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小学校通常学級における時計読みの学年別分析
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概 要
本研究は，小学生への「時計読み課題」の調査を通して，学年毎の時計読みの理解度や誤答の傾向を分析
することにより，「時刻の読み取りにおいて生じる困難さ」の傾向を明らかにすることを目的として行われた。

調査の結果，低学年では，7割程度の正答率の児童が一定数存在し，様々な種類の誤答があることが示さ
れた。これに対し高学年では，9割近い正答率となり，誤答も一定の傾向のものに収束される様子がうかが
われた。

一方，高学年においても，「9：55」のような問いを，「10：55」と読んでしまうなど，短針が差す数字に
つられて次の「時」と誤答するものがおり，時計読みの課題として残ることがわかった。これらの結果は，
時計読みの学習における指導の留意点として，生かせるものと思われた。

Ⅰ はじめに

複雑になるという短所をあげている。また，デジ

タル型の時計は，時刻の変化を直接数字で示すた
1 アナログ時計を読むことの意義
生活の中で時刻を知る方法の1として，時計を

め時刻を読むには便利である反面，時間を求める
計算が60進法であるので判断に手間取り，直感的

読むことがあげられる。時計には一般的に，時刻

に時間の変化を捉えるには不便であると述べてい

がデジタル数字で表示されるデジタル時計と，長

る。

針と短針で示されるアナログ時計の2種類があ
る。
古藤・伊藤（1991）は，アナログ型の時計は，

針の回転によって時間の変化を示すため，ある時

藤原ら（1993）は，時刻が読めてもそれが生活
感覚と結びついているかどうかが重要であると述
べ，模型のアナログ時計を用いて「あと何分」を
意識させる授業を提案している。

刻から，ある時刻までの時間を目で見ながら判断

桧村（2006）は，時刻（読み）と時間（概念）の

することができる反面，指している数字が「時」

違いを区別することが大切と述べ，時間をアナロ

と「分」の両方を示すことになることから，より

グ時計上の面積として示す方法を碇案している。
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これらのように，確かに，時刻を知るためには，

をもてるようにすることが大切である。」と，時

デジタル時計を持ち，表示される数字を読めばよ

刻を読むことの早い段階からの必要性が述べら

い。けれども，生活に結びつけ時間の概念を身に

れ，日常生活との関連，時刻に関心を持つことが

つけさせるには，アナログ時計を取り上げる必要

あげられている。

性があると考える。

3 時計読みの教科書上の配置
2 時計読みの学習指導要領の位置づけ
健常児の時計読みに関する学習は，表1−1の

学習指導要領上では，かつては時刻指導が複数
の学年にまたがっていたが，平成元年からは，単

下線部に示したように，学習指導要領の昭和26年

一の学年で指導することとなった。この1年間の

改訂から，いずれも1学年で何時，何時半などを

時刻読み指導の指導順番を調べるために，現在発

読めるようにし，2学年で5分くぎりや1分くぎ

刊されている平成23年度検定済み教科書の内容を

りなどの細かい時刻を読めるようにする2学年以

調べた。結果は表1−2のようになっており，半

上にまたがる指導の配置が続いてきた。

数以上の教科書で，「時・半」と，「分」を2学期

平成元年改訂版から1学年で，時刻指導が行わ

と3学期に分けて指導する順番となっている。こ

れるようになり，平成10年では，歴史上初めて，

れは，かつて2学年にまたがっていた指導内容が，

時刻読みが2年次からの指導になった。平成10年

1学年にまとめられたものと考える。このことか

改訂版は，ゆとり教育の施策で平成元年では1学

ら，単一の学年で指導することにはなっているが，

年で130単位であったものから114単位に大幅に単

まずは，「時・半」，次に「分」の指導順となって

位数が削減された年である。

いることは変わっていないことがわかった。

平成23年度から全面実施される（平成21年度よ
り移行措置による一部実施），平成20年公示版で

は，時刻読みが1学年に戻され，内容は，平成10
年改定版から，1学年前倒しした形となっている。

この理由について，中央教育審議会の資料や会
議録から，

「時刻」や「量と測定」をキーワード

4 時計読み調査の先行研究
時計読みに関する調査として，川口（1970）に
よれば，昭和29年2月に東京都杉並区研究委員会
が小学校1年生，2年生各250名を対象に調査し
たものと，昭和32年2月に，東京都目黒区内の小

として発言等を探ったが，理由に関する記録は得

学校2年生386名を対象としたものなどがあげら

られなかった。Exciteコネタ（Excite2009）の

れる。その中で8：00では正答率が91．0％であるの

中で，田辛が文部科学省へ理由を聞いており，「学

にくらべ，11：50では28．2％と一段と成績が悪く

習指導要領では，その学年で必要なもの・必要で

なることが述べてられている。

ないものを様々な角度から決めていますが，『時

村中（1954）は，小学校3年生，4年生の児童

刻の読み方』は現行では2年生が適当であるとさ

に対して，時計読み調査を行い，誤答から，誤り

れていました。それが，今回の改訂で『1年生で

の類型化を試みている。誤答率については，時計

必要』とされただけです」と学習指導要領担当者

の読み方中心の問題で，3年生26％，4年生25．4％

からの返答を掲載している。

であり，時計読みは変化が小さい。一方，時計の

新学習指導要領解説では，「児童の日常生活の

見方に関する基礎事項の問題では，3年生26．7％，

中で，時刻を読むことは，比較的早くから必要に

4年生13．8％と，4年生がはるかによい結果とな

なる。第1学年では，長針，短針をもつ時計を見

り，発達にともなって「概念的に記憶化する傾向」

て，時刻（時，分）を読むことができるようにす

を示すのではないかと述べている。さらに，荻原

る。また，児童の日常生活での活動などと時刻と

を関連させることにより，日ごろから時刻に関心
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（1956）は，小学校1年生に対して時計読み調査
を行い，指導上の留意点を考察している。
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表1−1／ト学校学習指導要領における時計読みに関する記述の変遷
1学年

2 学年

3 学年

4 学年

5 学年

昭和26年改訂 測定 ○時計の分針・時針を（⊃午前午後はともに，（⊃年号の昭和を知る。
時刻・時間 知る。
12時間であることを知 01分くぎりで時刻を
（参考）
読む。
○きのう，きょう，あ る
したなどを知る
○七曜を知る。
○各月の日数を知る。
05分くぎりで時刻を
読む

昭和33年改訂 量と測定（2）時刻の概念を漸次（3）時刻および時間の
明らかにするととも 概念を漸次明らかにす
に，簡単な場合につい るとともに，簡単な場
て，とけいを読む能力 合にとけいを正しく読

（7）時刻および時間の
（5）時刻や時間に閲し（5）時間や日時につい
概念を明らかにすると て計算（主として加法 て計算する能力を伸ば
ともに，簡単な場合に，
・減法）する能力を伸 す。
とけいを用いて時刻お ばす。
を伸ばす。
むことができるように よび時間を求める能力 ア 時刻表などの読み
ア 時刻や日時に閲す する。
を伸ばす。
方を知ること。
ることばを知ること。 ア 時，分および日と
ア 1時間＝60分，1
イ 時間の単位秒を知
ること。
イ とけいで，何時，
それらの関係を知るこ 日＝24時間などの関係
何時半などを読むこ
を用いること。
と。
と。
イ とけいによる時刻 イ ニつの時刻の間の
の読み方（分まで）を知
時間，一つの時刻から
るこヒ
きまった時間だけ前お
よび後の時刻などを求
ウ 簡単な場合に，き
めること。
まった時刻から，罰分，
り 時刻と時間を区別
1時間，2時間など，
前および後の時刻を知 して用いること。
ること。
エ 週，月，年などの
しくみを知ること。

昭和43年改訂

（2）時計（とけい）を用
（3）時間の概念につい
（2）何時，何時半など
の時刻をよむことがで いる能力をのばすとと て理解を深め，簡単な
場合について，必要な
きるようにする。
もに，時間の概念につ
いて漸次理解させる。 時刻や時間が求められ
ア 時刻と時間の区別 るようにする（時間の
単位，秒を知ることを
を知ること。
イ 日，時，分とそれ
含む。）。
らの関係を知ること。
り 週，月，年のしく
みを知ること。

昭和52年改訂 量と測定（2）簡単な場合につい（2）時刻や時間の概念
（3）時間の概念につい
て，時刻をよむことが について漸次理解さ
ての理解を深め，簡単
な場合について，必要
できるようにする。 せ，それらを用いるこ
とができるようにす な時刻や時間が求めら
れるようにする。
皇L
ア 日，時及び分並び
にそれらの関係を知る
こと。
平成元年改訂 量と測定（2）時刻をよむことが（2）時間の概念につい（3）時間の概念につい
できるようにする。 て漸次理解し，それを
ての理解を深め，簡単
用いることができるよ な場合について，必要
な時刻や時間を計算に
うにする。
よって求めることがで
ア 日，時及び分につ
きるようにする。
いて知り，それらの関
係を理解すること。
平成10年改訂 量と測定

（3）時間について理解
（2）日常生活の巾で時
刻をよむことができる できるようにする。
ようにする。
ア 日，時，分及び秒
について知り，それら
の関係を理解するこ
と。
イ 簡単な場合につい
て，必要な時刻や時間
を求めること。

アとイ

平成20年公示 量と測定（2）日常生活の巾で時（3）時間について理解（3）時間について理解
刻を読むことができる し，それを用いること できるようにする。
秒について知るこ
ようにする
ができるようにする。
ア 日，時，分につい
日常生活の巾で必
て知り，それらの関係
要となる時刻や時間を
を理解すること。
求めること。
※時刻読みの内容部分を下線で示した。
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表1−2 何時・何時半および何時何分の指導時期
発行者

教科書名

東京書籍

新しい算数

大日本図書
教育出版

たのしい算数
小学算数

啓林館
学枚図書

何時，何時半 何時何分

わくわく算数
みんなと学ぷ小学枚算数

7月

2月

時計読みの指導は小学校教科書において，なん

9月

2月

じ・なんじはん，なんじ・なんぷんと単元がわか

9月

2月

れているように，一般的に，時単位，30分単位，

9月

3月

10月

日本文教出版 小学算数

2 時計読み課題作成と実施

10月

2月

2月

※平成23年小学1年生教科書発行者による年間指導計画案による

1分単位と分けて指導することが多い。さらに，

1分単位を読む学習では，「分の読み」を速く正
確に読ませるために，「時」を示す数字を手がか
りに，1時の目盛りは5分，2時の目盛りは10分
と，5分単位の読みを覚えるための指導をする。

村中（1954）は，小学校3年4年生を対象に，
5 目 的

時計の見方の調査を実施し短針の位置の関係によ

本研究では，小学生への時計読み調査を通して，

り，30分以降の短針の読みの誤りが多かったこと

小学生の時計読みの理解度を調べるとともに，時

を報告している。また，木下・藤金（1998）は，

単位，30分単位，5分単位（30分未満），5分単

短針がn＋1時に近い目盛りを指すほど，n＋1時

位（30超過），1分単位（30分未満），1分単位（30

と誤答をすることが多い発達障害児に短針のみを

分超過）の6つの観点による間違いの傾向を学年

用いて1時間単位の読みを指導した（時刻をn

毎に調べることで，苦手な部分や，問題毎の間違

時m分と表す）。このことは，1分単位，5分単

いの傾向を知り，時計読み授業に生かす資料とす

位などの「分」を読む難易度の他に，短針の位置

ることを目的とする。

による「時」を読む難易度があることを意味する

ものである。また，川口（1970），萩原（1956）
も同様の報告をしている。

Ⅰ 時計読み調査の実施

これらのことから，本研究においては，時計読

み課題の出題観点を，時単位，30分単位，5分単

1 対象・時期

平成Z2年4月および11月に，北海道内の小学校

位，1分単位とし，さらに，5分単位，1分単位

1校の通常学級に在籍している小学2・3・4・

について，30分以降と30分より前の観点を加え，

5・6年児童439名を対象に実施した。

時単位，30分単位，5分単位（30分未満），5分

調査の対象となった児童数の内訳は，男子146

単位（30超過），1分単位（30分未満），1分単位

名，女子138名，性別の情報を得られなかったも

（30分超過）の6つの観点を設定した。この6つ

のは，155名の計439名であった。また，学年人数
の内訳は表2−1に示すとおりである。

の観点の名称および定義を表2−2に示す。

これらの6つの観点を元にラ

時計読み課題は，

ンダムで作成した問題を2間ずつ配置した合計12
表2−1 学年ごとの人数内訳

間とした。（図2−1参照）

学年 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
人数

318

91人

91人

94人

67人

96人

なお，実施にあたっては，小学校担任に教室で
の一斉調査および回収を依頼した。

小学枚通常学級における時計読みの学年別分析

図2−1 時計読み課題

表2−2 時計読みの難易度6観点の名称と定義
名

称

時刻例

時刻の一般式

時単位

、十、＼、・
5分単位（30分未満）

n時m分（mは5の倍数：5≦m≦25）

5分単位（30分超過）

n時m分（mは5の倍数：35≦m≦55）

1分単位（30分未満）

n時m分（mは自然数：1≦m≦29）※5分単位を除く

1分単位（30分超過）

n時m分（mは自然数：31≦m≦59）※5分単位を除く

（nは自然数：1≦n≦12）
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Ⅱ 結 果
1 性差の検討
時計読み課題12間の正答率に性差があるかどう

かt検定を行ったところ有意差は見られなかった
（′＝．435，d′＝282，〝．∫．）。
王■暮
図3−1／ト学2年生時刻読み課題正答数ヒストグラム

2 学年差の検討
時計読み課題12間の正答率に学年差があるかど
うかを分析するために時計読み課題正答率につい

て，学年を分析要因とした1元配置分散分析を
行った。その結果，学年の主効果が有意であった
（ダ（4，434）＝3．739，♪＜．01）。
さらに，どの学年間で差があるかを見るために，
多重比較を行った（多重比較に際しては，等分散

王暮■

が仮定されなかったため，Games−Howell法を

図3−2 小学3年生時刻読み課題正答数ヒストグラム

用いた）。その結果，表3−1に示すとおり，2
年生と5年生，3年生と5年生に差があることが
示された。

表3−1 学年別時刻読み課題多重比較結果
学年（Ⅰ）学年（J）平均値の差標準偏差有意確率

（Ⅰ−J）
●

2年生 3年生 0・016

3年生

0．025

4年生 ▲0・021

0．02

5年生 一0．058＊

0．016

0．005

6年生 ▲0・042

0．018

0．161

4年生

▲0・037

0．835

0．025

コ

●

●

●

t■

tl

王●■

0．970

図3−3／ト学4年生時刻読み課題正答数ヒストグラム

0．586

5年生 −0．073＊ 0．022 0．010
6年生
4年生

5年生

▲0・037

6年生
5年生

6年生

−0・057

0．017

−0・020

0・016

0．024

0．113

0．202

0．019

0．818

0．015

0．796

＊：p＜0．05

●

｝

●

■

■

1●

王●■

図3−4／ト学5年生時刻読み課題正答数ヒストグラム

3 学年毎の正解人数の度数分布
図3−1〜図3−5に示すヒストグラムは，学
年ごとに正解人数の度数分布を表したものであ
る。その結果，2年生・3年生は，9聞から12閉ま
での正答数の度数が高かった。一方，4年生以降
からは，11間もしくは12間の正答数の度数が高く

∴
1■■

なっていた。
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図3−5／ト学6年生時刻読み課題正答数ヒストグラム

，I

100%
90%
80%
70%

2年生

60%

3年生

50%

4年生

40%

5年生

30%

6年生

20%
10%
0%
2:00

7:00

12:30 10:30

3:45

9:05

7:15

9:55

2:49

8:14

1:33

7:01
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表3−2 12：30の学年別誤答事例
2年生

ID誤答事例

21181時30ぷん
21271時はん
23041じ30ぷん
23171じ30ぷん
23221時30分
時誤答

3年生

ID誤答事例

32171時30分
33011時30分

4年生

ID誤答事例

41201時30分

5年生

ID誤答事例

53111時30分
53171じ30分

6年生
ID誤答事例
61281：30
62161：30

33151じ30分

23271じ30ぷん

22275じ30ぷん
23116じ30ぷん
430930分
6227 2：30

210812時
221312時分
分誤答

311212時
330312時

231212じ3ぷん
232612時3ぷん
320712時60分
430112時15分
2214 6時

3203 6時3分
41016時54分
43026時1

その他
33131時60分
2219無回答

無回答

3102無回答
3120無回答
3324無回答

6302無回答

表3−3 2：49の学年別誤答事例
2年生

ID誤答事例

時誤答

3年生

ID誤答事例

2103 3じ49ふん 3104 3時49分
2214 3時49分
3106 3時49分
22223じ49ふん
23113じ49ぷん
33023じ49ふん
33103時49分
33133時49分
33163時49分
33303時49分

4年生

ID誤答事例

5年生

ID誤答事例

4106三時四九分 5315 3：49
42013時49分
4207 3時49分

6年生
ID誤答事例
6329 3：49

21302時59分
23312時59分
31122時54分
33112時54分
2323 2じ44ぷん
分誤答

31112時45分
31292時45分
3120 2時50分

5317 2じ50分

61072：50
61222：50
63272：50

31312時15分
32302時48分
410110時15分
43025時13分
無回答
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2219無回答

3324無回答

6302無回答
6322無回答
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Ⅳ 考 察
村中（1954）は，小学校3年生，4年生の時計
読み調査の結果から，「学年が進んでも，少なく

どの学年でも見られた。このことから，時計読み

の難易度は，短針の読みの観点にも留意する必要
があるものと考えられ，指導時における配慮点の
一つのなるのではないかと思われた。

とも時計教材においては，いちじるしい進歩をみ
せない」ことを指摘している。本調査結果におい

附 記

ても，低学年での時計読みの差は見られなかった
が，学年の範囲を広げたところ，低学年時と高学
年時との違いを見ることができた。

本調査では，時計課題の難易度として6種類を

本研究の一部は，特定非営利活動法人インター
ネット・ラーニングアカデミー教育の情報化プロ
ジェクト（プロジェクト代表：前野譲二・早稲田

設定した。課題別得点結果では，9：55の読みが，

大学メディアネットワークセンター）に参画して

どの学年でも得点が低い傾向にあることが示され

得られたものである。

た。この課題の得点は，同種の問題として設定し
た3：45よりもさらに低かった。また，さらに難し
文 献

いと考えられる1分単位の読み課題である2：49
よりも，低い傾向にあった。
このことは，本調査で設定した「短針が示す位
置」の要素に加え，この観点では説明しきれない
課題があることを示唆するものであった。
学年別の分析から，2年生，3年生においては，

3〜4間を間違う児童が一定数見られたが，5年
生，6年生では，ほぼ0間〜1間の間違いとなっ
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