導面

ア 測定場所を決める。 イ 風向を測定する。

方位磁針を用い 中心の割り箸を

て方角を合わせ地 真上から見て，

面に簡易風向風力 吹き流しの方向

測定装置を置く。 を確認する。
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ウ 風力を測定する。

吹き流しの振れる角度を

風力測定用紙に合わせ

風力を決める。

（２）安全面

簡易風向風力測定装置は非常に安価で手軽に作成することができる。目的，生徒の技術力等によ

って様々な改良ができる。突風により装置が吹き飛ぶことがあるので注意が必要である。

（３）その他

風向は，１６方位で表すこと。風向は，風が吹いてくる方向で表されることを指導するために方

位，風向がわかるような装置も作成できる。

方位を合わせる ・方位磁針を置く。

・方位磁針の北を方位磁針の指す向きに合わせる。

・方位磁針を合わせ，測定装置の北を合わせる。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 気象観測

２ 単元のねらい 校庭などで気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を身につける。

観測の記録などに基づいて気象要素の変化と天気との関係を見いだす。

３ 指導計画 （全７時間）

気象とわたしたちの生活（２時間）

身近な場所の気象（２時間，本時２／２）

天気の変化（３時間）

４ 学習問題

校庭の風向・風力の測定を行い，記録しよう。
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５ 気象観測の展開例

（１）ねらい 簡易風向風力測定装置を用い，校庭の風向・風力に関心を持ち進んで測定をしている。

（関心・意欲・態度）

簡易風向風力測定装置を用い，校庭の風向・風力を測定し，記録することができる。

（観察・実験の技能）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 形態 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時までの復習をする。 一斉 ・天気予報をするためのデータの収集方法につい

・気象要素を確認する。 て確認する。

・雲量 ・気温 ・湿度 ・アメダス ・気象観測

・風力 ・風向 ・気圧等 ・気象要素の種類を確認する。

２ 学習課題を把握する。

校庭の風向・風力の測定を行い，記録しよう。

３ 簡易風向・風力測定装置の使い方 ・方位磁針の使い方，方位の確認の仕方を確認す

を確認する。 る。

・16方位の確認をする。 班 ・簡易風向風力測定装置を作成する。

・風向・風力の読み方を確認する。 ・方位板の北を，方位磁針の北に合わせる。

・1 分間の測定で多かった風向・風 ・吹き流しのたなびいた方角と風向の違いを確

力を記録する。 認する。

・記録は矢印の向きと，長さで表現

する。

４ 校庭の測定場所を確認する。 ・グループ毎に大まかな場所の指定を行う。

５ 観測を開始する。 個人 ・個人で行う。

・観測したことを記録する。 ・記録用紙を配布する。

※簡易風向風力測定装置を用い意欲的に測定して

いる。 （関心・意欲・態度）

※測定用紙に記録ができている。

（観察・実験の技能）

・記録用紙に記入させる。

６ 観測場所の観測結果をまとめる。 班 ・グループで分担された場所のデータを一枚にま

・黒板の校舎配置図に記録を，各自 とめる。記録の表し方を確認する。

記入する。

７ 観測結果から気づいたことを話し ・観測をしてみて，気づいたことを話し合う。

合う。 班 ・場所・風向・風力について規則性や，原因を考

える。

８ 観測結果を見て気づいたことを， 一斉 ・観測してみての感想を含め発表し合う。

発表し合う。

９ まとめる。

・風向は、風が吹いてくる方角で表す。

・風力、風向は、場所によって、変化する。

・風向、風力を観測することが、気象観測に役立っている。
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Ⅲ よりよい観測にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）方角の確認

・方位磁針の文字が，方位だと間違えている。

・簡易風向風力測定装置に書いてある文字が，方位だと間違えている。

〈対処法〉

・観測点に簡易風向風力測定装置を置き，方位磁針で方角を合わせる。

・方位磁針と簡易風向風力測定装置の方角を合わせる。

・方位磁針の指す向きが，北であることを理解させる。

・方位磁針が指す向きを，北の文字に合わせる。

（２）観測の仕方

・吹き流しがたなびく方角を，風向だと間違えている。

・風が吹いていく方向を，風向だと間違えている。

〈対処法〉

・簡易風向風力測定装置の吹き流しが，たなびく方角を確認する。

・吹き流しがたなびく方角から，風向を確認する。

・簡易風向風力測定装置の吹き流しが，たなびく角度で風力を確認する。

（３）風向の記録

・風向が変わるので記録できない。

・吹き流しが引っかかっているのをそのまま記録している。

〈対処法〉

・１分間程度観測し多かった風向を記録する。

・吹き流しが引っかかったまま記録しない。

（４）記録の仕方

・吹いていく風と吹いてくる風を混同して記録している。

・自分で基準を決められない場合がある。

〈対処法〉

・観測点を中心に矢印で表す。

・観測地点に吹いてくる風を矢印で記入する。

・矢印の長さ・太さ等で，風の強さを表す。

２ 経験談から

天気についての学習は生徒にとって身近な事象であるので興味・関心を示しやすい内容です。毎

日の生活で日の出，日の入りの方角は身についてる生徒は多いです。下校時刻に夕日がどちらにあ

るかなど興味を持って導入できるのではないでしょうか。

方位方角については，方位磁針の使い方，風向の決め方などよく間違えてしまう生徒がいますが，

簡易風向風力測定装置を使うと風が吹いてくる方向が風向ということがよくわかるようです。また，

個人の測定結果からグループ，クラス全体の結果にまとめ上げる時に，表現活動，言語活動にもつ

なげることができます。この単元の導入として，有効に活用できると思います。
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