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英語における「時刻と時間」
　What time is it now?
　I have not seen you for a long time.
　英語では Time を使って時間や時刻を表す．
　日本語でも時として曖昧になることだが，英語では特に
日常会話で時間と時刻を明確に区別して表すことはない．
冒頭に挙げた例の様に，同じ Time という単語を使って前
後の文脈で判断することが多い．
　算数指導では，時刻を表すときには Time を用いるが，
時間を表すときには Elapsed Time，Time Duration，Dura-
tion of Time，または Time Interval，Interval of Time など
を用いて区別している．しかしながら，日常の会話でこの
様な言葉を用いることはあまりない．例えばどれくらいの
時間がかかるかなどを聞くときには，

How many minutes did you study?
How long does it take to go from the zoo to the school?

など表現するのが一般的だ．
　しかしながら，算数の指導では子どもたちが時間を時刻
としっかりと区別し，時刻のある地点からある地点までの
間隔の大きさを表す量が時間である（学習指導要領解説書　
p.92）ことをしっかりと理解できるようにする必要がある．
特に時間というものが，目に見えない量であることに十分
配慮し指導することが肝要である．
理解されにくい内容
　Common Core State Standards （CCSS）では，時間を
表す言葉として Time Interval という表現を用いているが，
この表現は必ずしも子どもたちが算数の授業や日常生活で
用いることまでは明示していない．現行の教科書などでは，
Elapsed Time，Duration of Time といった言葉を用いてい
るものも見られるが，子どもたちにとってはなかなか親し
みがもてる言葉ではないようだ．
　アメリカの先生方と話をしていてよく話題になるのは，

時刻と時間の内容はアメリカの子どもたちにとってなかな
か理解しにくいということである．時間を求める計算はも
ちろんであるが，就学前の日常生活の経験によって子ども
たちの間に大きな個人差がある．とはいえ，日常生活はも
ちろん学校生活を送る上でも，時刻と時間に関する知識や
技能を身に付け，活用できるようになることは，低学年の
重要な目標である．日本の先生方は，このような子どもた
ちの就学前の経験のちがいを少しでも埋めるために，教室
に正確な時計を置き，低学年では特に，毎日の学校世活の
節目節目に時刻や時間を話題にする様な工夫をしているが，
アメリカの小学校で，このように算数の時間以外の場で時
刻や時間を積極的に用いて指導するようなことは目にした
ことはほとんどない．
CCSSにおける指導計画
　CCSS では，時刻と時間の指導を主として 1 年生から 3
年生に計画している．
Measurement and Data 1. MD 3.（測定とデータ　 1 年生）
Tell and write time in hours and half-hours using analog 
and digital clocks.
（アナログやデジタルの時計を用いて，何時，何時半など
の時刻を読んだり書いたりする．）
Measurement and Data 2. MD 7.（測定とデータ　 2 年生）
Tell and write time from analog and digital clocks to the 
nearest five minutes, using a.m. and p.m.
（アナログやデジタルの時計を用いて，午前，午後を含め，
5 分単位で時刻を読んだり書いたりする．）
Measurement and Data 3. MD 1.（測定とデータ　 3 年生）
Tell and write time to the nearest minute and measure 
time intervals in minutes. Solve word problems involving 
addition and subtraction of time intervals in minutes, e.g., 
by representing the problem on a number line diagram.
（分単位で時刻を読んだり，分単位で時間を求めたりする．
分単位の時間を求める加法や減法を用いた問題を解決する．
例えば，問題を数直線図に表すなどして）
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Measurement and Data 4. MD 1.（測定とデータ　 4 年生）
Know relative sizes of measurement units within one 
system of units　including ㎞ , m, ㎝ ; ㎏ , g; lb, oz.; l, ml; 
hr, min, sec.
（同じ単位系の中で，それぞれの単位の関係を知る．）
　以上を簡単にまとめると， 1 年生 2 年生で時刻を 5 分単
位で読み書きできるようにし， 3 年生では，それを分単位
にまで広げ，さらに加減を用いて時間の計算ができるよう
にすることとしている．そして，秒の単位については， 4
年生になってから学習することとしている．
「時刻と時間」の日米の違いと共通点
　これに対して，学習指導要領では， 1 年生 2 年生で，日，
時，分を含め，日常生活の中で時刻を読むことができるよ
うにし，同時に，簡単な時刻と時間の区別ができるように
している．そして， 3 年生では，それを秒まで広げ，さら
に，計算などを用いて日常生活の中で必要となる時刻や時
間を求めることができるようになることとしている．
　CCSS，学習指導要領のどちらにも共通するのは， 1 年
生 2 年生では，正しく時刻を読んだり書いたりできるよう
にし， 3 年生では，時間を求めることができるようにして
いる点である．
　この時間を求めることに関して興味深いのは，CCSS が
数直線図（number line diagram）を用いて加減を伴う時
刻を求める問題を表すということを明記している点である．
　数直線図を用いて時刻を表し，さらに時刻のある地点か
らある地点までの大きさを，数直線図上の長さという量に
置き換え，その求め方を考えるということは，目に見えな
い量を視覚化してとらえさせることを通して，子どもたち
に時刻と時間の関係を理解させるうえで重要な手だてであ
る．しかしながら，これまでアメリカ国内のいろいろな学
校を参観して見たかぎりでは，時刻や時間の学習場面で，
数直線図を用いた指導が行われてことを目にしたことは無
かった．加減を伴う時間や時刻を求める問題を解く場面で
は，いきなり，足したりひいたりする時刻を筆算形式に書
き，それを計算して時間を求めるという方法が，今日，広
く一般的に行われている指導だといえよう．
　一方，昨今の日本の算数教科書では，時間や時刻をいき
なり筆算形式に書いて計算をするような指導は一般的では
ない．アナログの時計の絵の周囲に，時間の流れを視覚化
させるような色を付けたり，数直線図，またはテープ図を
用いて時間と時刻の関係を視覚化できるような工夫をし，
それを用いて時間や時刻にかかわる問題の解決を図るよう
にしている．
時間に関する問題解決の指導
　日本では当たり前のように行われているこのような時間
に関する問題解決の指導であるが，アメリカの先生方にと

っては実に新鮮なアイデアとして受け取られるようである．
　昨年，シカゴの授業研究プロジェクトに参加している先
生方のグループが， 3 年生を対象に，時間を求める問題の
指導を行うための指導案づくりに取り組んでいた．そこで，
翻訳した日本の算数教科書の以下の頁を参考にと，示した
ところ，このような図を使った指導はこれまでに見たこと
が無く，ぜひ試してみたいということになった．
　そこで彼らは，このページを参考に，これまで時刻や時
間を数直線図に表したことはもちろん，このような図を見
たことのない子どもたちに，どうやってこのような図を使
って問題を解決させることができるかを考えた．その結果，
単元の最初に，まず，子どもたちにデジタル時計に表示さ
れた時刻と，アナログ時計で表示される時刻，そして，数
直線図の上に表された時刻の関係を理解できるような授業
を行い，その後で，時刻と時刻の間を求める方法について，
数直線図を用いて考えさせるように計画した．
　この指導案作成の過程を通して，グループの先生方は，
自分たちも初めて目にした時刻や時間を表す数直線図につ
いて考え，またこれをどのように活用することが子どもた
ちの学習を充実させることにつながるか，吟味を重ねてい
った．
　CCSS は， 3 年生の目標として子どもたちが数直線図を
用いて時刻や時間を求める問題の解決ができるようにする
ことを挙げている．しかしながら，子どもたちが，問題を
解決するために数直線図を用いることができるようにする
ためには， 3 年生になって子どもたちが初めて数直線図に
表された時刻や時間を目にするのでは遅過ぎはしないだろ
うか．むしろ， 2 年生の段階で，シカゴの授業研究グルー
プの先生方が考えたように，デジタル時計，アナログ時計，
そして数直線図上に表された時刻を読んだり，また，それ
らを用いて時刻を表したりするような経験を積んでおかな
いと，数直線図を問題解決の道具として活用するには至ら
ないのではないだろうか．
　今後 CCSS を具現化するための教科書が，時刻と時間
の指導をどのような方法で展開をするのか楽しみである．

東京書籍 Mathematics 3 A for Elementary School, p. 55


