
第６学年 理科学習指導案 
 

１ 単元名 てこのはたらき 

２ 授業づくりの視点 

○ 子どもの興味・関心の実態 

 本学級の子どもは，災害レスキューの映像など

を見て，人の力で大きな石やコンクリートブロッ

クなどを動かしていることに驚いていた。 

 その際，使われていた道具に興味をもち，なぜ

棒を使うことで持ち上げることのできない重い

石などを動かすことができるのかと話が盛り上

がり，「てこ」という言葉もその中で聞くことが

できた。 

 また，その学習の中で，「身の回りにこのよう

に自分の力を大きな力にする道具はありますか」

と問いかけると，身の回りには見つからなかった

のか，答えに困っている様子であった。 

 以上のことから，本学級の子どもは，数名は，

てこというものが「物を動かす道具」であること

を知っているが，小さな力を大きな力に変えるこ

とができる道具に対しては，知らずに使っている

状態であり，少しずつ興味・関心をもち始めてい

る段階である。 

○ 子どもの能力の実態 

 本学級の子どもは，先に上げた災害レスキュー

の場面において，数名は「てこ」という言葉を知

っており，「小さな力で大きな力を出す道具」と

いうことを説明しようとすることもできていた。 

 また，第３学年「風やゴムの働き」，第５学年

「振り子の運動」の学習において物に力を加える

と「○○すればするほど～になる」や「物の動き

や働きには規則性がある」ことを知っている。 

 しかし，日常生活の中で自分達の力が変換され

ていることへの意識はなく，身近に「てこの仕組

み」を用いた道具があることには気付いていない

ため，てこがどのように自分達の生活に役立って

いるかなどには意識が向いていない。 

 学び方については，事象と事象を比較し，その

差異点から変化を捉えることはできる。また，そ

の変化を引き起こした要因を抽出したり，その要

因と変化を関係付けたりする力，変える条件と変

えない条件を決めて，条件を制御して実験をする

ことの大切さも身につけている。しかし，事実を

もとに推論したり，考察したりする力は十分だと

はいえない。 

○ 教材の分析 

 本単元のねらいは，生活に見られるてこについ

て興味･関心をもって追究する活動を通して，て

この規則性について推論する能力を育てるとと

もに，それらについての理解を図り，てこの規則

性についての見方や考え方をもつことができる

ようにすることである。 

 指導に当たっては，実用てこを用いた事象提示

において「重たい荷物を持ち上げるためにどうす

ればよいか」という視点をもち，かかわる活動を

設け，主体的な活動の時間を確保することを通し

て，てこの仕組みとそれに関わる要因について焦

点化できるようにする。 

 また，てこ実験器を使って行った実験の結果に

ついて，支点からの距離とおもりの重さの関係を

表などに整理することを通して，てこの規則性を

とらえるようにする。 

 単元を通して，実験の結果などを表に整理する

ことで規則性に気付かせたり，分かりやすく整理

する能力を高め，関係付け，意味付けたりしてい

くなど，総合的な理解を図るようにする。 

 

○ 本単元の系統 

 本学級の子どもは，これまでに「エネルギー・

粒子」領域の系統の中で，第３学年「風やゴムの

動き」において，風やゴムの力を働かせた時の現

象の違いを比較する能力を身に付け，風やゴムの

働きについての見方や考え方を高めてきた。ま

た，第５学年「振り子の運動」において，振りの

子運動の規則性について条件を制御して調べる

能力を身に付け，振り子の運動の規則性について

の見方や考え方を高める学習を行っている。 

 そこで本単元では，「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「力

と圧力」「運動の規則性」「力学的エネルギー」の

学習につながるものである。 

 



３ 単元の目標 

自然事象への 

 関心・意欲・態度 

○ てこやてこの働きを利用した道具に興味･関心をもち，自らてこの仕組

みやてこを傾ける働き，てこがつり合う時の規則性を調べようとする。 

○ てこの働きを適用してものづくりをしたり，日常生活に使われているて

この規則性を利用した道具を見直したりしようとする。 

科学的な思考・表現 

○  てこがつり合う時のおもりの重さと支点からの距離を関係付

けながら，てこの規則性について予想や仮説をもち，推論しなが

ら追究し，表現することができる。  

○  てこの働きや規則性について，自ら行った実験の結果と予想や

仮説を照らし合わせて考察し，自分の考えを表現することができ

る。  

観察・実験の技能 

○ てこの働きを調べる工夫をし，てこの実験装置などを操作し，安全で計

画的に実験やものづくりをすることができる。 

○ てこの働きの規則性を調べ，その過程や結果を定量的に記録することが

できる。 

自然事象についての 

    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っ

た時，その物の重さは等しいことを理解する。 

○ 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，

てこがつり合う時にはそれらの間に規則性があることを理解する。 

○ 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。 

 

４ 展開計画と評価規準 （総時数 ９時間） 

主な学習活動・内容 指導・支援上の留意点 評価規準及び評価方法 

１ 棒（実用てこ）を

使って，物を持ち上

げ，てこの働きにつ

いて調べる。  (2) 

 (1) てこの働きを

体験し，気付いた

ことをもとに，物

を小さな力で持ち

上げる方法につい

て話し合う。 ① 

       (本時)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) てこの仕組み

と働きを確認し，

○ 棒で重い物を持ち上げた時の，手ごた

えが小さくなったり，大きくなったりす

る経験から，てこの働きについての興味･

関心を高めるようにする。 

○ 棒を使って小さな力で物を持ち上げた

時の仕組みを「てこ」ということや，て

こには，「支点」「力点」「作用点」があ

ることを指導する。 

○ 物を持ち上げた時の手応えの違いは，

支点から力点や作用点までの距離（長

さ）が関係しているということから，予

想や実験方法を考え，変える条件と変え

ない条件をきちんと整理して調べる計

画を立てるようにする。 

【安全上の留意点】 

  急に棒から手を離したり横に振ったり

すると周りの人に棒が当たることがあ

るので，おもりを地面に下ろしてから手

を離すように指導を徹底する。 

○ 物が床から離れ，棒が水平になった状

態を「持ち上がった」ということを確認

 

 

 

 

【関】棒を使い，小さな力で重

い物を持ち上げられること

に興味･関心をもち，てこの

仕組みや働きを自ら調べよ

うとしている。 

（行動観察，発言分析） 

【思】てこの働きについて，支

点，力点，作用点と手応えと

いう言葉を用いて，予想を考

えている。 

（発言・記録分析） 

 

 

 

 

【技】てこの働きの規則性を調

べ，その過程や結果を定量的



物を小さな力で持

ち上げる方法を調

べる。    ① 

 

する。 

○ 物を持ち上げた時の手応えとその時の

力点，作用点，支点の位置を絵図や表に

まとめ一覧表示することで，友達と意見

交換しながら，物を持ち上げる力の大き

さには，支点から力点までの距離と支点

から作用点までの距離を関係付けなが

ら，まとめることができるようにする。 

に記録している。 

  （行動分析，記録分析） 

【知】てこで持ち上げる時の手

応えは，支点から力点までの

距離，支点から作用点までの

距離で変わることを理解し

ている。 

（発言分析，記述分析） 

２ 身の回りにあるて

この働きを利用した

道具について調べ

る。      (1) 

 

 

 

 

○ 道具の支点，力点，作用点を見つける。 

○ 実際に力点や作用点を変えて，道具を

使った時の手応えを調べ，体感をもとに，

てこの利便性について考えられるように

する。 

○ てこの働きを利用した道具について，

「支点」「力点」「作用点」などの科学的

な言葉を使って説明する場を設定し，て

この有用性を共有することができるよう

にする。 

【関】てこの働きが使われてい

る道具に興味・関心をもち，

どのようにてこが使われて

いるか自ら調べようとして

いる。 

（発言分析，行動観察） 

３ 実験用てこを使っ

て，てこのつりあい

と傾きについて調べ

る。      (4) 

 (1) 実験用てこに

物をつるし，指で

押したりおもりを

つるしたりして手

応えを体感する。 

         ① 

  

 (2) 同じ重さのお

もりをつるし，水

平につり合う位置

を調べたり，違う

重さのおもりがど

の距離でつり合う

かを予想したりす

る。     ① 

 (3) 右のおもりの

重さや位置を変え

 

 

 

 

○ 実験用てこに働く力を指で体感させ，

実際のてこと手ごたえが同じになること

や，指で押す力はおもりの重さに置き換え

られることを確認する。その際，てこが水

平になった状態を「つり合っている」と言

い，「荷物が持ち上がった」状態と同じであ

ることを確認しておく。 

○ 一方のうでのおもりの重さと支点から

の距離を決め，それと同じ重さのおもり

がどの位置でつり合うか調べる活動を通

して，てこがつり合う時の決まりについ

て予想することができるようにする。 

 

 

 

○ 左のおもりの重さと位置を固定し，右

のおもりの重さと位置を変えながら調べ

 

 

 

 

【関】てこのつり合いについて

興味・関心をもち，てこが傾

く時やつり合う時の規則性

について，自ら調べようとし

ている。 

（発言分析，行動観察） 

 

【技】てこがつり合う時の規則

性を調べ，その過程や結果を

定量的に記録している。（行

動観察，記録分析） 

 

 

 

 

【思】てこがつり合う時のおも

りの重さと支点からの距離



て，水平につり合

わせる活動を通

し，てこがつり合

う時や傾く時のき

まりを調べる。① 

 

 (4) 実験結果を話

し合い，てこがつ

り合う時や傾く時

のきまりをまとめ

る。     ① 

 

 

 

 

 

る。 

○ 実験の結果を分かりやすく記録できる

ようにしたり，一覧表示したりし，支点･

力点･作用点などの言葉を用いながら，て

こがつり合う時や傾く時のきまりを考え

ることができるようにする。 

○ 自分たちで考えたきまりを適用しなが

ら，てこがつり合う時の左右のおもりの

重さと位置を調べる。 

○ 実用てこで体感した「作用点に支点が

近いほど，軽くなった。」ことを想起させ，

実験用てこで調べた数値と関係づけなが

ら，つり合う時や傾く時の左右のおもり

の重さと位置の関係の決まりをとらえる

ことができるようにする。 

 

を関係付けながら，てこの規

則性について予想や仮説を

もち，推論しながら追究し，

表現している。 

（発言分析，記述分析） 

 

【思】てこの規則性について自

ら行った実験結果と予想や

仮説を照らし合わせて考察

し自分の考えを表現してい

る。 

（発言分析，記述分析） 

【知】てこのつり合いの規則性

は支点から距離と力の大き

さの積に関係していること

を理解している。 （発言分

析，記述分析） 

４ てこのつり合いを

利用したものづくり

をして，てこの働き

のまとめをする。(2) 

 

○ 教科書や図書資料，インターネット資

料を参考に「モビール」や「天びん」な

どを作るなど，てこのつり合いを利用し

たものづくりを行うことで，見つけたき

まりを生活に生かそうとする態度を育て

る。 

【関】つり合いを利用したもの

づくりをすることにより，日

常生活で使われているてこ

の働きやつり合いを利用し

た道具に興味・関心をもち，

それらを見直そうとしてい

る。（行動観察，発言分析） 

【技】てこのつり合いの規則性

を活用したおもちゃや道具

づくりを計画し，取り組んで

いる。 

（行動観察，作品分析） 

 

５ 本単元における具体的手立て 

 本単元においては，生活に見られるてこについて興味・関心をもって追究する活動を通して，

てこの規則性について推論する能力を高めるとともに，それらについての理解を図り，てこの

規則性についての見方や考え方をもつことができるように単元を展開していく。 

 指導に当たっては，実際に棒（実用てこ）を用いた事象提示を行い，「小さな力を大きな力

に変える」ことへの興味・関心を高めていく。その後，各自で活動を行う中で，手応えが変化

することを通して，そのはたらきの不思議さについて実感しながら，どのような要因が関係し

ているのかを意識できるようにする。また，言語活動モデルを活用した授業展開を行い，「支

点」「力点」「作用点」という言葉の指導や「手応え」は「大きい」「小さい」で表現するこ

となどを確認する。 



 また，実験後は，結果の整理のために一覧表示を用いて結果を整理し，その規則性をとらえ

られるようにするとともに，言語活動モデルを活用した段階的な指導を行うことで，てこの仕

組みについて学習しながら，てこのはたらきついて理解を深めていく。 

 そして，実用てこを用いた学習後，「てこの働きを利用した道具」について学習することで

日常生活の中にてこの仕組みが数多くあることを感じ，生活との関連を意識できるようにする。 

 実験用てこを用いてつり合いと傾きについて調べる場面においても，実用てこと同様に体感

と言語活動を中心に学習を進めていく。 

 具体的には，「棒（実用てこ）を用いて，てこの働きについて調べる（重い物を小さな力で

持ち上げる）」「身の回りにあるてこの働きを利用した道具について調べる」「実験用てこを

用いて，てこのつり合いと傾きについて調べる」「学んだことを生かしてものづくりを行う」

の順に単元を展開していく。 

 （１）「出会う」段階での事象提示の工夫 

 本単元の「出会う」段階では，棒（実用てこ）を用いて重い物を持ち上げる事象提示を行う。 

 初めに，２０ｋｇ程度の重い物を教室に運び入れた後，子どもの手を借りて持ち上げようと

するが，重くてなかなか持ち上がらない様子を提示する。その後，棒（実用てこ）を用いて小

さな力で持ち上げられる様子を見せることにより，てこのはたらきに対する興味・関心を高め

られるようにする。 

 （２）「かかわる」段階での工夫 

 子どもが事象に主体的にかかわり，根拠をもった予想を立てることができるように位置づけ

た段階である。具体的には，事象提示で「もっと見たい」「自分でもやってみたい」という知的

好奇心をもった子どもが実際に事象と自らかかわり，要因の抽出やその要因と現象との関係付

けを行いながら，問題意識を高めていく段階である。 

 本単元の「かかわる」段階では，班ごとに棒（実用てこ）を使って活動を行う。 

 始めに，安全面に関する指導を行い，その後，棒（てこ）を班ごとに渡して活動を行えるよ

うにする。 

 子どもが，力点や作用点を変えたりしながら，班ごとに活動する中で，同じ重さの物が重く

感じられたり，軽く感じられたりすることから，なぜそのような手応えの違いが生まれるのか

と疑問をもち，「てこの働き」への興味・関心を高めていく。この時，「棒をどのように使うと

重い物を持ち上げられるだろうか」というめあてを意識した活動を行えるように支援すること

が大切である。その中で，支点，力点，作用点をどのように動かして活動しているかを見取り，

「手応えはどうだったか」を問いかけることで，「見通す」段階での言語活動モデルを活用した

段階的な指導につなげていく。 

 （３）言語活動モデルを活用した段階的な指導 

 「かかわる」段階で明らかになった事実を確認する，「対話①」を行う。次に「書く・描く①」

の活動に取り組み，個々の子どもが，明らかになった事実をもとに，自分の考え（予想）を書

くことができるようにする。その後，自分の考え（予想）を出し合う「対話②」を行い，予想

を共有する。そして，考えを確かめる方法の話し合いを行うようにする。 

 このようなステップで，素朴概念や既習経験だけではなく，「かかわる」段階での共通体験（事

実）を根拠に予想や仮説をもつことができるように，段階的に思考を深めるようにする。 

 



＜「見通す」段階の言語活動モデル＞ 

 
思考の 

ステップ 
学習活動 発問と子どもの発言 

見
通
す 

事実確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係付け 

対話① 

 

・「かかわる」段

階で明らかに

なったてこの

仕組みについ

て気付いたこ

とを確認する。 

 

・力点，作用点，

支点，手応えな

どの言葉を教

え，表現を整え

ていく。 

Ｔ：自分でてこを使ってみて，気付いたことを発

表しましょう。 

Ｃ：持つ場所を端にすると簡単に物を持ち上げる

ことができた。 

Ｃ：物を三角の所に近づけるとあまり力を使わず

に持ち上がる。 

Ｔ：みんなが，手で持って力を加えている場所の

ことを力点，物をつるしている場所のことを

作用点，三角の支えている場所を支点といい

ます。 

Ｃ：力点を支点に近づけると力が必要だった。 

Ｃ：作用点を支点から離すと重たくなった。 

Ｃ：棒を端っこに寄せて，長い方を持って，短い

方に物をかけると，一番力が必要なかった

よ。 

Ｔ：みんなが，「軽い」「小さな力」や「重い」「大

きな力」といっていることを「手応え」とい

う言葉を使って「手応えが小さい」「手応え

が大きい」とそろえよう。 

予想（個） 

 

 

 

 

 

 

 

予想（全） 

書く・

描く① 

 

 

 

 

 

 

対話② 

 

・事実を根拠に 

予想する。 

 事実を根拠に

力点，作用点，

支点と手応え

を関係付けて，

考えをまとめ

る。 

・予想を出し合 

 い話し合う。 

・実験方法を考

え，話し合う。 

Ｔ：力点や作用点の位置をどのように変えると，

小さな力で持ち上げることができるか書き

ましょう。 

Ｃ：力点を支点から遠ざけると持ち上げる手応え

が小さくなる。 

Ｃ：作用点を支点に近づけると持ち上げる手応え

が小さくなる。 

 

Ｔ：みんなが整理したことを（言葉，絵図を用い

て）発表しましょう。 

Ｃ：力点を支点から遠ざけると持ち上げる手応え

が小さくなると思います。 

Ｃ：作用点を支点に近づけると持ち上げる手応え

が小さくなると思います。 

Ｔ：２つの点を変えたらいいんだね。力点と作用

点を同時に変えていけばいいかな。 

Ｃ：２つを変えるのはいけないと思います。 

Ｃ：変えていいのは１つだけだと思います。 

 

 

 

 



６ 本時の学習 

  ⑴ 日時 平成２７年１１月１２日（木） ５校時      於 理科室 

  ⑵ 主眼 重い物を持ち上げる活動を通して，てこの仕組みに興味・関心をもち，関係す

る要因について考えることができるようにする。 

  ⑶ 準備 実用てこ，おもり（２０ｋｇ程度），児童用てこセット，掲示物 

  ⑷ 展開 

 学習活動と子どもの意識 指導・支援上の留意点（○）と【観点】評価規準（方法） 

 

 

出  

会  

う  

１  事象提示を見て，てこの

働きに興味・関心をもち，

本時のめあてについて話

し合う。  

 

 

 

○  てこを用いた事象提示を行い，数名の子どもが

実際に体験できるようにする。  

○  「てこ」について「棒を１点で支え，力を加え

て物を持ち上げたり，動かしたりする仕組み」と

いうことを確認する。  

 

 

 

 

 

か  

 

か  

 

わ  

 

る  

２  安全の確認をしてから，

班ごとにてこを用いて活

動する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  実用てこと２０ｋｇ程度の重い物を準備する。 

○  掲示資料を用いて，安全に関する指導を行い，

その後，かかわる活動の時間を確保できるように

する。  

 ・ 班ごとに棒を渡し，それぞれに活動できるよ

うにする。  

・  めあてを意識して，小さな力でおもりを持ち

上げる方法を探すようにする。  

 ・ 机間指導を行い，子どものつぶやきを価値付

けられるようにする。  

【関】 てこを用いて，小さな力で重いものを持ち

上げられることに興味・関心をもち，てこの

仕組みを自ら調べようとしている。  

（行動・発言分析）  

   ○例  棒を使う時，端を持った方が軽く，物を

端につるすと重たくなった。  

◆  主体的に活動ができていない子どもに対して

は，力点や作用点を変えている友達の活動を示し

て，手応えの違いを実感できるようにする。  

 

見  

 

通  

 

す  

 

３  てこを用いた活動で気

付いたことを話し合う。  

 ⑴  「かかわる」段階の事

実を確認する。  

        【対話①】 

 

 

○  「見通す」段階の言語活動モデルを活用し，子

どもが自分の気づきと友達の気づきの共通点を

意識できるようにする。  

 ・ 子どもが気付きを発表する中で，共通点を意

識できるようにする。  

 ・ 「てこには，支点，力点，作用点という 3 つの点

がある」ことと「手応えは大きい，小さい」と

めあて  棒をどのように使うと重い物を持ち上げられるだろうか。 

     

支える所の遠くを持つと，力

が軽くなったよ。 

支える所の遠くに物をつる

したら，力が重くなったよ。 

支える所の近くを持つと，重

く感じたよ。 

支える所の近くに物をつる

したら，軽く感じたよ。 

何で同じ物なのに重さが変

わるんだろう。 



 

 

 

見  

 

通  

 

す  

 

 ⑵  事実確認したことを

ノートに整理して，てこ

の働きについて自分の

考えを書く。  

      【書く・描く①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  自 分 の 予 想 を 出 し 合

い，話し合う。 【対話②】 

 

 

 

表現することを確認する。  

○  関係する要因を整理し，科学言語を用いてノー

トに考えを書くことができるようにする。  

【思】 てこの働きについて，力点，作用点，支点

と手応えという言葉を用い，記述している。 

              （発言・記録分析）          

   ○例  力点を支点から遠ざけると，手応えが小

さくなる。  

   ○例  作用点を支点に近づけると，手応えが小

さくなる。  

◆  記述が進んでいない子どもに対しては，事実確

認の際の板書を振り返り，考えをまとめられるよ

うにする。  

 

○  てこの働きに関係する要因を意識して話し合

いができるように，子どもの考えを図を使って構

造的に板書する。  

○  子どもの考えを条件制御の「変える条件，変え

ない条件」という観点を通して，手応えの違いが

「支点からの距離」と関係していることに見通し

をもてるようする。  

 ４  本時の学習を振り返り，

次時の学習について確認

する。  

○  本時の学習を通して，自分達の考えを出し，考

えをまとめていくことができたことを賞賛し，次

時の実験への意欲をもてるようにする。  

 

力点を支点から遠くすると，手

応えは小さくなると思う。 

作用点を支点に近づけると，手

応えは小さくなると思う。 

支点を作用点に近づけると，手

応えは一番小さくなると思う。 


