
小学校 第５学年  「力・重さ」     

単元名 「てこのはたらき」 
１ この単元で身に付けさせたい力は何か 

  

てこを使い，力の加わる位置や大きさを変えて，てこの仕組みや働きを調べ，てこの規則性に 

ついての考えをもつことができるようにする。 

 

第３章 各学年の目標と内容 第４節 第５学年 Ｂ  物質とエネルギー （２）より 
 

２ この単元事例で解決しようとしている課題はこれだ 

 

てこのしくみを実感する活動を通して，作用点や力点の位置の変化によって，てこをかたむけ

る働きも変化することに気付くようにする。そのことから，てこの規則性を見出し，予想したり追

究したりしようとする態度を育てよう。 

 

３ 指導のポイントはこれだ! 

   

○ てこのはたらきを実感させよう  

→ てこを使った場合と使わない場合とを比較し，てこを使うと楽に重いものを持ち上げること

ができることに気付かせる。 

 → 作用点や力点がどのような位置だと楽に重いものを持ち上げることができるかを，体験活動

を通して実感させる。そのために，全員に自由に試行させてみる。 

○ 身の回りからてこを利用した道具を見つけさせよう 

→ てこの仕組みを理解した上で，身の回りにてこのはたらきを利用した様々な道具があること

に気付かせる。 

○ てこのはたらきの規則性に気付かせよう 

→ 実験用てこを活用し，数値をもとに，てこの規則性を見出すことができるようにする。 

     

 

４ 実際に授業をしてみましょう 

単元名 「てこのはたらき」 小単元名「ぼうで重いものを持ち上げよう」 
（１） 目 標 

① てこのしくみに興味をもち，てこを傾ける働きは，おもりの位置や力を加える位置によって変
わることをとらえることができるようにする。 

② 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数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。 

③ てこやてんびんを利用した道具のしくみや使いかたを考え，てんびんばかりなどをつくること
ができるようにする。 



（２） 学習指導計画 (全単元 １１時間) 

時 学習活動 ポイント 主な評価の観点 

第１次 ぼうで重いものを持ち上げよう 

１ 
 

 

 

本時 

・１本の棒を使って重いものを持ち上げ

てみる。 

・体感できるおもりの重さにする。

・全員に自由に試行させ，体感で

きるようにする。 

□関棒を使って楽にものを持ち上げ
ることに興味をもち，進んでその

方法を予想し，見つけ出そうとす

る。       
２ 

 

・てこについてまとめ，力点や作用点の

位置によっててこを傾ける働きがどう

変わるかを予想する。 

・てこに関する用語とそれぞれの

働きについておさえる。 

 

３ 

 

・力点や作用点の位置を変えると，手ご

たえがどう変わるかを調べる。 

（実験①） 

・作用点の位置を変えるなら力点

の位置は変えないなど，常に変

える条件と変えない条件がある

ことをおさえる。 

 

□技力点や作用点の位置を変えて，て
こを傾ける働きの変化を調べ，記

録することができる。      

□思てこを使って楽にものを持ち上
げるには，力点や作用点の位置を

どうしたらよいかを考えることが

できる。       
４ ・力点や作用点の位置を変えると，てこ

を傾ける働きが変わることをまとめ

る。 

・「考えよう」について，自分の考えをま

とめる。 

・てこを利用した道具をさがし，楽に仕

事ができる使いかたを調べる。 

・てこを使ってものを楽に持ち上

げるには，作用点と力点の位置

をどうしたらよいか思考させ

る。 

・てこを利用した道具を身の回り

から見つけるようにする。 

 

□関てこを利用した道具に興味をも
ち，進んでてこを利用した道具を

さがしたり，仕組みや使いかたを

調べたりしようとする。     

第２次 てこのはたらきのきまりを調べよう 

５ 

 

・てこを傾ける働きと，力を加える位置

や力の大きさとの関係を考える。 

・実験用てこのしくみを知る。 

・実験用てこの仕組みを理解し，

つり合わせるにはどうすればよ

いかを推論させる。 

６ 

 

・実験用てこで，てこを傾ける働きが左

右で等しくなるのはどんなときかを調

べる。（実験②） 

・数か位置のどちらかの条件だけ

を変えて調べるようにする。 

・予想とその理由を明確にさせる。

７ ・てこが水平につり合うときのきまりを

まとめる。 

・「考えよう」について，自分の考えをま

とめる。 

・実験の結果を表などにまとめ，

その規則性を推論させる。 

 

□技実験用てこを使い，てこが水平に
なるときの左右のおもりの数と位

置について，定量的に調べ，記録

することができる。 

□思てこがつり合うことを，左右のお
もりの数と支点からの距離の積が

等しいことと関係づけて考えるこ

とができる。 

第３次 ものの重さをくらべよう 

８ 

 

・左右のうでに同じ重さのおもりをつる

したときに水平につり合うところを調

べ，ものの重さをくらべてみる。    

（実験③） 

・第2次の学習を生かして重さ比

べをし，てんびんに興味をもた

せる。 

 

□関ものの重さくらべに興味をもち，
進んでてんびんのしくみを調べよ

うとする。 
                 

９ 

 

・てんびんのつり合いのきまりをまとめ，

上皿てんびんについて知る。 

・資料を読み，昔のはかりには，つり合

いのきまりが使われていたことを知

る。 

・実験の結果を表などにまとめ，

つり合いのきまりを推論させ

る。また，上皿てんびんの仕組

みも理解するようにする。 

 

10 

 

・てこやてんびんのきまりを用いたはか

りをつくる。 

・既習事項を生かし，はかりを作

るようにする。 

11 

 

・「たしかめよう」を行い，てこのはたら

きについてまとめる。 

・学習をまとめる。 

□技上皿てんびんを正しく使ったり，
てこやてんびんを利用した道具を

つくったりすることができる。  

 

□知 
★おもりの位置や力を加える位置を変えると，てこを傾ける働きが変わることを理解している。 

★てこが水平につり合うときには，力の加わる位置（支点からの距離）と力の大きさ（おもりの数）とに，一定

のきまりがあることを理解している。 

★水平につり合った棒の支点から左右等距離にものをつるして棒が水平になるとき，ものの重さは等しいことを

理解している。 



第１時の指導 

① ねらい 
・ 棒を使って楽にものを持ち上げることに興味をもち，進んでその方法を予想し，見つけ出そうとする。 

② 準備物 
教師・・・木材（てこ） 砂袋，灯油タンク，くい，タイヤ，指揮台（おもり） ブロック(支点に利用) 

児童・・・手袋 

③ 指導過程 
学習活動 主な発問と予想される児童の反応 ◇留意点  ★評価の観点 

   

 てこを使わずにいろいろな

ものを持ち上げてみる。 

 

 

 

 

２ 簡単に持ち上げる方法は

ないか考える。 

 

３ 本時の課題を知る。 

 

４ １の活動をてこを使って

持ち上げてみる。 

 

 

 

 

５ 持ち上げて気付いたこと

を発表する。 

 

 

６ もっと重いものを持ち上げ

てみる。 

 

 

 

 

７ 次時の予告をする。 

 

 

８ 学習カードに記入する。 

○次の活動に挑戦しよう。 

・チャレンジ①『灯油タンクを動かそう。』 

・チャレンジ②『砂袋を台の上にのせよう。』

・チャレンジ③『くいを抜こう。』 

「おもいよ。」「うごかないよ。」 

 

○簡単に持ち上げる方法はないですか？ 

「道具を使う。」「てこをつかう」 

 

 

 

○てこを使ってもう一度挑戦しよう。 

 

 

 

 

 

○てこを使ってみて，気付いたことはあります

か？ 

「軽く感じた。」「簡単に持ち上げられた。」 

 

○タイヤと指揮台を持ち上げてみよう。 

「あがるの？」「すごい持ち上がった。」 

「てこの力はすごいね。」 

 

 

 

○てこを使っても楽に持ち上げた人とそうで

ない人がいたね。どうすれば，より楽に持

ち上げられるか実験してみましょう。 

○授業を通して分かったことや疑問に思った

ことを書きましょう。 

◇無理に持ち上げたりしないよう声

がけする。 

◇安全のため，手袋を着用させる。 

◇全員に挑戦させる。 

 

 

◇てこという言葉が出たときは児童

にその意味を説明させる。 

 

 

 

◇てこの使い方は一例だけを示し，

あとは児童に考えるようにさせる。

★棒（てこのはたらき）を使って楽に

ものを持ち上げることに興味をも

ち，進んでその方法を予想し，見

つけ出そうとする。□関（行動観察）
 

◇てこを使うと重いものを楽に持ち

上げられたことを確認し合う。 

 

 

◇安全のため教師といっしょに行う。

◇指揮台を持ち上げるときに支点が

ないと持ち上げられないことに気

付かせる。 

◇作用点と力点の位置に注目させ

る。 

◇どのような点を工夫すればてこを

を使ってより楽に持ち上げられる

か予想させてみる。 

 

てこを使って，いろいろなものを持ち

上げてみよう。



５ 参考資料 
（１）チャレンジ体験例 
  ①『灯油タンクを動かそう。』   ②『砂袋を台の上にのせよう。』    ③『くいを抜こう。』 

 

        
 
④『指揮台を持ち上げよう』  ⑤『タイヤを持ち上げよう』 図１（下文の＊4参照） 

      
 

（２） 使用する教材についての解説 
＊1 導入のてこの体験では，驚きを与えたい。そのためには，重いものにも耐えられる棒が必要
になる。ここでは，太さ５cm×５cm，長さ２ｍの角材を使用した（DIYショップにて 4本 800
円程度）。2本の木材を使うことで１００kg以上のものでも持ち上げられることを体感できる。
加えて，丈夫なロープも必要となる。 

＊2 おもりとなるものは，てこをつかわないとなかなか持ち上げることができないものの方がよ
い。今回は，灯油タンク２０kg，砂袋３０ｋｇ，地中に埋めたくいを使用した。両手でも持ち
上がらなかったものが，てこを使うと片手でも持ち上げることができることで児童に驚きを与

えることができる。ただし，重いものを扱うため，安全指導は十分行わなければならない。急

にてこを離したり，てこを動かしている人に近づいたりしないように指導する。また，てこに

ひびがはいっていないかどうかについても十分チェックをする。そして，指揮台やタイヤなど

さらに重いものを持ち上げるときは，必ず教師と一緒に行うようにする。 
＊3 第 1 次のまとめではくぎぬき，はさみ，せんぬき，ピンセットなどはてこのはたらきを利用
した物であることに気付かせ，それぞれどこが力点，支点，作用点なのかを確認させたい。 

＊4 第 2次では，実験用てこを利用すると比較的簡単にてこの規則性に気付かせることが出来る。
発展的に学習する場合は，上の図１のような実験用てこを作り，長さは実際に定規で測り，実

験を行うとよい。 
（３）中学校との関連 

  ここでの学習は，中学校の「身近な物理現象『力と圧力』」の学習につながる。そこでは，物体

に働く２力についての実験を行い，力がつり合うときの条件を見いだす学習をすることになる。 

てこを使うと

楽に動くよ 

てこなしで

は上がらな

かったのに

片手で抜け

るよ 

支点が必要

なんだね 

６０kg は

あるよ。

支点がズレ

ないように

おさえるよ 


