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事 例 小学校 理科 第５学年 「てこのはたらき」

子どもの見方や考え方に応じた指導方法の工夫テーマ

授業改善の ・自主的、自発的な学習を進め、自ら学意欲を高める指導の工夫

ポイント ・少人数指導等、個の学習状況に応じた教材・教具の開発や多様な指導方法の工夫

・一人一人のよさや進歩の状況の評価結果を学習活動に生かす指導の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

＜昨年度の学習状況調査より＞

昨年度行った学習状況調査の中で、５年生の状況を見てみると、県の傾向によく似ている 「生。

物とその環境」の設問内で、発芽に必要な条件を調べる方法を考えたり、実験をするにあたって統

一すべき条件を考えたりすることができる問題 「物質とエネルギー」の設問内で、てこのきまり、

に基づいて、てこ実験器で調べた結果やその判断の理由を考えることができる問題等で十分でない

ことが見られる。

＜対象学級の学習状況より＞

本年度、５年生理科の少人数指導として３クラスの理科を担任と行っている。今回対象としたク

、 、 。 、ラスは 担任も理科を専門とした教員であり 担任が補充的な内容を受け持っている その理由は

担任のほうがより児童理解が深いからである。

児童理解のしかたとして、アンケート、個人カルテの利用を行った。本単元「てこのはたらき」

は力学の概念を養う初めての単元となる。そこで単元に入る前に事前のアンケートを行った。その

結果によると、児童たちは日常生活の中で、はさみやせんぬき、ピンセットなどを使っているが、

単に道具として扱っており、その仕組みにまで目を向けていることは少ないことが分かった。しか

し、シーソーで遊んだことのように、体を使い、てこの原理を感覚としてつかんでいる姿はある。

(重い人が前に乗ればつりあってシーソー遊びができるなど）そこで、てこの仕組みや規則性を見

つけていく過程で、押したり持ち上げたりするような腕の力を使っててこを操作することで、てこ

の仕組みを体で実感できるようにしていきたい。また、そのような体を使った体験活動を繰り返し

ながら、はっきりとしたてこのきまりを見つけるために、実験用てこがあることをつかませたいと

考える。このような活動をすることによって得られたてこのきまりが、日常生活にたくさん使われ

ていることに気付き、てこへの関心が高まるようにしていきたいと考える。

ここでは、観察対象児 子をあげ実践していくことにした。 子の理科学習における特徴としM M
て、課題に対する予想段階では、生活経験に基づいた考え方をしてくる。また、知識面では用語な

ど正しく理解している。伸ばしていきたい力として「企画する能力 「分析的に判断する能力 「事」 」

実から推論する力 「総合的に判断する能力」が挙げられる。このような力を「てこのはたらき」」

において検証していきたい。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

分析を基に育てたい能力を明確にし、本校で取り組んでいる少人数指導のよさを生かしながら授

業改善に取り組んでいきたい。改善の方針を以下の３点とした。
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① 自主的、自発的な学習を進め、自ら学意欲を高める指導の工夫

② 少人数指導等、個の学習状況に応じた教材・教具の開発や多様な指導方法の工夫

③ 一人一人のよさや進歩の状況の評価結果を学習活動に生かす指導の工夫

（２）改善の具体的方途

① 自主的、自発的な学習を進め、自ら学意欲を高める指導の工夫

「自分で解決する子を育てる」には、理科の

時間にどのような力を児童が身に付ければよい

のかを明確にもつことである 「疑問を解決する。

能力」を明らかにすれば 「能力を高める教材・、

教具の開発」ができ、児童の疑問を解決する能

力が定着すると考える。もちろん、能力は理科

の本質に基づいたものが適切であると考える。

また、教材・教具に対する児童の興味・関心

も高まることにつながると考える。能力は、大

きく分けると下の表のようになると考える。

事実をありのままに見る能力 比較観察する能力

「見る能力」 数量的に見る能力 問題をつかむ能力

能 と 結果を予想する能力 企画する能力

「考える能力」 原理を応用する能力 事実から推論する能力

筋道の通った考え方をする能力 分析的に判断する能力

総合的に判断する能力 普遍化する能力

力

資料・材料を集める能力 整理整頓する能力

技術的な能力 飼育・栽培する能力 機械・道具を使う能力「 」

工作する能力 材料を使う能力 記録・図表を作る能力

この単元での「見る能力 「考える能力」には、次のような能力が必要と考える。」

事実をありのままに見る能力 ・体の違う大きさの子とでもシーソーが動いたことに気付く。

比較観察する能力 ・てこを使うと、使わないときに比べて仕事が楽にできることに気付く。

・てこの力を加える所と、支える所と、力が働くところとの位置を変えた場合、

はたらく力の大きさが比べられる。

数量的に見る能力 ・てこにはたらく力を調べるために、てこの支点から力点までの距離が測れる。

・てこの両端にはたらく力の大きさをおもりをもとにして測れる。

問題をつかむ能力 ・身の回りの道具について、どのようなしかけになっているのかと考える。

・どのようにしたら重い物でも簡単に持ち上げられるのかに問題をもつ。

・てこが水平になるときの左右のおもりの数と位置の関係に問題をもつ。

結果を予想する能力 ・てこの中央に力を加えるより、端のほうに力を加えたほうが、物をあげること

が容易にできると予想できる。

・身の回りの道具がてこの原理を使っていることを予想できる。
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企画する能力 ・力点や支点を一定にして、てこやてんびんの仕組みが分かるような実験の企画

ができる。

、 、 。原理を応用する能力 ・てこの原理を 重い物をあげたり こじ開けたりするときに使うことができる

・てこの原理を、物を切ったり、動かしたり、はかりの仕組みを調べたりするこ

とに使える。

事実から推論する能力 ・実験用てこのおもりの数とかける位置の関係を棒のてこから考えることができ

る。

筋道の通った考え方をする能力 ・力を加える点を支点から遠ざかるほど、加える力が小さくなると考えられる。

分析的に判断する能力 ・ポンプ・自転車などのはたらきを、それらを組み立てているてこの部分のはた

らきについて考えることができる。

総合的に判断する能力 ・支点の位置について作用点や力点の学習から小さい力でおもりを持ち上げるこ

とができる位置を考えることができる。

普遍化する能力 ・てこのはたらきを使った道具が身の回りにあることに気付き、仕事を楽にして

くれていると考えることができる。

このようにそれぞれの能力を位置付けた。その中でも次の点に焦点をしぼった。

《数量的に見る能力》

・てこの両端にはたらく力の大きさをおもりをもとにして測れる。

《企画する能力》

・力点や支点を一定にして、てこやてんびんの仕組みが分かるような実験の企画ができる。

《事実から推論する能力》

・実験用てこのおもりの数とかける位置の関係を棒のてこから考えることができる。

資料１：本時の目標および学習展開 資料２： てこのはたらき」単元指導計画「

② 少人数指導等、個の学習状況に応じた教材・教具の開発や多様な指導方法の工夫

②－１ 教材教具の工夫について

この単元では、はっきりとできない力の大きさを、実験用てこにより、おもりが力の代わりにな

り、その大きさが分かることでてこの仕組みが明らかになる学習過程が意図的に仕組んである。

そこで、棒のてこの実験から、力の大きさを定量的な見方をすることにより、より明確にしたい

と児童の願いを作り、実験用てこの導入を位置付けることが大切であると考えた。

・ (資料３参照）自作棒てこ

ホームセンターで入手できるパイプを使って、教材を作成した。市販のものに比べて、高さを

低くしてある （４５ｃｍ）市販のものでおもりをつり下げるとき、支点に近いところは不安定。

になる。そこで高さを抑え、おもりの安定感を増すことにした。

・ (資料４参照）自作実験用てこ

本時使う教具として、次のような教具を用意した。

この実験では、右腕と左腕の「おもりのかける位置×おもりの数」が等しければ水平につり合
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うことが理解されなければいけない。そのために、本校には腕の距離が５つずつのものしかなか

ったため、６つずつにすれば、おもりのつり下げ方が多くできるようになり、てこのきまりが見

つけやすくなる。また、より多くの児童が実際に操作しながら実感するためにペアで実験が行え

るよう、器具の数を準備することにした。

②－２ 少人数指導について

理科では、学級を母集団として１つの学級を学級担任と理科専門の教師の２人で指導にあたって

。 、 。 、いる 児童の学習状況を捉え 単元の中でどのような学習を進める必要があるかを考えた そして

２人の教師でどのように進めると有効に働くかの実践を累積してきた。

（学習集団の編制については資料５参照）

ここで大切にしたいことは、教師側の一人一人への十分な対応と児童が学習を進めることに必然

性を感じることである。個に応じた指導とは、一人一人の児童がもつ個性、能力などを見いだし、

これをよりよい方向へ指導・援助していくことであると考える。特に、補充的な指導においては、

一人一人の個人差に着目すべきであると考える。これは共通の学習目標に対して確認できる到達状

況の違いや興味・関心の違い、学習速度の違い、学習に対する意欲・態度など多様だからである。

つまり、児童自身が分かれて学習することの必然性を感じていくことが学習に対して意欲的に取り

組むことになる。

この単元のねらいの１つに、てこの仕組みや働きについての規則性を条件に着目させながら、計

画的に追究する能力の育成があげられる。この追究する能力の育成を身に付けるために、実験方法

を考える過程で習熟度別形態を位置付ける。

（3，4，5，8時間目）これは、児童たちにあ

る追究過程の「実験を企画する能力」に関す

る個人差に対応していくには少人数指導を行

うことが有効であると考える。

例えば第３時では、導入から予想までは、

ＴＴ形態をとり、その後、実験方法を考える

場面で習熟度別に基本コース・補充コースに

分け、学習を進めていく。補充コースでは、

実験の条件を意識させるために、教具を使っ

て演示しながら見通しをもたせる中で、おも

りの位置や支点の位置を一定にしておくこと

を押さえるようにする。その後は力点の位置

を決めて実験し、そのデータを基にして力点

が支点から遠くなっていくと楽に持ち上げる

ことができることに気が付くようにする。その後図を使って、支点から力点までの距離との関係を

考えるようにしていく。

、 、 。基本コースでは 考えた実験方法を交流しながら 条件をそろえる意味を考えるようにしていく

その後は、力点から支点までの距離の変化に伴って手ごたえが変化していく様子を考えたり、支点

から力点までの距離の長さについて考えたりする。

終末には、どちらのコースでも、長い棒を提示して、力点の位置が支点からの距離が遠くなれば

なるほど、おもりを持ち上げる力の大きさが小さくなることを再認識するように指導する。

本時の授業も、上記の図のように「習熟度別学習集団」を位置付けるようにした。そのわかれ方

は、今まで通り児童の自己選択によるものとする。予想を立てた段階で、解決の見通しがもてた場

合とそうでない場合を自分で判断してコースを選ぶことにした。もちろん２人の教師が机間指導す

る中で、適切な選択ができるようにアドバイスしていかなければならない。また、本時有効な手だ

てとして、言葉がけを中心に指導・援助を考えてみた。

授業の流れ 学習形態

事象提示 ＴＴ
↓ 事象提示T1

課題化 子どものつぶやきを拾うT2

１、 ２で子どもの反応T T
や、予想の傾向を交流

予想
おもに企画する力について
子どもの実態を把握する。

実験方法 習熟度

が補充にあたり、実験のT1
基本 補充 条件を意識させながら進め
実験 実験 る。
↓ ↓

考察 考察 は基本を担当し、子どもT2
↓ ↓ の自由交流を見届けながら、

まとめ まとめ 条件制御のよさを価値付けて
↓ ↓ いく。

終末提示 終末提示
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過程 能力を高めるための指導・援助

導入 ・前時の学習とつなげることができるように足跡を残し、振り返りやすくする。

・おもりの数と棒のてこのきまりとの関連性を促す言葉がけをする。

・ 調べる条件 「同じにする条件」というようにキーワードを使って実験の条件について考「 」

追究 えさせるような言葉がけをする。

・ まずは 「次に」など実験の順序を表すキーワードを使って考えさせるようにする。「 」

・おもりのかける位置が支点から遠くなっていくと、おもりのかける数がどうなっていくの

かを促すような言葉がけをする。

、 。・実験用てこで見つかったきまりを 棒のてこのきまりにあてはめるような言葉がけをする

③ 一人一人のよさや進歩の状況の評価結果を学習活動に生かす指導の工夫

本時では 「数量的に見る能力 「企画する能力 「事実から推論する能力」を高めたいと考えて、 」 」

いるため、理科の学び方の定着として、価値付けに視点をおいて実践するようにした。

過程 学び方の定着を図る価値付け

導入 《机間指導》

・予想の中で、既習内容や経験とつなげて考えている児童を価値付ける。

・ノートを見たり、掲示物を見たりして考えている姿を価値付ける。

《全体指導》

・机間指導でつかんだ価値を全体に広めたりする。

、 。・同じ考えでも 根拠の違う部分を付け足したりしてできた児童を価値付ける

・既習内容や経験とつなげて考える考え方を価値付ける。

追究 ・必要な道具や手順を考えている姿を価値付ける。

・実験結果を予想している姿を価値付ける。

・事実を伝え、変化したことをはっきりと伝えている姿を価値付ける。

・自分なりの推論を筋道立てて話している姿を価値付ける。

・キーワードを使って話したことを価値付ける。

・実物を使って話しができる姿を価値付ける。

・Ｍ子の学習状況から

導入 Ｔ：前時の復習をしましょう。

Ｍ：前の時間は、今まで手で加えていた力とおもりが同じはたらきをしている

ことが分かりました。どうですか？

Ｔ：この前の時間は、棒のてこの力の大きさをはっきりさせるために、実験用

てこの使い方を学習しました。

事象提示

①実験用てこの左うでの３のところにおもりを２つつるす。

②このてこを水平にするには、今までは手で（力点を支点に近づける演示）

行っていたが、おもりをかけることによって水平にできるかどうかを考え
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るようにする。

課題

てこを水平につり合わせるには、おもりの数や位置をどうすればい

いだろうか。

予想

Ｔ：おもりのかける位置とおもりの数はどうなっていくと思う？

Ｍ：分からない。

Ｔ：じゃあ、棒のてこで思い出してみようか。棒のてこのときは、力点が支点

から遠ざかっていくと力の大きさはどうなったかな？

Ｍ：だんだんと小さくなっていった。

Ｔ：ノートの記録で確かめてみようか （Ｍ子のノートを開いて）ここに、記。

録が残っているよね。支点から遠くなっていくほど、両手から指１本で持

ちあげることができるようになっているね。

じゃあ、おもりを支点から遠いところにだんだんとかけていくとおもり

の数はどうなっていくと思う？

Ｍ：おもりの数は減っていくと思うよ。

実験

方法 Ｍ：キーワードを使って自分のノートに記録してある。

Ｔ：どうして左うでのおもりの

数や位置を変えないの？

Ｍ：だって、作用点の代わりだ

から、今日は力点を動かす

のと同じことだから左うで

のおもりのかける位置と数

はずっと一緒じゃないといけない。

Ｔ：どんな順番でおもりをかけていくの？

Ｍ：まずは、棒のてこの力点と同じように、支点から順番に遠くしていくよう

にする。

Ｔ：じゃあ、順番に遠くかけていくんだね。おもりの数は順番にどうなってい

くのかな？

Ｍ：きっと減っていくと思うよ。

３ 授業改善後の成果

＜M子の分析＞

本時、Ｍ子の変容が一番見られたのは、実験方法を考える場面で、自分からキーワードを使い、ノ

ートに記録していたことである。Ｍ子がこのような姿になったのは、今までの学習で、身に付けてき

た学び方のよさを実感したためと考える。

また、Ｍ子のその後の記録からも、自分で考えた実験方法で支点から順番におもりのかける位置を

遠くしていき、きまりを見つけることができたと考える。この実践でねらった「企画する能力」の育

成という点で成果が見られた。

しかし、その後の棒のてこのきまりとの関わりについては、まとめの中に触れられていない。この

ことから考えられることは、導入の段階で、さらには前時の段階で実験用てこの必然性が弱かったよ
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うに考える。

また、上記のように下線（赤線）が引

いてある言葉がけを意図的に行った。や

はり 「まずは 「調べる条件は 「同じに、 」 」

する条件は」といういようにキーワード

を使っての指導が有効に働いたように考

える。

予想を考える場面では、棒の実験を想

起させてから、実験用てこにあてはめた

のは有効であり、Ｍ子の言葉から考える

と「事実から推論する能力」を高めるこ

とはできたと考える。また、まとめのコ

メントから「数量的に見る能力」も高ま

ったように考えるが、有効であった手だ

ての検証は難しい。

学習状況調査の結果と分析

問題番号 出題のねらい・評価の観点 正答率

１ 力の 点に位置関係と手ごたえを関係付ける ８９．７3
２ 科学的な思考 ９２．３【 】

３ 力の 点の位置と力の大きさの関係が分かる【知識・理解】 ９２．３3
４ つりあいの条件を使って、事象にあてはめて ８７．２

５ 考えることができる 科学的な思考 ９７．１【 】

、 。平成１６年度の学習状況調査の てこのはたらきについての問題について上のような結果になった

平成１５年度の問題とは異なっており、単純な比較はできないが対象学級においては、てこのきまり

をおおむねつかむことができている。

特に、問題１～３の棒のてこの設問については、自作教具を使って体感する場を保障したことが児

童の理解につながっていると考える。またその実感した理解が設問５の高い回答率につながっている

ものと考える。誤答から分析してみると、いくつもの実験データから自分の考えを作るような総合的

な見方や考え方を今後育てていく必要がある。

４ 成果と課題

○育てたい能力を単元レベルで明らかにすることによって、教師の指導すべきことを明確にして授業

実践を行うことができた。

○単元のねらいや児童の実態に応じて柔軟に学習集団を編制することで、児童の見方や考え方にそっ

た追究を保障することができ、児童自身が自分の高まりを実感することができた。

●習熟度別学習集団の編成では、何を習熟度別にするとよいのかをさらに研究し、児童の自己選択能

力をさらに高める必要がある。


