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算数科における「数直線等の図」の道具性に関する研究
―― 指導系統と機能の考察から ――
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本研究は、算数科で学ぶ「数直線等の図」について６年間の指導系統を確認し、問題解決における「数直線等の図」の機
能を検討し、児童が「数直線等の図」の活用でつまずく場面を抽出するとともに、これを解消する指導の手立てを考察するの
が目的である。
現在、算数科では問題解決型の授業が一般的なスタイルとなっている。この問題解決型の授業とは、①問題（課題）把握
②解決の見通しを立てる ③自力解決する ④小集団で話し合う ⑤全体で練り上げる ⑥本時の学習内容をまとめる ⑦本
時を振り返る、という展開である。「数直線等の図」は、活用して話し合ったり、練り上げたりする学習場面でよく用いられる。こ
うした活動の中で、児童は、折に触れ問題解決の道具として「数直線等の図」を学び、活用する経験を重ねてきてはいる。し
かし、調査問題の児童の解答からは、問題解決のための道具として、図を必ずしも有効に使えないでいる様子をうかがうこと
ができる。算数における学習内容について、特に「数直線等の図」を有効に用いて理解が深められるようにするにはどのよう
にすればよいだろうか。
本稿では、指導系統の確認によって「数直線等の図」の表現の仕方が切り替わる節目となる場面があること、児童のつま
ずきがこの節目に存在すること、これを解消するためには指導する側の教師に「数直線等の図」に関する一層の理解ととも
に、表現の仕方や機能が切り替わる節目となる場での丁寧な指導が求められることを述べた。

はじめに
平成 28 年８月 26 日に報告された中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において「次
期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」１）（以下、
「審議のまとめ」とする。
）では、
――――――――
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2030 年の社会の在り方を見据えた教育の将来像が描かれ、これからの学習指導要領の改訂に向けた
基本的な考えが示された。
この審議のまとめには、次期学習指導要領改訂の方向性となる「育成を目指す資質・能力の三つ
、、、、、
、、、、、、、、、、、
の柱」が示されている。この三つの柱、
「生きて働く知識・技能の習得」
「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」
「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性
の涵養」と述べられているように、強調されているのは、学んだことを知っていることだけに留め
ることなく、学習や生活、社会の中で活用していくことが大切であるということである。
学習したことを学びに活用するという学びに向かう力について、改めて考えてみると、児童は学
んだことを学習や生活、社会の中で活用しているとは言えない状況にあるように思われる。
そこで、学びに向かう力を念頭に置いて、算数の学習の中で最も活用頻度の高い数直線等の図に
着目し考察することとした。そのために、まず、数直線等の図がもつ難しさや指導上の問題点を明
らかにする。次に、数直線等の図の指導系統、機能について分析し、さらに、具体的な指導場面を
考えるとともに、児童が、数直線等の図を問題解決の道具として活用できるようにするための指導
に当たって配慮すべきことについて考察する。
「数直線等の図」の詳細については、後述する。

１ 数直線等の図の指導に関する問題点
本県で毎年実施している茨城県学力診断のためのテスト２）（以下、
「県学テ」とする。
）における
児童の解答の一部を分析してみる。
図１−１、１−２は、平成 27 年度県学テ第３学年
算数の大問 10「時間を求めることについての技能」
の問題における正答児童の解答と誤答児童の解答
の一例である。茨城県平均正答率は 78.4％で多くの
児童は正答であった。正答することができた児童の
解答と誤答であった児童の解答を比較すると、正答

図１−１ 正答児童の解答

することができた多くの児童は、時計の図をテープ
図のように数直線等の図に置き換えて考えている
ということである（図１−１）
。逆に、誤答だった児
童の多くは、数直線等の図に置き換えて考えている
解答用紙は見られなかった（図１−２）
。児童は、
「時
計の図」を読むことができるし、
「テープ図」も既習
である。問題を解決するために知っていることを道

図１−２ 誤答児童の解答

具として活用することの大切さを示した事例であると考える。
そこで、筆者が行ってきたこれまでの算数の授業を振り返ってみたい。果たして、児童が問題解
決の道具として、数直線等の図を活用することができるように指導を行ってきただろうか。学習指
導要領解説算数編や教科書の中には、算数科の学習内容の中に「数直線等の図」をかくことだけを
テーマにした単元は存在していないのは、当然のことながら、小学校６年間通して、各学年の学習
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内容に応じた数直線等の図を活用できるようにするためであり、活用場面ごとに、数直線等の図の
表現の仕方を洗練し、異なる機能を理解していくためだからである。
そのように、６年間という長期的な期間で学習内容ごとに扱っていることを踏まえると、指導に
当たって、以下の問題点が考えられる。具体的には、すなわち、教師が、
① 各々の「数直線等の図」の指導系統を十分に理解した上で指導しているか。
② 各々の「数直線等の図」の機能を十分に意識して指導しているか。
③ 児童とともに「数直線等の図」をつくったり、洗練させたりしているか。
（つまり、児童に「数直線等の図」のよさを味わわせているか）
という問題である。
この①〜③の問題点を解決していくために、
「数直線等の図」の指導系統や機能について、さら
に分析をすすめてみたい。そこで、まず「数直線等の図」が教科書ではどのように扱われているの
かについてまとめてみたい。

２ 「数直線等の図」の指導系統及び分類
数直線等の図が頻出する「A 数と計算」
「B 数量関係」の領域での学年ごと及び加法・減法と
乗法・除法での扱いを概観すると次の図２のように整理できる。この２つの領域だけでも様々な図
があり、当然のことながら、各々の数直線等の図は、異なる表現の仕方や機能がある。
＊ ここでは、
「数直線等の図」については、ブロック図、アレイ図、テープ図、線分図、数直
線（比例数直線）の図を念頭に置いている。
１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

加法・減法の
意味理解及び

ブロック図

演算決定

アレイ図

乗法・除法の

乗除法に関す

意味理解及び

る学習はない

演算決定

ため、図はな
い

線分図

テープ図

アレイ図

テープ図と数直線で

比例数直線３）
（２本の数直線）

表した図

（以下、
「比例数直線」
）

図２ 数直線等の図の系統
上記のようにまとめてみると、
「数直線等の図」は学年が上がるに従って系統的に発展し、抽象
化されていくことがわかる。例えば、ブロック図からテープ図へ、テープ図から線分図へ切り替わ
る節目があることがわかる。発展する節目や抽象化される節目では、児童にとって数直線等の図の
捉えや活用場面の理解に戸惑う部分であるとも考える。具体的に大日本図書の「たのしい算数（１
年から６年）
」４）の教科書（本県の多くの市町村で採択している教科書）では、どの単元で、どの
ような図が扱われているのかについて、
「数の拡張場面」
「加減乗除の意味理解、演算決定の場面」
「関係を整理し、演算を決定する場面」のカテゴリーで以下、図３、４、５にまとめた。
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図３、４、５のように、学年ごと、学習内容ごとの数直線等の図の分類によって、次のことが示
される。
（１）１目盛りの読み方の重要性
「図３ 数の拡張場面で登場する数直線等の図」からは１目盛りの読み方の重要性が示され
る。２位数から３位数へ、整数から小数や分数へと数を拡張していく場面では、必ず数直線が登
場する。この拡張場面では、１目盛りを１と読んだり、10 と読んだり、0.1 と読んだりするな
ど、扱う数によって１目盛りの読み方が変わることから、１目盛りの読み方が重要である。
（２）発展・抽象化される節目
「図４ 数の拡張に伴い、加減乗除の意味理解、演算決定の道具となる数直線等の図」から
は、数直線等の図の指導系統に発展・抽象化される節目があることが示される。
計算の指導に当たっては、計算の意味について理解すること、計算の仕方について考えるこ
と、また計算に習熟し活用できるようになることが大切なねらいであると現行学習指導要領解説
算数編５）で述べられている。この計算の意味を理解したり、計算の仕方について考えたりする
際の道具となるのが、数直線等の図である。図４から加法・減法では、アレイ図、テープ図、線
分図が道具となること、乗法・除法では、テープ図と数直線で表した図、比例数直線が道具とな
ることがわかる。
また、加法・減法では、アレイ図からテープ図へ、テープ図から数直線へ切り替わる節目があ
ること、乗法・除法では、テープ図と数直線で表した図から比例数直線へ切り替わる節目がある
ことがわかる。
（３）比例数直線の系統的位置
「図５ 関係を整理する・演算を決定するときの道具となる数直線等の図」からは、数の拡張
に伴い、乗法・除法の意味理解、演算決定の学習の後、
「倍」について考える道具として扱われ
ていることがわかる。また、一般的に児童にとって割合が難しいと言われるが、割合の学習につ
ながるように、系統的に比例数直線が道具として扱われるような配置になっていることがわか
る。

３ 数直線等の図の機能
「２ 『数直線等の図』の指導系統及び分類」では、
「数直線等の図」の指導系統について詳し
く調べてきたが、ここでは、数直線等の図の機能について詳しく調べていく。
算数科の授業では問題解決型が一般的なスタイルとなっている。この問題解決型の授業とは、①
問題（課題）把握 ②解決の見通しを立てる ③自力解決する ④小集団で話し合う ⑤全体で練り上
げる ⑥本時の学習内容をまとめる ⑦本時を振り返る、といった流れの学習スタイルである。①〜
⑦の場面で数直線等の図は、主に②、③、④、⑤、⑦で扱われる。各場面での数直線等の図の役割
を整理すると以下のようにまとめることができる。
【②、③の場面】問題解決のために考える道具としての「数直線等の図」
【④、⑤の場面】自分以外の第三者に説明する道具としての「数直線等の図」
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【⑦ の 場 面】 自分自身の理解を深める道具としての「数直線等の図」
である。
先に、数直線等の図を発展する節目や抽象化される節目では、児童にとって数直線等の図の捉え
や活用場面の理解に戸惑う部分があることを述べたが、中でも「図２ 数直線等の図の系統」の乗
法・除法において「テープ図と数直線で表した図」から「比例数直線」へ表現が変わる節目の場面
で児童が苦手とする傾向がある。苦手とする原因を探るために、比例数直線に焦点を当てて考察を
すすめたい。
関連の資料を探してみると、教師向け指導資料として「線分図・数直線の指導の系統」６）（教育
出版 http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/sansu/document/ducu3/1934.html）を目
にした。この資料の中で「乗法・除法の数直線の機能とその指導」の項目では、次のような機能が
あり、主な指導内容ごとに分類したものを示していた。同資料では、数直線で説明しているが、無
理なく議論がすすめられるので、筆者は、数直線を比例数直線に置き換えて考察する。
○ 比例数直線の機能
a. 計算の仕方を考え、説明する道具としての機能
b. 演算決定の根拠としての機能
c. 計算の意味を拡張する機能
d. 積や商の見積もりや確かめをする機能
○ 主な指導内容ごとの分類
同資料には、上記 a から d の機能を中心的に用いる主な指導内容ごとに、次のようにまとめてい
る。
表１ 指導内容ごとの機能
指導内容

学 年

機 能
a

b

整数の乗法・除法

３年、４年

○

乗法、除法の相互関係

３年

○

倍の計算

３年、４年、５年、６年

小数と整数の乗法・除法

４年

○

小数の乗法・除法

５年

○

単位量あたりの計算

５年

○

割合の計算

５年、６年

○

分数と小数の乗法・除法

５年

○

分数の乗法・除法

６年

○

速さの計算

６年

c

d

○

○

○
○

○

○

○

乗法、除法を整数の範囲で用いる段階では、数直線をかかなくても演算決定、立式、求答はそれ
ほど困難ではないと考える。上記の表からもわかるように、特に演算決定の根拠としての機能が発
揮されるのは、
「倍の計算」
「小数の乗法・除法」
「単位量あたりの計算」
「割合の計算」
「分数の乗
法・除法」
「速さの計算」など場面がより複雑になったときである。したがって特に、比例数直線
を問題解決のための道具として活用することができるようにすることは、大変重要である。
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４ 比例数直線はなぜ難しいのか
４年生の後半から授業の中で幾度となく登場してくる比例数直線。児童は、再三比例数直線を用
いて学習している。果たして、比例数直線の理解がどの程度深まって、どの程度児童に定着してい
るのか、また、定着していないとするとどこに難しさを感じているのかについて県学テをもとに考
察する。
（１）県学テの結果から見える児童の実態
図６は、平成 26 年度県学テ小６
算数４で、
「問題場面に適した比例
数直線を４つの選択肢から選ぶ問
題」である。茨城県平均正答率は
46.1％であった。この問題は、7/9L
と 23/20 ㎡の対応と１L と□㎡の対
応を表している比例数直線を選ぶ
ことができれば正答となる。適切
に対応関係を表している比例数直
線はウのみであるにもかかわらず

図６ 平成 26 年度県学テ小６算数４

半数以上の児童が誤答であったことから、問題場面から関係を読み、比例数直線に表す（整理す
る）ことに課題があることがわかる。
また、図７は、平成 27 年度県学
テ小５算数６で、
「赤いテープの長
さをもとにして白いテープの長さ
が何倍かを求めるための比例数直
線を４つの選択肢から選ぶととも
に、何倍かを求める式を立式する
問題」である。図を選ぶことと立
式することができて正答となるこ
とから、茨城県平均正答率は、
41.6％であった。問題場面を比例数
直線に表し（整理し）
、これをもと
に演算決定することに課題がある

図７ 平成 27 年度県学テ小５算数６

ことがわかる。
上記の比例数直線に関する県学テの結果から、児童が比例数直線を問題解決の道具として活用
できるようにするために、課題が見られる次の２つの段階において、比例数直線の指導について
実際の場面を考えてみる。
①

関係を読み、整理する段階。
（問題場面の意味を理解する段階）

②

演算を決定する段階。
（図からどのような演算を使えばよいのか判断する段階）
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（２）比例数直線を理解することができない児童の考え
筆者がこれまで出会ってきた児童の中で、比例数直線に悪戦苦闘している児童の姿が印象に残
っている。例えば、以下は図７の正答となる比例数直線（図８）を用いて象徴的な反応の一例を
紹介する。
ア.「どうして、２本の線があるの？」
イ.「どうして、上の線が 2.5 なのに下
の線は１になるの？」
ウ.「どうして□と１の場所がわかる
の？」
エ.「この比例数直線からどうやって式

図８ 比例数直線の例

を立てるの？」
正に、ア、イ、ウの反応は、①の「関係読み、整理する段階」でのつまずきであり、エの反応
は、②の「演算を決定する段階」でのつまずきである。
このことから、
「関係を読み、整理する段階」と「演算を決定する段階」の２つの段階におい
て、丁寧な指導が必要であることがわかる。そこで、具体的な指導について考える。

５ 関係を読み、整理する段階の指導
平成 27 年度学力向上推進プロジェクト事業に係るブラッシュアップ授業発表会における協力校
茨城町立長岡小学校での公開授業７）で、比例数直線を児童に視覚的に理解させていく授業提案が
あった。具体的には、教師と児童とのやりとりの中で比例数直線をつくり、洗練させていく提案で
あり、関係を読み、整理するために比例数直線を活用することと、演算決定をするために比例数直
線を活用することを目指した提案であった。この提案後の授業では、比例数直線を活用する児童が
増えたとの報告を受けた。このような
授業での営みを通して、関係を読み、
整理するための道具や演算を決定する
ための道具として比例数直線を活用す
る児童を増やすことができることが明
らかになった。
以下は同小学校における「小学校４
年『小数と整数のかけ算・わり算』大
日本図書 P175（図９）
」の学習で、教師
と児童のやりとりの中で比例数直線を

図９ 教科書の問題場面

つくっていく授業実践の場面である。
図９の問題場面について、児童とわかっている情報の関係を読み、整理しながら比例数直線をつ
くっていく過程である。以下、T は教師の発問、C は児童の反応を表す。
① 図９の問題場面から児童からわかっている情報を引き出し、図に表す。
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T：
「0.2L の牛乳は何本必要ですか。
」
C：
「６本必要。
」
T：
「では、６本の牛乳をかいておきましょう。
」
② わかっている数値の関係を読み、図に整理する。
T：
「デザート１人分作るのに、牛乳は何 L 必要ですか。
」
C：
「0.2L。
」
T：
「２人分だと牛乳は何 L 必要ですか。
」
C：
「0.4L。
」
T：
「１人分に対して 0.2L、２人分に対して 0.4L とかいていきます。同じように３人分、
４人分では、
・・・牛乳の量がわかるように、図に書き込んでいきましょう。
」
（図の下段に人数の数直線を、上段に牛乳の量の数直線を書き込む。
）

③ 簡潔・明瞭・的確の視点で図をスリム化する。
T：
「では、この図をスリム化させましょう。余分な情報って何かな。
」
C：
「牛乳のイラスト。
」
C：
「１人分がわかれば、２人分、３人分・・・はなくてもいい。
」
C：
「６人分を聞かれているから、６人分は残さないといけない。
」
T：
「では、必要な情報だけ残してみましょう。
」

T：
「ここまでシンプルになったね。このような図を比例数直線と言います。この比例数直
線から、１人分の牛乳の量や２人分の牛乳の量がわかりますね。
」
上述の①〜③のように、教師と児童でやりとりをしながら、問題場面からわかる情報の関係を読
み、整理した図を発展させながら比例数直線をつくっていった。これは、新学習指導要領８）で大事
と言われている対話的な学びの授業とも言える。
「①の図に数直線と数値の関係を書き込んだ②の
図」を児童に示したことが大きな工夫点であり、この②の図を示したことで、児童は、２本の数直
線があること、上下で異なる数値が対応していることを理解することができた。
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６ 演算決定をする段階の指導
児童が比例数直線の有用性を最も強く味わうことができるのが、比例数直線を道具として、演算
決定することができたときと考える。複雑な問題場面であっても、関係を整理し比例数直線に表す
ことができれば、形式的に演算を決定することができるからである。この演算を決定する場面でど
のように比例数直線を活用すればよいのかについて、児童が理解できるようにするための発問を
「児童が苦手とする割合の問題」を例に考えてみた。
例えば、平成 27 年度県学テ
小６算数５、茨城県平均正答
率が 21.5％であったポテトチ
ップスの問題（図 10）で具体
的に考えてみる。
まず、問題場面からわかっ
ている情報を読み、比例数直
線に整理することができたと

図 10 平成 27 年度県学テ小６算数５の問題

する。
【増量前】ポテトチップスの量…□g
百分率…100％→割合…１
【増量後】ポテトチップスの量…60g
百分率…120％→割合…1.2
以上の情報を整理すると比例数直線は、図 11 にな
る。
本稿 10 頁の「５ 関係を読み、整理する段階の指

図 11 関係を整理した比例数直線

導」を前提とし、
「児童が苦手とする割合の問題」に
おいて、演算を決定する２つの場合について考えて
いきたい。
（１）増量前から増量後の見方で演算決定する場合
図 12-1 内にある「×1.2」を引き出す発問と想定
される児童の反応を示す。
T：「もしも割合が２倍だったら、重さは何倍になります
か。」

図 12−1 増量前から増量後の見方

C:「２倍になる。」
T：「割合が２倍になれば、重さも２倍になることが比例
数直線からわかりますね（図 12−２）。それでは、
割合の１をどうすれば 1.2 にすることができます
か。（図 12−１）」
図 12−2 増量前から増量後の見方

C：「1.2 倍にする。」
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C：「１を 1.2 倍すると 1.2 になるから、□を 1.2 倍すれば 60 になる。」
T：「それでは、このことを使って、式に表してみましょう。」
C：「下の数直線で 1.2 をかけたから、上の数直線にも同じ 1.2 をかけなければいけない。」
T：「そうですね。では、式はどうなりますか」
式）□×1.2＝60
だから、□＝60÷1.2
＝50
増量前のポテトチップスの量は 50g
（２）増量後から増量前の見方で演算決定する場合
図 13 内にある「÷1.2」を引き出す発問と想定
される児童の反応を示す。
T：
「割合の 1.2 をもとにして、どのような
計算をすれば１になりますか。
」
C：
「1.2 を 1.2 でわれば、１になります。
」
T：
「そうですね。わり算は、同じ数同士で
わると、商は１になります。では、式に

図 13 増量後から増量前の見方

表してみましょう。
」
式）1.2÷1.2＝１になることを利用して、
60÷1.2＝50
増量前のポテトチップスの量は 50g
このように、演算決定する際に、計算のきまりと関連付けて比例数直線を読んだり、読んだこと
をもとに立式したりすることを大切にした指導が必要であることがわかる。

７ 「数直線等の図」の指導への提案
これまでのことから、数直線等の図を用いると、関係を適切に表現することができること
や問題解決のための演算を決定することができることといったよさがあることがわかった。
このようなよさは、現行小学校学習指導要領解説 算数編で述べられている「式の働きと読
み」と同様のことではないかと考える。同解説では、
「日常の事象の中に見られる数量やその
関係などを表現する方法として、言葉、数、式、図、表、グラフがある。
」と述べられてい
る。ということは、式と同様に比例数直線等の図も、同じレベルでそのよさを理解すること
ができるのではないかと考える。そこで仮に、解説に示されている「式の働きと読み」の
「式」の部分を「数直線等の図」に置き換えたものが、次の頁の表２、表３である。
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表２ 式の働きと数直線等の図の働き
式の働き

数直線等の図の働き

式には、次のような働きがある。

数直線等の図には、次のような働きがある。

ア） 事柄や関係を簡潔、明瞭、的確に、また、一般

ア） 事柄や関係を簡潔、明瞭、的確に、また、一般的

的に表すことができる。

に表すことができる。

イ） 式の表す具体的な意味を離れて、形式的に処理

イ） 数直線等の図の表す具体的な意味を離れて、形式

することができる。

的に処理することができる。

ウ） 式から具体的な事柄や関係を読み取ったり、よ

ウ） 数直線等の図から具体的な事柄や関係を読み取っ

り正確に考察したりすることができる。

たり、より正確に考察したりすることができる。

エ） 自分の思考過程を表現することができ、それを

エ） 自分の思考過程を表現することができ、それを互

互いに的確に伝え合うことができる。

いに的確に伝え合うことができる。

表３ 式の読みと数直線等の図の読み
式の読み

数直線等の図の読み

次に、式の読み方として、次のような場合がある。

次に、数直線等の図の読み方として、次のような場合が
ある。

ア）式からそれに対応する具体的な場面を読む。

ア）数直線等の図からそれに対応する具体的な場面を読

む。
イ）式の表す事柄や関係を一般化して読む。

イ）数直線等の図の表す事柄や関係を一般化して読む。

ウ）式に当てはまる数の範囲を、例えば、整数から

ウ）数直線等の図に当てはまる数の範囲を、例えば、整

小数へと拡張して、発展的に読む。

数から小数へと拡張して、発展的に読む。

エ）式から問題解決などにおける思考過程を読む。

エ）数直線等の図から問題解決などにおける思考過程を

読む。
オ）数直線などのモデルと対応させて式を読む。

オ） 数直線などのモデルと対応させて数直線等の図を読
む。

このようにしてみると、数直線等の図の働きとして、
「イ 数直線等の図の表す具体的な意
味を離れて、形式的に処理することができる。
」では、具体的な例として、本稿 12 頁、13 頁
で述べたように、数量の関係から演算決定
し、形式的に立式できることがあてはま
る。また、数直線等の図の読みとして、
「ア
数直線等の図からそれに対応する具体的な
場面を読む。
」では、具体的な例として、
「４

図 14 比例数直線の例

本のテープがあります。白、青、黄のテープの長さは、それぞれ赤のテープの長さの何倍で
しょう。
」の問題に対して、図 14 を示せば、白、青、黄のテープの長さを提示しなくても具
体的な場面を読むことができることがあてはまる。
「式」の部分を「数直線等の図」に置き換
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えて考えてみると、確かに同様のことが言える。このことから、問題解決型の授業の流れの
中で、上記の表２、３を参考に式や数直線等の図を読む場面を授業の中で意図的に位置付け
ていくことで、算数で学習したことを道具として活用する児童を育てていくことができると
考える。

まとめ
算数の学習をすすめていく中で度々登場してくる図、特に、比例数直線を問題解決のための
道具として子どもが活用できるようにするために、数直線等の図の指導系統、機能について考
察し、次のことが明らかになった。
（１）数直線等の図の指導の系統の考察から、加法・減法では、アレイ図からテープ図へ、テ
ープ図から数直線へ切り替わる節目があること、乗法・除法では、テープ図と数直線で表した
図から比例数直線へ切り替わる節目があること、その節目のところで児童は困難を感じている
ことから、節目の部分で丁寧な指導をしていくためにも、教師がこれまで以上に数直線等の図
の指導の系統を理解する必要性があること。
（２）数直線等の図の機能の考察から、数直線等の図は、問題解決のために考えるための道具や自
分以外の第三者に説明するための道具、自分自身の理解を深めるための道具として有効である
こと、また、複雑な問題場面では、演算決定の根拠としての機能が発揮されること。
（３）比例数直線の関係を整理する段階と演算を決定する段階の指導の考察から、段階ごとに丁寧
な指導の必要性があること。
などが明らかになった。

児童が、数直線等の図を問題解決の道具として活用できるようにするための指導について考察し
てきたが、さらに本研究をすすめるためには、児童のつまずきを詳しく分析する必要がる。すなわ
ち、
「図をかいて考えようとしない様子があるのか」
「図を活用しようとしない様子があるのか」
「ど
んな図をかいたらよいかがわからない様子なのか」
「かいた図を上手く使えない様子なのか」など、
児童の具体的な様相について分析し、その改善策を考えていくことである。また、数直線等の図の
指導系統がこれまで歴史的にどのように変遷してきたのか、そして、数直線等の図の中学校での指
導系統はどのようなものかについてなど、今後の研究課題としたい。
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１） 文部科学省.2017.「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について（答申（案）
）補足資料」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm
２） 茨城県学力診断のためのテストとは、茨城県教育委員会と茨城県教育研究会が共催で小学校
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