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小学校(理科)                                

科学的に考える児童を育てる理科指導の一試み 

－問題を捉え，目的意識を持って観察，実験に取り組むための工夫を通して－ 

                   仙台市教育センター 

  長期研修員 川口 博史(連坊小路小) 

抄録 本研究は，小学校第６学年において，科学的に考える児童を育てる指導の在り方を探ったものであ

る。導入場面で事象提示や発問を工夫することで問題を捉えさせ，ワークシートや話合い活動を工夫する

ことで，目的意識を持って観察，実験に取り組むことができるようにした。その結果，問題解決に向けて，

生活経験や既習事項，実験結果と関係付けて考えたり，多面的に検討したりすることで，より妥当な考え

を持つ児童の姿が見られるようになった。 
 
＜キーワード＞ □科学的に考える □問題を捉える □目的意識を持つ 

     

Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

現行の小学校学習指導要領解説理科編では，科

学的な思考力や表現力の育成の重要性を示してい

る。しかし，国際数学・理科教育動向調査(ＴＩＭ

ＳＳ2015)で，結果を整理，分析した上で考察し，

説明する力に課題があると指摘された。それを受

け，平成 29 年告示の小学校学習指導要領解説理

科編では，問題を科学的に解決するために必要な

資質・能力を育成することを理科の目標として示

している。 
これまでの実践では，児童が意欲的に問題解決

に取り組むよう，事象提示や体験活動を工夫して

きた。児童は意欲的に取り組んでいたが，問題を

捉えることにはつながっていなかった。また，観

察，実験結果を基に児童が問題に対して科学的に

考えることができるように，結果を整理する場面

で結果を分かりやすく表でまとめ，考察する場面

でキーワードを提示して考察させてきた。しかし，

考察の内容を見ると，結果を基に自分の考えを表

現していないなど，問題と実験結果を関係付けて

考えていないものが多かった。児童が問題に対し

て科学的に考えられなかったのは，設定した問題

が，気付きや疑問と生活経験や既習事項を関係付

けられないものだったことにより，目的意識を持

って観察，実験に取り組んでいなかったことが原

因として考えられる。 
 そこで，本研究では，問題を捉えさせる場面で

問題につながる気付きや疑問を持たせる事象提示

を行い，事象の要因と生活経験や既習事項を関係

付けて考えさせる発問をすることで，問題を捉え

させる。また，ワークシートを工夫したり，解決

方法を考える場面で解決の方向性を考えさせる話

合い活動を取り入れたりすることで，目的意識を

持って観察，実験に取り組ませる。 
問題を捉え，目的意識を持って観察，実験に取

り組むための工夫をすることで，科学的に考える

児童を育てることができると考え，本主題を設定

した。 
２ 研究の基本的な考え方 

(１) ｢科学的に考える｣とは 

問題解決に向けて，生活経験や既習事項，実験

結果と関係付けて考えたり，多面的に検討したり

することで，より妥当な考えを持つことと捉える。 
(２) ｢問題を捉える｣とは 

 気付きや疑問に対して，生活経験や既習事項と

関係付けて考えたことを解決する問題としていく

ことと捉える。 
(３) ｢目的意識を持つ｣とは 

問題や予想を振り返り，観察，実験方法を生活

経験や既習事項と関係付けて考えたり，多面的に

検討したりすることで，観察，実験の目的や解決
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の方向性をより明確にしていくことと捉える。 
 

Ⅱ 研究のねらい 

問題を捉え，目的意識を持って観察，実験に取

り組むための工夫を通して，科学的に考える児童

を育てるための指導の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点１＞ 問題を捉えさせる工夫 

(１) 解決する問題につながる気付きや疑問を

持たせる事象提示(手立てＡ)  

 変化や違いに気付くような画像や動画の提示,

体験活動，演示実験を行う。 

(２) 気付きや疑問と生活経験や既習事項を関

係付けて考えさせる発問(手立てＢ) 

事象提示によって持った気付きや疑問と生活経

験や既習事項を関係付けて考えさせる発問をする。 
＜視点２＞ 目的意識を持って観察，実験に取り 

組ませる工夫 

(１) 問題解決の過程を振り返るワークシート

(手立てＣ) 

実験方法を考えたり，考察したりする際に，問

題や予想を振り返るワークシートを使用する。 

(２) 解決の方向性を考えさせる話合い活動(手

立てＤ)  

｢実験方法の説明｣と｢結果の見通し｣という観点

に基づいて，班で話合い活動を行う。 

 
Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

実態調査を表１のとおり実施した。 

表１ 実態調査計画 

ねらい 
理科の授業における意識及び実態を把握

し，授業実践や検証に生かす。 

対象 
仙台市立連坊小路小学校 

第６学年 １組 40 名 ２組 40 名 

方法 質問紙法による調査，レディネス調査 

内容 

問題に対して科学的に考えたり，目的意識

を持って観察，実験に取り組んだりすること

についての意識及び実態の把握 

調査日 平成 30 年６月６日(水) 

(２) 結果 

エタノールの入ったポリエチレンの袋にお湯をか

けるとどう変化するかを考えさせる調査問題と，イン

ゲンマメの発芽の条件を調べる実験を基に考えさせ

る調査問題を行い，｢事象と生活経験や既習事項を関

係付けて考えることができるか｣，｢問題の解決方法を

考えることができるか｣，｢問題に対して実験結果を根

拠にして考えることができるか｣について調査した。 

 

(３) 考察 
図１では，事象と生活経験や既習事項を関係付

けて考えることができた児童は全体の 41.3％だ

った。これは，自然の事象に対して適切な生活経

験や既習事項を関係付けていないことが原因と考

えられる。 

図２では，問題の解決方法を考えることができ

た児童は全体の 47.5％だった。これは，問題の解

決の方向性が明確でないために，既習事項と関係

付けて実験方法を考えられないことが原因と思わ

れる。 

さらに，図３では，問題に対して実験結果を根

拠にして考えている児童は全体の 65.0％で，３割

以上の児童が実験結果を根拠にしていなかった。

これは，実験の目的が明確でなく，問題と実験結

果を関係付けていないためであると考えられる。 

以上の結果から，問題を捉え，目的意識を持っ

て観察，実験に取り組ませる必要性があると考え

る。 

図１ 事象と生活経験や既習事項を関係付けることに

関する調査結果 

図２ 問題の解決方法を考えることに関する調査結果 

図３ 問題に対して実験結果を根拠に考えることに関する

調査結果 
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２ 授業実践の概要 

(１) 実践１ 

実践１を表２のとおり実施した。  

表２ 実践１指導計画 

対象 仙台市立連坊小路小学校 第６学年 １組 40 名 ２組 40 名 
実施期間 平成 30 年 ６月 18 日～ ７月３日 

単元名 植物のからだのはたらき 
次 時 ねらい 学習活動 手立て 

第
一
次 

植
物
の
水
の
通
り
道 

 

１ 

植物の体内に取り入
れた水がどこを通っ
て全体に運ばれるか
を考えることができ
る。 

・植物の体内に入った水の
行方を考え，調べる方法
を考える。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

２ 

根や茎，葉には水の
決まった通り道があ
ることを理解するこ
とができる。 

・植物を着色した水にれ
て，どこが染まるかを観
察し,水の通り道がある
ことをまとめる。   

Ｃ 

３ 

葉から，水が出てい
るかを予想し，観察，
実験の方法を考える
ことができる。 

・葉から水が出ているか,
葉が付いた植物と葉を
取った植物で調べる観
察，実験方法を考える。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

４ 

葉から水蒸気が出て
いることを理解し，
水の通り道について
まとめることができ
る。 

・ポリ袋をかぶせる実験か
ら，水は水蒸気になって
葉から出ていくことを
まとめる。 

Ｃ 

第
二
次 

日
光
と
植
物
の
養
分 

５ 

植物にとって，日光
はどのような働きを
しているのかを予想
し，調べる方法を考
えることができる。 

・植物にとって日光はどん
な働きをしているかを
考え，調べる方法を考え
る。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

６ 

７ 

葉に日光が当たると
でんぷんができるか
どうかを調べ，結果
を記録し，考察する
ことができる。 

・葉に日光が当たるとでん
ぷんができるかどうか
を調べる。 Ｃ 

８ 

葉に日光が当たると
でんぷんができるこ
とを理解することが
できる。 

・葉に日光が当たるとでん
ぷんができることをま
とめる。  

 

(２) 実践２ 

実践２を表３のとおり実施した。        

表３ 実践２指導計画 

対象 仙台市立連坊小路小学校 第６学年 １組 40 名 ２組 40 名 
実施期間 平成 30 年 10 月 29 日～11 月 30 日 

単元名 てこのはたらき 
次 時 ねらい 学習活動 手立て 

第
一
次 

て
こ
の
は
た
ら
き 

１ 

シーソーを体験し，
乗る位置によって，
手応えに違いがある
ことに気付くことが
できる。 

・身近なてこを利用した道
具としてシーソーを体
験し，乗る位置によって
手応えに違いがあるこ
とに気付く。  

Ａ 

２ 

おもりの位置や力を
加える位置を変える
と，手応えがどう変
わるか予想し，調べ
る方法を考えること
ができる。 

・おもりの位置や力を加え
る位置を変えると，手応
えがどう変わるかを予
想し，実験方法を考え
る。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 
 

３ 

おもりの位置や力を
加える位置を変える
と，手応えがどう変
わるかを調べ，結果
から考察することが
できる。 

・てこを使っておもりを持
ち上げるとき，小さな力
で持ち上げられるのは
どのようなときかを調
べ，まとめる。  

Ｃ 

 ４ 

てこを傾ける働きに
は，どのような関係
があるか予想し，調
べる方法を考えるこ
とができる。 

・てこを傾ける働きは，力
を加える位置や加える
力の大きさとどのよう
な関係があるか予想し，
調べる方法を考える。  

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

５ 

てこを傾ける働きに
は，どのような関係
があるかを実験から
導き出すことができ
る。 

・てこを傾ける働きと，力
を加える位置や力の大
きさとの関係を調べ，て
こが水平につり合うと
きの決まりについて考
える。  

Ｃ 
 
 

６ 

てこが水平につり合
うときの決まりを考
えることができる。 

・前時に得られた結果を基
に，てこが水平につり合
うときの決まりについ
て考え，まとめる。  

 

７ 
てんびんについてま
とめ，上皿てんびん
で物の重さを比べた
り量ったりすること
ができる。 

・てんびんについてまと
め，上皿てんびんで物の
重さを比べたり，量った
りする。  

 

第
三
次 

て
こ
を
利
用
し
た
道
具 

 

８ 

身の回りにある道具
について，どのよう
なてこを利用してい
るか，自分の考えを
表現する。 

・身の回りには，どのよう
なてこを利用した道具
があるかを考え，それぞ
れのてこの働きを調べ
る。  

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

９ 

身近な道具とてこの
決まりとの関係につ
いて調べ，記録する
ことができる。 

・てこにどんな種類がある
のか，身の回りにある道
具の支点，力点，作用点
の位置を調べる。 
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てこの働ききについ
て，分かったことを
まとめることができ
る。 

・てこの働きについて，学
習したことをまとめる。 

 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点１＞ 問題を捉えさせる工夫 

(１) 解決する問題につながる気付きや疑問を

持たせる事象提示(手立てＡ) 

① 内容 

変化や違いに気付くような画像や動画の提示，

体験活動，演示実験を行い，画像同士や動画の初

めと終わりなどを比較し，差異点に目を向けさせ

ることで，問題につながる気付きや疑問を持つこ

とができるようにした。 

実践１では，第３時にホウセンカを挿したメス

シリンダーに水を入れて蓋をし，４時間置いた動

画を提示し，動画の初めと終わりを比較し，差異

点に目を向けさせることで，水が減っていること

に気付くことができるようにした。また，図４の

ように４時間前と後のメスシリンダーの重さを量

った二つの画像を提示し，画像同士を比較し，差

異点に目を向けさせることで，軽くなっているこ

とに気付くことができるようにした。 

 

実践２では，第１時に図５のようなシーソーを

図４  メスシリンダーの重さを比較させる画像の提示 

４時間経過 

225ｇから 220ｇ
に減少した様子 

第
二
次 

て
こ
が
水
平
に
つ
り
合
う
と
き 
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使った体験活動を

行った。重さの違う

人同士がつり合う

ようにするため，条

件を変えて何度も

取り組ませ，条件を

変える前と後を比較し，差異点に目を向けさせる

ことで，シーソーの座る位置を変えると，重さの

手応えに違いがあることに気付くことができるよ

うにした。第２時では，図６のように，児童の力

ではおもりを持ち上げることができないてこの演

示実験を行った。｢てこは重い物を小さい力で持ち

上げる。｣という知識と比較させることで，なぜ持

ち上がらないのかという疑問を持つことができる

ようにした。 

 

② 結果 

実践１では，ホウセンカを挿したメスシリンダ

ーを４時間置いた動画を提示したときには，｢葉が

動いている。｣や｢水

滴が付いた。｣とい

った，問題につなが

らない発言が聞か

れた。改めて図７の

ように動画の初め

と終わりを比較させ

ると水が減っていることに気付く児童が見られた。

さらに，図４のように電子てんびんで重さを量っ

た二つの画像を比較させると，重さが軽くなって

いることに気付く児童が見られた。 

実践２の第１時では，図５のような体験活動で

つり合う方法を見付けることができず，座る位置

を変えて繰り返し試す姿が見られた。児童同士で，

｢もう少し前に乗って。｣や｢もう少し後ろに下がっ

てみるね。｣と条件を変えながら試すと，てこを傾

ける働きと座る位置や重さの関係に気付く発言が

聞かれるようになった。第２時では，｢てこは重い

物を小さい力で持ち上げる。｣という児童の発言か

ら，てこに対するこれまで持っている知識を全体

で確認した。その後，てこを使って物が持ち上が

らない演示実験を

すると，持ち上が

るという知識と持

ち上がらないとい

う事象を比較し，

児童から｢えっ，何

で？｣という疑問を感じる声が聞かれた(図８)。 

③ 考察 

実践１で，動画を提示したときには水が減った

ことに気付く様子が見られなかった。しかし，変

化前後の二つの事象を比較し，差異点に目を向け

させたことで，水の量や重さの変化という解決す

る問題につながる気付きを持つことができたと考

えられる。  

実践２の第１時では，初めはシーソーをつり合

わせることができなかったことから，課題解決に

向けて座る位置を変える前と後で比較し，差異点

に目を向けさせたことで，てこを傾ける働きと座

る位置や重さの関係に気付くことができたと考え

られる。また，第２時では，｢えっ，何で？｣とい

う声が児童から上がったことから，｢てこを使って

持ち上がらないという事象｣と｢てこを使って持ち

上がるはずという知識｣を比較させたことで，解決

する問題につながる疑問を持つことができたと考

えられる。 

(２) 気付きや疑問と生活経験や既習事項を関

係付けて考えさせる発問(手立てＢ) 

① 内容 

事象提示によって持った気付きや疑問の要因を

考えさせる発問をし，要因と生活経験や既習事項

を関係付けて考えさせることで，問題を捉えさせ

ようとした。 
実践１では第３時に，図４のメスシリンダーの

重さを量った二つの画像から気付いた，軽くなっ

作用点 

支点と作用点の距離が遠い 

図６ 児童の力では持ち上がらないてこを使った演示実験 

支点と力点の距離が短い 

支点 力点 

持ち上が
らないと
いう事象 

持ち上が
るという
知識 
疑 問 
なぜ持ち上がらないのか。 
図８ 疑問につながる事象提示 

比較 

図５ シーソーを使った体験活動 

水が減っている。

比較 
終わり 初め 

気付き 

図７ 気付きにつながる事象提示 

差異点 
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たという変化の要因を考えさせる発問をし，軽く

なった要因と生活経験や既習事項を関係付けて考

えさせることで，問題を捉えさせようとした。 

実践２では第２時に，てこを使って持ち上がる

はずという予想と異なり，物が持ち上がらなかっ

た要因を考えさせる発問をし，シーソーの体験活

動で得た既習事項と関係付けて考えさせることで，

問題を捉えさせようとした。 

② 結果 

実践１で，｢水は，植物のからだのどこからなく

なったのだろうか。｣という問題を捉えさせるため

に，図９のように｢重さが軽くなった。｣という気

付きに対して｢どうして？｣と軽くなった要因を考

えさせる発問をすると，減った水が植物のからだ

の中に吸収されたのではないかという考えが出さ

れた。そこで，｢何で水が植物のからだの中にある

のに軽くなるの？｣と既習事項と関係付ける発問

をすると，植物から水が出ているのかもしれない

という，解決する問題につながる考えが出された。 

 

実践２では，｢てこを使って小さい力でおもりを

持ち上げるにはどうすればよいのだろうか。｣とい

う問題を捉えさせるために，｢てこを使って持ち上

がるはずなのになぜ持ち上がらないのか。｣という

疑問に，図 10のように｢どうして持ち上がらない

と思う？｣と予想と異なる要因を考えさせる発問

をすると，作用点や力点の位置が関係していると

いう意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

さらに，｢何でそう思ったの？｣と既習事項と関

係付ける発問をすると，児童からはシーソーの体

験活動で得た既習事項と関係付けて，解決する問

題につながる考えが出された。 

③ 考察 

実践１では，図９のように｢水は植物のからだの

中に吸収された。｣という考えが，｢植物のからだ

から出ていった。｣に変わった。このことから，変

化の要因を考えさせる発問をし，さらに軽くなる

ことは物が減ることという既習事項と関係付けた

ことで，植物から水が出ているのではないかとい

う解決する問題につながる考えになり，問題を捉

えさせることができたと考えられる。 

実践２では，図 10のように｢作用点を支点に近

づけて，力点を支点から遠くすると小さい力でも

持ち上がると思う。｣という考えが，｢シーソーの

ときに，重い人が支点に近づいてやったら，軽い

人ともつり合ったから，おもりを支点に近づけれ

ばできると思う。｣という根拠を明確にした考えに

変わった。このことから，予想と異なる要因を考

えさせる発問をし，さらにシーソーの体験活動で

得た既習事項と関係付けて考えさせたことで，解

決する問題につながる考えになり，問題を捉えさ

せることができたと考えられる。 

以上のことから，手立てＡ，Ｂは，問題を捉え，

科学的に考えることに有効であったと考えられる。 

＜視点２＞ 目的意識を持って観察，実験に取り

組ませる工夫 

(１) 問題解決の過程を振り返るワークシート

(手立てＣ)  

① 内容 

 

 
Ｔ どうなりましたか。 
Ｃ１ 重さが軽くなった。 
Ｔ どうして軽くなったんだろう？ 
Ｃ２ 植物のからだの中に吸収されたから。 
Ｔ 何で水が植物のからだの中にあるのに軽くなるの？ 

（少し考える） 
Ｃ３ 植物から水が出てる…？ 

変化の要因を考

えさせる発問 

既習事項と関係
付ける発問 

解決する問題につなが

がる考え 

図９ 問題を捉える場面の児童の発言 

４時間前と後のメスシリンダーの重さを比較させる画像の提示 

図 11 問題や予想を振り返らせるワークシート 

 
 
 
 

②「考察する過程」で，矢印に

沿って問題や予想を振り返る。 
①「実験方法を考える過程」で，
矢印に沿って問題を振り返る。 

①実験方法 

問 題 

実験結果 

予 想 ②考 察 

まとめ 

 てこを使っても重い物を持ち上げられない演示実験 
 

図 10 問題を捉える場面の児童の発言 

Ｔ どうして小さい力で持ち上がらないと思う？ 
Ｃ１ 力点が支点から近いからだと思う。作用点を

支点に近づけて，力点を支点から遠くすると

小さい力でも持ち上がると思う。 
Ｔ 何でそう思ったの？ 
Ｃ２ シーソーのときに，重い人が支点に近づいて

やったら，軽い人ともつり合ったから，おも

りを支点に近づければできると思う。 

予想と異なる要因
を考えさせる発問 

既習事項と関係

付ける発問 

解決する問題に
つながる考え 
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図 11 のようなワークシートを使用し，｢①実験

方法を考える過程｣と｢②考察する過程｣の二つの

過程で問題や予想を振り返ることで，児童が目的

意識を持って観察，実験に取り組むことができる

ようにした。 
｢①実験方法を考える過程｣では問題を振り返り，

問題と実験方法を関係付けて考えることで実験の

目的や解決の方向性が明確になるようにした。 

｢②考察する過程｣では，問題を振り返り，問題

と実験結果を関係付けて考えさせることで実験の

目的を明確にし，問題に対して科学的に考えるこ

とができるようにした。また，予想を振り返り，

予想と実験結果を関係付けて多面的に考えること

で，一致したときは予想を確認したことになり，

一致しないときはその原因を検討することで,よ

り妥当な考えを持つことができるようにした。 

② 結果 

実践１の第５時では，実験方法を考える過程で，

｢植物の葉は日光が当たるとでんぷんができるの

だろうか。｣という問題を振り返り，図 12 のよう

に，実験の目的を明確にして問題の解決につなが

る実験方法を考える児童が見られた。 

 

第６時では考察する過程で第５時の問題を振り

返り，図 13 のように実験結果を根拠にして自分

の考えを表現することができた。 

 

また,図14のように予想を振り返って再検討した

ことで，自分の考えを見直す姿が見られた。

 

実践２では，図15のように第３時で問題と考察の

内容が一致しなかった児童が，第９時で実験結果を

問題と関係付けて考えることができるようになった。 

③ 

考察 

図 12 のように問題を意識しながら，具体的な

実験方法が表現されていることから，問題を振り

返って問題と実験方法を関係付けることで，実験

の目的や解決の方向性が明確になったと考えられ

る。また，図 13のように，実験結果を根拠にした

考えを表現していることから，問題を振り返って

問題と実験結果を関係付けることで，実験の目的

を明確にし，根拠をより明確にして自分の考えを

持つことができたと考えられる。また，図 14のよ

うに，問題に対して予想と異なる考えに見直され

たことから，予想を振り返って予想と実験結果を

関係付けて多面的に検討したことで, より妥当な

考えを持つことができたと考えられる。 

また図 15 では，第３時で実験の目的が明確で

なく，問題と実験結果を関係付けることができな

かった児童が第９時でできるようになった。この

問題を意識し，解決の方向性が明確な様子 

実験の目的が明確な様子 

図 12  第５時の実験方法の記述 

図 13 第６時の考察の記述 

 

実験結果を根拠にしている様子 

問題に対する自分の考え 

予想を振り返っている様子 
 

図 14 再検討し，自分の考えを見直した第６時の考察の記述 

 
 
 
自分の考えを見直した様子 

図 15 実験の目的が明確になった児童の考察の変容 

第３時 
問

題 

 
考

察 

 
 

第９時 
問

題 ピンセットはてこを使った道具なのだろうか。 
 
考

察 

 

実験の目的が 
明確な様子 

実験結果を問題と関係付けている様子 

実験の目的が 
明確でない様子 

実験結果を問題と関係付けていない様子 
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ことから繰り返し問題や予想を振り返ることで，

実験の目的を確認し，問題と実験結果を関係付け

ることで，結果を根拠として自分の考えを表現す

ることができるようになったと考えられる。 

(２) 解決の方向性を考えさせる話合い活動(手

立てＤ) 

① 内容 

個人で実験方法を考えた後で，｢実験方法の説

明｣と｢結果の見通し｣という観点の座標軸を使っ

て班で話し合わせた。観点の内容と既習事項を関

係付けて検討させることで，解決の方向性がより

明確になり，目的意識を持って観察，実験に取り

組むことができるようにした。 

実践２では，個人で考

えた実験方法を付箋紙

に書かせ，図16の｢方法

を説明できるか｣と｢結

果を説明できるか｣とい

う観点の座標軸の対応

するところに貼らせた。一人一人に観点の内容を既

習事項と関係付けて説明させ，班で検討させること

で，解決の方向性が明確になるようにした。 

② 結果 

 

実践２の第２時では，図 17のように児童同士 

が貼った付箋紙の位置について観点の内容に沿っ

て説明していた。一人の児童が説明できなくなる

と，他の児童が条件制御を使った方法を教えたり，

シーソーの体験活動から分かったことを基にして

結果の見通しを話し合ったりしていた。 

また，図 18のように，班で検討した後に自分の

考えた方法に加筆，修正していくことでより問題

の解決につながる方法にしていく姿も見られた。 

 
その後の実験では，｢遠くにした方が軽くなるは

ずだ。｣と話し合ったり｢支点に近づけるほど楽に

持ち上がるよね。｣と確認したりする姿が見られた。 

③ 考察 

話合い活動で，条件制御やシーソーの体験から

得た既習事項と関係付けて検討し，図 18 のよう

に他の児童の意見を書き加えることで，より問題

の解決につながる実験方法になった。このことか

ら，観点の内容と体験活動や既習事項を関係付け

たり，条件制御や量的な変化のように多面的に検

討したりすることで，解決の方向性が明確になり，

より妥当な考えを持つことができたと考えられる。

さらに，実験中の児童の発言から，目的意識を持

って実験に取り組むことで，問題や予想と実験結

果を関係付けて考えることができたと考えられる。

これらのことから，手立てＣ，Ｄは，目的意識を

持って観察，実験に取り組み，科学的に考えるこ

とに有効であったと考えられる。 

４ 事後調査 

実践２終了後，実態調査と同様の調査を行った。 

 (１) 調査の内容及び結果 

 

 

 

 

 

「小さい力でおもりを持ち上げるにはどうすればよいのだ
ろうか」の解決方法を考える話し合い活動 

Ｃ１：力点の位置を変えれば持ち上がると思うんだけど，どん

な実験をすればって言われるとうまく言えない…。 
Ｃ２：私もそう思う。力点を遠くにすれば持てるんじゃない。

シーソーのときに軽い人が端に座ったらつり合ったか

ら。          (体験活動と関係付けている発言） 
Ｃ３：力点を変えるときは，作用点を同じにしないとだめなん

じゃない？調べる条件だけ変えないと調べられないよ。 
            (既習事項と関係付けている発言） 
Ｃ２：そうだった。じゃあ，支点も同じにしないとだめだ。赤，

青，黄色で押す場所を少しずつ遠くしてって，持ち上が

ったら成功だ。      (結果の見通しを考えた発言) 
Ｃ４：じゃあ，結果は，力点を遠くにしたら楽に持ち上げられ

るってこと？      (結果の見通しを考えた発言) 
Ｃ３：うん。それでいいんじゃない？あと，作用点を変えるや

り方も入れなくちゃ。 

図 17 観点に基づいた話合い活動の様子 

図 18 より問題の解決につながる実験方法に変容した様子 

作用点を支点に近づけ，持ち

上げる。 
(他の条件は同じにして，だ

んだんと近づけながら) 

力点を支点から遠ざけ，持ち

上げる。 
(他の条件は同じにして，だ

んだんと遠ざけながら) 

 

図 19 事象と生活経験や既習事項を関係付けることに関する
変容 

＋14人 

図 16 話合いで使用した座標軸 

図 20 問題の解決方法を考えることに関する変容 

＋19人 
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(２) 考察 

図 19 では，事象と生活経験や既習事項を関係

付けて考えることができるようになった児童が

14人増加した。これは，児童が要因と既習事項を

関係付けて考えてきたことで,自然の事象に対し

ても，生活経験や既習事項と関係付けて考えるこ

とができるようになってきたからであると考えら

れる。 

図 20 では，問題の解決方法を考えることがで

きるようになった児童が 19人，図 21では，問題

に対して実験結果を根拠にして自分の考えを表現

することができるようになった児童が 15 人増え

た。これは，児童が実験方法を考えて班で話し合

ったり，考察する際に，問題や予想を振り返った

りしたことで実験の目的や解決の方向性が明確に

なり，既習事項や実験結果と関係付けることがで

きるようになってきたからであると考えられる。 

図 22 では,事後の調査問題で,複数の実験結果

を基にして自分の考えを表現している。これは,実

験結果を基に予想を振り返って再検討したり，実

験方法を複数の側面から考えたりと多面的に検討

することができるようになってきたからであると

考えられる。 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点１＞ 問題を捉えさせる工夫 

児童が問題を捉えることができるように，単元や

授業の導入で，変化や違いに気付くような画像や動

画の提示，体験活動，演示実験を行い，問題につな

がる気付きや疑問を持たせ，要因と生活経験や既習

事項を関係付けて考えさせた。その結果，児童は事

象同士や知識と事象を比較し，差異点を見付けるこ

とで気付きや疑問を持つことができるようになり，

事象の変化の要因や予想と異なる結果になった要

因を生活経験や既習事項と関係付けることで，科学

的に考える姿が見られるようになった。 

＜視点２＞ 目的意識を持って観察，実験に取り

組ませる工夫 

児童が目的意識を持って問題解決に取り組むこ

とができるように，ワークシートを使って問題解

決の二つの過程で，問題や予想を振り返ったり，

解決の方向性を班で話し合わせたりした。その結

果，児童は問題の解決方法を既習事項と関係付け

て考えたり，班で検討したりすることで，問題の

解決につながる方法を考える姿が見られるように

なった。また，目的意識を持って観察，実験に取

り組むことで，実験結果と問題を関係付けて科学

的に考える姿が見られるようになった。 

２ 今後の課題 

本研究では，科学的に考える児童を育てるため

に，問題を捉えさせ，目的意識を持って観察，実

験に取り組ませる学習活動を行ってきた。今後は，

さらに目的意識を明確にして観察，実験に取り組

むことができるように，ワークシートを工夫して

実験の目的や解決の方向性をより明確にすること

ができるようしていきたい。また，自然の事象に

対してより科学的に考える児童を育てるために，

話合い活動を工夫し，児童同士がより多面的に検

討するようにしていきたい。 

＜参考文献＞ 

・文部科学省『小学校学習指導要領解説 理科編』，2009 東洋館

出版社 
・文部科学省『小学校学習指導要領解説 理科編』，2018 東洋館

図 21 問題に対して実験結果を根拠に考えることに 

関する変容 

＋15人 

 

 

図 22 多面的に考えている様子が分かる調査結果の変容 

インゲンマメの発芽の条件を調べる実験を基
に考えさせる調査問題に対する児童の解答 

＋15人 
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出版社  

第６学年理科学習指導案 

 

日 時：平成 30 年 10 月 29 日(月)～11 月 30 日(金) 

場 所：仙台市立連坊小路小学校 教室 

指導者：仙台市教育センター 

長期研修員  川口 博史 

１ 単元名 ｢てこのはたらき｣  
 

２ 単元の目標 

てこの仕組みに興味を持ち，おもりを持ち上げて手応えの大きさを調べ，てこを傾ける働

きは，作用点の位置や力点の位置によって変わることを捉えることができるようにする。ま

た，実験用てこで，てこが水平につり合うときの左右のおもりの重さと支点からの距離を調

べ，てこが水平につり合うときの決まりを発見するとともに，てこを利用した道具の仕組み

や使い方を考え，身の回りの様々な道具でてこが利用されていることを捉えることができる

ようにする。  
 
３ 単元の評価規準 

【自然事象への関心・意欲・態度】  
① てこやてこの働きを利用した道具に興味を持ち，進んでてこの仕組みやてこを傾ける働

きについて調べようとしている。 

② てこが水平につり合うときの決まりに興味を持ち，進んで決まりを調べようとしている。 

③ てんびんの仕組みに興味を持ち，進んでてんびんを使って物の重さを調べようとしてい

る。 

【科学的な思考・表現】 

① てこを使って小さい力で物を持ち上げるには，作用点の位置や力点の位置をどうしたら

よいかを予想し，自分の考えを表現している。 

② てこが水平につり合うときの決まりを，予想や実験結果と照らし合わせて，自分の考え

を表現している。 

③ 身の回りにある道具について，どのようなてこを利用しているかを考え，表現している。 

【観察・実験の技能】 

① 作用点の位置や力点の位置を変えて，てこを傾ける働きの変化を調べ，記録している。 

② 実験用てこを使い，てこが水平になるときの左右のおもりの重さと位置について，定量

的に調べ，記録している。 

③ 身近な道具とてこの決まりとの関係について調べ，記録している。 

【自然現象についての知識・理解】  
① 作用点の位置や力点の位置を変えると，てこを傾ける働きが変わることを理解している。 

② てこが水平につり合うときの決まりは，力の大きさ(おもりの重さ)と支点からの距離(お

もりの位置)の積で表すことができることを理解している。 

③ 水平につり合った棒の支点から等距離に物をつるして，棒が水平になるとき，物の重さ

は等しいことを理解している。  
④ 身の回りには，てこの規則性を利用した道具があることを理解している。  

 

４ 単元について 

(１)  教材観 

本単元は，学習指導要領における内容｢Ａ 物質・エネルギー(３)てこの規則性｣を受け
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て設定されており，てこを使い，力の加わる位置や大きさを変えて，てこの仕組みや働き

を調べ，てこの規則性についての考えを持つことができるようにすることをねらいとして

いる。 

本内容は，第５学年｢Ａ(２)振り子の運動｣の学習を踏まえて，｢エネルギー｣についての

基本的な見方や概念を柱とした内容のうちの｢エネルギーの見方｣に関わるものであり，中

学校第１分野｢(５)イ 力学的エネルギー｣の学習につながるものである。 

本単元では，てこを使って物を持ち上げるときには力を加える位置や力の大きさを変え

るとてこを傾ける働きが変わり，てこがつり合うときにはそれらの間に規則性があること

や，てこの規則性を利用した道具があることを学習する。児童はてこを使って物を動かし，

力を加える位置や大きさを変えると手応えが変わることを体感する。力を加える位置や大

きさの条件を制御しながら調べることで，てこを傾ける働きには規則性があることを捉え

させることができる。しかし，手応えを客観性のある形で伝えるために力を重さの形に変

換する工夫が必要となる。そこで，実験用てこを使い，力を加える位置や大きさを数値化

し，多面的に調べていく活動を通して，児童はてこを傾ける働きの大きさやてこがつり合

うときの規則性を見いだしていく。さらに，身の回りの様々な道具について，道具の仕組

みや働きをてこの規則性と関係付けて多面的に調べていくことで，我々の生活の中にてこ

の規則性が利用されていることを捉え，理科の有用性を感じることができる単元である。 
(２) 児童観 

(省略) 

(３) 指導観 

本単元では，てこのはたらきを追求する活動の中で，問題を捉えたり，実験の目的や解

決の方向性を明確にし，目的意識を持って問題解決に継続して取り組んだりすることで，

科学的に考える児童を育てることができるよう，以下のように手立てを講じていく。  
第一次では，作用点や力点の位置が変わることで手応えが変わることに気付かせ，その

後の問題に対する自分の考えの根拠とすることができるように，１時間目にシーソーを使

った体験活動に取り組ませる。重さの異なる人同士が座る位置を自由に変えて何度も体験

することで，座る位置が変わると手応えが変わることを実感させる。その後，てこを使っ

ても重い物を持ち上げることができない演示実験を行い，その要因を考えさせることで，

問題を捉えることができるようにする。問題の解決方法を考える場面では，一人一人が自

ら問題や予想を振り返ることで問題解決の目的を確認し，目的意識を持って実験に取り組

むことができるようにする。また，個人で考えた実験方法を班で検討する活動に取り組ま

せる。｢実験の方法を説明できるか(既習事項との関連)｣と，｢実験の結果を説明できるか

(結果の見通し)｣という二つの観点を基に班で検討し，条件制御を意識させることで，児

童一人一人が解決の方向性を明確にすることができるようにする。実験をする場面では，

支点からの距離を段階的に遠ざけたり近づけたりして手応えを感じさせていくことで量

的，関係的な見方を働かせ，問題に対して科学的に考えることができるようにしたい。  
第二次では，実験用てこを使って実験に取り組ませる。初めに，てこは傾ける働きが大

きい方に傾くことと，てこを傾ける働きが等しいときにつり合うことを，演示実験や画像

を通して確かめることができるようにする。その後，重さの異なる人同士がつり合ってい

るシーソーの画像を提示し，てこは傾ける働きが大きい方に傾くという知識と比較させる

ことで疑問を持たせる。次に，発問によって，児童にてこを傾ける働きは力の大きさだけ

でなく，支点からの距離が関係しているのではないかという考えを持たせ，問題を捉える

ことができるようにする。個人で考えた実験方法を班で検討する際は，｢実験の方法を説

明できるか(既習事項との関連)｣，｢実験の結果を説明できるか(結果の見通し)｣という二

つの観点を基に検討させることで，児童一人一人が解決の方向性を明確にすることができ

るようにする。実験をする場面では，てこを傾ける働きは数字で表すことで調べやすくな
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ることに気付かせ，実験用てこの必要性を感じることができるようにする。班ごとにおも

りの重さと位置の条件を変えて実験させ，実験結果をまとめる際には，それぞれの結果を

表にして黒板に貼らせる。複数の実験結果を基にして多面的に検討させることで，支点か

らの距離と力の大きさが反比例するという関係や，てこを傾ける働きが，｢支点からの距

離×力の大きさ｣で表すことができることに気付くことができるようにする。  
第三次では，初めに自分の手でくぎを抜いたり校庭にある銀杏の種子を割ったりするこ

とができるかを体験させる。次に，くぎ抜きや銀杏割り器といった道具を使って小さい力

でくぎを抜いたり銀杏を割ったりさせ，その要因を考えさせることでこれらの道具がてこ

を利用した道具なのではないかという疑問を持たせ，問題を捉えることができるようにす

る。てこを利用した道具の支点，力点，作用点を見付けてシールを貼らせたり，てこの決

まりが当てはまるかを検証させたりと多面的に調べていく中で，小さい力で大きい力を生

み出していることを実感させたい。第一種のてこであるくぎ抜きと第二種のてこである銀

杏割り器の支点，力点，作用点を調べさせることで，それぞれの位置関係に違いがあるこ

とに気付かせ，そこから，てこには様々な種類のものがあることを捉えることができるよ

うにする。道具によって三点の位置関係に違いがあることを意識しながら調べることで，

本単元で学習したてこの決まりを身近な道具に当てはめて考えることができるようにす

る。それにより，てこが生活に役立っていることに気付き，理科の有用性を実感すること

ができるようにする。  
 
５ 研究との関わり 

 (１) 研究主題 

 
(２) 研究のねらい 

    問題を捉え，目的意識を持って観察，実験に取り組むための工夫を通して，科学的に考

える児童を育てるための指導の在り方を探る。 
＜視点１＞ 問題を捉えさせる工夫 

① 解決する問題につながる気付きや疑問を持たせる体験活動や事象提示(手立てＡ) 

変化や違いに気付くような体験活動や演示実験，画像提示を行い，条件を変える前と

後の体験活動，これまで持っていた知識と演示実験や画像による事象を比較し，差異点

に目を向けさせることで，問題につながる気付きや疑問を持つことができるようにする。

体験活動では，シーソーを使って，重さの異なる人同士がつり合うようにするため，座

る位置の条件を変えて取り組ませる体験活動を行う。演示実験では，てこの支点と力点

の距離を近づけることで，児童の力ではおもりを持ち上げることができない演示実験や，

素手と道具を使ってくぎを抜いたり銀杏を割ったりする演示実験を行う。画像提示では，

重さの異なる二人がシーソーでつり合っている画像を提示する。  
② 気付きや疑問と生活経験や既習事項を関係付けて考えさせる発問(手立てＢ) 

       体験活動や演示実験，画像提示によって持った気付きや疑問と生活経験や既習事項を

関係付けて考えさせるための発問をする。気付きや疑問に対して｢どうしてそうなった

と思うのか｣と事象が起こった要因を考えさせる発問をする。その後，児童の考えに対

して，｢なぜそう思ったのか｣と生活経験や既習事項と関係付ける発問をすることで，問

題を捉えることができるようにする。  
＜視点２＞ 目的意識を持って観察，実験に取り組ませる工夫 

① 問題解決の過程を振り返るワークシート(手立てＣ) 

科学的に考える児童を育てる理科指導の一試み 
－問題を捉え，目的意識を持って観察，実験に取り組むための工夫を通して－  
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｢①実験方法を考える過程｣と｢②考察する過程｣の二つの過程で問題や予想を振り返

ることで，児童が目的意識を持って観察，実験に取り組むことができるようにする。｢①

実験方法を考える過程｣では問題を振り返り，問題と実験方法を関係付けて考えること

で，実験の目的や解決の方向性が明確になるよう

にする。｢②考察する過程｣では，問題を振り返り，

問題と実験結果を関係付けて考えることで実験

の目的を明確にし，問題に対して科学的に考える

ことができるようにする。また，予想を振り返り，

予想と実験結果を関係付けて多面的に考えるこ

とで，一致したときは予想を確認したことにな

り，一致しないときはその原因を検討すること

で,より妥当な考えを持つことができるようにす

る。 

② 解決の方向性を考えさせる話合い活動(手立てＤ) 

問題の解決の方向性を明確にさせるために座標軸    
を使った話合い活動を行う。個人で考えた実験方法を

付箋紙に書かせ，｢実験の方法を説明できるか｣，｢実

験の結果を説明できるか｣という観点の座標軸の対応

するところに貼らせる。一人一人に観点の内容を既習

事項と関係付けて説明させ，班で検討することで，解

決の方向性が明確になるようにする。  
 
６ 単元の指導計画(10 時間扱い) 

時 主な学習活動 主な評価の観点 
研究の

手立て 

第１次 てこのはたらき(３時間)  

１ 

・身近なてこを利用した道具としてシ

ーソーを体験し，座る位置によって

手応えに違いがあることに気付く。 

関①てこやてこの働きを利用した道具に

興味を持ち，進んでてこの仕組みや

てこを傾ける働きについて調べよう

としている。 

Ａ 

２ 

・おもりの位置や力を加える位置を変

えると，手応えがどう変わるかを予

想し，確かめるための方法を考える。 

思①てこを使って小さい力で物を持ち上

げるには，作用点の位置や力点の位

置をどうしたらよいかを予想し，自

分の考えを表現している。 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

３ 

・てこを使っておもりを持ち上げると

き，小さい力で持ち上げることがで

きるのはどのようなときかを調べ，

まとめる。 

技①作用点の位置や力点の位置を変え

て，てこを傾ける働きの変化を調べ，

記録している。 

知①作用点の位置や力点の位置を変える

と，てこを傾ける働きが変わること

を理解している。 

Ｃ 

第２次 てこが水平につり合うとき(４時間)  

４ 

 

・てこを傾ける働きは，力を加える位置

や力の大きさとどのような関係があ

るかを予想し，調べる方法を考える。 

関②てこが水平につり合うときの決まり

に興味を持ち，進んで決まりを調べ

ようとしている。 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

図１ 問題や予想を振り返らせるワークシート 

①実験方法 

問 題  

実験結果  

予 想  ②考 察 

まとめ  

図２ 話合いで使用する座標軸を示した 

シート 
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５ 

・てこを傾ける働きと，力を加える位置

や大きさとの関係を調べ，てこが水

平につり合うときの決まりについて

考える。 

技②実験用てこを使い，てこが水平にな

るときの左右のおもりの重さと位置

について定量的に調べ，記録してい

る。 

思②てこが水平につり合うときの決まり

を，予想や実験結果と照らし合わせ

て，自分の考えを表現している。 

Ｃ 

６ 

・てこを傾ける働きと，力を加える位置

や大きさとの関係や，てこが水平に

つり合うときの決まりについてまと

める。 

・てんびんについて知り，上皿てんびん

を使って，物の重さを量る。 

知②てこが水平につり合うときの決まり

は，力の大きさ(おもりの重さ)と支

点からの距離(おもりの位置)の積で

表すことができることを理解してい

る。 

関③てんびんの仕組みに興味を持ち，進

んでてんびんを使って物の重さを調

べようとしている。 

 

 

 

 

７ 

・手作りのてんびんを利用したはかり

でも，物の重さを量ることができる

ことを確かめ，てんびんについてま

とめる。 

知③水平につり合った棒の支点から等距

離に物をつるして，棒が水平になる

とき，物の重さは等しいことを理解

している。 

 

 

 

 

第３次 てこを利用した道具(３時間)  

８ 

・身の回りには，どのようなてこを利用

した道具があるかを調べ，自分の考

えを表現する。 

思③身の回りにある道具について，どの

ようなてこを利用しているかを考

え，表現している。 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

９ 

・身の回りにある道具の支点，力点，

作用点の位置を調べ，てこにどんな

種類があるのかをまとめる。 

技③身近な道具とてこの決まりとの関係

について調べ，記録している。 

 

 

10 

・身の回りの道具をてこの種類によっ

て仲間分けし，てこの働きについて

まとめる。 

知④身の回りには，てこの規則性を利用

した道具があることを理解してい

る。 
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７ 本時の指導 

第１時(１／10) 

 (１) 本時のねらい 

  てこやてこの働きを利用した道具に興味を持ち，進んでてこの仕組みやてこを傾ける

働きについて調べようとする。                 【関心・意欲・態度①】 

(２)  本時の指導に当たって 

研究の視点と関連し，次の手立てを講じる。  
・解決する問題につながる気付きや疑問を持たせる体験活動や事象提示(手立てＡ) 

シーソーで重さの異なる人同士がつり合うようにするため，座る位置の条件を変えて

何度も体験させる。条件を変える前と後を比較し，差異点に目を向けさせることで，シ

ーソーの座る位置を変えると重さの手応えに違いがあることに気付くことができるよ

うにする。 

 (３) 準備物 

   簡易シーソー５台，ワークシート  
 (４) 本時の指導過程(１／10) 

時

間 

主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 

 

 

５ 

分 

 

１ 本時の活動を知る。 
・シーソーを使って続けて楽しむため

の方法を見付けるのか。 
・先生とシーソーに乗っても続けて楽

しむにはどうすればよいのだろう。  
２ 問題を捉える。  

みんながシーソーを続けて楽しむた

めには，どうしたらよいのだろうか。  
 

・実際に教師とシーソーを体験し，重さの違

いがあると，片方に傾いたままで続けて

楽しめないことを実感させる。 

・｢教師が参加しても続けて楽しめるよう

に｣と投げ掛けることで，重さの異なる人

同士でも続けて楽しむためにはどうした

らよいかを考えさせる。 

展

開 

 

 

25

分 

 

３ ルールを確認する。 
①一班８人で行う。  
②シーソーは左右一人ずつゆっくり乗

り降りする。他の人は近づかない。  
③クッションマットのある人が初めに

シーソーに乗り，最後に降りる。  
④全員が何度も遊べるように順番を守

って行う。  
４ 体験活動をする。  

・体重の違う人とやると，シーソーに

ならない。  
・重い人とシーソーをすると，全然動

かないけど，前の方に座ると軽くな

って二人で遊べる。  
・座りながら，体を前にしたり後ろに

したりすると，重さが変わる。  
・体重の違う人とも，座る場所を工夫

すると続けて楽しめる。 
 
 

・児童が自由に思考しながら体験すること

ができるように，安全面での基本的なル

ールのみを確認する。 

・安全に体験活動を行うことができるよう

に，勢いよく押すこと，急に乗ったり降り

たりすることはしないように確認する。 

 

 

 

※てこやてこの働きを利用した道具に興味

を持ち，進んでてこの仕組みやてこを傾

ける働きについて調べようとしている。

●シーソーで重さの異なる人同士がつり

合うようにするため，座る位置の条件

を変えて何度も体験させる。条件を変

える前と後を比較し，差異点に目を向

けさせることで，シーソーの座る位置

を変えると重さの手応えに違いがある

ことに気付くことができるようにす

る。(手立てＡ) 



7 
 

 
５ 気付いたことを全体で共有する。  

・二人の体重が違って動かなかったの

で，重い人が前の方に移動したら動

くようになった。  
・乗りながら体重を前に掛けると上が

って，後ろに掛けると下がった。  
・お互いが真ん中の方に座ると，体重

が違ってもシーソーが続く。  
６ 再度体験活動を行う。  

・確かに，座る人の場所が変わると手

応えが変わる。  

【関心・意欲・態度】(観察・発言) 
・座る位置が変わることで，手応えが変わる

ことを全ての児童に体験させるために，

既に体験した児童に全体の場で発言させ

る。 

 
 
 
 
・共有したことを体験して確かめたり，体験

していないことに挑戦したりするため

に，再度体験活動の時間を設定する。 

終

末 

 

 

15

分 

７ 本時を振り返る。 

○どうすれば，みんなが続けてシーソ

ーを楽しむことができましたか。分

かったことを書きましょう。  

・重さの違う人たちでも，座る位置に

よって重さを調節することができて

楽しめることが分かった。 

・座る位置を前や後ろにするだけで，

重さが変わることが分かった。 

８ てこについて知る。 

・棒とおもりと支えを使ってもできる

んだ。 

・作用点，支点，力点と言うんだ。 

 

・全ての児童が，座る位置を変えることで重

くなったり軽くなったりすることを捉え

ることができるように，振り返った内容

を全体で確認する。 

 

 

 

 

 

・てこについて名称や仕組みを確認するこ

とで，シーソーとてことを関係付けて考

えさせる。また，てこは重い物を持ち上げ

るときに使うことを確認することで，次

時の問題につながるようにする。 

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると判断
される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児
童への手立て 

関心 
・ 

意欲 
・ 

態度 

てこやてこの働きを利用

した道具に興味を持ち，進

んでてこの仕組みやてこを

傾ける働きについて調べよ

うとしている。 

てこやてこの働きを利用

した道具に興味を持ち，進

んで力点や作用点と手応え

を関係付けて調べようとし

ている。 

座る位置を支点から最も

近いときと遠いときを比較

させて手応えの違いに気付

かせ，意欲を高めることがで

きるように声掛けをする。 

(６) 板書計画 

 

問題                  まとめ  
みんながシーソーを続けて楽しむた

めには，どうしたらよいのだろうか。 
実験で気を付けること  
①一班８人で行う。           
②シーソーは左右一人ずつゆっくり   

乗り降りする。他の人は近づかない。  
③クッションマットのある人が初めにシー  

ソーに乗り，最後に降りる。  
④全員が何度も遊べるように順番を守って  

行う。  
 

・重さの違う人たちでも座る位置によ

って重さを調節することができる。 

・座る位置を前にしたり後ろにしたり

するだけで，重さが変わる。  

・シーソーで二人の体重が違って動かなかったので，
重い人が前の方に移動したら動くようになった。  

・乗りながら体重を前にかけると上がって後ろにか
けると下がった。  

・お互いが真ん中の方に座ると体重が違っても，シー
ソーが続く。  

気付いたこと  
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第２時(２／10) 

(１) 本時のねらい 

てこを使って小さい力で物を持ち上げるには，作用点の位置や力点の位置をどうした

らよいかを予想し，自分の考えを表現する。             【思考・表現①】  
(２)  本時の指導に当たって 

研究の視点と関連し，次の手立てを講じる。  
   ・解決する問題につながる気付きや疑問を持たせる体験活動や事象提示(手立てＡ) 

てこの支点と力点の距離を近づけることで，児童の力ではおもりを持ち上げることが

できない演示実験を行い，｢てこは重いものを小さい力で持ち上げる｣という知識と比較

させることで，疑問を持つことができるようにする。  
・気付きや疑問と生活経験や既習事項を関係付けて考えさせる発問(手立てＢ) 

てこを使ってもおもりが持ち上がらない要因を考えさせる発問をし，シーソーの体験

活動で得た既習事項と関係付けて考えさせることで問題を捉えることができるように

する。  
   ・問題解決の過程を振り返るワークシート(手立てＣ) 
      ｢実験方法を考える過程｣で問題を振り返り，問題と実験方法を関係付けて考えること

で実験の目的や解決の方向性が明確になるようにする。 

・解決の方向性を考えさせる話合い活動(手立てＤ) 

個人で考えた実験方法を付箋紙に書かせ，｢実験の方法を説明できるか｣，｢実験の結

果を説明できるか｣という観点の座標軸に貼らせる。一人一人に観点の内容を既習事項

と関係付けて説明させ，班で検討することで，解決の方向性が明確になるようにする。 

(３) 準備物 

簡易シーソー１台，座標軸を示したシート 10 枚，付箋紙，ワークシート  
(４) 本時の指導過程(２／10) 

時

間 

主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
 
 

７

分 

１ 演示実験を行う。  
・おもりが持ち上がらない。  
・てこを使っているから持ち上がるは

ず。  
・なんで持ち上がらないのだろう。  

 
 
 
２ 問題を捉える。  

○どうして小さい力で持ち上げること

ができないのですか。  
・おもりが遠いからだと思う。近づけれ

ば持ち上げられるのではないかな。  
・押す位置を変えてみるといいと思う。

遠くにしたら持ち上げられないかな。 
○なぜそう思ったのですか。  
・シーソーをしたときに，重い人が支点

に近づいたら軽い人ともつり合った

から。  

 

 
・補助黒板に掲示しているてこの定義と比

較させることで，問題を捉えることがで

きるようにする。  

●てこを使ってもおもりが持ち上がらな

い要因を考えさせる発問をし，シーソ

ーの体験活動で得た既習事項と関係付

けて考えさせることで問題を捉えるこ

とができるようにする。(手立てＢ) 
 

●てこの支点と力点の距離を近づけるこ

とで，児童の力ではおもりを持ち上げ

ることができない演示実験を行い，｢て

こは重いものを小さい力で持ち上げ

る｣という知識と比較させることで，疑

問を持つことができるようにする。(手

立てＡ) 
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展

開 
 
 

28

分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

３ 予想する。  
・作用点を近付けると小さい力で持ち上

げることができると思う。なぜなら，

前の時間に重い人が前に近づいたら

軽くなったから。  
・力点を遠くして作用点を近付けると小

さい力で持ち上げることができる。シ

ーソーを使って，重い人と軽い人がつ

り合うのに重い人が前に行って，軽い

人が後ろに行ったから。 
 
 
 
４ 実験方法を考える。 

・力点と支点を遠くにして，手応えを調

べる。  
・作用点を支点に近付けて軽くなるか確

かめる。  
・力点を支点から遠ざけて，作用点と支

点を近付けて手応えを確かめる。  
５ 班で検討する。  

・力点を支点から遠くにするだけだとそ

れで小さい力で持ち上げた証明には

ならないから，力点を支点に近付けた

ときと手応えを比べないといけない

と思う。  
・力点を遠くしたり近くしたりするとき

は，他の条件を変えないようにしない

と正確に調べることができない。  
・力点を遠くしていって，一番遠いとき

に一番小さい力で持ち上げられるは

ず。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※てこを使って小さい力で物を持ち上げる

には，作用点の位置や力点の位置をどう

したらよいかを予想し，自分の考えを表

現している。【思考・表現】(発言・ワー

クシート) 

・予想や理由が書けない児童には，シーソー

で重さの異なる人同士が続けて楽しむた

めにどんなことをしたかを振り返らせ

る。  
・支点からの距離を意識させるために，｢作

用点を近付ける｣や｢力点を遠くにする｣

という発言に対し，｢何と？｣や｢何か

ら？｣と問い掛ける。  

 
 

 

 

・座標軸を示したシートを使った検討の方

法を児童が理解することができるよう

に，話合いの進め方を一つずつ確認しな

がら取り組ませる。 

・自由に児童の考えを交流させられるよう

に，一人ずつ説明した後は，質問や意見を

自由に話をさせる。  
・付箋紙は，実験に対する見通しをどの程度

持つことができているかを視覚化したも

のとして扱う。班で検討した方法で問題

を解決できると考えた場合は，付箋紙を，

座標軸を示したシートにある｢解決でき

る！｣の中に移動させて全員が解決の方

向性を捉えることができるようにする。  

てこを使って小さい力でおもりを持ち

上げるには，どうすればよいのだろうか。

●個人で考えた実験方法を付箋紙に書か

せ，｢実験の方法を説明できるか｣，｢実

験の結果を説明できるか｣という観点

の座標軸に貼らせる。一人一人に観点

の内容を既習事項と関係付けて説明さ

せ，班で検討することで，解決の方向性

が明確になるようにする。(手立てＤ) 

●｢実験方法を考える過程｣で問題を振り

返り，問題と実験方法を関係付けて考

えることで実験の目的や解決の方向性

が明確になるようにする。(手立てＣ) 
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終

末 

 

 

10

分 

６ 全体で確認し，学級の方法を決定す

る。  
・｢支点と作用点は変えないで，力点の位

置だけ変えて手応えを調べる｣が一番

いいと思う。遠いときと近いときを比

べているので証明することができる

と思う。  
・｢作用点と支点の距離を変えて，遠いと

きと近いときの手応えの違いを比べ

る｣がいいと思う。  

・全ての班の実験方法を確認し，比較する

ことができるように，全員を前に集め，

検討させる。  

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると判断
される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児
童への手立て 

思考 
・ 

表現 

てこを使って小さい力で
物を持ち上げるには，作用
点の位置や力点の位置をど
うしたらよいかを予想し，
自分の考えを表現してい
る。 

てこを使って小さい力で
物を持ち上げるには，作用点
の位置や力点の位置をどう
したらよいかを具体的に考
え，図や絵を使って分かりや
すく表現している。 

前時の活動で小さい力で
物を持ち上げたのは何をど
のように変えたときかを振
り返って確認するよう，声
掛けをする。 

(６) 板書計画 
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第３時(３／10) 

(１) 本時のねらい 

・作用点の位置や力点の位置を変えて，てこを傾ける働きの変化を調べ，記録する。                                                               

【技能①】  
・作用点の位置や力点の位置を変えると，てこを傾ける働きが変わることを理解する。                 

【知識・理解①】 

(２)  本時の指導に当たって 

研究の視点と関連し，次の手立てを講じる。  
   ・問題解決の過程を振り返るワークシート(手立てＣ) 

｢考察する過程｣で問題を振り返り，問題と実験結果を関係付けて考えることで実験の

目的を明確にし，問題に対して科学的に考えることができるようにする。また，予想を

振り返り，予想と実験結果を関係付けて多面的に考えることで，一致したときは予想を

確認したことになり，一致しないときはその原因を検討することで,より妥当な考えを

持つことができるようにする。  
(３) 準備物 

    棒 10 本，10 ㎏のおもり 10 個，支え 10 個，ワークシート 

(４) 本時の指導過程(３／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
２

分 

１ 実験方法を確認する。 

・条件制御に気を付けて実験をしよう。 

・支点がずれないように押さえないとい

けないんだ。 

・支点から遠いところから実験しよう。 

・正確に実験することができるように，全

体で実験方法を確認する。 

 

 

 

展

開 
 
 

28

分 

２ 実験をする。  
①作用点，支点は変えずに力点を変えて

手応えの違いを確認する。  
②力点，支点は変えずに作用点を変えて

手応えの違いを確認する。  
・力点が１のときは，手応えが重い。全

然持ち上がらない。  
・力点が３は一番手応えが軽い。  
・作用点は１のときが一番軽い。  
・力点を支点から遠ざけていくと，どん

どん手応えが軽くなる。 
３ 実験結果を確認する。  

 
・作用点は，支点から一番近いときに手

応えが軽くなる。  

・安全に実験に取り組むことができるよう

に，一人が力を加えるときには，他の児

童は支点を支えるなど，協力して実験に

取り組ませる。 

・手応えを｢小，中，大｣と表すことで，結

果を一目で捉えることができるようにす

る。  
※作用点の位置や力点の位置を変えて，て

こを傾ける働きの変化を調べ，記録して

いる。【技能】(観察・ワークシート) 
 
・定量的に手応えが変わることを捉えやす

くするために，左の表を拡大して黒板に

掲示する。  
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４ 実験結果を基に考察し，全体で共有す

る。  
○実験結果を基にすると，どんなことが

考えられますか。  
・作用点と支点との距離が短くなると手

応えがどんどん小さくなった結果か

ら，作用点と支点の距離が短くなるほ

ど小さい力で物を持ち上げることが

できる。  
・力点と支点との距離が３のときは手応

えが小さくて，１のときは手応えが大

きかったので，力点が支点から遠くな

るほど手応えが小さくなることが分

かった。  
 

 
・問題や予想を意識した発言や実験結果を

根拠にしている発言を認めることで，他

の児童が考察の書き方の参考にできるよ

うにする。  
終

末 
 

15

分 

５ まとめる。  
・てこを使って小さい力でおもりを持ち

上げるには，作用点と支点の距離を短

くする。また，力点と支点との距離を

遠くする。  
６ 一番小さい力で物を持ち上げる方法

を話し合い，実験で確かめる。  
・作用点と力点を一番端にして，支点を

一番作用点に近いところにすると一

番力点と支点の距離が遠くて，作用点

と支点の距離が近い。  

※作用点の位置や力点の位置を変えると，

てこを傾ける働きが変わることを理解し

ている。【知識・理解】(ワークシート・

発言) 
 
・作用点を支点に近づけることや力点を遠

ざけていることはそれぞれの距離が変わ

っていることを実感させるために，一番

小さい力で持ち上げる方法を考えさせ

る。支点の位置を変えることで，それぞれ

の距離が変わることに気付き，距離と手

応えの関係をより理解することができる

ようにする。  
(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると判
断される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児童
への手立て 

技能 

作用点の位置や力点の

位置を変えて，てこを傾

ける働きの変化を調べ，

記録している。 

調べる条件に注意しなが

ら，てこを傾ける働きの変

化を調べ，結果を分かりや

すく記録している。 

支点が中央で，おもりを端

につるしたてこを用意し，棒

の反対側を握らせ，そこから

どれか一つの条件だけを変え

て，手応えの変化を調べてみ

るように促す。 

知識 
・ 

理解 

作用点の位置や力点の

位置を変えると，てこを

傾ける働きが変わること

を理解している。 

作用点の位置や力点の位

置を変えると，てこを傾け

る働きが変わることを理解

し，他の場面においても同

じように当てはめて考えて

いる。 

てこを使って，もう一度手

応えを調べさせ，条件を変え

ると手応えが変わることを確

認させ，何によって変わるっ

たかを理解できるように助

言・支援する。 

 

 

 

●｢考察する過程｣で問題を振り返り，問題

と実験結果を関係付けて考えることで

実験の目的を明確にし，問題に対して科

学的に考えることができるようにする。

また，予想を振り返り，予想と実験結果

を関係付けて多面的に考えることで，一

致したときは予想を確認したことにな

り，一致しないときはその原因を検討す

ることで,より妥当な考えを持つことが

できるようにする。(手立てＣ) 
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(６) 板書計画 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

第４時(４／10 時間目) 

(１) 本時のねらい 

てこが水平につり合うときの決まりに興味を持ち，進んで決まりを調べようとする。 

                                     【関心・意欲・態度②】 

(２)  本時の指導に当たって 

研究の視点と関連し，次の手立てを講じる。  
   ・解決する問題につながる気付きや疑問を持たせる体験活動や事象提示(手立てＡ) 

重さの異なる二人がシーソーでつり合っている画像を提示し，てこは傾ける働きが大

きい方に傾くという知識と比較させることで，疑問を持つことができるようにする。  
・気付きや疑問と生活経験や既習事項を関係付けて考えさせる発問(手立てＢ) 

重さの異なる二人がシーソーでつり合っている要因を考えさせる発問をし，既習事項

と関係付けることで，問題を捉えることができるようにする。 

   ・問題解決の過程を振り返るワークシート(手立てＣ) 

     ｢実験方法を考える過程｣で問題を振り返り，問題と実験方法を関係付けて考えること

で実験の目的や解決の方向性が明確になるようにする。 

・解決の方向性を考えさせる話合い活動(手立てＤ) 

個人で考えた実験方法を付箋紙に書かせ，｢実験の方法を説明できるか｣，｢実験の結

果を説明できるか｣という観点の座標軸に貼らせる。一人一人に観点の内容を既習事項

と関係付けて説明させ，班で検討することで，解決の方向性が明確になるようにする。 

(３) 準備物 

     実験用てこ１台，棒・支え・おもり１セット，座標軸を示したシート 10 枚，ワークシ

ート  
(４) 本時の指導過程(４／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
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分 

１ てこを傾ける働きについて知る。 

・てこは，傾ける働きが大きい方に傾く。 

・水平のときはつり合うと言うのか。 

・てこを傾ける働きは，力の大きさによ

って決まるんだ。 

・数字で表すとてこを傾ける働きが，ど

ちらが大きいか分かりやすい。 

２ 事象提示から問題を捉える。 

○どうして重さが違うのに，てこを傾け

る働きが同じなのだろう。 

・座っている位置が違うから。 

・重い人の方が支点に近いところに座っ

ているから。 

○何でそう思ったのですか。 

・シーソーのときに，重さの違う人同士

でつり合わせるために座る位置を変

えていたから，位置もてこを傾ける働

きに関係していると思う。 

○どう関係していますか。 

・そこまでは分からない。 

・てこを傾ける働きが大きい方に傾くこと

を理解することができるように，傾ける働

きを数値化して児童に考えさせる。  
・棒を小さい力で押すときと大きい力で押

すときの，てこを傾ける働きを比べさせる

ことで，てこを傾ける働きは力の大きさで

決まるということを全体で確認する。  

 

 
 
 

●重さの異なる二人がシーソーでつり合

っている要因を考えさせる発問をし，既

習事項と関係付けることで，問題を捉え

ることができるようにする。(手立てＢ) 

●重さの異なる二人がシーソーでつり合

っている画像を提示し，てこは傾ける働

きが大きい方に傾くという知識と比較

させることで，疑問を持つことができる

ようにする。(手立てＡ) 
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・１時間目の体験と関係付けて考えさせる

ことで，てこを傾ける働きが重さと位置

の両方が関係していることに気付くこと

ができるようにする。  
展

開 

 

 

27

分 

３ 実験用てこの説明を聞く。  
・これまでの実験と実験用てこは同じ仕

組みなんだ。  
４ つり合う条件を予想する。  

○左のうでの６の位置に 10ｇのおもり

をつるします。右のうでに 10ｇのおも

りをつるすとしたら，どこでつり合う

と思いますか。 

・６の位置だと思う。 

○条件を変えずに，右のうでに 20ｇのお

もりをつるすとしたら，どこでつり合

うと思いますか。 

・５の位置かな。 

・３の位置だと思う。 

○条件を変えずに，右のうで１の位置に

何ｇのおもりをつるすとつり合うと

思いますか。 

・60ｇです。 

・100ｇだと思う。 

５ 実験方法を考える。 
・同じにする条件は，左のうでのおもり

の位置とおもりの数で，調べる条件

は，右のうでのおもりの位置とおもり

の数にすればいい。  
 
 
 
 
６ 班で検討する。  
・左のうでの条件を変えないで，右のう

での条件を変えてつり合う場所を見付

けていけば，全てのつり合うところを

見付けることができる。 
 
 
 

・シーソーの体験と実験用てこの共通点を

考えさせることで，同じ原理であること

を全体で確認する。 

・おもりの数を指定して考えさせることで，

支点からの距離とおもりとの関係を意識

しながら予想することができるようにす

る。 

・左のうでのおもりの数と位置を固定して

考えさせることで，実験方法を考えさせ

る場面で条件制御に気付くことができる

ようにする。  
※てこが水平につり合うときの決まりに興

味を持ち，進んで決まりを調べようとし

ている。【関心・意欲・態度】(発言・ワ

ークシート) 
 
 
 
 

 

・つり合うときに限定しておもりの数と支

点からの距離にどんな関係があるのかを

考えさせることで，児童が実験方法を考

えることができるようにする。 

 

終

末 
 

５

分 

７ 全体で各班の方法を確認する。  
・他の班も同じ方法だから，やっぱりで

きそう。  
・他の班の方が分かりやすいから，自分

たちの班の方法に付け足そう。  

・他の班と比べることで，自分たちの実験

方法でできそうか，変えた方がよいかを

検討させる。 

てこを傾ける働きは，｢重さ｣や｢位置｣

がどのように関係しているのだろうか。 

●個人で考えた実験方法を付箋紙に書か

せ，｢実験の方法を説明できるか｣，｢実

験の結果を説明できるか｣という観点の

座標軸に貼らせる。一人一人に観点の内

容を既習事項と関係付けて説明させ，班

で検討することで，解決の方向性が明確

になるようにする。(手立てＤ) 

●｢実験方法を考える過程｣で問題を振り

返り，問題と実験方法を関係付けて考え

ることで実験の目的や解決の方向性が

明確になるようにする。(手立てＣ) 
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(５) 本時の評価 

 (６) 板書計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 
おおむね満足できると判
断される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児
童への手立て 

関心 
・ 

意欲 
・ 

態度 

てこが水平につり合う

ときの決まりに興味を持

ち，進んで決まりを調べ

ようとしている。 

てこが水平につり合うと

きの決まりに興味を持ち，進

んで決まりを予想したり，条

件を制御して調べる方法を

考えたりしようとしている。 

左右のうでに，それぞれ

異なる位置に異なる重さの

おもりをつるした状態でつ

り合っているてこを提示し

て，自分もつり合わせたい

と意欲を高めるよう，助言・

支援をする。 

問題                  
 
 
予想  
 
 
 
 
実験方法：つり合うときの条件を調べる。  
      同じ条件 →左のうでのおもりと位置  
     変える条件→右のうでのおもりと位置  

てこを傾ける働きは，｢重さ｣や｢位置｣が

どのように関係しているのだろうか。 

 

グループの方法  

左       右  
６ 10ｇ    □ 10ｇ 

６ 10ｇ    □ 30ｇ 

６ 10ｇ    １ □ｇ 
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第５時(５／10 時間目) 

(１) 本時のねらい 

・実験用てこを使い，てこが水平になるときの左右のおもりの重さと位置について，定量

的に調べ，記録する。                         【技能②】 

・てこが水平につり合うときの決まりを，予想や実験結果と照らし合わせて，自分の考え

を表現する。                         【思考・表現②】 
(２)  本時の指導に当たって 

研究の視点と関連し，次の手立てを講じる。  
   ・問題解決の過程を振り返るワークシート(手立てＣ) 

     ｢考察する過程｣で問題を振り返り，問題と実験結果を関係付けて考えることで実験の

目的を明確にし，問題に対して科学的に考えることができるようにする。また，予想を

振り返り，予想と実験結果を関係付けて多面的に考えることで，一致したときは予想を

確認したことになり，一致しないときはその原因を検討することで，より妥当な考えを

持つことができるようにする。 

(３) 準備物 

     実験用てこ 10 組，ワークシート 

(４) 本時の指導過程(５／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
 
 

２

分 

１ 実験方法を確認する。  

 
・６の位置から順番に調べていくのか。 
・３回ずつ確かめるのは，ふりこのとき

にもやった。  

・大型テレビを使って手順を掲示すること

で，一人一人が実験の見通しを持って取

り組むことができるようにする。  
・実験結果の精度を高めるために，一つの

場所を３回ずつ確かめさせる。  
 

 

 

 

 

展

開 
 
 

35 

分 
 

２ 左のうで｢６の位置｣，｢10g のおもり｣

のときで，実験を行う。 

・左が６の位置に 10ｇのときは，３の位

置，20g でつり合った。２の位置，30g

でもつり合った。なんか，数字が似て

いるな。 

・左が６の位置に 10ｇのときは，４や５

の位置ではつり合うところがなかっ

た。 

３ 左のうでの条件を変えて実験を行う。 

・左のうでは，６の位置に 20ｇにしよ

う。右のうでは，３の位置，40ｇでつ

り合った。倍や半分の関係になってい

る。 

・左のうでは，３の位置に 20g にしよう。

６の位置 10ｇでつり合った。一回目の

※実験用てこを使い，てこが水平になると

きの左右のおもりの重さと位置について

定量的に調べ，記録している。【技能】(観

察・ワークシート) 

 
 
 
 
 
・自分たちで追求していく気持ちを持たせ

るために，班ごとに同じにする条件を考

えて実験に取り組ませる。  
・複数の班が同じ条件で実験するよう，おも

りの数を限定する。  
・てこのつり合うときの決まりに気付くこ

とができるように，他の条件でも取り組
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実験の反対になった。 

４ 結果を全体で確認する。  

 
５ 考察し，全体で共有する。  

○全てのグループの結果から，どのよう

なことが分かりましたか。問題や予想

を振り返って考えましょう。  
・支点からの距離が２倍，３倍すると，

力の大きさは１／２，１／３になって

いく。  
・｢支点からの距離×力の大きさ｣が左右

で同じ数になっている。 
 
 
 
 
 

ませる。  
・実験結果を表に整理して表すことで，て

このつり合うときの決まりに気付くこと

ができるようにする。  
 
 
 
 
 

 

※てこが水平につり合うときの決まりを，

予想や実験結果と照らし合わせて，自分

の考えを表現している。【思考・表現】(発

言・ワークシート) 

終

末 
 
８

分 

６ まとめる。  
・支点からの距離×力の大きさが左右で

同じときにつり合う。  
・てこを傾ける働きは，支点からの距離

×力の大きさで表すことができる。  

・児童の言葉でまとめさせることで一人一

人が活動を振り返り，自分の分かったこ

とを整理することができるようにする。  

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると判
断される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児
童への手立て 

技能 

実験用てこを使い，て

こが水平になるときの左

右のおもりの重さと位置

について，定量的に調べ，

記録している。 

左右のおもりの重さや支

点からの距離を変えながら，

てこが水平につり合うとき

の左右のおもりの位置と重

さを定量的に調べ，結果を分

かりやすく記録している。 

 左側のおもりの重さと位

置を固定して，右側の条件だ

けを変えて調べたり，結果を

数字で書いたりするよう，助

言する。 

思考 
・ 

表現 

てこが水平につり合う

ときの決まりを，予想や

実験結果と照らし合わせ

て，自分の考えを表現し

ている。 

てこが水平につり合うと

きの決まりを，実験結果を基

におもりの重さと視点から

の距離の積で考え，自分の考

えを分かりやすく表現して

いる。 

てこのつり合いには，おも

りの重さと視点からの距離

が関係することを確認し，二

つの積が左右で同じ数字に

なることに気付くことがで

きるように助言する。 

 

●｢考察する過程｣で問題を振り返り，問

題と実験結果を関係付けて考えること

で実験の目的を明確にし，問題に対し

て科学的に考えることができるように

する。また，予想を振り返り，予想と実

験結果を関係付けて多面的に考えるこ

とで，一致したときは予想を確認した

ことになり，一致しないときはその原

因を検討することで,より妥当な考え

を持つことができるようにする。(手立

てＣ) 
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(６) 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題              まとめ  
 
                 

考 察  
 

てこを傾ける働きは， 

｢重さ｣や｢位置｣がどのよ

うに関係しているのだろ

うか。 

結果  
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第６時(６／10 時間目) 

(１) 本時のねらい 

・てこが水平につり合うときの決まりは，力の大きさ(おもりの重さ)と支点からの距離

(おもりの位置)の積で表すことができることを理解する。     【知識・理解②】 

・てんびんの仕組みに興味を持ち，進んでてんびんを使って物の重さを調べようとする。      

【関心・意欲・態度③】 

(２)  本時の指導に当たって 

てこが水平につり合うときの決まりは，力の大きさと支点からの距離の積が左右で同

じであることを理解することができるように，おもりの重さと位置を計算で求めてから

実験をして確かめさせる。 

(３) 準備物 

    実験用てこ 10 組，上皿てんびん 20 台，ワークシート 

(４) 本時の指導過程(６／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
 
 

10 

分 
 

１ つり合うときの決まりを確かめるた

めの実験をする。  
○前の時間に見付けた決まりを使って

考えると，何か気付くことはありませ

んか。  
・５の位置はつり合わなかったけど，計

算で 12ｇのおもりをつるせば，つり合

うはず。 

・４×15 は 60 になるから，４の位置に

15ｇのおもりでつり合うはず。  

・決まりを見付けた後に，今度は先に計算を

してから実験をすることで，決まりを実

感して理解を深めることができるように

する。  
※てこが水平につり合うときの決まりは，

力の大きさ(おもりの重さ)と支点からの

距離(おもりの位置)の積で表すことがで

きることを理解している。【知識・理解】

(発言・ワークシート) 

展

開 
 
 

30 
分 

２ てんびんについて知り，問題を捉え

る。  

 
３ 上皿てんびんの使い方を知る。  

①名称を確認する。  
②扱い方の注意を確認する。  

４ 物の重さの量り方を，全体で確認しな

がら練習する。  
①量る物を左の皿に載せ，右の皿に分銅

を重い方から順に載せる。  
②載せた分銅が重ければ，その次の重さ

の分銅(載せた分銅の次に重い分銅)

に換える。載せた分銅が軽ければ，そ

の次の重さの分銅を加える。  
③これを繰り返してつり合わせ，分銅の

重さを合計する。  
 
 

・てこのつり合いを利用した道具としてて

んびんを提示することで，てこの決まり

を当てはめて考えることができるように

する。  
 
・視覚的に理解することができるよう，教科

書 pp.202-203 を拡大して掲示し，名称や

注意点について全体で確認する。  
・正確な量り方を身に付けることができる

ように，初めは全体で一つずつ確認しな

がら重さを量るようにする。一度量り方

を確認した後は，班ごとに取り組ませる。 
・量る物を名札に統一することで，全ての班

が同じ手順で量ることができ，正確な量

り方を身に付けることができるようにす

る。  
・上皿てんびんで量ることができる重さに

は限りがあるので，それを超える物は乗

せないように確認する。 
 

上皿てんびんの仕組みを知り，いろ

いろな物の重さを量ってみよう。 
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５ 班ごとに調べる。  
・鉛筆を量ってみよう。 
・筆箱はどのくらいあるのかな。  

 

※てんびんの仕組みに興味を持ち，進んで

てんびんを使って物の重さを調べようと

している。【関心・意欲・態度】(観察・

発言) 
終

末 
 

５

分 

６ 本時の振り返りをする。  
・てこを傾ける働きが同じときにつり合

うことは，様々なところで使われてい

る。  
・てこはいろいろなことに役立ってい

る。  

・振り返ることで，学んだことを確認し，

次時への意欲を高めることができるよう

にする。  

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると判断
される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児
童への手立て 

知識 
・ 

理解 

 てこが水平につり合うと

きの決まりは，力の大きさ

(おもりの重さ)と支点から

の距離(おもりの位置)の積

で表すことができることを

理解している。 

てこが水平につり合うと

きの決まりは，力の大きさ

と支点からの距離で表すこ

とができることを，実験結

果を基にして定量的に理解

している。 

表などに整理した実験結

果から，おもりの重さと距離

の積が左右で等しければつ

り合うことを確認させ，正し

く理解することができるよ

う，助言・援助する。 

関心 
・ 

意欲 
・ 

態度 

てんびんの仕組みに興味

を持ち，進んでてんびんを

使って物の重さを調べよう

としている。 

てんびんの仕組みに興味

を持ち，てんびんを使って

積極的にいろいろな物の重

さを調べようとしている。 

物の重さを予想させ，自分

の予想を確かめるという目

的を持たせることで，活動に

対して興味が持てるように

声掛けをする。 

(６) 板書計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問題  
上皿てんびんの仕組みを知り，いろいろ

な物の重さを量ってみよう。  
てんびんの使い方  
①量る物を左の皿にのせ，右の皿に分銅を重い方か

ら順にのせる。  
②のせた分銅が重ければ，その次の重さの分銅(のせ

た分銅の次に重い分銅)にかえる。のせた分銅が軽

ければ，その次の重さの分銅を加える。  
③これを繰り返してつり合わせ，分銅の重さを合計

する。  
 

実験結果  
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第７時(７／10 時間目) 

(１) 本時のねらい 

水平につり合った棒の支点から等距離に物をつるして，棒が水平になるとき，物の重

さは等しいことを理解する。                     【知識・理解③】 

(２)  本時の指導に当たって  

・手作りのてんびんを利用したはかりを使って実際に量らせることで，水平につり合っ

た棒の支点から等距離に物をつるして，棒が水平になるとき，物の重さが等しいこと

を理解することができるようにする。 

・前時までに学習したつり合うときの決まりを使って物の重さを量り，重さが異なる物

同士でも計算によって重さを求められることを実感させることで，理解を深めること

ができるようにする。 

(３) 準備物 

     手作りてんびん 10 個，ホチキス 10 個，はさみ 10 個，ピンセット 10 個 

(４) 本時の指導過程(７／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
 

２

分 

１ 本時の学習内容を知り，問題を捉え

る。  

 

・てんびんを利用した手作りのはかりを提

示して，物の重さを量ることができるか

を問い掛け，意欲を高めるようにする。 

 

 

展

開 
 
 

33

分 

２ 手作りのはかりで，物の重さを量る。 
・支点から同じ距離に物をつるして水平

になれば，二つの物の重さは同じだ。 
・支点からの距離×力の大きさの関係を

使うと，重さの違う物を使っても重さ

を量ることができるんだ。  
・てこを利用するといろいろなことがで

きるんだ。  
 
 
３ 量った物の重さを全体で共有する。  

・ホチキスは 140ｇだった。 

・はさみは 60ｇだった。 

・ピンセットは 50ｇ。  

・初めに支点からの距離を同じにして，つり

合う物を探す実験を行い，理解を深める

ことができるようにする。  
・その後，水平に支えられた棒に 50ｇのお

もりを片方のうでに固定してつり下げ

る。もう片方のうでに，量る物を支点から

の距離を変えながらつり合うところにつ

り下げる。支点からの距離×力の大きさを

使って計算することで，物の重さを量る

ことができるようにする。  
・全体で共有することで，自分たちの班の計

算が正しかったかを確かめることができ

るようにする。  

終

末 
 
 

10

分 

４ 教師の説明を聞く。 
・昔の人にとっては，生活する上で必要

なものだったんだ。  
・てこはいろいろなことに使われていた

んだ。  
・てんびんがてこだったなんて初めて知

った。  
５ 本時を振り返る。  

○てんびんとはどういう仕組みで物を

量っているのですか。分かったことを

・昔の人は，実際にてんびんを使って物の重

さを量り，物を売ったり買ったりして生

活をしていたことや，現在も形を変えて

我々の生活に生かされていることを伝え

ることで，てこが自分たちの生活に役立

っていることに気付くことができるよう

にする。  
※水平につり合った棒の支点から等距離に

物をつるして，棒が水平になるとき，物の

重さは等しいことを理解している。【知

手作りのはかりを使って，物の重さ

を量ることができるのだろうか。 
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書きましょう。  
・棒を水平につるして，左右同じ長さに

物をつるしてつり合わせ，重さを量る

仕組み。  

識・理解】(発言・ワークシート) 

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると判
断される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児童
への手立て 

知識 
・ 

理解 

水平につり合った棒の

支点から等距離に物をつ

るして，棒が水平になる

とき，物の重さは等しい

ことを理解している。 

水平につり合った棒の支

点から等距離に物をつるし

て，棒が水平になるとき，

物の重さは等しいことを，

実験結果と関係付けて理解

している。 

 水平につり合った棒の支点

から左右等距離に物をつるし

て水平になるとき，物の重さ

は等しいことを理解すること

ができるよう，実験結果を振

り返らせる。 

(６) 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題  
 
 
 

てこがつり合う決まり  
 
 
 量ったもの 重さ 

ホチキス 140ｇ 

はさみ 60ｇ 

ピンセット 50ｇ 

手作りのはかりを使って，物の重さ

を量ることができるのだろうか。 

左のうで  
力の大きさ×支点からの距離 

右のうで  
力の大きさ×支点からの距離 

まとめ 

実験結果 

＝ 

水平につり合った棒の，支点

からの距離を左右で同じにして

つり合ったとき，二つの物の重

さは等しい。 
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第８時(８／10 時間目) 

(１) 本時のねらい 

   身の回りにある道具について，どのようなてこを利用しているかを考え，表現する。 

                        【思考・表現③】 

(２)  本時の指導に当たって 

研究の視点と関連し，次の手立てを講じる。  
・解決する問題につながる気付きや疑問を持たせる体験活動や事象提示(手立てＡ) 

くぎを抜いたり銀杏を割ったりする演示実験を素手と道具を使って行い，それらを比

較し，差異点に目を向けさせることで，気付きや疑問を持つことができるようにする。 
・気付きや疑問と生活経験や既習事項を関係付けて考えさせる発問(手立てＢ) 

道具を使ってくぎを抜いたり銀杏を割ったりすることができる要因を考えさせる発

問をし，既習事項と関係付けることで，問題を捉えることができるようにする。  
   ・問題解決の過程を振り返るワークシート(手立てＣ) 

｢考察する過程｣で問題を振り返り，問題と実験結果を関係付けて考えることで実験の

目的を明確にし，問題に対して科学的に考えることができるようにする。また，予想を

振り返り，予想と実験結果を関係付けて多面的に考えることで，一致したときは予想を

確認したことになり，一致しないときはその原因を検討することで,より妥当な考えを

持つことができるようにする。 

(３)  準備物 

     くぎ抜き 10 個，木の板 10 枚，金づち 10 個，銀杏割り器 10 個，くぎ，銀杏，ワーク

シート  
(４)  本時の指導過程(８／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
 
 

５

分 

１ 演示実験をする。  
・手ではくぎを抜けない。  
・銀杏の種子は堅くて割れない。  
 
 
 
２ 事象が起こった要因を考え，問題を

捉える。  
○どうして道具を使うとくぎを抜いた

り，銀杏を割ったりすることができ

るのですか。  
・力が入れやすいからかな。  
・てこを利用しているから。  
○何でそう思うのですか？  
・小さい力で抜いたり，割ったりできる

ところがてこと似ているから。  
・二つの道具を見てると支点，力点，作

用点があるような気がするから。  

 

 

 
・小さい力でくぎを抜いたり銀杏を割ったり

することができる事象と既習事項を関係付

けて考えさせることで，てこを利用した道

具なのかもしれないという考えを持つこと

ができるようにする。  
 
 

くぎ抜きや銀杏割り器はてこを利

用した道具なのだろうか。 

●道具を使ってくぎを抜いたり銀杏を割

ったりすることができる要因を考えさ

せる発問をし，既習事項と関係付けるこ

とで，問題を捉えることができるように

する。(手立てＢ) 

●くぎを抜いたり銀杏を割ったりする演

示実験を素手と道具を使って行い，それ

らを比較し，差異点に目を向けさせるこ

とで，気付きや疑問を持つことができる

ようにする。(手立てＡ) 
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展

開 
 
 

35 

分 

３ 予想する。  
・くぎ抜きは，持つところが力点で，く

ぎを抜くところが作用点。持つ位置

を支点から遠ざけると小さい力で抜

けるはず。  
・銀杏割り器の支点はどこだろう。作用

点も分かりづらい。持つ位置を端に

すると小さい力で割れると思う。  
４ 班ごとに実験をする。  

・やっぱり力点の位置を支点から遠ざ

けると手応えが軽くなる。てこと一

緒だ。  
・銀杏割り器は，銀杏に触れているとこ

ろが作用点かな。  
・銀杏割り器の支点が端にある。おかし

い。てこじゃないのかな。  
・くぎ抜きと銀杏割り器は，支点と作用

点の位置が反対だ。  
５ 実験結果を全体で共有する。  

・支点，力点，作用点はあったけど，銀

杏割り器はそれぞれの位置が違う。  
・力点を支点から遠ざけるとどちらも

小さい力で抜いたり割ったりでき

た。  
 
６ 考察する。  

○これらの実験結果からどんなことが

分かりましたか。問題に対する自分

の考えを書きましょう。 
・支点，力点，作用点があって，てこの

決まりも当てはまったから，くぎ抜

きと銀杏割り器はてこを利用した道

具と言える。  
・くぎ抜きと銀杏割り器の支点と作用

点が反対だった結果から，てこには

違う種類があることが分かった。  

・くぎ抜きと銀杏割り器の支点，力点，作用

点がどこにあるかや，結果の見通しを持た

せることで目的意識を持って実験に取り組

むことができるようにする。  
 
 
 
 
・児童が繰り返し実験することができるよう

に，くぎは自分たちで元に戻させ，銀杏は

十分な数を用意する。  
・安全に実験することができるよう，軍手を

付けて取り組ませる。  
・支点，力点，作用点にそれぞれシールを貼

り，視覚的に捉えられるようにする。  
 
 
 
・児童が使っているワークシートと同じ物を

拡大して提示し，実験結果を全体で確認す

ることで，自分の結果と比べることができ

るようにする。異なる結果になった場合は

全体で確認した後に，再度実験に取り組ま

せて確認させる。  
 

 

※身の回りにある道具について，どのような

てこを利用しているかを考え，表現してい

る。【思考・表現】(発言・ワークシート) 
終

末 
 

５

分 

７ まとめる。  
・どちらもてこを利用した道具だった。

でも，支点や作用点が異なるものが

あるということを知った。  
・他にどんな道具や種類があるのかな。 

・種類の違うてこに気付いた考察を取り上げ

ることで，次時の問題につなげる。  

●｢考察する過程｣で問題を振り返り，問題

と実験結果を関係付けて考えることで実

験の目的を明確にし，問題に対して科学

的に考えることができるようにする。ま

た，予想を振り返り，予想と実験結果を

関係付けて多面的に考えることで，一致

したときは予想を確認したことになり，

一致しないときはその原因を検討するこ

とで,より妥当な考えを持つことができ

るようにする。(手立てＣ) 



26 
 

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると
判断される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児童
への手立て 

思考 
・ 

表現 

身の回りにある道具

について，どのようなて

こを利用しているかを

考え，表現している。 

身の回りにある道具につ

いて，支点，力点，作用点

の位置を具体的に示して，

実験結果を根拠に自分の考

えを表現している。 

それぞれの道具の支点，力

点，作用点の位置を考えて，図

に表現させた上で，違うとこ

ろはないかと問い掛けること

で，てこの種類を考えること

ができるようにする。 

(６) 板書計画 
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第９時(９／10 時間目) 

(１) 本時のねらい 

   身近な道具とてこの決まりとの関係について調べ，記録する。      【技能③】 
(２)  本時の指導に当たって 

   前時に行ったくぎ抜きや銀杏割り器の実験と関係付けて考え，ピンセットがてこを利用

した道具であるかを調べ，正しく記録することができるようにする。 
(３) 準備物 

    ピンセット 10 本，粘土 10 個，ワークシート 

(４) 本時の指導過程(９／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
 
 

３

分 

１ 問題を捉える。  
○てこを使った道具が他にないか理科

室を調べたら，こんなものを見付けて

きました。銀杏割り器と形が似ていま

せんか。  
・似ている。ピンセットもてこを利用し

た道具なのかな。  

 

・身近な道具から，形の似ているものと関

連させて提示することで，問題を捉える

ことができるようにする。  

展

開 
 
 

34 
分 

２ 実験方法を確認する。  
①支点，力点，作用点を見付ける。  
②力点と支点を遠ざけたり，作用点と支

点を近付けたりして小さい力ででき

るか。  
３ 実験をする。  

・支点，力点，作用点があった。  
・三つの点の順番はこれまでと違う。  
・力点と支点を遠ざけると力は小さくて

済む。  
・くぎ抜きや銀杏割り器のように，手で

できないものができるようになるこ

ととは違う。  
４ 結果を全体で共有し，考察する。  

・ピンセットはてこを利用した道具だと

思う。なぜなら，支点，力点，作用点

があって，力点を支点から遠ざけると

小さい力で物を持つことができたか

ら。  
・支点，力点，作用点の並ぶ順番が違う。 
・ピンセットは，小さい力で物を持つた

めではなく，細かい作業をするための

道具だった。  
５ 輪軸について知る。  

・道具は，ピンセットのみを使用する。  
 
 
 
 
※身近な道具とてこの決まりとの関係につ

いて調べ，記録している。【技能】(観察・

発言・ワークシート) 
 
 
 
 
 
・三つの点の位置関係，てこの決まりが当て

はまるかを確認することで，３種類のて

こがあること，種類は異なっていてもて

この決まりが当てはまること，ピンセッ

トは小さい力で大きい力を出すのではな

く，力の調整がしやすく細かい作業に役

立っていることを確認する。  
 
 
 
・輪軸もてこであることを取り上げること

ピンセットは，てこを利用した道具

なのだろうか。 
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・輪軸もてこと同じで支点と力点が遠い

と小さい力で回すことができるんだ。 
・ドライバーやドアノブもてこを利用し

ているなんて初めて知った。  

で，身の回りにはてこを利用した物がた

くさんあることを実感できるようにす

る。  

終

末 
 
 

８

分 

６ まとめる。  
○今日の授業で分かったことはどんな

ことですか。自分の言葉でまとめまし

ょう。  
・てこには三つの種類があるが，てこの

決まりはどれにも当てはまることが

分かった。  
・てこの働きを利用して，様々な道具が

作られていることが分かった。  
・ドアノブやドライバーがてこだという

ことを初めて知った。  

・本時の実験結果から分かったことを自分

の言葉でまとめさせる。その後，児童の発

言を基に学級のまとめとして板書する。  
 

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると
判断される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児童
への手立て 

技能 

身近な道具とてこの

決まりとの関係につい

て調べ，記録している。 

身近な道具とてこの決ま

りとの関係について予想し

ながら調べ，結果を分かりや

すく記録している。 

 支点，力点，作用点はどこか

やてこの決まりとは何かを具

体的に問い掛けて実験と結び

つくよう，助言・援助する。 

(６) 板書計画 
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第 10 時(10／10 時間目) 

(１) 本時のねらい 

   身の回りには，てこの規則性を利用した道具があることを理解する。【知識・理解④】 
(２)  本時の指導に当たって 

   前時までに学習したことと関係付けながら，身の回りの様々な道具をてこの種類によっ

て仲間分けすることを通して，てこの規則性を利用した道具があることを理解することが

できるようにする。  
(３) 準備物 

    栓抜き 10 個，穴開けパンチ 10 個，ホチキス 10 個，トング 10 個，ペンチ 10 個，はさ 

み 10 個，蛇口 10 個，ワークシート 

(４) 本時の指導過程(10／10) 

時

間 
主な学習活動 

○主な発問 ・児童の姿 

・指導上の留意点 ※評価【観点】(方法) 

●研究の視点との関連 

導

入 
 
 
２

分 

１ 問題を捉える。  
○これまで学習してきたことを使って，

身の回りの道具を仲間分けしよう。  
・全部，てこを利用した道具なのかな。

違う道具も入っているかもしれない。 

 

・児童が理科の有用性を感じることができ

るように，てこの決まりを使った道具の

仲間分けに取り組ませる。  
・簡単な仕組みの道具から複雑な仕組みの

道具まで用意しておくことで，児童の意

欲を高めることができるようにする。   

展

開 
 
 

38 
分 

２ 調べ方を確認し，仲間分けする。  
①どういった種類で仲間分けしたかを

書く。  
②支点，力点，作用点を見付ける。  
③使いやすい方法を説明できるように

する。  
・はさみは，支点が真ん中のてこだ。作

用点を支点に近づけると簡単に切る

ことができる。  
・トングは力点が真ん中のてこだ。ピン

セットと使い方が同じだ。  
・蛇口は，てこじゃない気がする。  

３ 全体で確認する。  
・四つに仲間分けすることができた。  
・穴開けパンチとホチキスは，班によっ

て分け方が違う。どっちが正しいのだ

ろう。  
４ 他の班の結果を受けて，もう一度調べ

る。  
・穴開けパンチは，支点が真ん中だと思

っていたけど，作用点が真ん中のてこ

だ。  
・ホチキスは，他の班が言っていた通り

で，力点が真ん中のてこだ。  

・大型テレビを使って仲間分けの仕方を例

示し，視覚的に理解できるようにする。   
・仲間分けする時間を十分に確保できるよ

うに，左の三点の確認のみにする。  
・実際に使う道具を準備し，児童が持った

予想を繰り返し確かめることができるよ

うにする。  
 
 
 
 
 
・班で仲間分けした物を一枚のシートにま

とめることができるようにし，それを黒

板に貼ることで，全ての班の結果が一目

で分かるようにする。  
 
・他の班の結果を参考にして，多面的に調

べることができるように，疑問に思った

ことや確認したいことを再度実験する時

間を設定する。  
・仲間分けが終わったら，自分のワークシ

ートにまとめるように声掛けをする。  

身の回りの道具をてこの種類で仲間分

けすることができるのだろうか。 
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・蛇口は，輪軸だから，てこの仲間だ。 
終

末 
 
 

５

分 

５ まとめる。  
○これまで学習して分かったことやで

きるようになったことは何ですか。  
・てこを利用した道具がたくさんあるこ

とが分かった。  
・てこは支点，力点，作用点があり，支

点からの距離によって手応えが変わ

ることが分かった。  
・てこを使った道具を見付けることがで

きるようになった。  
・てこを利用した身近な道具がたくさん

あり，規則性を上手に使って，自分た

ちの生活に役立てていることがすご

いと思った。  

※身の回りには，てこの規則性を利用した

道具があることを理解している。【知識・

理解】(発言・ワークシート) 
・単元のまとめとして，これまで学習してき

たことを振り返ることで，学習を通して

分かったことやできるようになったこと

を整理し，意識することができるように

する。  

(５) 本時の評価 

観点 
おおむね満足できると判
断される児童の姿 

十分満足できると判断され
る児童の姿 

支援が必要と判断される児
童への手立て 

知識 
・ 

理解 

身の回りには，てこの

規則性を利用した道具が

ある こ と を理 解 して い

る。 

身の回りの道具を，支点，

力点，作用点の位置を具体的

に当てはめて，てこの規則性

を利用した道具があること

を理解している。 

 これまでの学習を想起さ

せ，支点，力点，作用点があ

ることから，てこを利用した

道具があることを理解でき

るように助言・援助する。 

(６) 板書計画 

 
 

 問題  
身の回りの道具をてこの種類で仲間分け

することができるのだろうか。 

 
調べ方  
①どういった種類で仲間分けしたかを書く。  
②支点，力点，作用点を見付ける。  
③使いやすい方法を説明できるようにする。  

実験結果  


