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〈小学校理科（物理）〉 

「思考力，判断力，表現力等」を育むための授業展開の工夫 

－問題解決の過程における事象提示と 

考察を深める学習活動を通して（第６学年）－ 

 

糸満市立喜屋武小学校教諭 本 村 真樹人     

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

現代社会は、人工知能の飛躍的な進化や Society5.0 等の急速な技術革新に伴い、未来がどのように 

変化していくのか予測困難な時代である。このような社会の中で、新しい時代を見据え、児童・生徒

が未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を育成することが学校教育に求

められている。 

このような社会を背景に、平成 29 年７月に告示された小学校学習指導要領では、「生きる力」をよ

り具体化し、児童に育成することを目指す資質・能力を「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力

等」「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱に整理した。これらを踏まえ、学校現場においては、

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで、質の高い学びを実現し、学習

内容を深く理解し資質・能力を身に付けさせていくことが求められている。 

しかし、平成 30 年度に実施された全国学力・学習状況調査（理科）の結果において、沖縄県の児童

は「科学的な思考・表現」に関する平均正答率が 54.5％であり、観点別評価の四つの観点の中で最も

低い正答率であった。国立教育政策研究所による同調査の結果の概要では、「学校の友達との間で話し

合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていますか」「理科の授業で、観

察や実験の結果から、どのようなことが分かったのか考えていますか」という質問に対して、「当ては

まる」と肯定的に回答した児童の方が、「科学的な思考・表現」に関する質問を含めて平均正答率が高

い傾向が見られた。 

これまでの授業実践を振り返ってみると、児童は実験に意欲的に取り組むことができた。しかし、

観察・実験の結果を整理し、その結果を基に結論を導き出す考察の場面となると、結果ばかりに注目

し根拠まで深く考えることのできない児童や、実験の結果と考察の内容が同じで区別がついていない

児童もみられた。また、授業展開において、自分の考えを他の児童と交換できるように対話的な活動

を取り入れてきた。「個人→ペア→グループ→全体」という流れで議論し、結論を導出させるように

工夫してきたが、決まった児童の意見に流される傾向にあり、それぞれの児童が根拠に基づいて、そ

の考えをより妥当なものにするための対話的な活動にはなっていなかった。 

そこで本研究では、問題解決の過程において事象提示と児童の考察を深める学習活動の工夫を行う

ことで「思考力，判断力，表現力等」の育成に繋げていこうと考え、本テーマを設定した。

〈研究仮説〉 

第６学年「てこ」の単元において、問題解決の過程における事象提示の工夫や、科学的な言葉や概

念を使用した考察や対話的な活動の工夫を通して、「思考力，判断力，表現力等」を育成することが

できるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

１ 実態調査 

(1) 目的 

事前・事後のアンケートを実施し、児童の実態や変容の把握及び授業をする上での基礎資料

及び研究仮説を検証する資料とする。 

https://www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/18summary.pdf


 

(2) 対象及び実施日 

① 対象：糸満市立喜屋武小学校 ６年１組（10 名）  

② 実施時期：事前アンケート（令和３年５月 21 日）、事後アンケート（令和３年７月 21 日） 

(3) 事前アンケート結果及び考察 

① 理科の学習について 

理科の学習に関する事前アンケート結果から、「理科の授業は好きですか」の質問に対して、

「とても思う・まあまあ思う」と全児童が肯定的な回答をしている。その理由として、「みん

なと話し合って考えるのが好き」「実験が楽しい」との記述が多く、理科に対する学習意欲の

高さが感じられる。また、「理科の実験・観察は好きですか」の質問にも「とても思う・まあ

まあ思う」と全児童が肯定的な回答をし、「実験は結末が分からないので、ワクワクする」、

「実験の結果が違ったりすると、なぜそのような結果になったのか考えられる」等、実験・

観察を楽しみにしている様子がうかがえる。 

考察に関するアンケート結果によると、児童は考察をまとめ発表することに対して、苦手

意識を持っておらず肯定的な回答が多かった。そこで、児童の考察の内容について分析した。

図１、２は「体の中に取り入れた空気・も

のを燃やす働き」の実験の考察である。児

童Ａ(図１)、児童Ｂ（図２）どちらも実験

結果のみの記述で、結果から考えられるこ

とまで書かれていない。このことから、結

果と考察の内容が同じで区別がついてお

らず、根拠に基づいた妥当な考えをつくり

出すことできていないことが課題として

あげられる。 

２ 仮説検証の手立て 

(1) 検証の観点 

① 問題解決の過程における事象提示の工夫で「問い」を持つことができたか。 

② 考察を深める学習活動や対話的活動の工夫を通して「思考力，判断力，表現力等」が育成

されたか。 

(2) 検証の場面・方法 

① 事前・事後のアンケート調査 

② ワークシート・ノートの分析 

③ 行動観察分析（発表、ペア・グループでの対話的な活動） 

３ 理論研究 

本研究で育成を目指す「思考力，判断力，表現力

等」について、小学校学習指導要領解説理科編では、

目標の中で「（2）観察，実験などを行い，問題解

決の力を養う。」とされ、各学年で主に育成を目指

す問題解決の力（表１）が示された。指導に当たっ

ては、他学年の問題解決の力についても小学校の４

年間を通して意図的・計画的に育成を目指す必要が

あるとされている。 

村山哲哉（2013）は、「問題解決８つのステップ」（図３）のプロセスを通して授業を展開し

ていくことで、小学校理科に求められる問題解決の力が育成されると述べている。 

テーマ設定の理由でも述べたが、「理科の授業で観察や実験の結果から、どのようなことが分か

ったのか考えている」と答えた児童が「科学的な思考・表現」に関する質問の正答率が高いこと

図２ 児童Ｂの考察 

 

図１ 児童Ａの考察 

表１ 各学年で主に育成を目指す問題解決の力 

学年 問題解決の力 

３年 差異点や共通点を基に，問題を見いだす力 

４年 
既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮
説を発想する力 

５年 予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力 

６年 より妥当な考えをつくりだす力 

 



 

が分かっている。この質問は、問題解決の過程に沿った授業

展開を表していると捉えることができる。また、「学校の友達

との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広

げたりすることができる」と答えた児童に関しても、「科学的

な思考・表現」の正答率が高いことが分かっている。この質

問は、小学校６年生で育成を目指す問題解決力「妥当な考え

をつくりだす力」と同様と捉えることができる。 

そこで本研究では、問題解決の過程を意識した授業展開か

ら、「ステップ１ 自然事象への働きかけ」「ステップ２ 問

題の把握・設定」で事象提示の工夫を行い、児童に「ズレ」を

感じさせ「問い」を引き出す。また、「ステップ７ 考察の展

開」においては、ワークシートの工夫をすることで科学的な

言葉や概念を使用して考察をまとめる学習活動を充実させ

「思考力，判断力，表現力等」の育成を目指す。 

(1) 「ステップ１ 自然事象への働きかけ」、「ステップ２ 問題の把握・設定」について 

① 「問い」を引き出すための発問の工夫 

   本県は、『令和３年度版「問い」が生まれる授業サポートガイド』において、「問い」を

持つことは、授業で学ぶ内容をもとに論理的、客観的で合理的な思考を展開させることであ

るとしている。また、「問い」を引き出すためには、児童の活動や思考を大きく左右する非

常に重要な教師の働きかけである発問が重要だとされており、「学習のねらいに迫る計画的

な発問」「簡潔で焦点化された発問」が求められている。 

「問い」が生まれる授業の実現に向けて、問題解決の過程において、学習のねらいに迫り、

課題解決を促す意図的・計画的な発問を工夫していくことが重要であると考える。 

② 事象提示の工夫 

村山（2013）は、問題解決の過程において児童に「ズレ」を感じさせることが重要として

いる。児童は、「あれ？」「なぜ？」と認知的葛藤を感じることで、「問い」を持ち問題を見い

だすこととなる。 

このことから、事象提示を工夫し、学習過程の中に「ズレ」を感じさせる場面を取り入れ

ることで児童が「問い」を見いだし、主体的な学びへとつながっていくと考える。 

(2) 「ステップ７ 考察の展開」について 

① 科学的に考察を深めるための工夫 

本研究では、科学的な言葉や概念を使用  

し対話的な活動において説明できるように、

アーギュメントの考えを取り入れたワークシ

ートの工夫を行った。 

アーギュメントとは、Toulmin（1958）によ

る論証の構造であり、「ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査ＰＩＳＡ」において、「アーギュメ

ントとは事実と理由付けを提示しながら，自らの主張を相手に伝える過程を指す」と定義さ

れている。アーギュメントは、表２の４つの要素で構成されている。本研究では小学６年生

の発達段階を踏まえ「主張」、「証拠（事実）」及び「理由付け」の三つの要素をワークシ

ート（図７、詳細は後述）にすることで、自分自身の思考の過程を可視化し、聞き手に説明

するための手だてとして取り入れた。 

 

 

 

主張 問題に答える結論 

証拠（事実） 主張を支える科学的データ（実験結果） 

理由付け 科学的原理を用いて証拠と主張を結び付ける 

反駁（はんばく） 他の意見に反対し、論じ返すこと 

 

表２ アーギュメントの構成要素 

図３ 問題解決８つのステップ 

 【問題解決の過程】 

ステップ１  自然事象への働きかけ   

⇓ 

ステップ２   問題の把握・設定     

⇓ 

ステップ３    予想・仮説の設定     

⇓ 

ステップ４     検証計画の立案      

⇓ 

ステップ５    観察、実験の実施     

⇓ 

ステップ６      結果の処理       

⇓ 

ステップ７       考察の展開        

⇓ 

ステップ８       結論の導出        



 

② 対話的な活動について 

問題解決の過程においてペアやグループでの対話的な活動を取り入れて児童が情報交換で

きるような場の設定を行う。考察の場面においては、アーギュメントの形式を基に作成した

ワークシートを活用し、聞き手に提示しながら科学的根拠に基づいて説明し、相手の考えを

見聞きすることができるよう工夫した。 

ワークシートの工夫を通じて、グループや学級全体でお互いの考えを交換し、他者の考え

に触れ、多面的に考えることで、より妥当な考えを作り出すことができ「思考力，判断力，

表現力等」の育成につながるのではないかと考える。 

４ 素材研究 

(1) 「ステップ１ 自然事象への働きかけ」、「ステップ２ 問題の把握・設定」の工夫について 

① ブラックボックス（図４） 

実験用てこの支点部分をブラック

ボックスで覆う。支点と力点、支点

と作用点の距離を変え、重い物が楽

に持ち上げられる体験をさせる。手

応えの変化で児童に驚きを与え、支

点と力点の距離と支点と作用点の距

離の２つの条件が手応えの変化に関

係しているのではないかという問題

を見いだすことができる。 

② 水平につり合うにんじんと問題解決に利用した補助教材にんじんモデル（図５） 

にんじんをひもで水平になるよう

に吊るす。事象提示の場面で、つり合

っている支点（ひもで結んだ部分）で

２つに切った時、「ＡとＢどちらを買

う方がお得だと思いますか？」と発

問すると、児童は、「つり合っている

から、どちらも同じ重さじゃない

か？」「長い方がお得である」と考え

るのが予想できる。これまでの知識や概念とは隔たりのある事象に出合った児童は、水平に

つり合っているのにＡとＢの重さが違うことに「ズレ」を感じ、問題を見いだし主体的に問

題解決に取り組むことができると考える。問題解決では、補助教材としてにんじんモデルを

使用し、にんじんの形に沿っておもりをつるすことで、各おもりの「重さ×支点からの距離」

の和が左右で等しい時につり合うというてこのきまりを見いだすことができる。また、実際

に重さを計測すると太く短いＢの方が重く、重さだけで考えるとお得なのはＢであることに

気づくことができる。 

(2) 「ステップ７ 考察の展開」の工夫について 

① キーワードボード（図６） 

問題解決の過程における考察をまとめ説明する場面では、

基礎的・基本的な知識・技能の活用を図る学習活動を充実させ

ることが重要だとされている。そこで、既習事項や単元で学習

した理科用語を児童が活用しやすいようにキーワードボード

を掲示し、科学的な言葉を使って自分の考えを記述できるよ

う工夫した。 

 

図４ ブラックボックス（左の写真：表、右の写真：裏） 

支点を動かすことができる 

図５ 水平につり合うにんじん（左図）と 
問題解決に利用した補助教材にんじんモデル（右図） 

図６ キーワードボード 

つり合いの位置 



 

② ワークシート（図７） 

考察を深めるための手だてとして、アーギュメントの

考えを取り入れたワークシートの工夫を行った。まず、

児童は個人でワークシートに記入していく。「①実験の

結果」に結果を記録し、結果から言える本時の問題に対

する答えを「②答え（問題に対する答え）」に記述する。

その後、なぜその答えになったのか既習事項や生活経験

から「③理由」をまとめていく。それぞれの考えをグル

ープで発表する際には、ワークシートを示すことで思考

を可視化して説明することができ、科学的根拠に基づき

説明することができると考える。また、「④意見の交換」

の欄には、他の児童の発表をメモするスペースを設け、

自分の考えとは違う点をメモするように指導した。多様

な考えをメモに残しておくことで、より妥当な考えにす

るときの参考になると考えた。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 「てこ」 

２ 単元の目標 

(1) 加える力の位置や大きさに着目して、これらの条件と、てこの働きとの関係を多面的に調べ

る活動を通して、身の回りには、てこの規則性を利用した道具があることについての理解を図

り、観察・実験などに関する技能を身に付けていること。 

(2) てこの規則性について追及する中で、力を加える位置や力の大きさと、てこの働きとの関係 

について、より妥当な考えをつくりだし表現すること。 

(3) てこの規則性に関する事物・現象に主体的に関わり、他者と関わりながら粘り強く問題解決 

しようとしていること。 

３ 単元の評価規準 
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①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、つり合うとき
に規則性があることを理解している。  

②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。  

③てこの規則性について、観察・実験などの目

的に応じて、器具や機器などを選択し、正し
く扱い、それらの過程や得られた結果を適
切に記録している。 

①てこの規則性について、問題を見いだし、予想や
仮説を基に、解決の方法を発想し、表現するなど
して問題解決している。 

②てこの規則性について、観察・実験などを行い、
力を加える位置や力の大きさとてこの働きとの
関係について、より妥当な考えをつくりだし、表

現するなどして問題解決している。 

①てこの規則性についての事物・現象に進ん
で関わり、粘り強く他者と関わり、問題解
決しようとしている。  

②てこの規則性について学んだことを学習
や生活に生かそうとしている。 

４ 単元の指導計画と評価計画（全 10 時間） 

次 時 目標・発問 主な学習活動 
重 
点 

記 
録 

備考・評価方法 

第 
１ 
次 

 
て 
こ 

の
は 
た 

ら 
き 
の 

き 
ま 
り 

１ 
 
 

 

・シーソー遊びやてこを使い
重い物を持ち上げる活動か
ら、力点や作用点を変化させ

たときの手応えの違いに気
づき、その関係について問題
を見いだす。 

【主発問】 
なぜ、10㎏の砂袋の手応えが

変化したのでしょうか。 

 

・児童がシーソーに座り、一方の児童が座る場所を変
えた時の傾きの変化に気づかせる。 

・教科書の写真を見て、重い物を持ち上げる道具に、

てこがあることに気づく。 
・てこを使い、重い物を持つ体験をさせる。 
・各部分の名称（支点、力点、作用点）を確認する。 

・10㎏の砂袋を持ち上げる体験の後、てこの支点部分
にブラックボックスで覆いをし、支点の変化で手応
えが変わることを体感させる。 

・てこで物を持ち上げた結果から、気づいたことや疑
問から問題を見いだす。 

思  ・てこを使い重い物を持ち上げる活動か
ら、問題を見いだし、予想や仮説を基に、
解決の方法を発想し、表現するなどして

問題解決している。 
【思①】（発言分析・記述分析） 

２ 

 
 
 

・てこの働きについて見いだし

た問題に対し、予想を立て、
確かめる方法を考える。 

【主発問】 

・力点や作用点の位置と物を持ち上げるときの手応え

の大きさとの関係について予想する。 
・力点や作用点の位置と、物を持ち上げるときの手応
えの大きさの関係について、自分の予想を確かめる

思 〇 ・力点や作用点の位置と重い物を持ち上げ

るときの手応えとの関係について見い
だした問題に対して、自分の予想を確か
める方法を考え、表現するなどして問題

図７ 考察で使用するワークシート 



 

）

８

（  

 てこを使い重い物を持ち上

げるにはどうしたらよいだろ
うか。 

方法を考える。 解決している。 

【思①】（発言分析・記述分析） 
 

３ 
 

・実験を行い、その結果から力 
点や作用点の位置と手応え
との関係について捉える。 

【主発問】 
力点や作用点の位置で、手応

えはどのように変わるのだろ

うか。 

・実験用てこを使い、砂袋を持ち上げた時の手応えの
違いを調べ、結果を記録する。 

・調べた結果を整理し、自分の予想が確かめられたか

どうか考え、力点の位置や作用点の位置と手応えと
の関係についてワークシートを活用して考察をまと
める。 

・力点の位置や作用点の位置と手応えとの関係につい
てついてまとめる。 

思 〇 ・てこを正しく使い、物を持ち上げるとき
の手応えを確かめ、その結果を適切に記
録している。 

【知③】（記録分析） 
・てこの規則性について、観察・実験など 
を行い、力を加える位置や力の大きさと 

てこの働きとの関係について、より妥当 
な考えをつくりだし、表現するなどして 
問題解決している。 

【思②】（記述分析） 

４ 
 

 
 
 

・演示実験で、作用点の位置や
おもりの重さを固定し、棒が

水平になる力点の位置を探
して、問題を見いだす。 

【発問】 

手応えは人によって変わる
でしょうか。 
【主発問】 

手応えを調べるためにはど
んな方法を使えばいいでしょ
うか。 

・実験用てこの手応えをおもりの重さで手表す方法に
ついて確認する。 

・作用点の位置を目盛り３に固定しておもりを２個つ
り下げ、力点におもりを２個つり下げ、水平にする
方法を考える。 

・作用点の位置を目盛り３に固定しておもりを２個つ
り下げ、力点におもりを１個つり下げ、水平にする
方法を考える活動を通して、問題を見いだす。 

・上記の実験より、てこを使い物を持ち上げるときの
きまりについて予想を立て、予想を確かめる方法を
考える。 

思 〇 ・棒が水平になった場合の規則性について
見いだした問題に対して、自分の予想を

確かめる方法を考え、表現する。 
【思①】（発言分析・記述分析） 
 

 
 
 

５ 
 

 
 
 

 
 

・実験用てこが水平になると
きのきまりを条件制御しな

がら調べる。 
【主発問】 
てこをかたむけるはたらきは

おもりの位置と重さがどのよ
うに関係しているでしょうか。 

・予想を確かめるための計画を立て、自分の考えをも
とにグループで話し合い、実験計画を立てる。 

・計画をもとに、てこのはたらきがどのように利用さ
れているのか調べる。 

・力点の位置やおもりの重さを変え、棒が水平になる

きまりを調べ、結果を記録し整理する。 
 

知  ・てこを正しく使い、力点や作用点の位置
と重い物を持ち上げるときの手応えを

確かめ、その結果を適切に記録してい
る。 

【知③】（記録分析） 

 
 

６ 

 
 
 

 
 
 

 

・実験用てこを使い支点、力点

、作用点の距離とおもりの重
さの関係について実験結果
を整理し、きまりを数式で表

現してこの規則性を捉える。 
【主発問】 
てこがつり合う関係を式で

表すとどうなるでしょうか。 

・調べた結果から、自分の予想が確かめられたかどう

か考え、ワークシートを活用して考察をまとめる。 
・てこを使い物を持ち上げ、棒が水平になるときのき
まりについてまとめる。 

・力点や作用点のおもりの位置が複数の場合でも、棒
が水平になるときのきまりが成り立つのかグループ
で確かめる。 

態 〇 ・てこで物を持ち上げるとき、（おもりの

重さ）×（支点からの距離）が棒の左右
で等しくなるきまりを理解している。 

【知①】（記述分析） 

・棒が水平になる場合の規則性に興味を持
ち、粘り強く他者と関わりながら、進ん
で問題を解決しようとする。 

【態①】（記述分析） 

７ 

 

・前時で学習したてこの規則

性を用い、円錐形のにんじん
をつり合いの位置で切った
とき、重さが違う理由につい

てより妥当な考えを作り出
し表現できる。 

【主発問】 

水平につり合ったにんじん
はどちらがお得でしょうか。 

・ひもで水平につるされた円錐形のにんじんの左右の

重さが違うことから問題を見いだす。 
・つり合いの位置で二分されたそれぞれのにんじんの
重さが違う理由について予想する。 

・予想を確かめるための計画を立て、自分の考えをも
とにグループで話し合い、グループとしての計画を
立てる。 

 

思 〇 ・にんじんが水平につり合う事象から見い

だした問題に対して、予想を確かめる方
法を考え、表現している。 

【思①】（発言分析・記述分析） 

８ 

）

本

時

（  
 

・前時の実験計画をもとに、に
んじんをつり合いの位置で
二つに切ったとき、Ａ、Ｂの

にんじんの重さが違う理由
についてより妥当な考えを
つくり出し表現できる。 

【主発問】 
つり合ったにんじんの左右

の重さが違うのはどうしてで

しょうか。 

・前時の計画をもとに、てこのはたらきがどのように
利用されているのか調べる。 

・つり合いの位置で２分したにんじんの重さが違う理

由を調べ、結果を記録する。 
・実験結果を整理し、自分の予想が確かめられたか考
え、力点や作用点の位置と手応えの関係を考察にま

とめる。 
・発展的な課題を解決し、理解を深める。 
・にんじんの左右の重さが違う理由を、てこの規則性

を利用してまとめる。 

思 〇 ・てこの規則性について進んで関わり、他
者と関わりながら問題解決しようとし
ている。 

【態①】（記述分析） 
・水平につり合う事象について「重さ×支
点からの距離」の和が左右で等しいとき

につり合うという決まりを基に考察し、
より妥当な考えをつくりだし、表現して
問題解決している。 

【思②】（発言分析・行動分析・記述分析） 

第 

２ 
次 
 

身 
の 
ま 

わ 
り 
の 

て 
こ 
 

９ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

・身近にあるてこを利用した

道具を探す活動から問題を
見いだし、その道具に利用さ
れるてこのはたらきを調べ

る実験を通して、さまざまな
道具にてこのはたらきが利
用されていることを捉える。 

【主発問】 
身の回りには、どのよ 

うなてこを使った道具がある

でしょうか。 

・てこのはたらきが利用されていると考えられる道具

について考える。 
・はさみやくぎ抜きなどには、てこのはたらきがどの
ように利用されているか予想し、予想を確かめる方

法を考える。 
・予想を確かめるための計画を立て、自分の考えをも
とにグループで話し合い、グループとしての実験計

画を立てる。 
・計画をもとに、実験を行う。 
・実験の結果を考察し、はさみやくぎ抜きなどの身の

回りの道具に利用されているてこのはたらきについ
てまとめる。 

 

知 〇 ・身の回りの道具に利用されているてこの

はたらきについて問題を見いだし、予想
を確かめる方法を考え表現している。 

【思①】（発言分析・記述分析） 

・目的に応じて器具を正しく扱い、はさみ
やくぎ抜きに利用されるてこの働きを
確かめ、結果を適切に記録している。 

【知②】（行動観察・記録分析） 
・学んだことを、身の回りの事例にあては
め調べようとしている。 

【主②】（行動観察・記述分析） 



 

課程 

）

２

（  
 

 

10 

 

・学習を振り返り、てこの規則

性を活用したモビールを作
成する。 

【主発問】 

モビールは、どこにてこ 
のはたらきが使われているで
しょうか。 

・手本のモビールを見せイメージを持たせる。 

・飾りの数が違うのに左右がつり合っている理由を考
えさせる。 

・左右がつり合うように、試行錯誤しながらモビール

を作成する。 

態  ・学んだことをモビール作りに活用してい

る。 
【態②】（行動観察・発言分析） 
・目的に応じ、器具や機器を正しく扱いな

がらモビールを作製している。 
【知③】（行動分析・作品分析） 

５ 本時の指導展開（第８時／全 10 時間） 

(1) 本時（第８時）のねらい 

前時で学習した支点からの距離と重さの積が左右で等しくなるとつり合うというてこの規則

性を用いて、ひもで水平につるされたにんじんをひもの位置で２つに切ったとき、２分された

左右の重さが違う理由についてより妥当な考えをつくり出し表現できる。 

(2) 評価規準 

(3) 評価のポイント 

     にんじんが水平につり合う事象について既習事項である「おもりの重さ×支点からの距離」

の積の和が左右で等しいときにつり合うというてこの決まりを生かして、事実（条件と結果）

と解釈（結果から考えられること）を整理して考察しているかを実験中の様子や考察の際の行

動観察、発言、記述分析などの方法で確認する。 

(4) 準備する教材・教具 

①理科ノート ②実験用てこ ③おもり ④ワークシート ⑤にんじん ⑥キッチンスケール 

(5) 本時の展開 
 児童の活動 問題解決の過程 学習活動  T：教師 S：児童 形態 準備 評 価 方 法 

導 

入 

）  
10 

分

（  
 

1 前時の学習を振り返る 
 

 
 
 

2 前時の学習で各グループが二つに切
ったにんじんの重さを確認する 

 

 
3 実験計画の確認 

・てこが水平につりあった場合、「おもりの重さ×支
点からの距離」の積の和が左右で等しくなることを

確認する 
 
 

・前時で切ったにんじんＡ、Ｂの重さを再度確認する 
 
 

 
・前時に計画した実験方法を確認する 

 
 

 
 
 

グループ 
 
 

 
個人 
ペア 

グループ 

 
 

 
 
 

実験用てこ 
おもり 
にんじん 

 
キッチンスケール 

ワークシート 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

発言分析 

行動分析 

展

開 

）  
28 

分

（  
 

ステップ５《観察、実験の実施》 

4 検証を行う 
 
 

ステップ６《結果の処理》 
5 結果を記録する 
 

ステップ７《考察の展開》 
6 考察をする 
 

 
7 個人の考察を、グループや学級全体
で発表し、それぞれの内容について

話し合う 

 

・問題を確かめるための実験を行う 
 
 

 
・ワークシートに実験の結果を記録する 
 

 
・①実験結果→②問題に対する答え→③理由の順で書
くように伝える 

 
・グループで発表する 
・発表の時は、自分の考えを記述したワークシートを

見せながら、説明させる 
・実験用てこを使い説明してもよいことを伝える 
・グループの意見を学級全体に発表する 

 

個人 
 

 

 
個人 
 

 
個人 
 

 
グループ 
全体 

 

実験用てこ 
おもり 
にんじん 

 
ワークシート 

 

 
ワークシート 

 

 
ワークシート 
理科ノート 

 

行動分析 

 

 

 

記述分析 

 

 

記述分析 

 

 

発言分析 

 

【評価の観点】 
評価規準 

【判断の基準】評価基準 
評価方法 

A 十分満足 B 概ね満足 C 手だて 

【思考・判断・表現】 
にんじんが水平につり合う事

象について「重さ×支点からの

距離」の積の和が左右で等しい
ときにつり合うてこの決まりを
生かして、おもりの位置が複数

の場合でも成り立つことを考察
し、より妥当な考えをつくり出
し、表現して問題解決している。 

にんじんが水平につり合う
事象について「重さ×支点から
の距離（てこをかたむける大き

さ）」の積の和が左右で等しい
ときにつり合うてこの決まり
を生かして、おもりの位置が複

数の場合も成り立つことを考
察し、より妥当な考えをつくり
出し、表現して問題解決してい

る。 

にんじんが水平につり合う
事象について「重さ×支点から
の距離（てこをかたむける大き

さ）」の積の和が左右で等しい
ときにつり合うてこの決まり
を生かして考察し、考えをつく

り出し、表現して問題解決して
いる。 
 

前時の学習で実験用てこを
使い調べた結果、てこは「重さ
×支点からの距離（てこをかた

むける大きさ）」の積の和が左
右で等しいときにつり合うこ
とを想起させ、にんじんが水平

につり合う事象について考え
をつくり出し、表現できるよう
に指導・助言する。 

発言分析 

行動分析 

記述分析 

 
 

つり合っているのに、左右で重さが違うのはどうしてだろうか。 



 

ま 

と 
め 

）  

7 
分

（  

ステップ８《結論の導出》 

8 まとめ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9 ふり返り 
 
 

 

T：この結果から、問題について、どのようなことがわ
かったと言えますか？ 

S：にんじんのような形でも、てこの決まりで水平につ

り合っている 
S：「おもりの重さ×支点からの距離」が左右で等しく
なっている 

・本時の問題（めあて）を確認した後、児童の言葉で
まとめを考えさせる 

・問題とまとめは正対した文章にする 

 
 
 

・今日の学習でわかったこと、もっと調べてみたいこ
とを視点に、ふり返りを記述する 

・２～３名ふり返りを発表させる 

 

全体 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

個人 
全体 

 

理科ノート 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

理科ノート 

 

発言分析 

記述分析 

 

Ⅳ 仮説の検証 

１ 問題解決の過程における事象提示の工夫で、「問い」を持つことができたか。 

(1) 事象提示の工夫について 

本研究では、自然の事物・現象との出会いを工夫することで児童が「問い」を持つことがで

きると考えた。検証授業第１時の事象提示の工夫として、シーソーやブラックボックスを使い、

てこの規則性について驚きを伴って体験できる場面を計画し、体験後には疑問に思ったことや

気づいたことを記述させた。 

シーソーの体験では、一人の児童の乗る位置を変えることで、傾きが変化することに着目さ

せた。児童からは「シーソーでＡさんが前によるとなぜＢさんの方が下がったのか」「Ａさんが

移動したら、支点に近づいたＢさんが下がった」という疑問が挙がった（図８）。 

ブラックボックスでは、実験用てこに 10 ㎏のおもりをつるし、支点の位置を変える前後で手

応えの違いを体感させ、「１回目は、重くて持ち上がらなかったけど、２回目はなぜか持ち上が

った」「ブラックボックスで１回目は手応えが大きかったのに２回目はなんで手応えが小さか

ったのか疑問に思った」という「問い」を持つことができた（図９）。 

検証授業第７時では、水平につり合っているにんじんを提示し、「ＡとＢどちらを買う方がお

得だと思いますか？」と問いかけた。検証授業後のアンケートでつり合ったにんじんを使った

実験について質問したところ、「なぜ、水平になるのに、重さが違うのか疑問に思った」との記

述があった。この記述からもわかるように、問題解決の過程における事象提示の工夫によって、

児童は「問い」を持つことができたことが分かる。 

事象提示の工夫によって「問い」を持った児童に対しては、意図的・計画的な発問を工夫す

ることで、学習のねらいに迫り、課題解決を促す発問の工夫を行った。 

 

 

 

 

 

 

(2) アンケートの結果から 

「てこに関わりのある体験（シーソー、ブラックボックス、つり合ったにんじん等）がある

と授業に興味がわきましたか？」の質問に対して、全児童が「とても思う・まあまあ思う」と

肯定的に答えている。理由としては、「体験したことで疑問が出る」「ワクワク感がある」「やっ

ている間に考えるのが楽しい」「興味がわいて、妹たちにも教えたいと思った」という内容であ

った。このことから、事象提示の工夫は、児童が「問い」を持ち、興味・関心を高め主体的に

問題解決に取り組むことに有効だったと考える。 

 

にんじんがつり合っているのに、左右で重さが違うのは「おもりの重さ×支点

からの距離」の積の和が左右で等しいので水平につり合っている。 

図９ ブラックボックスの体験で疑問に思ったこと 図８ シーソーの体験で疑問に思ったこと 

Ａ 

 

 
Ａ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 



 

表３ 児童の記述内容の比較（対話的活動前後）  

 

２ 考察を深める学習活動や対話的活動の工夫を通して「思考力，判断力，表現力等」が育成され

たか。 

問題解決の過程における考察の展開で、児童が科学的な言葉や概念を使用して考察し、より妥 

当な考えを作り出すことができるよう、アーギュメントの考えを取り入れたワークシートを活用

した。また、対話的活動ではワークシートを可視化して説明ができるよう工夫した。 

(1) アーギュメントの考えを取り入れたワークシートの活用 

図 10 はワークシートを基に、児  

童が記述した考察である。実験の

結果を、事実（条件と結果）と解釈

（結果から考えられること）を分

けて記述することができているの

が分かる。また、キーワードボー

ド（図６）に示されている「力点・

支点・作用点・手応え・大きくな

る・小さくなる」といった本単元の科学的な言

葉も活用された記述になっている。「ワークシ

ートを使うと、これまでと比べて考察は書きや

すくなりましたか？」（図 11）の質問に対して、

80％の児童が「とても思う・まあまあ思う」と

肯定的な回答をしている。その理由は、「結果

が隣にあって見やすい」「ワークシートに②答

え、③答えに対する理由があり考察をまとめや

すかった」という意見が挙げられた。しかし、「分

かりやすく整理はできるが時間がかかる」という否定的な意見も見られた。 

(2) 対話的活動でのワークシートの活用 

表３は、児童が記述したワークシート「②答え」の内容（対話的活動前）とノートに記述し 

た考察の内容（対話的活動後）をまとめたものである。 

児童Ｃの記述を見てみると、対話的活動前は水平になるきまりについて「おもりの重さと支

点から力点の距離の公倍数にすると水平になる」と記述している。しかし、対話的活動後には

「おもりの重さ×支点からの距離」という科学的な言葉を使い、例を示して考察を記述するこ

とができている。これは、対話的活動で友達の発表から得た情報を基に、より妥当な考えの考

察を記述できたと考えられる。 

児童Ｄの記述に関しても、初めは「支点からの距離とおもりの重さの違い」に注目していた

が、対話的活動後には、「てこをかたむける大きさが同じ」という内容に変化している。どちら

の児童も対話後の記述内容はより科学的な言葉や概念を基に自分の考えを表現しているのが

わかる。 

 

時 児童 「②答え」の内容（対話的活動前） 考察の内容（対話的活動後） 

検証授業 

第５時 

児童Ｃの

記述 

おもりの数と支点からの距離を、おもりの重さ 

と支点から力点の距離の公倍数にすると、てこ 

が水平になる。 

てこが水平になるのは、「おもりの重さ×支点からの距

離」をした時に作用点、力点どちらとも同じ数になった時

に水平になる。（例）作用点 20×３＝60力点 60×１＝60 

研究授業 

第８時 

児童Ｄ 

の記述 

水平につり合っているのに、にんじんの左右の

重さが違うのは、支点からの距離とおもりの重

さが違うから。 

実験の結果から、てこをかたむける大きさが同じだった

ら、重さが違っていてもつり合う。 

図 10 ワークシートを使い児童が記述した考察 

図 11 検証後のアンケート結果(n=10) 

n 

解釈 

（結果から考え

られること）  

事実 

（条件と結果）  



 

次に、対話的な場面でのワークシートの活用

について分析した。「ワークシートを使うと、

自分の考えを友達に伝えやすくなりました

か？」（図 12）という質問に対して、全児童が

「とても思う・まあまあ思う」と肯定的な回答

をしている。また、「ワークシートを使うと、

友達が説明している事は理解しやすくなりまし

たか？」（図 13）という説明を聞く側の立場で

質問をすると 90％の児童が「とても思う・まあ

まあ思う」と肯定的な回答をしている。理由と

しては、「見やすい」「頭の中で友達の考えを整

理できる」という意見が挙げられた。また、「ワ

ークシートにメモした友達の意見が、考察をま

とめるときに参考になった」や「いろいろな人

の考えを知ることができた」という記述もあっ

た。以上のことから、アーギュメントの考えを取り入れたワークシートの活用は、科学的な言

葉や概念を使用して考察し、より妥当な考えを作り出すという過程において、有効な手立てだ

ったと考える。 

(3) 評価規準による評価 

本時の指導展開（第８時／全 10 時間）の評価規準を基に評価を行った。左右で重さの違うに

んじんが水平になっている理由を考察しているので 10 名全員がＢ（概ね満足）の状況であると

評価した。複数でも成り立つというＡ（十分満足）評価の児童はいなかった。図 14 において

「ワークシートを使うと、友達が説明している事は理解しやすくなりましたか」の質問に対し

て、「あまり思わない」と回答した児童もいたが、Ｂ（概ね満足）の評価であったため、他者の

考えに触れることでより妥当な考えを持つことができたと考えられる。このことから、対話的

な活動を通して、他者の考えに触れ、多面的に考えることで「思考力，判断力，表現力等」の

育成に繋がったと考えられる。 

 

Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

(1) 問題解決の過程における事象提示の工夫で、児童が疑問や問題意識を持ち「問い」を生み出

すことができた。 

(2) ワークシートの工夫で、科学的な言葉や概念を使用して考察を記述できるようになった。 

(3) 対話的活動で互いの意見を交流することで、自他の考えの相違から思考を深めることができ 

自分の考えをより妥当なものにすることができた。 

(4) ワークシートを活用した考察の記述と対話的活動を通して、「思考力，判断力，表現力等」を

育成することができた。 

２ 課題 

(1) ワークシートの記入に時間を要する児童が見られた。繰り返し授業で活用することで定着を 

図っていきたい。また、児童が記述しやすいように内容を工夫する必要がある。 

(2) 児童の「問い」や主体的な学びを引き出すための、さらなる意図的・計画的な発問の工夫が 

必要である。 

(3) 児童が学習したことの意義や価値を実感し、学習意欲の向上に生かすことのできる指導と評 

価の一体化に取り組む必要がある。 

 

図 13 検証後のアンケート結果(n=10) 

 

 

図 12 検証後のアンケート結果(n=10) 
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