
資料２

【てこのはたらき （全１２時間） 【１０月～１１月中旬】】
＜評価規準＞

（関心・意欲・態度） ・てこの仕組みに関心をもち、力点や作用点の位置を変えて、てこを傾ける働きやてこが釣り合う
ときの左右のおもりの数と支点からの距離の関係を調べたり、てこやてんびんを利用した道具の
仕組みや使い方を考えたり、てこやてんびんを利用したはかりを進んでつくることができる。

（科学的な思考） ・力点や作用点の位置から支点までの距離と加える力の大きさ、てこを傾ける働きやてこが釣り合
うときの左右のおもりの数と支点からの距離を関係付けて考えることができる。

（技能・表現） ・調べたい条件を一つだけ変えて、他の条件を統一して実験したり、何度もくり返して調べ、得ら
れた結果を記録して、表やグラフに表したり、上皿てんびんを正しく使ったりすることができる。

（知識・理解） ・てこの働きは、おもりの位置や力点から支点までの距離と、加える力の大きさに関係し、てこが
釣り合うときには左右の「力の大きさ」と「支点からの距離」の積が等しいことがわかる。

月 評価規準 留 意 点小単元 時 本時のねらい 主 な 学 習 活 動

ぼ １ おもりをかけ １．砂の入った袋を手で持ち上げてみる。 ・棒を使ってものを 【ＴＴ形態】10
月 う る位置や、棒を ・重たくて一人ではもてないよ。 持ち上げることに興 ・一人でやっと持ち

で 支える位置を変 ・二人なら持ち上げれるかもしれないよ。 味をもち、進んで実 上げることができる
重 えて楽におもり ２．棒とひもを提示して、袋を持ち上げるこ 験に取り組むことが くらいの砂袋を用意
い を持ち上げる実 とができるか考える。 できる。 し、全員に砂袋を持
も 験に進んで取り 関心・意欲・態度 たせる。（ ）
の 組むことができ 重い袋を一人で楽に持ち上げるには、どう
を る。 したらいいだろうか。 ・二人で持ち上げる
持 考え方を出した後に発言・行動
ち ３．おもりをつるす位置（作用点 、力を加 何度もおもりをつ 一人で持ち上げる方）
上 える位置（力点 、棒を支える位置（支点） るす位置や、棒を支 法について考えるよ【基礎・基本】 ）
げ おもりを持ち を自由に変えて、手ごたえを調べる。 える位置を変えなが うにする。
よ 上げる活動に関 ・手ごたえが軽く、簡単に袋を持ち上げる ら実験に取り組んで
う 心をもち、進ん ことができるよ。 いる。 ・実験ではもう１つ

で楽におもりを ・でも、手ごたえが重たくて持ち上げるこ 砂袋を用意して、比
持ち上げる態度 とが大変なときもあったよ。 べさせるようにす
を身に付ける。 ・おもりを持ち上げるのが、そのまま持ち る。

上げることと同じ時があったよ。
・力を加える位置と

棒を使って、作用点や力点、支点を変えた おもりをつるす位置
りすれば、重い袋を楽に持ち上げることが に関係があることに
できる。 気付かせる。

２ 実験や交流か １ てこの仕組みや各部の名称について知る ・てこを使っておも 【ＴＴ形態】． 。
らおもりを持ち ①てこには、力を加える位置（力点 、おも りを小さい力で持ち ・おもりの位置・支）
上げる力の大き りの位置（作用点 、てこを支える位置（支 上げることができる 点の位置・力を加え）
さは、おもりの 点）の 点があること。 ことをおもりの位置 る位置から、おもり3
位置・支点の位 ②てこは、傾けるはたらきが大きい方に傾く ・支点の位置・力を の位置と支点の位置
置・力を加える こと。 加える位置を変えて の距離・支点の位置
位置に関係して 調べ、図を使ってわ と力を加える位置の
いることに気付 かりやすく記録する 距離に目を向けさせ
き、条件を整理 ことができる。 るようにする。

（ ）して実験の計画 技能・表現
を立てることが ・条件を統一して調
できる。 べることを指導す行動・ノート

変化させる条件、 る。
２．てこを使っておもりを持ち上げる事象を 変化させない条件を

見て、てこを使っておもりを小さい力で持 はっきりさせ実験を
ち上げることができるか考えを交流する。 繰り返したり記録し【基礎・基本】

変化させる条 ている。
件、変化させな 小さい力でおもりを持ち上げるには、力
い条件を整理し 点、作用点、支点の位置をどこにすればい
て実験の計画を いだろうか。
立てる能力を身
に付ける。 ３．予想をして、３つの考えにまとめる。

・力点を支点から遠ざけるといいと思うよ。
・作用点は支点から近い方がいいと思うよ。
・支点の位置も変えてみると持ち上げれると

思うよ。

４．実験方法を考え、実験の計画を立てる。



月 時 本時のねらい 主 な 学 習 活 動 評価規準 留意点小単元

【習熟度別形態】1 0 ぼ ３ おもりの重さ １．学習計画から、本時の課題を確認する。 ・おもりの位置・力
・力点の位置を調べる月 う やおもりの位置 を加える位置・おも
ことに見通しをもつこで ・支点の位置の 小さい力でおもりを持ち上げるためには、 りの重さの条件を固
とができたかどうかを重 条件を統一して 力点の位置をどこにすればいいだろうか。 定して条件統一に気
自己診断して、コースい 力点の位置だけ を付けて定量的に調
選択をする。も を変えて力の大 ２．予想する。 べることができる。

の きさを調べ、て ・力点を支点から遠ざけた方が、小さい力 （技能・表現）
補充コースを こが釣り合うと でも持ち上げれると思うよ。
・教師と共に実験方法持 きには「力の大
を確かめ、力点を変えち きさ」と「力点 ３．実験方法を考える。
たり、作用点のにはた上 から支点までの 補充コース 基本コース 発言・ノート
らく力や位置を同じにげ 距離」の積が等 支点を力点に近づ４．実験方法を教師と確かめ ４．実験方法を仲間と交流し

して考えるように指導よ しいことがわか けるほど小さい力でながらおもりの重さや位置 て、おもりの重さや位置を

する。う る。 持ち上げられることを同じにするという条件に 同じにする条件の意味につ

基本コースついて考える。 いて考える。 をまとめている。
・力点を確かめる実験【基礎・基本】 ５．条件を確かめながら実験 ５．交流した実験方法で実験

方法を交流し、板書で作用点を支点 する。 する。

整理する。に近づけ、力点 ６．結果を交流し、力点の位 ６．データをもとにして、結

・同じにする条件につを遠ざけるるほ 置についてまとめる。 果を交流する。

いては、意味を考えさど小さい力で持 。７．まとめる ７．まとめる。

えるように問い返しをち上げられると
行なう。いう見方を身に 力点の位置を支点から遠ざけていくとだん

付ける。 だんと力も小さくなっておもりを持ち上げ
ることができる。

【習熟度別形態】４ おもりの位置 １．学習計画から、本時の課題を確認する。 ・おもりの位置・力
・作用点の位置を調べだけを変えて持 を加える位置・おも
ることに見通しをもつち上げる力の大 小さい力でおもりを持ち上げるためには、 りの重さの条件を固
ことができたかどうかきさを調べるこ 作用点の位置をどこにすればいいだろうか 定して条件統一に気。
を自己診断して、コーとを通して、お を付けて定量的に調
ス選択をする。もりの位置を支 ２．予想する。 べることができる。

点の位置に近づ ・作用点は支点から近づけた方が、小さい （技能・表現）
補充コースけるほど小さい 力でも持ち上げれると思うよ。
・教師と共に実験方法力でおもりを持
を確かめ、作用点を変ち上げることが ３．実験方法を考える。 発言・ノート
えたり、力点の位置をできることがわ 補充コース 基本コース 作用点を支点に近
同じにして考えるようかる。 づけるほど小さい力４．実験方法を教師と確かめ ４．実験方法を仲間と交流し

に指導する。ながら力点や支点の位置を て、力点や支点の位置を同 で持ち上げられるこ
とをまとめている。同じにするという条件につ じにする条件の意味につい

基本コースいて考える。 て考える。

・力点を確かめる実験５．条件を確かめながら実験 ５．交流した実験方法で実験

方法を交流し、板書で【基礎・基本】 する。 する。

整理する。作用点を支点 ６．結果を交流し、作用点の ６．データをもとにして、結

・同じにする条件につに近づけるほど 位置についてまとめる。 果を交流する。

いては、意味を考えさ小さい力で持ち ７．まとめる。 ７．まとめる。

えるように問い返す。上げられるとい
う見方を身に付 作用点の位置を支点から近づけていくとだ
ける。 んだんと力も小さくなっておもりを持ち上

げることができる。

【習熟度別形態】５ 支点の位置だ １．学習計画から、本時の課題を確認する。 ・おもりの位置・力
・支点の位置を調べるけを変えて持ち を加える位置・おも
ことに見通しをもつこ上げる力の大き 小さい力でおもりを持ち上げるためには、 りの重さの条件を固
とができたかどうかをさを調べること 支点の位置をどこにすればよいだろうか。 定して条件統一に気
自己診断して、コースを通して、支点 を付けて定量的に調
選択をする。の位置をおもり ２．予想する。 べることができる。

の位置に近づけ ・支点は、今までの力点や作用点の位置で （技能・表現）
補充コース力を加える位置 学習したように、作用点の方に近づけた方
・教師と共に実験方法から遠ざけるほ がいいと思うよ。
を確かめ、支点を変えど小さい力でお
たり、力点や作用点のもりを持ち上げ ３．実験方法を考える。 発言・ノート
位置を同じにして考えることができる 補充コース 基本コース 支点を力点に近づ
るように指導する。ことがわかる。 けるほど小さい力で４．実験方法を教師と確かめ ４．実験方法を仲間と交流し

持ち上げられることながら力点や作用点の位置 て、力点や作用点の位置を
基本コース【基礎・基本】 を同じにするという条件に 同じにする条件の意味につ をまとめている。
・支点を確かめる実験変化させる条 ついて考える。 いて考える。
方法を交流し、板書で件、変化させな ５．条件を確かめながら実験 ５．交流した実験方法で実験
整理する。い条件に着目し する。 する。
・同じにする条件につてして実験結果 ６．結果を交流し、支点の位 ６．データをもとにして、結
いては、意味を考えさを整理する技能 置についてまとめる。 果を交流する。
えるように問い返しをを身に付ける。 ７．まとめる。 ７．まとめる。
行なう。

支点を作用点に近づければ近づけるほど小
さい力で持ち上げることができる。



月 時 本時のねらい 主 な 学 習 活 動 評価規準 留意点小単元

ぼ ６ 手では簡単に １．くぎ抜きを使ってくぎを抜く事象を見 ・道具の作用点・支 【ＴＴ形態】1 1
月 う できないことが て、てこのはたらきをどのように利用して 点・力点を明らかに ・てこの働きを利用、

で てこの働きを利 いるのか交流し、どのように使うと小さい して、作用点を支点 した道具を持ってく
重 用した道具を使 力でくぎが楽に抜けるのか明らかにする。 に近づけたり力点を るように指示してお
い うと楽にできる 支点から遠ざけたり く。
も ことを知り、て てこのはたらきを利用した道具を調べよう すると小さい力で仕。
の この働きがどの 事をすることができ ・作りの分かりにく
を ように利用され ２．くぎを抜く体験をする。 ることを説明するこ い道具については、
持 ているのか使い ３．てこのはたらきを利用した身の回りの道 とができる。 机間指導をして説明
ち 方を考えること 具を発表し合い、どのように使うと力のい 科学的な思考 する。（ ）
上 ができる。 る仕事が楽にできるのか話し合う。
げ ４ はさみ・ニッパーなどを使う体験をする ・身の回りの道具に【基礎・基本】 ． 。 発言
よ てこを利用した 作用点、力点、支 はてこの原理を使っ
う 道具にも作用点 身の回りには、てこのはたらきを利用した 点を明らかにして、 て楽に仕事ができる

・力点支点があ 道具がたくさんある。 楽にできる方法を説 ように工夫されてい
るという見方を 明する。 ることに気付かせ
身に付ける。 る。

て ７ 棒のてこの仕 １．水平につりあった棒のてこを操作しなが ・棒のてこの仕組み 【ＴＴ形態】
こ 組みを実験用て ら、てこが水平になるときの、力点と作用 を実験用てこに当て ・棒のてこと実験用
の こに置きかえて 点について関係を交流する。 はめて、てこの傾き てこの関係を互いに
は 考える活動を通 ２．実験用てこを提示し、棒のてこについて と関わらせて考える 提示しながら説明す
た して、支点から 置きかえて考えるようにする。 ことができる。 る。

（ ）ら 等距離の位置に 科学的な思考
き に同じ大きさの 実験用てこを用いて、水平になるきまりを ・おもりが実験用て ・実験用てこに指を
の 力が加わったと 考えよう。 こを水平につり合わ 当てながら力の大き
ひ きにつりあうこ せる力があることを さを感じ取らせ、棒
み とをとらえるこ ３．予想する。 理解している。 のてこの仕組みを当
つ とができる。 ・右の腕に 個おもりをかけたら、左の腕 知識・理解 てはめるようにす2 （ ）
を にも 個おもりをかけるといいと思うよ。 る。2

発言・ノートさ ・おもりの個数だけじゃなくて、支点から
ぐ の距離も同じにしないといけないんじゃな てこの仕組みを実 ・棒のてこが水平に
ろ いかな。 験用てこの仕組みに つり合うときの力を
う 当てはめて説明した 加える位置や力の大

４．実験方法を考え、実験をする。 り、ノートに記録し きさの関係を、実験
５．結果を交流する。 たりする。 用てこのおもりをつ
６．はかりを用いて、実験用てこは、手で力 るす位置やおもりの【基礎・基本】

棒のてこの仕 を加えるのではなく、分銅をつるして、て 数におきかえて考え
組みを実験用て こを傾かせたり、水平につり合わせたりす るように指導する。
こに当てはめて ることを知る。
考えようとする ７．まとめる。
見方を身に付け
る。 てこが水平になるためには、支点から同じ

距離に、右の腕と左の腕に同じ力を加える
とつり合う。

【習熟度別形態】８ てこがつり合 １．実験用てこを用いて、力点のおもりの位 ・てこが水平になる
・てこを水平にするたうときのおもり 置や数を見て、水平になるときの条件につ ことを、左右の「お
めにおもりの数やかけの数と支点から いて考える。 もりの数×支点から
る位置に見通しをもつの距離の関係を の距離」が等しいこ
ことができたかどうか調べる活動を通 おもりの数やかける位置をかえて、てこが とと関係付けて考え
を自己診断して、コーして、調べたい 水平につり合う条件を調べよう。 ることができる。
ス選択をする。ろいろなデータ 科学的な思考（ ）

から、てこが水 ２．予想をする。
補充コース平につり合う時 ・支点におもりをかける位置が近づくほど
・教師と共に実験方法本 は、左うでと右 おもりの数は多くなっていくと思うよ。 発言・ノート
を確かめ、おもりをかうでのてこを傾 てこが水平になる
ける数や位置などの手けるはたらき お ３．実験方法を考える と、左右の「おもり（
順を明らかにして実験時 もりの数×支点 補充コース 基本コース の数×支点からの距
するように指導する。からの距離）が 離」が等しいことを４．作用点のおもりの数を固 ４．仲間と交流して、実験方

等しいことを見 発言したり、ノート定して実験することを理解 法や手順を明らかにする。
基本コースつけることがで にまとめている。する。 ５．実験をして、１つの条件
・１つの条件で実験をきる。 ５．条件を確かめながらデー からきまりを見つけるよう
して水平になる条件をタをとる。 にする。
考えるように指導す６．結果を交流し、きまりを ６．結果を交流する。
る。見つける。 ７．他の条件でもそのきまり
・いろいろな条件でき【基礎・基本】 ７．演示実験より、他の条件 が成り立つのか実験してみ
まりを当てはめるようてこがつり合 でも成立することを知る。 る。
に言葉がけをする。うときは 「お 。、 ８．まとめる。 ８．まとめる

もりの重さ×支
点からの距離」 てこが水平につり合うときの条件は、左右
が等しいときで のうでのてこを傾けるはたらきの大きさ 支（
あるという見方 点×おもりの数）が等しいときである。
を身に付ける。



月 時 本時のねらい 主 な 学 習 活 動 評価規準 留意点小単元

も ９ 左右のうでの １．水平につり合ったてこの、片方のおもり ・実験用てこを用い 【ＴＴ形態】1 1
月 の 同じ位置におも にゼムクリップをつける事象を見て、てこ て、進んでものの重 ・一人一人が自分の

の りをつるせばも の傾きを考える。 さ比べをして、一番 持っているものの重
重 のの重さを比べ 重いものを見つけよ さを比べることがで
さ ができることを ２．実験用てこを用いて、ゼムクリップをか うとしている。 きるように、支点か
を 理解し、いろい けたほうが傾くことを確認し、てんびんの 興味・関心・意欲 ら同じ距離のところ（ ）
く ろなものの重さ 仕組みを理解する。 ・支点から同じ位置 にものをつるすこと
ら を進んで量るこ におもりをつるせば を指導する。
べ とができる。 ３．身近な文房具を提示し、どれが一番重い 重さを比べることが
よ かを考える。 できることを理解し ・重さ比べをして、
う ている。 一番重いものが分か

てんびんの仕組みを使って、持っている文 知識・理解 るようにノートに記（ ）
房具の重さを比べてみよう。 録するように指導す

る。行動
４．予想する。 いろいろなものの

・きっと消しゴムの方が鉛筆より持った感 重さを量って重さを
じが重いから、消しゴムが一番重いと思う 比べを繰り返してい
よ。 る。 ・一番重いものを見

つけることができた
５．実験をして確かめる。 ら、さらにいろいろ

【基礎・基本】 なものの重さ比べを
重さを比べる ６．結果をまとめる。 するように指導す

活動に関心をも る。
ち、進んで重さ ７．まとめをする。
を比べる態度を
身に付ける。 てんびんの仕組みを使うとものの重さを比

べることができる。

上皿てんびん １．上皿てんびんを使って、重さを比べる事 ・上皿てんびんを正 【ＴＴ形態】10
の使い方を知り 象を見て、使い方を知る。 しく使うことができ ・一人一人が十分に、
正確にものの重 る （技能・表現） 上皿てんびんの操作。
さを比べたり、 上皿てんびんを使って、持っている文房具 に慣れるように時間
重さを量ったり の重さを比べたり量ったりしよう。 を保障したり、くり行動
することができ 操作の手順に従っ 返すよう指導する。
るようにする。 ２．てんびんを使って重さ比べをする。 てものの重さを正し

く量っている。【基礎・基本】
上皿てんびんを ３．てんびんを使ってものの重さを量る。
使って、ものの
重さを比べたり 上皿てんびんを使うと、正しく物の重さを
量ったりする活 測ることができる。
動を通して上皿
てんびんを正し
く使う技能を身
に付ける。

てこやてんび １．てこやてんびんを利用したはかりを見 ・てこやてんびんを 【コース別形態】11
・ んを利用したは て、自分の作ってみたいはかりについて願 利用したはかりを進 ・てこやてんびんを

かりを作り、て いをもつ。 んで作ることができ 利用したはかりを作12
こやてんびんの る。 っておく。
はたらきを実感 関心・意欲・態度 ・４０ｃｍの棒，ひ（ ）
することができ も，洗濯ばさみ，硬
る。 貨，フィルムケース

・てこやてんびんが など。
釣り合うときの左右
のおもりの重さや支
点からの距離の関係

学習したことを生かして、はかりを作ろ を理解している。
（ ）う。 知識・理解

【基礎・基本】
てこやてんび ２．作りたいはかりを選択し、はかり作りを

行動・作品んが釣り合うと 行う。
きの左右のおも 天秤のばかり てこのはかり 作りたいはかりを
りの重さや支点 左右に同じふんど １０㌘ごとの目盛り 選択し、てこやてん
からの距離の関 うをつけてつり合 をつける。 びんを利用したはか
係を利用して、 うところを探す。 りを作る。
進んで天秤づく
りをする態度を ３．完成したら、ものの重さを量ったり、仲
身に付ける。 間と作品の交流をしたりする。


