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「てこのはたらき」 の指導法について
一科学の認識を深められるような理科の授業をめざして一

細谷

弘和

１

小学校高学年で 、数量的なきまりが詳しく扱われる「てこ」 を研究教材として取りあげた 。予想を立て

討論しそれを検証するために実験する 、という授業を展開し 、その過程で子どもたちがどのように

「科学

の認識 」を深めていくのか考察した 。また 、「つり合いのきまり 」を応用した問題作りや 、道具製作の導入
を試み 、それらの実践と分析を通して 、指導法についての研究を進めた

。

たことがわかる 。小学校に「 理科 」と称する教科が

はじめに

はじめて置かれたのは 、１８８６（明治１９）年である

。

本研究では 、まず理科教材史に 「てこ」の足跡を

このとき 「小学校ノ学科及其程度 」では 、新設され

追って 、取り扱われた背景やねらいを探ることから

た理科の「 程度 」が４５項目記されており 、その中に

始めた 。これは 、科学の古典を検討し 、教材の構造

「滑車 ・天秤 」などとともに 、既に積杵（てこぼう）

を調べることが 、授業過程を検討するのに役立つと

が取り上げられていた

考えたからである

。

、「

。

また 、この教材は理科から除かれ 、算数 ・数学の

また 、子どもたちが 、「 科学の認識を深める 」とい

うことについては

こうかん

今まで知らなか った自然界のし

領域で取り扱われていた時代があった 。たとえば

、

１９３５（昭和１０）年に使用が開始された 『尋常小学算

その後使用された 『初等科算数 』『 中等数

くみをはじめて知 ったり 、これまで日常的な感覚で

術』

しかとらえられなか ったことを筋道立てて考えられ

学』に力学教材が多く見られ 、「 輪軸 ・滑車 」といっ

るようになったりする 」ことととらえた

しょに

。

と、

「てこ」

も取り上げられた 。（永田１９９４）

このような観点から 、授業実践では 「科学的認識

一方 、現行の小学校理科の教科書では 、「てこの

の基礎が仮説と実験にある 」という理論に基づいて

実験器 」を用いて横棒が水平につり合うための条件

提唱された 「仮説実験授業 」の導入を図 っれ実際

として「 おもりの数と支点からの距離の積が等し

の授業を通じ 、子どもたちがどのような思考過程を

い」

というきまりを数量的に求める内容がある

。

たどるのか分析し 、科学的な認識にかなう指導法を
模索した 。そして 、子どもたちが興味 ・関心を持 っ
て、

２

前節までの経緯から 「てこ」の数量的な視点を考

基礎的な力学の概念を体得していけるかどうか

を検討した

指導法の検討

慮して 、指導法について考察を進めることにした

。

。

（１）仮説実験授業とその認識論

本研究で取り上げた 「仮説実験授業 」は 「科学上

研究内容

の最も基本的な概念や原理 ・原則を教えるというこ
１

とを意図した授業 」として 、昭和３８年に板倉聖宣に

理科教材史の変遷からみた「てこ」

教育課程と教材変遷にさかのぼると 、日本で初め

より提唱された科学教育の理論ならびに方法である
（日本科学史学会

て本格的な教育制度が導入された明治時代から 、現
在に至るまで「てこ」 は継続して取り上げられてき

１９６６）この方法を実践授業に取

り入れた理由は 、実験というものが科学認識におい

てどのような役割を果たしているのか明確に示され
１

平成１０年度

長期研修員（初等理科）

ている点に注目したからである 。すなわち 、「 実験

開成町立開成小学校

の本質とは 、対象に対して目的意識的に問いかける

一５３一

。

ことにある 」ということと

、「

て等間隔につけていく授業書のやり方で製作した

目的意識的な考え（予

（４）実際の授業について

想）を確認しようとする活動によってはじめて単な
る感覚をこえた認識が成立する」（板倉

ている点である

。

ア

１９６９）とし

展開の工夫

（ア）数量に着目しやすいように

。

いつも 「てこの実験器 」の図に 「支点の印 」「 支

（２）授業讐について

仮説実験授業は 、研究会で作成された 「授業書 」

点からの距離 」「 力の矢印 」「 トルクの矢印 」を順に

というものを中心に授業が展開される 。「 授業書 」

色分けしながら書き込んでいくように指示した 。矢

にはいくつかの「 問題 」が設定されており 、それら

印を記入することで 、目に見えない「 力」 と「

の「 問題 」について一人ひとりが予想を立て 、理由

ク」 をイメージし 、「 力」 と「

を発表 ・討論し 、実験して結果を確かめる 。そして

、

トルク

ものを回すはたらき＝

」を区別しやすくすることをねらった

。

（イ）問題作りについて

一連の「 問題 」を繰り返す中で一般的にはこうでは

授業書では 、それまで学習した内容をもとにして

ないかという仮説が立ち 、目標とする概念 ・法則が
認識できる 、とされている

トル

子どもたち白身が

。

「問題 」を作り

、それを解いてい

（３）授業書の構成

く内容がある 。今回は 、できるだけ多くの問題を班

次に授業書で取り扱われる内容を現行の教科書と

の中で出題し合い 、解いていく展開にした
イ

比較し 、指導法を検討した結果 、実践授業では授業
書『 トルクと重心 』（仮説実験授業研究会

を、

そのまま適用することにした

ア

トルクという言葉の導入

授業計画

平成１０年１０月 、足柄上・ 郡開成町立開成小学校５年

１９８８）

の中から 「てことトルク 」「 天びんとさおばかり

３組３９人の児童を対象に授業を実施した

」

。

第１時

第２時

オ〕せる一こ一まおもり２０１をどこ

第３時

か」（どちらに回転するか）ということを考えてい

・旧冒蘭冨１１０＠トルクの計算饒習をする
・【トルクの単位】長さ 、カ 、トルクの単位を碓認する

。

・支点からの距■ 、力の矢印 、トルクの矢印の書き方を
竈暫する
・【閥冒３】６二１マＸ３個カと５コマＸ４個カではどち

いても取り上げている 。それぞれのトルクを加算す
ることで 、つり合いや回転方向を考えていく

らに回るか？
創． ５寺

。

・【竈召同竈２】５コマＸ２個カと３コマＸ３個カでは
どちらに回るか？

長さ 、力 、トルクの単位について

・【問蟹４Ｈ饒冒閥冒２】の右側に１コマＸ１個カを加

「てこの実験器 」で実験するとき 、長さをコマ数

えるとどちらに回るか？

、

・胴蟹５】５コマＸ２個カと４コマＸ３個カがつり合

カをおもりの個数で表すと便利なことから 、授業書

うにはおもり１固をどこにつるせほよいか？

ではトルクをコマ ・個力という単位で表し 、これを

・一同窟６】０３コマｘ３個カ十２コマｘ１個カと１コ

実践授業で使 った 。教科書では「ぼうをかたむける
工

・一蛎しい君学の言薫】自分たちと科学看たちが見つけ
ことを知らせる

、教科書では 、てこの「ぼうをかたむけるはたら

はたらき 」の単位は扱われていない

まよＯ、 角、 ？

たきまりを比べ 、ものを回すはたらきをトルクと呼ぷ

授業書では腕の複数の場所に力を加える場合につ

ウ

こ＝〕るせ

とに実じして 、そのきまりをみつける

る）そして 、いつも 「どちら回りのトルクが大きい

トルクの加法性

・旧目２１４コマＸ１固カとｘコマＸ２個カをっり合
・【研究間臼１１どういうとき水平につり合うか 、班ご

野でモーターなどの回転のはたらきを示す言葉であ

イ

（１ ，２ ，３）コマＸ１価カと１コ

マＸ２個カではどちらに回るか？

言葉で表している 。（トルクはもともと工業系の分

という言葉で表されている

・「てこの実饒器」の支点 、右 ・左回りを竈認する

・１問目１】￠〜＠

「も

のを回すはたらき 」としてとらえ 「トルク 」という

き」

。

・支盧からの距口 、カの矢印の書き方を讐認する

授業書では 「支点からの距離 Ｘ力の大きさ 」を

く。

。

マＸ２価カ十４コマＸ２個カとではどちらに回るか？
・旧目６】

【閥目６】１をつり合わせるには？

。

窮６爵

つり合いのきまりを利用した道具作り

・１研究同目２】白分で同臼を作る
・【研究問臼３１作 った問国を班で出し合う

学習の最後に全員がさおば
かりを自作した 。目盛りを一籔

糊８寄

・さおぱかりを作り 、いろいろなものの重さをはかる

第９時

・テスト同臼を艘き 、辰秦を受けての饒鉋を書く

３

結果と考察

（１）子どもたちの恩考過程

授業で取り上げる数量的なきまりは 「支点からの

一５４一

【問題２】では 、かなり自信を持 って実験結果を予

距離 ×力の大きさ＝トルク 」と 「おもりが複数の位

置につり下げられる場合のトルクの加法性 」である

。

想し 、「 おもりの個数 十コマ数から考える」 という理

その形成過程を授業記録と一人ひとりが記述した理

曲をあげていた 。なんとなく他の予想をしていた子

由から追い 、各問題における子どもの予想人数（討

どももこの説明を聞いて予想変更し 、全員が

論の前後）及び 、正答率（％）を記した

でつり合う 」と予想した 。しかし 、実験では子ども

【閥圏１】０おもりの蜘；＝着目（Ａ

。

「３番

たちの予想とはちがう結果が出たため 、大きな驚き

ｃ旧＾

におもり１個つけるとどうなる

の声があが った 。次の【研究問題１】では 、新しい

か？）

きまりを見つけるための実験を８つの班に分かれて

「Ａにつけると２個の方が１個よ
り重いから右に回る」３８人→３９人（１００％）

行った 。いろいろ試し

【問国１】＠支点からの距■も間薗に→遠くなると重くなる

てつりあう位置を見つ

（Ｂにおもり１個つけるとどうなるか？）

三匁三…１携聾

丁たんじゅんにおもりの重い右に回ると思うから」４人
ｒＢだと支点から離れて重そうだから左回り」１０人→８人

「おもりが右や左にいくと重くなっていくから 、おもり１個
と２個でもつり合う」２５人→２７人（６９％）

を発表してもらい 、トルクについて確認した

胴固１】＠コマ数十おもりの数という子どもの仮説が拙る

倣習間国２】トルクの考えを遭用して計算できる（下図で

（Ｃにおもり１個つけるとどうなるか？）

「おもりが右や左にいくと重くなるし 、Ｃだと３コマはなれ
ているから左に回るｊ「おもりの数とコマをたして 、Ｑは右

が３で左が２で右に回って 、＠は両方とも３でつり合 って

ｒ左は５コマ×２個力＝１０コマ

、右は３コマＸ３個力
＝９コマ ・個カで 、左回り」

・ 個カ

、

３９人（１ＯＯ％）

【問題１】＠では 、おもりの数に着目して 、数の

多い方に回るという理由を発表していた 。＠では

、

俸はどうなるか？）

＠は左の４の方が多いから左に回る」３６人（９２％）

【蘭国４】２か所につるす昌合が喰討される（下図で 、俸は
どうなるか？）

、

おもりの重さだけでなく 、支点からの距離にも着目

「今度は右回りのトルクをもう

１コマ ・個カたしたからつり

シーソー遊びの経験から端へいくほど重くなる

し、

。

合う」

と指摘した子どももいた 。そして 、 で 、つり合う

３５人（９０毘）

か考えるときは 「コマ数 十おもりの数 」を計算すれ

胴圏５】トルクの加算がつり合わせることから検討される
（あと１個のおもりをどこにつるせばつり合うか？）

ばよいという意見が発表された 。なお 、多くの子ど

「右回りのトルクは１２になって

、

もが理由にあげた 「支点から遠くなるとおもりが重

左は１０で 、そのままだと右回

くなる 」という誤 った表現は 、第３時トルクの計算

りになる ．Ｂにつるすと左回
りのトルクは全部で１０＋２＝

の学習後は 、ほとんど見られなくなった

。

１２になるからつり合う」

【閥題２】子どもの仮説淋実咬により否定（下図で 、つり合

３５人（９０％）

【間目６】０両方の閉２か所につるす場合が 、鹸討される（下

う位置は？）

図で俸はどうなるか？）

「１コマ＝おもり１個分 、だか

「３×３＋２×１＝１１で 、左回

参

ｒｌ１葦了了黒
。一一・

りのトルクの方が多いから左
に回る」３２人（８２％）

２個 ＝５になり 、３番でつり

【同雷６】＠つり合わせることでトルクの加算が陰認される
（０で 、あと１個のおもりをどこにつるせぼつり合うか？）
「右１コマ目にもう１個つけると 、右回りのトルクが１×３
＋４×２＝１１にふえるから 、つり合う」２１人（５４％）

合う」３６人→３９人
︵班一︶１成さを出﹂りの至る

【研魏問邊１】新しい仮説（班

でつり合いのきまり詞べ）

左側のおもり
２書めに３個

右側のおもり
１番めに６個

右のつり合いの表を完成さ
せて 、気がついたきまりを出

２看めに３個

し合う

６番めに１０

「数字が逆になっている」

３番めに２個

４書めに２個

１言めに８個

２番めに４個
「かけ算（コマ数×おもりの
４書めに２個
個数）の答えが同じになる
とつり合う」→科学者のみつけたきまりと比べる

おもりを２か所につるすとき 、各 々のトルクをた
せばよいということに 、すぐ気づき発表していた

。

【研究問題２ ，３】で 、子どもたちが作 った問題

を分類すると以下のようになった

。

・おもりを左右１か所ずつ下げ 、箏はどうなるかを同う固口…１５竈

【間国３】仮説が正しいことを菖認（トルクを使 って）
「右回りのトルクが５コマ×４個

・おもりを左右１か所ずつ下げ 、つり合わせる蘭口…２１口
・トルクの加法性を利用し 、■がどうなるかを間う蘭国 …８竈
・トルクの加法性を利胴し 、つり合わせる両目…１２口

力＝２０コマ ・個力で 、左が６コ

マＸ３個カ＝１８コマ ・個カだか

・その他…２臼（おもりを■らしてつり合わせる 、おもりを１つはず

ら右に回る」３５人（９０％）

して右まわりにする）

一５５一

自分で理解できていることを出題できる １うれしさ

る点から討論のよさを認めていること 。さらに 、「 あ

からか 、班で問題を出し合う授業が一番楽しか った

まりにもきんちょうした実験だ った 」「 おもりをつ

という感想もあった

るすとき 、どうなるのかわからないから 、どきどき

。

した 」・ という実験への高い関心のあらわれなど 、子

（２）授業に対する感想と事後評価から

どもたちなりの受けとめ方をしている

今回の授業に対する内面的な気持ちや 、内容の理
解について 、感想やテストから分析してみた

そして 、授業のはじめのころ「 支点から遠くなる

。

・算敦と型評がが ったいしたみたいだ ったから ・けっこうおもしろか

が、

。

り合うとかわか って 、すごいなと糧いました ・たし算じゃなくて

筋道を立て数量的に考えられるようになった点

から 、「 科学の認識を深められるような理科の授業 」

・や っとトルクの計算が出てきた ．計算でどっちが何まわりとか 、っ

かけ■で寺えるんだなあ

、おもりが重くなる」 という表現をしていたもの

と

●数量的な倶点 、トルクやその加法性について
っ た． 理君でもかけ算をするん定なと思いました

。

にわずかでも迫れたのではないかと結論づけた

・

。

。

・２か所や３か耐こつける６合は 、かけてからたすことがわか ってよ

か った 。おもりをふやしたから薬しか った

おわりに

。

●予想 、詞合 、実醐こついて
・予理を立てなけれぱ 、実じして借果を求めるだけだけど ・立てれぱ

初等理科教育においては 、子どもたちにできるだ

・

実Ｄしてあたっていたらうれしいから 、立てた方がいい ．あと 、自
分の考えをもった方がいいから

け多くの感激 、驚き 、不思議だなあという感銘を実

。

・自分でわからないことがあっても 、人の意見を蘭くとわかるように

なる ．他の人の発言を蘭いてな っとくするのはいいことだと恩う

験によって味わってもらいたいと考える 。このこと

。

が、

・ｒ水平につりあえ！」って思 ったこともあっ たけど 、や っぱりきんち

ょうしたな 。ほくの予葱がはずれていないか心ヨだ った

科学に対する認識を深めることにつながると思

うからである

。

●問圏作り ・さおばかり作りについて
・グループで間蟹を出し合 ったりするのが 、とってもおもしろか った

。

今回 、仮説実験授業を取り入れた 「てこ」の指導
。

さおほかりを作 ってから家でいろいろなものをはか ったりして 、作

法を研究して 、「 科学の認識を深める」 ために 、さ

ってよかったなあと恩いました

まざまな予想や仮説を順序立てて投げかけていく実

。

・またやりたい 。今度はむずかしくして友だちに間冒を出したいなあ

●関心 ・意欲について

●内容の理解について

・とてもたのしか った …３２人
・たのしか った

験を 、授業の中に組み込むことが大切であるとわか

。

…７人

・どちらともいえない …Ｏ人

・とてもよくわか った
・わか った

った 。そして 、このような過程を積み重ねるなかで

…２６人

…１２人

子どもたちは 「確実に正しい予想を立てられるよう

・どちらともいえない…１人

・つまらなか った

…０人

・わからなかった

…０人

になる満足感 」から 「筋道を立てて考えることのよ

・もうやめてほしい

…Ｏ人

・全然わからなか った…Ｏ入

さ」に気づき 、それが実践授業のとき 、喜びやたの

●テストについて

（）内は正答章

しさとしてあらわれたのではないかと考えた

０トルクの考え方を使 って解く間題（８７監９２％１００完）
＠トルクの加法性を使 って解く間圏（８２％８５兄８５％８７兎９０完）
＠トルクという言葉そのものを閥う間題（８７旺）

平均８９

、

。

また 、理科教材の指導法を考察する際に 、教材史

．６点

にも目を向けることが有効であると実感できたので

、

授業後 、多くの子どもたちが 「理科の授業でも算
数の計算が使も托るんだなあ 」という驚きを示した

今後他の教材を検討するときにも活かしていきたい

・

ことは 、かつて「てこ」 が算数 ・数学の領域で取り
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