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算数指導で「絵や図にかきましょう」と、発問することが一般的になっている。しかし、

発問している指導者が絵や図でかくことの意味を理解しているかどうかは疑問である。

筆者は、算数・数学は数字と記号等による翻訳の教科だと考える。絵図は、日常場面にあ

る数学的な事象を数字や記号に翻訳する仲介役を果たす役割をもつ。算数指導での絵や

図の意義を明確に示し、その指導方法を提案するために、第 1 学年の実態を調査した。計

画的に指導することにより、第 1 学年から表現力を育てることが期待できる。  

キーワード：数量関係、図的表現、変換、式指導、ノート指導、下学年  

 

１ はじめに 

平成 29 年告示の小学校学習指導要領において、算数科

の内容構成が大きく改訂された。昭和 33 年の学習指導要

領改訂以来、算数科の内容は「数と計算」「量と測定」「図

形」「数量関係」の四領域であった。各領域の内容は、改訂

するたびに見直され学年間や学校種間で移行されてきた。

今回の改定では四領域が全体的に見直され、「Ａ数と計算」、

「Ｂ図形」、「Ｃ測定」（下学年）、「Ｃ変化と関係」（上学年）

及び「Ｄデータの活用」の五つの領域になった。かつての

四領域から内容の編成が大きく変更されたのは、「量と測定」

「数量関係」である。特に、「数量関係」領域の内容は複数

に分割され、一部は独立した領域として新設された。 

領域「数量関係」は、学習指導要領の改訂時にその内容

や対象とする学年が、毎回のように検討されてきた領域で

ある（山本 2020）。平成２０年の改訂まで「数量関係」の

領域が全学年を対象にしていた期間は少なく、ほとんどは

第3学年以上をその対象としていた。しかし、学習指導要

領が対象とする学年に関わらず「数と計算」領域で指導す

る「加法や減法が成り立つ場合」「式に表す」「式を読む」

等の内容は「数の関係」を思考するものであり、動作化や

教具等の具体的な操作等を通して「数の関係」や「式の構

造」についての理解を促してきた。こうして「数量関係」

の見方・考え方は、算数指導の基本であると認められ実践

研究をしている教師により継承されてきた。 

平成 20 年改訂の小学校学習指導要領では、「数量関係」

領域が再び全学年対象となった。ともすれば、児童にとっ

て「式は計算をするためのもの」という理解に留まりがち

であり、指導者にとっても下学年での「式」そのものの扱

い方には差があるように思われた。領域の対象が全学年に

なったことにより「関係を式で表したり、式を読んだり」

する指導の重要性が明文化されたのである。「関係を表す式」

という「式の意味理解」の指導が下学年においても深まる

ことが期待された。 

今回の改訂は、「数量関係」領域でこれまで扱われてきた

内容から、「式の表現と読み」は「A数と計算」に、「関数

の考え」は「C変化と関係」に、「資料の整理と読み」は「D

データの活用」に移行された。「式の意味理解」の指導に関

しては、平成２０年の改訂以前に戻ったのである。一方、

これまで「量と測定」に含まれていた「単位あたりの大き

さ」と「速さ」は、二つの数量の関係を考察することから

「C変化と関係」に移行された。この理由は次のように解

説されている。 

「数量関係」の領域を再編成し、一部を「C変化と関係」
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としたことについては、事象の変化や関係に着目した思考

を重視し、問題解決に生かす能力の育成と中学校数学への

円滑な接続を意図したものである（文部科学省2017）。 

文部科学省の方針は、第４学年に「簡単な割合」の内容

が加えられたことにも反映されている。これにより乗法を

比例関係でとらえる見方・考え方へ統合させ、内容の系統

性がより明確になったと思われる。 

しかし、数量の関係を捉える力は、領域を問わずどの領

域にも必要な数学的な見方・考え方として働く力であり、

下学年から継続して積み上げることが必要な力である。 

今回の改訂において「C変化と関係」領域が上学年のみ

に設定されたことで、下学年の式指導から「関係を表す式」

という「式」の意味理解の指導が希薄にならないか懸念さ

れるところである。このことついて、小学校学習指導要領 

解説 算数編（pp4－41）には次のような記述がある。 

『なお、「変化と関係」領域を上学年に位置付けたのは、

従来の「数量関係」の領域における「関数の考え」が育成

される内容が、伴って変わる二つの数量の関係（第４学年）、

簡単な比例（第５学年）、比例と反比例（第６学年）など、

上学年に位置付けられていたことを踏まえたものである。

しかしながら、下学年においても、数や図形の等の考察に

おいて、数の関係を考察したり、変化の規則に注目したり

する場面が多いことに注意が必要であり、そのような場面

は「関数の考え」の素地指導をする重要な機会である。』 

下学年からの素地指導を含めた系統的な「関数の考え」

を育成することは、算数指導の重点課題のひとつである「割

合」の理解につながる。「割合」は、毎年の全国学力・学習

状況調査の結果において課題に挙げられ、いまだ解決に至

っていない。「関数の考え」の育成は、算数指導の核となる

要素のひとつであり、平成 31 年度（令和元年度）全国学

力・学習状況調査の結果について、報告書では以下のよう

に分析されている。 

『日常生活の問題の解決のために、ある一つの数量を調

べようとするとき、その数量を直接調べにくい場合は、そ

れと関係のある他の数量を使って調べられないかと考えて

事象を観察し、伴って変わる二つの数量を見いだすことが

できるようにすることが重要である。その際、一方の数量

を決めれば他の数量が決まるかどうか、あるいは、一方の

数量は他の数量に伴って一定のきまりに従って変化するか、

というような見方で二つの数量の関係をみていくことがで

きるようにすることが大切である。』（国立教育政策研究所 

2009 ｐ.56） 

また、平成20年の改訂において新しく設けられた「算数

的活動」が、「数学的活動」と名称が変更された。これは、

ＳＴＥＭ（ Science 、 Technology 、 Engineering and 

Mathematics）教育の基盤に数学が位置付けられているこ

とや、ＰＩＳＡ調査の読解力の定義に、表、図、ダイヤグ

ラムなどの「非連続テキスト」があり、言語としての数学

の特質が一層重視されていることなどを配慮してのことで

ある。数学につながる算数の指導が求められていることの

表れである。 

以上のことから、この改訂を機会に算数指導のあり方を

改めて見直す時期であると考える。算数指導においては、

問題解決型の指導が基本的な授業スタイルとして一般的に

行き渡っている。その一方で、長年解決しない課題が前述

の「割合」理解である。新型コロナウイルス感染症の影響

を考慮し実施が見送られた「令和２年度全国学力・学習状

況調査」にも「割合」の問題がとりあげられている。出題

の趣旨からその一部を抜粋する。 

日常生活において、算数で学習したことを基に、数量の

関係に着目して事象を考察し、量の大きさを実感をもって

捉えることが重要である。 

そのために、例えば、ある量を児童にとってより身近な

量に置き換えて解釈することや、目的に応じた単位で量の

大きさを的確に表現したり比べたりすることなど、日常生

活の事象を数量の関係に着目して捉え、数学的に表現・処

理することができるようにすることが大切である。（国立教

育政策研究所 2020 ｐ.13） 

この趣旨は、算数指導に求める授業改善を意図したもの

である。算数・数学の指導について、中央教育審議会答申

図１ 算数・数学の学習過程のイメージ  
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で示されたのが図１である。 

現実世界（具体）から数学の世界（抽象）へ、逆に数学

の世界（抽象）から現実の世界（具体）へと双方の流れを

バランスよく指導すること、それぞれの場面で言語活動を

充実させることが示されている。 

改訂された学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学

び」の指導とともに、三つの柱として育成すべき資質・能

力が示された。その一つが「未知の状況にも対応できる 思

考力・判断力・表現力等の育成」である。数や式、表、グ

ラフといった数学的な表現を用いて、筋道を立てて考え表

現することは、言語活動の充実として平成元年の改訂から

引き続き重視されているが、その成果がより問われるのが、

今回の改訂である。 

算数指導で「思考力・判断力・表現力等」を育むために

筆者が着目するのは、「かくこと」である。算数指導で用い

られる「かく」ことが、図１における現実の世界と数学の

世界をつなぐツールになるのではないかと考える。それに

は、「かく力」を獲得するための指導過程のモデルが必要で

ある。 

下学年の「数と計算」領域の指導を「変化と関係」領域

の見方・考え方に統合・発展させるモデルケースを作成し、

それが中学校数学につながる算数指導となることを実証す

るのが研究の最終目的である。本稿では、研究の入り口と

なる下学年児童の「表現力（かく力）」の現状把握を第一の

目的としている。並行して、上学年の図を用いた授業の先

行研究に学び、下学年からの系統的な指導の具現化に近づ

けたい。 

本稿において、表現することは「図１にある現実の世界

と数学の世界の間に存在するもので、互いをつなぐツール

として児童の思考を表出するものである」と考える。 

算数の授業で使われる表現は、「動作」「操作」「話す」「か

く（言葉・絵・図等）」がある。それらの中から、本稿での

表現は、「言葉や絵や図などをかくこと」に限定する。 

 

２ 算数指導と表現 

2.1 「かく」指導について 

 

近年、授業改善の視点から「書く」ことの指導が重視さ

れ、教科を問わず指導過程に組み入れることが推奨されて

いる。和歌山県教育委員会では、「和歌山の授業づくり基礎・

基本３か条（以下「和歌山の授業づくり」と表す）」として

以下３点の内容を全ての授業に取り入れるよう指導してい

る。 

１ 本時のめあて・学習課題を明確に板書する 

２ 児童生徒が自分の考えをかく時間を確保する 

３ 授業のまとめ・振り返りの時間を確保する 

近年、算数科の指導では主体的な学習を実現する指導法

として問題解決型の指導が一般的に行われている。山本

（2015）は、昭和50年代後半から平成20年代までの実践

例に、「和歌山の授業づくり」で進められている２と３の実

績が記録されてることを報告している。 

「和歌山の授業づくり」にある２の考えをかく時間は、

３の振り返りの時間を含めて1時間にほぼ3回設定される

ことが多い。一般的な例は、次の通りである。 

① 課題についての見通しを書く。 

授業の導入部での「かく」場面である。課題についての

第一印象や、既習内容と未習内容の確認、結果の予測、解

決に向けての方略や計画などを簡潔に「かく」時間を5分

程度設ける。「見通し」として書かせる取り組みが見られる。 

課題に関する第一印象（難しい・簡単など）、解法、課題

の結果（解答）等を、短時間に簡単な言葉で表現する。「課

題と出合って」、「見通し」等と表現することや、吹き出し

のなかに書かせる実践もある。時間的には短いが、主体的

な学びの導入として丁寧に扱われる。ここでは、文字で書

くことがほとんどであるが、指導者の書かせる目的や内容

が漠然としている場合も少なくない。 

② 個人思考の場面で、自分の思いや考えをかく。 

かくことの中心になる時間である。問題を解決するため

に、具体物等を操作したことや試行錯誤した思考の足跡を

残す、解決した方法の説明を書くなど、学年や学習内容に

応じて「かき方」や「かく」内容は様々である。 

第1学年は、仮名文字の学習途中であることから「いつ

から」「なにを」かかせるかが、指導者が悩む内容のひとつ

である。 

また、「自分の考えや（解き方・計算等の）方法をかこう」

や「問題を絵や図で表そう」他、学習内容や教師の発問に

よってかく内容が決まる。かき終える時間の長短やかいた

内容の質、表現方法の違いなど個人差が大きいことや、児

童が「かく」ことの必要性をどの程度もってかいているの

か等が課題である。 
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この場面でかいた内容を、ペア学習やグループ学習で意

見交換することを経て一斉学習を行う場合もある。一斉学

習は、全員が自分の考えを交流する場である。かいた内容

が説明のために用いられることが多い。 

主体的・対話的で深い学びを実現するためには、個人の

「かく力」が一斉指導の重要な要素となり授業の展開に影

響を与える。個人思考での「かく」ことは、自分の考えを

整理することになる一方で、人に伝える手段ともなるため、

文字・絵・図・式など多様な表現方法を使うことが望まれ

る。このことから文字に限定しない場合には「かく」と平

仮名で表記している。 

③ 振り返りとして、学習内容を整理したり自己評価を含

めた感想をノートにまとめたりする。 

授業のまとめ・振り返りは、意見交換したことのまとめ

を板書に沿って児童がノートにまとめることや、児童が学

習内容の定着や自己評価を兼ねてノートに記録する時間で

ある。 

和歌山市では、昭和 50 年代から算数指導において問題

解決型の指導が進められ、指導過程で「かく」ことが実践

されてきた経過がある。授業のまとめや振り返りを授業後

にかくことにおいても、授業実践を継続している教師や研

究している学校での独自の実践例がある。まとめを「算数

作文」として書かせたことを授業に活かす方法を研究して

きた学校もある。こうした実践研究が現在まで継続されて

いる。（山本 2015） 

かかせる内容には、ここでも指導者の意図が反映される。

授業の感想を書いたり、授業のまとめを自分の言葉でまと

めたりするなど自由に書かせる場合や、教師の板書を写さ

せる場合などがある。書かせることにより児童の自己評価

になり、学習内容の定着にもつながる。また、指導者の授

業評価にもなり様々な価値が認められる活動である。 

このように、算数科の指導では問題解決のストラテジー

として、また。自分の考えを説明するための方法のひとつ

として絵や図に表す指導が行われてきた。 

また、学習指導要領の内容の取扱いでも「かく」ことが

すすめられてきた。平成２０年の改訂より学習指導要領に

算数的活動（現行では数学的活動、以降「数学的活動」）が

位置づけられた。算数的活動は各学年の内容に位置付けら

れ、内容ごとに具体例を示している。「かく」活動は、その

ひとつに含まれている。今回の改訂においては、問題発見・

解決の過程として数学的活動が位置付けられているため、

その枠組みのみが示されている。その中から「数学的に表

現し伝え合う活動」の具体例としてあげられている部分だ

けを取り出したのが表１である。 

 

数学的活動は、五つの領域の全てに対して横軸のように

横断し関係するもので、小学校算数科の教育課程全体にか

かわるものである。また、例示されているように中学校数

学指導でも同様に重視されている。 

下学年の算数指導では、表現手段としての「かく」以前

に、動作化や具体物や半具体物の操作による表現がある。

図２に、「具体物を用いた表現」とあるように、下学年では

操作したことを絵図に表現する過程を、もっと重視すべき

ではないかと考える。教科書の挿絵におはじきや数図ブロ

ックを置いて 1 対１対応させ、それを数字に書き換える。

この一連の流れが「操作したことをかく」意識づけになっ

ているのか確認したいことのひとつである。 

図２の第4学年の記述「問題解決の過程や結果を、図や

式などを用いて数学的に表現し（以下略）」から、表現力の

「図」の指導について振り返ってみた。算数科の学習内容

の中に「図をかくことだけ」を目標にするものは存在しな

い。各内容の指導を通して下学年から「図をかく」ことを

経験させることで「図に表す」力を養っているのである。

それには、児童の「かこう」という意欲がなければならな

い。かいたことが「自分にとってよかった。」「役にたった。」

という成功体験が、自ら「かこう」という意識を働かせる

第1学年 
問題解決の過程や結果を、具体物や図など

を用いて表現する活動 

第2学年 
問題解決の過程や結果を、具体物、図、数、

式などを用いて表現し伝え合う活動 

第3学年 同上 

第4学年 
問題解決の過程や結果を、図や式などを用

いて数学的に表現し伝え合う活動 

第5学年 同上 

第6学年 

問題解決の過程や結果を、 目的に応じて図

や式などを用いて数学的に表現し伝え合う

活動 

中学校 

第１学年 

数学的な表現を用いて筋道立てて説明し伝

え合う活動 

表１ 数学的活動一覧より：「数学的に表現し伝え合う活動」 
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のではないだろうか。その意識が「かく力」を育てるので

はないだろうか。 

東京都が都内公立小学校教諭を対象に実施した調査では、

約８割の教師が「担当している児童が主体的にテープ図等

を用いて問題を解決していると捉えていない。」と回答して

いる。その結果「児童が主体的にテープ図等を用いて問題

を解決するためには、テープ図等を用いることのよさを感

じ取らせる必要があり、そのためには、教師がテープ図等

の系統性や効果を踏まえ、計画的な指導を行う必要がある

と考えられる。」とまとめている。 

文字・絵・図などに表すことにより、学習内容が理解で

きたり、問題が解けたりした経験が「かく」よさを認め、

「かくこと」が児童にとって算数のツールになると考える。 

児童が「かく」ことの良さに気づき、表現方法を工夫す

ることにより、伝え合う活動のコミュニケーションツール

としても有効に機能すると思われる。したがって、指導者

には、様々な場面や機会をとらえて自由にかかせる指導を

計画することが重要であるとともに、児童のかいた内容を

分析する力が求められる。 

 

2.2 算数で用いられる表現 

 

算数・数学で用いる表現様式を、中原（1995）は５つに

分類し図2の表現体系としてまとめている。 

 
図2 数学教育における表現体系 

 

 算数科は、現実の世界にみられる事象を数理的に捉え数

字と記号等で数学的に表現する教科である。このことを中

原の表現様式では、矢印で現実的表現を記号的表現に変換

することを意味している。数学的な表現には「有用性、簡

潔性、一般性、正確性、能率性、発展性、美しさなど」の

よさがある。しかし、このよさは抽象度が高く教科特有の

難しさを感じさせる一面をもつ。そこで、具体的な現実の

場面と抽象的な数学の世界を媒介する手段となるのが、具

体物等の操作や絵や図による表現等である。中原の表現体

系では「図的表現・操作的表現」にあたる。 

中原は、５つの表現様式をさらに２つに分類し、現実的

表現、操作的表現、図的表現を類似的表現に、言語的表現

と記号的表現を規約的表現に区別している。類似的表現は、

直観性、具体性、想像性等に富み、厳密性、客観性等に欠

ける記号の表現であり、規約的表現とは、細部まで明確に

規定して用いることから、厳密性、客観性等に富むもので

あると述べている。 

 筆者は、算数で使われる言語的表現は規約的表現と類似

的表現の両面をもつと考える。例えば、文法としては整っ

ていないが、複数の単語で言い換えたり、記号に単語を組

み合わせたりするなど感覚的な表現で自分の思いを表現す

ることが算数の授業ではよく見られる。  

また、記号的表現としての客観性よりも具体性をもつ「こ

とばの式」がある。 

算数指導における児童の表現を理解し、指導に生かすた

めに注目したのは、中原の表現体系にある双方向に向かう

矢印である。中原（2009）は「ある表現から他の表現へ変

換できることが当該事項の理解を深めるし、表現力や問題

解決力を高めることになる。」と述べている。 

筆者は、多様な表現様式を獲得することが重要で、その

中から、児童にとってよいと思うものを自由に選択し自在

に用いることが問題解決や内容理解につながると考える。 

現実的表現と記号的表現間の矢印が双方向なのは、「式に

表す」ことと「式をよむ」ことの変換には、双方向からの

アプローチが必要であることを示す。  

問題をすぐに立式できる児童にとっては、解法のために

別の表現に変換する必要はない。しかし、自分の考えを他

の児童に説明するために、式に至る過程を絵や図に変換し

て表現することは、多様な表現方法を身に着けることで自

分の考えを整理し深めることの効果も期待できる。 

問題を立式するのが難しい児童は、段階を追って変換す

る経験が重要である。いくつかの表現を媒介にして問題の

構造を読み取り、式にたどり着くことができることを経験

することを大切に扱いたい。媒介にする表現は複数あって

も良いことが図３からも読み取れる。 

また、中原が矢印を同じ表現様式内に用いていることにも
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注目したい。一つの表現内での変換も多様に考えられるか

らである。同じ表現であっても、具体性や客観性には差が

ある。このことを、図的表現について中原がさらに類型化

している図3を参考に考える。 

例えば、問題場面を教科書の挿絵に近い絵で表現したの

は、代理的図的表現である。しかし、場面の対象物を〇や

□に置き換えた図は、抽象的な中核的図的表現である。日

常場面での事柄を言語表現だけで課題として示された時、

そこに数学の要素を見いだし、数学的に表現できる児童も

いれば、全く手つかずの児童もいる。全く手つかずの児童

が、少しでも自分の方法で表現をしようと試みることを評

価したい。 

図3 図的表現の類型 

  

筆者は、中原の表現体系や図的表現の類型について抽象

度に差はあるが、児童が表現したものは優劣をつけて評価

するものではないと重ねて主張する。 

算数指導で「かく」力をつけるためには、児童が自由に

かける安心感を与えることが重要である。かけない理由が

どこにあるのか、平林一榮は次のように指摘している。 

「子供が分からないのは、表記が分からないのであり、

よく分かるようになったのは、別なよく分かる表記を与え

たからである。」（平林 1974 p.208） 

これは、表現にはそれぞれ学習内容や目的に応じた表現

方法があり、多様な表現方法を獲得し内容や目的に応じて

使い分けができることが重要であること示唆している。よ

く分かる表記とは、概念理解、解決の方略、他者への説明

など、表記する場面とその内容に適した表現方法であるこ

とを示す。平林の指摘について、石田らの実践研究から次

のことが明らかになった。 

小数の乗除の演算決定では関係図が有効であり（石田・

神田・林 2008）、第 3 学年の逆思考文章題解決では線分

図が有効である（石田・村上 2010） 

石田らの研究では、指導過程に段階を追った図をかく指

導が必要であることを指摘している。算数指導で「かく」

ことに焦点をあてた実践研究は上学年がほとんどで、下学

年、特に、第1学年の実践例は少ない。６年間を見通した、

算数教育での「かく」ことの指導モデルの構築を目指すた

め、まず、第１学年児童の実態調査を実施した。 

  

2.3 児童の実態１ 

 

 指導者は、採用 5 年目で第 1 学年担任は 2 回目である。 

4 月当初から、算数ノートに数図やブロック操作の図をか

かせて指導をしている。4 月から 5 月にかけては、仮名文

字の指導が始まったばかりで、算数の内容も限られている

ため、算数指導で求める表現としての「かく」にあたる資

料には該当しないと考えた。 

たしざん１の単元に入ってからは、問題場面（挿絵つき）

を「さんすうのえ」としてノートにかくことや、ブロック

等の操作をノートに「かく」指導を始めた。一斉指導では、

児童にかいた絵図を説明する経験をさせている。 

調査年月  2017年6月 

調査場所  公立小学校 第1学年 

単 元 名「たしざん１」 

問題提示は、挿絵を使わず「赤いバラが12本、白いバラ

が5本さいています。バラはあわせて何本さいていますか」

と文字だけの文章を掲示した。掲示した問題文を一斉に音

読し、文章から分かることなどを 2.3 分間話し合った後、

本時のめあてを「お話をえにかこう」と提示した。数分間

の個人思考でかいた児童の図を調査対象とした。 

この時期は、文をかく力の差が大きいため、振り返りを

書かせることはしていない。 

児童の表現の特徴が表れたノートを3点取り上げた。 

図4は、色をつけた具体的なバラの花がかかれた写実的

な印象の強い広義の場面図にあたる表現である。関係（合

併）を表す矢印が文字とともにかかれ関係図の要素を含ん

でいる。１２の赤いバラを形そのまま表現している一方で、

「１０のかたまり」「あわせる」という算数で学習した内容

を加えている。この児童らしい既習を生かし算数でかく「え」

を意識していると読み取れる。 
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図4 代理的図的表現と中核的図的表現を合わせた図 

  

 第1学年でなくても、算数の授業で課題や問題を絵図

に表すことは容易なことではない。算数の授業で数字や記

号、表、グラフ、数直線以外の表現方法で「かく」という

ことに違和感をもつのではないだろうか。 

算数で「かく」表現を理解する最初のステップを次のよ

うに考える。 

１ 児童にとって数字や演算記号等を使わない「算数ら

しくない表現がある」ことを知る。 

２ 「算数らしくない表現でかく」ことがわかる成功体

験を重ねる。 

図５では、学習したこと（１０のかたまり）を活用で  

きていることを評価することである。 

具体的な物事を捨象し簡単な表現に置き換えるのは、教

科特有の難しさを感じる特性である。スモールステップで

抽象化するよさや方法に気づくことができる指導の技術や

工夫が求められる。 

 図４の表現に比べると、やや抽象的な表現になっている

のが図５－1である。対象物の形を捨象して、簡単な〇印

に替えることは既習内容を生かしているが、その「物」を

表す名前や色の違いが情報として残っている。図５－１

は、数図をつかった学習経験が集合数の表現方法として使

われている。また、2つの集合を「合わせる」という言葉

を使って集合間の関係を表し、同時にその手続きを双方向

に向いた矢印で詳しくかいている。 

物の種類や色を捨象したのが図５－２である。図の抽象

度は図5－１よりも高くなっている。赤いバラの集合（部

分）と、白いバラの集合（部分）を枠で囲み、合わせたも

の（全体）を囲んでいる。シンプルであるが必要な要素が

入っている、部分と全体の関係が明示された加法が成り立

つ根拠となる表現である。 

 

 

図５－１ 中核的図的表現 

 

 

図５－２ 中核的図的表現 

 

児童の表現を評価する視点は多様に存在する。１２個を

一目瞭然に捉えることができ、１０進位取りの学習を活用

しているという点が評価されるのは、図4と図5－１であ

る。２量の関係を表していることを評価できるのは図5―

１、図5－２である。演算決定に必要な表現は図5－２と

なる。 

目的や必要性に応じた表現力を育てるには、児童の表現

に優劣をつけるのではなく、児童個々の表現にどのような

良さがどこにあるかを見つけ、算数的な価値づけをするこ

とである。指導者が的確な評価の視点を示すことが、児童

の気づきや発見を促し、多様で算数的に求めたい表現に近

づくのではないだろうか。 

この後担任は、一斉指導では表現を比較することを指導

の中心に助言すること、児童のノートには、具体的に評価

のポイントを示す書き込みをすること、「かく」手助けと

なる板書を計画すること等を意識して指導をした。 
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2.４ 児童の実態２ 

調査年月  2017年10月 

調査場所・指導者は同様 

単 元 名「たしざん２」 

 

問題文「くるまが ８だい とまっています。 

３だい くると、 なんだいに なりますか。」 

 繰り上がりのある計算であることを確認した後、めあて

「８＋３のけいさんのしかたをかんがえよう。」を個人思考

としてかかせた。一斉指導では、各自のかいた絵図を使い

ながら計算の仕方を説明し合い意見交換を行った。最後に

１時間の振り返りを加えたノートを調査対象にした。 

たしざん１の学習以降、算数の授業で「かく」機会が増

え、良い意味で児童が慣れてきた時期である。調査１は、

場面を表現する実態調査で、調査２は計算方法という「手

続きを表現」することと、「振り返りがどこまでかけるか」

を調査の対象にした。 

図6は、ノートの上部枠外に○ふとかいて授業中の自分自

身を振り返った記述がある。左端の枠外には「ブロックで

考えた」と図の成り立ちを説明している。ブロックの操作

を念頭にした計算方法の説明に「つぎに」という接続詞が

あり、手順を順序だてて書いている。1 ページの書き方と

しては、整理できていないように見えるが、１時間の授業

の流れを振り返りながらかけるということが分かる。 

 

 

図6 振り返り１ 

 

 図7は、個人思考でかいた図の下に、意見交換によっ

て学んだ図をかいている。計算の仕方を説明する表現であ

ることから、「１０の補数を加える」ことが分かりやすい

と思ったのであろう。 

 元の図は、テープ図につながる図として、今後の指導に

生かせる可能性がある。指導者にとって、資料としての価

値をもつ表現であるともいえよう。 

 

 

図7 振り返り２ 

 

指導者の称賛するコメントがどちらのノートにも加えら

れている。図7 

に見られる児童の気づきを具体的な言葉で評価するコメ

ントがある。こうした具体的な内容で評価した積み重ねが

児童の表現力を養うのではないかと考える。 

 

３ 教科書に使われる図 

 

算数の教科書には、挿絵やカットのほか、「テープﾟ図」

「線分図」「数直線図」「面積図」のほか、様々な図が紹介

され、それぞれの図のかき方や手順も丁寧に解説されてい

る。問題場面を図に表し、図と式を関連付けて捉えること

は、算数科の指導で一層重視され、指導の工夫が求められ

ていることの表れである。これは、「平成 24 年度全国学

力・学習状況調査」（文部科学省）において、「数量の関係

を図に表したり、図から数量の関係を読み取ったりする活

動の充実」が示されたことにもよる。 

算数の教科書で使われる図は、使われる学年・内容・図
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の種類など教科書会社によって異なっている。例えば、学

習指導要領では、用語「数直線」は第３学年で万の単位の

理解で指導するとなっている。しかし、「かずのせん」とし

て第１学年の２０までの数の学習からとり扱われている。

第１学年から同じ指導内容で扱われているが、A 社は、０

から順に数字が入った数直線の下に目盛りだけの３本の直

線がおかれ、数字が示す位置を問うとともに量の大きさが

見える。B 社は、０から始まる数直線の特徴を読み取るこ

とを中心に扱っている。 

低学年から教科書で用いられるのは、線分図に幅をもた

せた「テープ図」であり、加法・減法の意味理解に用いら

れる。図の扱いが大きく変わるのは、第２学年の「乗法」

の単元からである。数直線とテープ図を組み合わせたり、

２本の数直線を用いて、量と倍を関係づけたりなど、各教

科書会社によって異なる。どのような図をいつどのように

使うかは、教科書会社の裁量で決められている。指導者は、

それぞれの図の役割について理解したうえで指導に生かす

ことが求められる。特に、「割合」の指導に使われる図は、

教科書会社による差が顕著にみられる。なぜ、「割合」の理

解が難しいのか児童が理解できる表現方法としての「図」

を再考するべきであろう。 

C社では、計算に用いる図の分類を図8のように整理し

ている。例えば、この教科書の図の系統で指導を考えた時、

指導内容に該当する学年では、「必ずその図がかけるように

ならなければならない。」ということではない。算数の学習

において、児童にとって役に立つ図は限定された図に限ら

ない。教科書に示された図は、多様な表現のひとつであり

表現方法を増やす役割であると考える。 

一方、臼井ら（2017）は、数直線等の図の指導には、切

り替わる節目があり、その節目のところで児童は困難を感

じていることを指摘している。筆者が児童の多様な表現を

認めるというのは、１人の児童が同じ表現にとどまること

ではない。多様な表現方法を知り、表現力を獲得し、その

中から内容に応じた適切なものを選ぶことができることを

目指すものである。下学年からの表現にかかわる系統的な

指導により、上学年で困難を感じる内容が理解できるよう

臼井らが指摘する「節目」を乗り換えさせたいと考える。 

 

 

図8 線分図・数直線の指導の系統 

 

４ まとめと課題 

算数指導で「かく」ことを取り入れようとするとき、ど

うしても下学年では取組に消極的な傾向がみられる。しか

し、今回の実態調査では、第１学年の児童でもかなりの記

述ができることが分かった。「いつ（指導時期）」「どこで

（指導内容）」「どのように（手順）」に指導すべきかの提

案ができれば、積極的に「かく」指導を進めることができ

るであろう。これが、一つ目の課題である。かく技術は、

今回の実態調査の資料を基にまず、下学年の指導計画のモ

デルから始める。 

二つ目の課題は、児童の「かく意欲」をどのようにもた

せるかである。これには、「メタ認知」の育成を考えてい

る。実態調査で入手した、ノートや板書記録の中に、「メ

タ認知」にかかわる指導が読み取れる。個別指導にかかわ

るノート指導や助言、一斉指導にかかわるメタ認知を育て

る発問と板書計画についての研究を始めている。 
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