
 

第６学年２組 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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たりしながら関係付けや意

味付けを行い，総合的な理解を図るようにする。 

○ 本単元の系統 

 本内容は「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」に関わるものである。 

 子どもは，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，

振り子の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。 

 本単元では，てこの規則性について推論する

能力を育てるとともに，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。 

 この学習は，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。 

 

○ 子どもの興味・関心の実態 

 本学級の子どもは，「はさみ」や「穴あけパンチ」

などを日常的に使用している。しかし，紙を「切

る」「穴を開ける」という目的は意識できても，そ

の道具が「てこの働き」を利用したものであるこ

とには気付いていない。そのため，小さな力で大

きな働きをすることやその便利さについて認識し

ている子どもはほとんど見られない。また，理科

の学習においても上皿天秤を使った経験がなく，

つりあいや重さの違いによる傾きに疑問をもった

経験も少ないと考えられる。そこで，単元の内容

については，共通の土台となる経験がほとんどな

いと考え，学習を構成する必要があると思われる。 

地震などの自然災害に関係づけて防災教育と

して，災害レスキューの救助活動の映像を見せた

ところ，多くの子どもが，１本の棒と人の力で大

きな石やコンクリートブロックを動かす場面に驚

き，「自分たちにもできるのだろうか。」と感想を

書いていた。その姿から，疑問と関心の高まりが

感じられた。 

○ 子どもの能力の実態 

 本学級の子どもは，約７５％が理科を好きだと

答えている。「観察や実験が楽しい」という理由が

多く，観察や実験に意欲的に取り組む。また、「予

想を書く」ことが楽しいという理由も多かった。

しかし，思考・表現では個人差が大きく，特に考

察場面になると，結果と考察の区別が不十分でな

いことや，めあてに対応した結論が十分でない子

どもも多い。主な原因として，「自分の問題になっ

ていない」「見通しがもてない」「結果と考察の区

別が十分ではない」などが挙げられる。そのため，

事象提示を工夫し，解決の見通しをもたせてから

観察，実験を行ったり，場面ごとに言葉を使い分

けたりする指導を重ね，学習過程を意識しながら

学習を進められるようになってきている。 

学び方については，事象を比較し，その共通点

や差異点からきまりを捉えたり，変化とそれを引

き起こす要因を抽出し関係付けたり，条件を制御

して実験を進めたりする力を身につけている。し

かし，事実をもとに推論したり，多面的・総合的

に考察したりする力は，まだ十分だとはいえない。 



 

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 てこの働きを体験

し，気付いたことを

もとに，学習に見通

しをもつ。   ① 

 

 

 

 

 

 

 

○ てこを用いた時，同じものでも手ごた

えが小さくなったり，大きくなったりす

ることについて，支点をブラックボック

ス化した状態で示し，てこの働きについ

ての興味・関心を高められるようにする。 

○ 棒を使って小さな力で物を持ち上げた

ときの仕組みを「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。 

○ 物を持ち上げたときの手ごたえの違い

は，力点や作用点の位置が関係している

という見通しを基に，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られるよ

うにする。 

【安全上の留意点】 

 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

する。 

  急に棒から手を離したり棒を振ったり

すると周りの人に棒が当たることがある

【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・記録分析） 

 

 

 

【思】てこの働きについて，支

点，力点，作用点の三つの位

置の関係に着目して推論し

ながら，予想をもち，追究す

る方法を考えている。 

     （発言・記録分析） 

 



 

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。 

２ てこの仕組みを使

って，物を小さな力

で持ち上げるときの

きまりを調べる。① 

〈本時〉 

 

 

 

 

 

○ 計画した方法で実験を行い，物を持ち

上げたときの手ごたえと，そのときの力

点の位置を絵図や表にまとめ一覧掲示す

ることで，友達と意見交換しながら，自

分の考えをまとめることができるように

する。 

○ 物を持ち上げる力の大きさは，支点か

ら力点までの距離と支点から作用点まで

の距離が関係していることを推論しなが

ら，まとめることができるようにする。 

【安全上の留意点】 

  急に棒から手を離したり棒を振ったり

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。 

【思】てこの働きや規則性につ

いて，自ら行った実験の結果

と予想を照らし合わせて推

論し，自分の考えを表現して

いる。  （発言・記録分析） 

 

【知】てこで持ち上げるときの

手ごたえは，支点から力点ま

での距離，支点から作用点ま

での距離によって変わるこ

とを理解している。 

   （発言分析，記述分析） 

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

ごたえを体感す

る。 

           

 (2) 同じ重さのお

もりをつるし，水

平につり合う位置

を調べる。 

 

 

 

 (3) 右のおもりの

重さや位置を変え

て，水平につり合

わせる活動を通し

 

 

 

 

○ 実験用てこに働く力を指で体感させ，

前時までのてこのきまりが同じになるこ

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

られるようにする。 

○ 実験の結果を分かりやすく記録できる

 

 

 

 

【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） 

 

【思】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，

表現している。 

（発言分析，記述分析） 

【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） 



 

て，てこがつり合

う時や傾く時のき

まりを調べる。  

 

 (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。       

 

 

 

 

 

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

重さと位置を調べられるようにする。 

○ 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付けなが

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。 

 

 

 

 

 

【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

は支点からの距離と力の大

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 身の回りのてこの

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

使ったときの手ごたえを調べ，体感を基

に，てこの利便性について考えることが

できるようにする。 

○ 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をする場を設定

し，てこの有用性を共有できるようにす

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） 

【知】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。 

（発言分析，記述分析） 

５ 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。① 

 

○ 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」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】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】学習を生かし，てこの働

き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 

 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，手ごたえが変

化することを通して，てこの働きの不思議さを実感しながら，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，言語活動プラン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「手ごたえ」は「大きい」「小さい」で表現することなど

を確認する。 

 実験後は，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，

言語活動プランを活用した段階的な指導を行うことで，てこの仕組みやはたらきについての理

解を深めていく。次に，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，

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，実用てこと同様，体

感と言語活動を軸に学習を進め、てこの規則性をとらえられるようにしていく。 

 その後，「てこの働きを利用した道具」に目を向けることで，日常生活の中にてこの仕組み

が数多くあることから，生活との関連を意識できるようにする。 

  このように，単元全体の流れとしては，①「実用てこを用いて，てこの仕組みと働きにつ

いて調べる」②「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」③「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」④「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，一本の棒を用いて重い物を持ち上げる事象提示を行う。棒の

使い方を工夫することにより重いものが楽に持ち上げられることは，児童にとって驚きである

と思われる。しかし，ただ演示の通りにてこを使ってみるだけでは，「きまりを見つけたい」と

いう強い問題意識は生まれない。そこで，ブラックボックスで棒の使い方を隠しながら，重い

ものを楽に持ち上げたり，同じ荷物なのに重さの体感が変化したりする様子を見せ，見えない

仕組みを想像する。その後，手ごたえの変化を体感しながら自分たちで自由にかかわる活動を

設定することで，棒の使い方への興味・関心を高めるとともに，てこの規則性について調べて

みたいという追究意欲を高めるようにする。 

 （２）「かかわる」段階での根拠を伴った予想を作り出すための工夫 

 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」と知的好奇

心をもった子どもが実際に自ら事象とかかわり，「ブラックボックスの中はきっとこうだろう」

「重いものを楽に持ち上げる方法はこうに違いない」と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。 

 本単元では，体感や提示により，棒の使い方に問題意識をもった子どもが，班ごとに棒（実

用てこ）と実際にかかわる活動を行う。始めに，安全面に関する指導を行い，このブラックボ

ックスの中は支点となる台があるだけの単純な仕組みであることを示す。あとは，一本の棒と

おもりを組み合わせて，「どうすれば楽に持ち上げることができるのか」，「きまりはあるのか」

と自由に活動を行えるようにする。 

 子どもが，力点や作用点を変え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，「支点を中心とした力点・作用点の位置関係にきまりが



 

あるのではないか」と，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，子どもが支点を中心とした力点，作用点をどのように動かして活動しているかを見取

り，「位置が変わると手ごたえはどうだったか」を問いかけることで，「予想・方法」段階での

言語活動プランを活用した段階的な指導につなげていく。この後は，さらに言語活動プランを

活用しながら，条件制御を意識した実験方法計画を立てるようにする。 

 （３）子どもの思考を深めるための言語活動プランを活用した指導の工夫 

＜「予想・方法」段階の言語活動プラン＞ 

 
思考の 

ステップ 
学習活動 発問と子どもの発言 

予
想
・
方
法 

事実確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係付け 

 

 

 

対話① 

 

・「かかわる」段

階で見つけたこ

とや，疑問に思

ったことを確認

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。 

 

・３点の位置に目

を向ける。 

Ｔ：この１本の棒を使って，おもりを持ち上げた

時に気付いたことを発表しましょう。支え・

おもり・手の場所の言葉を使って発表しても

よいです。 

Ｃ：持つところを変えると，重く感じたり，軽く

感じたりした。 

Ｃ：支えに近いところを持つと重く感じた。 

Ｃ：おもりの場所を変えても重くなったり，軽く

なったりしたよ。 

Ｃ：支えに近いところにおもりを置くと軽く感じ

たよ。 

Ｔ：この１本の棒で同じ重さのものが軽く感じた

り重く感じたりしました。重さは変わってい

ないので「重い・軽い」は変です。何と表し

ますか？ 

Ｃ：手応えは大きくなる，小さくなる。 

 

Ｔ：棒を１点で支え，力を加えて物を持ち上げた

り，動かしたりするしくみを「てこ」と言い

ます。これを使うと手応えを変えることがで

きるのです。 

みんなの手の点とおもりをのせた点と中心

点の名前です。力点，作用点・支点 

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。 

 

Ｔ：力点・作用点・支点の言葉を使って小さな力

で持ち上げるときのきまりを予想しよう。 

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。 

Ｃ：３つの点の場所（位置）や距離がきまりに関

係しているんだ。 

Ｔ：整理しながら「きまり」を確かめよう。 

Ｔ：どんな実験をすると「きまり」がみつかるだ

ろう。 



 

  ・実験方法を考

え，話し合う。 

Ｃ：順番に調べていったらいいよ 

Ｔ：順番？３点あるよ。 

Ｃ：変えていいのは調べたい１つだけだと思いま

す。 

Ｃ：だから，さっきみたいに中心の支点は動かさ

ず，力点を調べる時は，作用点も位置を決め

て動かさない。 

Ｃ：作用点を調べる時は，力点の位置を動かさな

い。 

Ｔ：５年生の時の調べ方を使って考えたね。 

Ｔ：「てこ」のはたらきのきまりを考えていこう。 

 まず、「かかわる」段階で明らかになったてこの手ごたえを確認する「対話①」を行う。その

中でめあてを意識した「小さな力」「きまり」は何だろうかという疑問を問題へと高めていく。

本単元においては，「持つ所」「荷物の所」「支え」「手ごたえが重い、軽い」などの言葉を「力

点」「作用点」「支点」「手ごたえが大きい、小さい」という表現へと指導していく。次に，そこ

で得られた事実をもとに，個々の子どもが，自分の考え（予想）を書く「書く・描く①」の活

動を行う。その後，自分の考え（予想）を出し合う「対話②」を行い，学級で予想を共有する。

そして，考えを確かめる実験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。 

 

＜「考察・結論・適用（活用）」段階の言語活動プラン＞ 

 
思考の 

ステップ 
学習活動 発問と子どもの発言（記録） 

 事実確認 

対話③ 

 

・一覧表示から結

果を確認する。 

Ｔ：実験の結果はどうなりましたか。 

Ｃ：力点を３にした時，手ごたえが小さいです。 

Ｃ：作用点を１にした時，手ごたえが小さいです。 

考
察
・
結
論
・
適
用
（
活
用
） 

関係付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書く・

描く② 

 

対話④ 

 

 

 

 

 

・予想と結果を関

係付けて，自分の

考えを書く。 

・自分の考察を出

し合い，話し合

う。 

 

 

・めあてを振り返

り，本時の学習を

結論付ける。 

 

 

Ｔ：自分の予想と実験結果を結んで，考察を書き

ましょう。 

 

Ｔ：自分の考察を発表してください。 

Ｃ：予想と同じように，力点を支点から遠ざける

と，手ごたえが小さくなる。 

Ｃ：予想と同じように，作用点を支点から遠ざけ

ると，手ごたえが小さくなる。 

Ｔ：今日の学習のまとめをしましょう。 

Ｃ：力点の位置を支点から遠ざけると，手ごたえ

が小さくなる。 

Ｃ：作用点の位置を支点に近づけると，手ごたえ

が小さくなる。 

意味付け 

対話⑤ 

 

 

・学習を類似事象

と関係付けて， 

一般化を図る。 

Ｔ：てこを使う時，一番小さな力で持ち上げるの

はどのようにした時ですか。 

Ｃ：力点（作用点）と支点の距離を長くした（短 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日常生活への 

適用。 

 

 

 

 

くした）時です。 

Ｔ：もっと小さな手ごたえで持ち上げる方法はな

いですか。 

Ｃ：最初にしたみたいに，支点を動かしてよかっ

たら，もっと小さな力で持ち上がるよ。 

Ｃ：支点を変えたら力点との距離も作用点の距離

もどちらも変えることができるから。 

Ｔ：てこはとても便利だけれど，どんな時に使っ

ているのかな。 

Ｃ：以前に見たレスキュー活動とか・・・ 

Ｔ：てこについてもっと調べていこう。 

 「観察，実験」段階で出た各班の結果「力点を変えた時の手ごたえ」と「作用点を変えた時

の手ごたえ」を一覧表示し，その結果を確認する「対話③」を行う。この中で，支点から力点

や作用点までの距離を変えると手ごたえが変わるという事実を確認した後，「考察・結論・適用

（活用）」段階のはじめに，「書く・描く活動②」に取り組む。ここでは，子どもがそれぞれ，

自分の予想と実験結果を関係付け，予想がどうであったかを踏まえ，自分の考え（考察）を書

くようにする。その後，関係付けた個の考えを出し合い話し合う「対話④」を行い，思考を深

めながら結論まで導く。最後に，日常生活への適用や類似の事象との関係付け，一般化などを

図る「対話⑤」を行う。本時では，「出会う」「かかわる」段階で支点を変えたことを想起させ，

科学的な用語を使って手ごたえが小さくなったわけを改めて説明する。このような活動を通し

て，日常生活に中にみられるてこの働きについてしっかりととらえることができるようにする。 

 

６ 本時の学習 

  ⑴ 日時 平成２８年１１月１５日（火） ５校時      於 理科室 

  ⑵ 主眼 力点と作用点を変えながら手ごたえを調べる活動を通して，支点から力点と作

用点までの距離と手ごたえの関係を正しく整理し考え，支点からの距離によって

手ごたえが変化するというてこの規則性についてとらえることができるように

する。 

  ⑶ 準備 てこ（棒と支点），おもり（５ｋｇ程度），掲示物，学びの足あと 

  ⑷ 展開 

 
学習活動と子どもの意識 

指導・支援上の留意点（○） 

【観点】評価規準（方法） 

 １  前時の学習を想起して，本時

学習のめあてを確認する。  

 

 

 

 

 

○  学びのあしあとを用いて前時までの学習

を振り返り，予想と実験方法について確認で

きるようにする。  

○  実験での注意事項を確認することを通し

て，安全に気を付けて実験が行えるようにす

る。  

 

 
めあて 小さな力でものを持ちあげるときのきまりをみつけよう。 



 

観  

察  

・

実  

験  

 

２  力点と作用点を変えた時の手

ごたえについて実験を行う。  

 ⑴  班で協力して実験を行う。  

 ・  力点を変えた時の手ごたえ

について実験を行う。  

 

 

 

 

 

 ・  作用点を変えた時の手ごた

えについて実験を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵  班の実験の結果をノートに

記録する。  

 

 

 

 

○  「支点と力点の距離」と手ごたえの関係を

意識しながら，実験できるようにする。  

 ・  前時を想起する中でめあてを意識して，

力点だけを変えて手ごたえを比べるよう

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。  

○  「支点と作用点の距離」と手ごたえの関係

を意識しながら，実験できるようにする。  

 ・  前時を想起する中でめあてを意識して，

作用点だけを変えて手ごたえを比べるよ

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。  

◆  手ごたえの表現に戸惑う子どもには２の

位置を基準に比べて記録するように促す。  

○  ノートに結果を記録し，班ごとに記録を確

認することを通して，一覧表示にまとめられ

るようにする。  

 

 

 

 

 

 

考  

察  

・  

結  

論  

・  

適  

用  

 

 

 

 

３  実験結果を確認し，分かった

ことを話し合う。  

 

 

 

 

 

 ⑴  一覧表示から結果を確認す

る。  【対話③  事実確認】  

 ⑵  予想と結果を関係付けて，

自分の考察を書く。  

【書く・描く②  関係付け・考察】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  結果を一覧表示し，全員で確認する。  

 

○  「支点と力点の距離」を変えた時の手ごた

えの違いについてと「支点と作用点の距離」

を変えた時に手ごたえの違いについてそれ

ぞれ確認することを通して，各自で考察が書

けるようにする。  

【思】 てこの働きについて，支点と力点や作用点の

距離を変えた時の手ごたえが変わることを表

現することができている。（発言・記録分析） 

  ○例  予想と同じように，力点，作用点と支



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶  自分の考察を発表し，それ

に基づいて話し合う。  

     【対話④  関係付け】  

 ⑷  めあてを振り返り，本時の

学習をまとめる。  

      

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸  てこを使って，一番力が小

さくできる方法について考え

られるようにする。  

【対話⑤  意味付け】  

 

 

点の距離を変える（長くする，短くす

る）と手ごたえが変わる（大きくなる，

小さくなる )。  

◆  考察を書くことが苦手な子どもに対して

は，「予想に対してどうだったかな」「結

果からどんなことが分かったの」などを問

い，考察のポイントを確認する。  

○  考察を書いたノートを持ち，理科室前方で

話し合いを行うことを通して，話し合いが活

発にできるようにする。  

○  理科室前方で，話し合いの座り方のまま，

めあてと結んで，まとめられるよう呼びかけ

る。  

【知】 てこで持ち上げるときの手ごたえは，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） 

 

 

 

○  支点を変えるという考え方が子どもから

出ない場合は，この棒を使って一番手ごた

えが小さいてこの使い方は，どうすればい

いか問いかける。  

○  「出会う」「かかわる」段階を想起でき

るように学びの足あとを活用し，実際に支

点を移動させた時の手ごたえを確かめられ

るようにする。  

振  

り  

返  

る  

４  本時の学習を振り返り，次時

への意欲を高める。  

 

○  本時までの学習を通して，てこの働きに

ついてまとめられたことを称賛する。  

 

 

まとめ 支点から力点までの距離を長くすると，手ごたえは小さくなる。 

    支点から作用点までの距離を短くすると，手ごたえは小さくなる。 


