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１ 言語活動  「データを解釈し、集団で協議する事例」 

 

２ 単元名   てこのはたらき 

 

３ 単元について 

児童はこれまでに、３年「風やゴムで動かそう」「物の重さをくらべよう」では実験結果と生活経験

を結びつけて風やゴム、重さの性質を理解すること、４年「物の体積と力」では、２つの実験結果から

性質の違いについて変える要因と結果を関連付けて考えること、５年「ふりこのきまり」では、条件の

制御に注意しながら定量的に調べ、データの分析をもとに考察することを学習してきた。 

この単元では身近な生活の中からてこの原理を見出し、てこのはたらきを利用した道具を使った活動

を通して、支点から等しい距離に同じ重さのものをつるすとつり合うことや、支点の左右のうでを傾け

るはたらきはうでにつるすおもりの重さと支点からの距離に関係することをとらえることをねらいと

している。 

本実践では単元の導入時から実感をともなった活動を取り入れ、児童らが自ら問題解決ができるよう

な展開を考えている。実験器具を使った操作活動を通して、つり合うときには支点からの距離が重要で

あることに気付かせ、てこのきまりについて見通しを持たせていきたい。 

 指導に当たっては、児童一人一人が問題意識を持ちながら主体的に学習を進め、見通しを持って観察

や実験を行い、実感を伴った理解を得ることを大切にしていきたい。そこで、本単元を進めるにあたり、

次の点を大切にして授業展開していきたい。 

  ①実感を伴う理解を大切に、問題提示→課題の把握→予想→実験→結果→考察→まとめの問題解決

型の基本的な展開を大切にした１単位時間の活動。 

  ②理科の言語活動として、今までの経験や学習した科学的な用語を使い、自分なりの考えをもって

予想・考察しまとめを書くことができる。 

  ③生活経験とのつながりに目を向け、学習が生活に結びつく単元構成にする。 

 

４ ６年ブロックとしての考え 

昨年度は 

○事実等を正確に理解し、友だちに的確に分かりやすく伝えること。 

○事実等を読み取るとともに、考えを伝え合うことで自分の考えや集団の考えを発展させることを

めざした。今年度も社会科同様に理科の実験を通して学んだことを統合する思考を言語活動として

位置づけ次のように考えた。 

①実験から、てこのはたらきや規則性についてとらえる力 

②実験結果を言葉や式、図等を使って表し、そこからわかるてこのはたらきや規則性について式や

文章で表現する力 

③考えを伝え合うことで、自分の考えや集団の考えを深化統合する力 

以上のような力をつける場を「言語活動」と位置づけることにした。 

 



５ 児童の実態 

 男子１３名、女子１６名、計２９名の学級である。実験や観察の事実を記述することができる児童は

多い反面、得られた結果から考察し、課題に対する結論を導くことが苦手な児童が多いという現状があ

る。例えば物体の燃焼実験の際にも、物が燃焼する前の空気に入れた石灰水は透明のままであるが、燃

焼した後の空気に入れた石灰水は白く濁るという実験結果は多くの児童が記述できた。しかし結果を基

に考察する力が身に付いていない児童は結論を導くことができず、学級の約半数の児童は結論を書かせ

ても実験結果と同じ「物が燃えた後の空気に入れた石灰水は白く濁った。」という内容を記述していた。

このように一部の児童は実験結果を得られたことで学びが終わってしまい考察まで至らないため、結論

を導くことができていない現状があると考えられる。 

 そこで児童一人一人が子どもなりの科学的な思考から問題意識を持たせ、これまで理科で学習したこ

とを基に科学的知識を根拠に結論を位置づけることや、その現象がどんな意味を持つのかを考えさせな

がら学習を進めることで結論を導き出す手立てとしたい。  

６ 単元の目標 

・てこのしくみに興味をもち、おもりを持ち上げて手ごたえの大きさを調べ、てこを傾けるはたらきは、

作用点や力点の位置によって変わることをとらえることができるようにする。 

・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、てこがつ

り合うときのきまりを発見するとともに、てこを利用した道具のしくみや使い方を考え、身のまわり

の様々な道具でてこが利用されていることをとらえることができるようにする。 

７ 指導計画（全１０時間） 

時 おもな学習活動 言語活動に関する 

指導上の留意点 

評価基準 

1 ・１本の棒を使って重い物

を持ち上げる活動を行

い、どのようにすれば楽

に持ち上げることができ

たか話し合う。 

・てこの支点・力点・作用

点について知る。 

・支点・力点・作用点の意味をしっか

りつかみ、自分の言葉として使えるよ

うにする。 

 

【関】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平行

になったとき、物の重さは等しいこ

とを理解している。 

2 

3 

 

・てこを使っておもりを持

ち上げるとき、どうする

と小さい力で持ち上げる

ことができるか、条件を

整理して調べ方を考え

る。 

 

・おもりの位置や力を加える位置を変

えると手ごたえがどう変わるかを予

想して自分の言葉で表現させるよう

にする。 

 

【知】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平行

になったとき、物の重さは等しいこ

とを理解している。 

【知】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を理解

している。 



4 ・てこを使っておもりを持

ち上げる場合、小さな力

で持ち上げられるのはど

のようなときかまとめ

る。 

・実験結果について、必ず使うキーワ

ードを交えて、まとめさせる。 

・てこを使って楽に物を持ち上げるた

めには、作用点の位置や力点の位置を

どうしたらよいかを直接体験を通し

て、自分の言葉で表現できるようにす

る。 

【知】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を理解

している。 

5 

6 

・てこを傾けるはたらきと、

力を加える位置や力の大

きさとの関係を考える。 

・てこを傾けるはたらきが

左右で等しくなるのはど

んなときか調べ、表にま

とめる。 

・傾き・位置・左右の均衡について理

解し、自分の言葉として使えるように

する。 

【技】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し

ている。 

7 

本

時 

・前時の実験で得られた結

果をもとに、てこが水平

につり合うときのきまり

についてまとめる。 

・実験結果のデータを分析しながら自

分の言葉で考え、まとめることができ

るようにする。 

【思】てこがつり合うときのおもり

の重さや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

ら追求し、表現している。 

【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

や仮説を照らし合わせて推論し、

自分の考えを表現している。 

8 

9 

・てこのきまりを利用して、

物のおもさを比べたりは

かったりする方法を考

え、実験用てこを使って

確かめる。 

・てんびんのつり合いのき

まりについてまとめる。 

・比較・予想の言葉を交えて、自分の

考えを表現させる。 

【知】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を理解

している。 

10 ・身のまわりには、どんな

てこを利用した道具があ

るかさがし、てこのはた

らきについて考える。 

・てこのはたらきについて、

学習したことをまとめ

る。 

・身の回りの道具にどのようにてこの

原理が活用されているのか考えて発

表させる。 

・てこを利用した道具について、「支

点」「力点」「作用点」等の言葉を用い

ながら、正しく説明することができる

ようにする。 

【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。 

 

 

 



８ 本時の学習 

  （１）日時 平成２６年９月１０日（水）３校時（１０：４５～１１：３０） 

  （２）場所 ６年４組教室 

  （３）本時の目標  実験で得られた結果をもとに、てこが水平につり合うときのきまりを見つけ

確かめることができる。 

  （４）本時について 

     本時は前時に行った実験用てこを使った実験の結果を基に考察し、てこが水平につり合うと

きのおもりの重さと支点からの距離の関係を式に表す学習である。前時の様子を記録した映像

や写真を利用し実験が想起しやすいよう工夫し、授業の最後には導き出した式を利用し、てこ

がつり合う場合のおもりの重さや支点からの距離が求められるよう導いた式を確かめる活動

を行いたい。 

（５）本時の言語活動について 

「データを解釈し、集団で協議する事例」 

（６）展開 

展開 学習活動・内容 指導上の留意点・評価（方法） 

導入 

（１０

分） 

１．前時の実験を振り返る。 

○前回の実験でどのような結果が出たか発表し

てください。 

・２の位置はおもりを３０グラムつるすとつり合

った。 

・４の位置は２つのおもりだと力が大きすぎて、

２つのおもりでは小さすぎたので、いくつつる

してもつり合わなかった。 

○結果からどんなことに気づきましたか。 

・４と５の位置以外は重さを変えるとつり合っ

た。 

・おもりの数を調節してもつり合わないところも

ある。 

・おもりの位置が遠くなるほどおもりの重さは軽

くなっている。 

 

・掲示資料等で前時を想起させながら振り返らせ

る。 

 

 

 

 

 

・児童の意見を板書に残し、決まりを導くヒント

になる考えに赤線を引いていく。 

・支点から力点・作用点の距離とてこの手応えの

関係について触れ、既習事項と結びつけてきま

りを導くことができるようにする。 

展開 

（１５

分） 

 

 

 

 

 

 

 

２．てこが水平につり合うときの特徴について考

える。 

○１の位置につるしたときと、２の位置につるし

たときの２つに注目すると、どんなことが分か

りますか。 

・おもりの位置が遠いときはつるすおもりの数は

少ない。 

・おもりの位置が近いときはつるすおもりの数が

多い。 

 

 

 

・班で話し合いをし、ホワイトボードに考えをま

とめさせる。 

・１の位置につるした場合と２の位置につるした

場合の２つに注目して考えさせる。 

・おもりの位置と重さの関係について考えさせ

る。 

・１の位置も２の位置もおもりの位置と力の大き

さをかけ合わせると６０になることに気づか



 

 

 

（１０

分） 

・どちらもおもりの位置の数字とおもりの重さを

かけ合わせると６０になる。 

 

３．てこが水平につり合うときのきまりをまとめ

る。 

◎てこがつり合うときのきまりを言葉の式で表

してみましょう。 

・左右でつり合っているから、右にかたむける力

と左にかたむける力を＝で結べばいい。 

・おもりの重さ×おもりの位置＝おもりの重さ×

おもりの位置の式で表すことができる。 

せる。 

 

 

 

 

・言葉の式で考えさせる。 

 

 

 

まとめ 

（１０

分） 

４．見つけたきまりを確認する。 

○前回つり合わなかった４の位置には、どれだけ

おもりをつるせばてこがつり合うでしょうか。 

・４×□＝６０の式の□を求めればよいので１５

グラムだと思う。 

 

・きまりを使って計算し、５グラムのおもりが必

要なことに気づかせる。 

・5 グラムのおもりを渡し、実験用てこを使って

１５グラムでつり合うかどうか確認させる。 

 

言語活動にかかわる求める子どもの姿【評価基準】   

評価① 実験から、てこのはたらきや規則性についてとらえることができている。 

評価② 実験結果を言葉や式、図等を使って表し、そこからわかるてこのはたらきや規則性について 

式や文章で表現することができている。 

評価③ 考えを伝え合うことで、自分の考えや集団の考えを深化統合することができている。 

 

（７）板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもりの位置 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

おもりの重さ ６０ ３０ ２０ × × １０ 

 

てこが水平につり合うときのきまりを調べよう 

1

班 

4

班 

3

班 

6

班 

5

班 

2

班 
実験から気づいたこと 

てこがつりあうには… 

きまり 

＝ 


