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８．表やグラフを使って賢く考えよう
１

表やグラフを使うよさ

〔１〕文章だけから情報を読み取るのか！？
新聞を講読していますか。ニュースもスマホでチェックでしょうか。
新聞を広げてみると、政治、経済、スポーツ、文化、それに地方欄に至
るまで、本当にさまざまな情報が載っています。それら情報を読者に伝
えるために、キーワード、題名、文章、写真、絵、図、表、グラフ、等々、
こちらもさまざまな「表現手段」を使っています。今回注目するのは、
文や文章といった「文字列」ではなく、文字列以外の図、表、グラフな
どの「表現手段注１」です。私たちは、どちらからも情報を読み取り、判
断したり考えたりする材料にしています。
「表現手段」というと伝達する
側の視点に立っていますね。今回は、私たち情報を読み取る側の視点か
らこれらすべてを“情報伝達のために人間がつくり出した「道具」”と呼
ぶことにしましょう。これまでは、
「文字や文章という道具からの読み取
りは国語」「表やグラフや地図という道具の読み取りは数学や理科や社
会」などと、なんとなく分けて教わってきたイメージがありませんか。
しかし、現実をよく見回すと、両者を別々に扱うよりも組み合わせて情
報を上手く伝えようとしている場合が圧倒的に多くなりました。それだ
け世界や社会あるいは自然の中で生じる問題が複雑になり、私たちが読
み取った情報を上手に整理して問題解決に向けて判断したり考えたりす
る必要が出てきたからです。何も新聞だけではありません。紙ベースで

注１

「読解力」について、文章
からの読み取りだけでな
く、分析する、解釈する、
深く考える、自分の意見を
まとめるなども含めてよ
り広くとらえた「リーディ
ングリテラシー(Reading
Literacy)」という考え方
が主流になってきました。
そのため、表現手段とし
ての「テキスト」も、次の
ように２つのタイプに分
け、両者を組み合わせて判
断したり考えたりする総
合的な力を読解力と呼ん
でいます。
・連続型テキスト
文と段落から構成され、
物語、解説、記述、議論・
説得、指示、文章または記
録などに分類できる。
・非連続型テキスト
データを視覚的に表現
した図・グラフ、表・マト
リクス、技術的な説明など
の図、地図、書式などに分
類できる。
＜PISA 調査(読解力)結果
等に関する参考資料＞（文
部科学省）より

あれ、インターネットであれ、さまざまな「道具」で表現されたものか
ら必要な情報を私たちは読み取って、判断したり考えたりする材料にし
ているのです。

めばよいのかがはっきりと列挙されています。普通、病院や薬局で薬を

参考文献
・D.A. ノーマン著『人を
賢くする道具 ～ソフト
テクノロジーの心理学～』
新曜社認知科学選書
1996 pp.84-88 を参考に
作成

購入すると、これに類した「薬のリスト（これも「文字列」だ！）
」をわ

薬名は創作です。

〔２〕表は“人間を賢くする道具！？”
しょほうせん

次のページの処方箋を見てください。
それぞれの薬について、種類、飲むタイミング、そしてどのくらい飲

たされます。完璧に情報が含まれているにもかかわらず、薬の種類が増
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えれば増えるほど、何をいつどのくらい飲めばいいのかよくわからなくな
る、そう思いませんか。その証拠に、次のような質問をされると、途端に
答えに困ることになるのです。すぐに答えられる！？
ナーオルッテ

…一日３回各１錠

ヨクーナルヤ

…毎朝１錠

クダサーズ

…食前・就寝前各１錠

グズグシュイワン

…12 時間毎１錠（一日２回）

トンホヨクキ

…一日４回各２錠

ネデンノーネ

…一日１錠

１番

今はお昼（正午）です。どの薬を飲めばいいでしょう？

２番

午後に出かけて明日の朝食まで戻りません。どの薬をどれだけ持

って行きますか？

「頭の中だけでは…なにかメモすれば…」となる人がほとんどではない
でしょうか。どうしてでしょう。答えは簡単。このリストが、いつどの薬
を飲めばいいのかを総合的に判断するための「道具」になっていないから
です。そこで登場するのが「表」です。ところで「表」って何！？
次のページの表を見てください。罫線が引かれて見やすくなっているだ
けではありません。
今度は…
①リストにあるいくつかの情報のうち、“薬の種類”を「行」に、そして
“飲むタイミング”を「列」に分けてある
②“薬の種類”と “飲むタイミング”が、まるで織物の縦糸と横糸のよ
注２

うに「交わって」いる
…という特徴があります。注２
もちろん、「交わった部分の数字」の意味は、その薬をそのタイミング
に飲む錠数ということになります。この表を「道具」として使えば、１番
の問題にも、そして２番の問題にも、かなり答えやすくなると感じません
か。たいていこんなにたくさんの薬を処方されるのはお年寄りです。その
ことを考えるとなおさら、今までひとりでできなかったことが、表という
「道具」のおかげで自分の力で判断できるようになれる、そう感じてほし
いのです。表という「道具」は、まさに「人を賢くしてくれる道具」なの
です。
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もちろん、他にも工夫がさ
れています。例えば、生活
のリズムの順序（朝→昼→
夕→寝）に合わせて、飲む
タイミングも薬の種類名
も並べて（並べかえられ
て）います。他には？

視力がよくない人が、もの
をよく見て判断したり考
えたりするための助けと
して使う「道具」のことを
「メガネ」と呼んでいま
す。

表 3-8-1 これさえあればまちがわない！
朝

昼

夕

就

食

食

食

寝

時

時

時

時

ヨクーナルヤ

１

ナーオルッテ

１

１

１

トンホヨクキ

2

2

2

2

クダサーズ

１

１

１

１

グズグシュイワン

１

ネデンノーネ

列

１
１

行
一般的には、私たちが表と呼んでいるものは、いくつかの特徴や性質を
行と列に分けて交差させ、交わりに位置する数字や記号に「組み合わせた
意味」を持たせて整然と並べたもの＝「マトリックス」と呼ばれています。
上の表では、薬の種類（ヨク、ナー、トン、クダ、グズ、ネデ）と、飲む
タイミング（朝、昼、夕、寝）という 2 つの性質が交差（英語では「クロ
ス」）しています。だから、一番上の「１」は、
「ヨクーナルヤを朝食時に
１錠飲む」という意味だとすぐにわかるわけです。リスト（文字列）の段
階では、切り分けられていなかった情報をまさに整理整頓して判断や考え
るために使いやすくする、それが表という道具の役割なのです。

〔３〕表という道具は万能なのか！？
それでは、いくつかの性質をクロスした表でありさえすれば、どんな表
も便利に判断や考えるための道具として使えるのでしょうか。
嫌がらせではないのですが、インターネットからデータを引っぱってき
て、次のページのような表をエクセルで作成してみました。どうです。何
かを判断したり考えたりする道具にできますか。
…確かに、これは表です。行と列の交差した意味を持った数値が並んで
いるマトリックスです。整理された記録には違いありません。…昭和 20
年はなんで男と女の数値が載ってないのでしょうか？

そもそも日本の

人口って、いつ、誰が、どんな手段で調べるあるいは測定するのでしょう
か。今こうしている瞬間にもおそらく日本のどこかで誕生したり失われた

3

表
…行と列からなるマトリ
ックス
＜PISA
調査(読解力)結果
表表…行と列からなるマト
リックス
等に関する参考資料＞
（文
…行と列からなるマトリ
＜PISA 調査(読解力)結果
部科学省）より
ックス
等に関する参考資料＞
（文
＜PISA
調査(読解力)結果
部科学省）より
等に関する参考資料＞
（文
部科学省）より

表3-8-2

日本の人口推移

総人口
大正

9
14
昭和 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
平成 2
7
12
17
22
27
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
97
102
107
112
117

55,963
59,737
64,450
69,254
71,933
72,147
84,115
90,077
94,302
99,209
104,665
111,940
117,060
121,049
123,611
125,570
126,926
127,768
128,057
126,597
124,100
120,659
116,618
112,124
107,167
102,210
97,072
91,933
86,644
81,355
76,022
70,689
66,062
61,434
57,378
53,322
49,710
46,098

男

女

28,044
30,013
32,390
34,734
35,387

27,919
29,724
32,060
34,520
36,546

41,241
44,243
46,300
48,692
51,369
55,091
57,594
59,497
60,697
61,574
62,111
62,349
62,328
61,499
60,146
58,337
56,253
53,980
51,556
49,131
46,636
44,140
41,538
38,935
36,418
33,901
31,708
29,515
27,550
25,585
23,853
22,120

42,873
45,834
48,001
50,517
53,296
56,849
59,467
61,552
62,914
63,996
64,815
65,419
65,730
65,098
63,954
62,322
60,364
58,144
55,612
53,079
50,437
47,794
45,107
42,420
39,604
36,788
34,354
31,919
29,828
27,737
25,858
23,979

単位
＊平成27年以降は予測値

千人

りしている命はあるはずです。その年
の何月何日何時などときめごとがある
のでしょうか。…そんな、横道にそれ
た疑問が浮かびます…。ぜひ調べてみ

http://www.stat.go.jp/dat
a/nihon/02.htm
「総務省統計局 第 2 章
人口・世帯 2- 1 人口の
推移と将来人口」より作成

てください。
本題に戻ると「人口はいつまで増え
ていますか」くらいならわかります。
「昭和 5 年の人口の 2 倍になったのは
何年後ですか」くらいも少しがんばれ
ばこの表を道具として使って答えられ
るでしょう。
ここで注目してほしいのは、表に載
っている数値の桁数が細かい位の桁ま
であると、判断や考えることのむしろ
“邪魔”になるということです。つま
り“「正確だけど細かい数値注３ がたく
さん載っている表」は、人間が判断す
るための「道具」とはならない”ので
す。
そこで、考えられる工夫のひとつは、

表に載せる数値を「だいたいの数」
「およその数」にする、または表を読
むとき（上２桁くらいだけ見て）
「だいたいおおよそこのくらいだ」など

注３

この表の数字はある年
のある瞬間の“正確”な人
口だとは思います。しか
し、その瞬間の前後にも命
は生まれ失われているは
ずです。調査や測定結果と
しての「数値の正確さ」と
は何なのかについてもっ
と深く考える必要があり
ますね。
一方で、だからといって
「正確な数字が載ってい
る表」に意味がない、国勢
調査の数値は信用できな
い、と言いたいのではあり
ません。この表の数値を
「建前としてその年の正
確な数値」としないと上手
くことが運ばない場合が
たくさんあります。どんな
場合か、考えてみてくださ
い。

と「概数」にしてから判断や考えの材料にするということです。小学校
の算数で習った「概数」や「四捨五入」という考え方は、人間が判断し
たり考えたりしやすくなるために「だいたい」
「おおよそ」にすることだ
ったのです。
では、この表の数値をすべて「百万人単位」に直したらどうでしょう。
数値自体は２～３桁になります。しかし、この例に挙げた日本の人口推

参考文献
・水野かおる著『日本が
100 人の村だったら～今
の日本／昔の日本』データ
ハウス 2006
・池田香代子＋マガジンハ
ウス編『世界がもし 100
人の村だったら 完結編』
2008 マガジンハウス

移の表は数値がたくさん並びすぎています。この工夫だけでは、記憶に
負担がかかり、判断や考えるための道具にはなれません。どうする？

〔４〕「だいたい」だからグラフは考えるための道具になれる！？
そこで、登場するのがグラフなのです。百聞は一見にしかず。先ほど
の日本の人口推移の表からエクセルを使って下のような折れ線グラフを
作成してみました。
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この 2 冊に共通して言え
ることは、桁数の多い細か
い数値を「概数」にするこ
とによって、こんなにも
「わかりやすさ」が実感で
きる！ということです。発
想がすごいですね。

単位 千人
140,000

総人口
男

120,000

女

100,000
80,000
60,000

40,000
20,000
0
9
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15 25 35 45 55

大
正
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2

12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112
平成

図3-8-1 日本の人口推移の折れ線グラフ

この折れ線グラフを見ると、先ほどの表のように「正確な数値」は読み
取れません。せいぜいグラフの目盛りをたどって読み取れるのは、数値の
上２～３桁（例えば、平成 22 年度の「128,057」の「12?ﾊﾁ?…」）までです。
グラフは不正確！？ いやちがいます。その不正確なところがいいのです。
かなめ

そこが肝心かつ 要 なのです。人間は、正確な細かい数値が読み取れないか
らこそ、他の特徴に注目できるようになるのです。グラフとは、読み取れ
る数値が“だいたい”
“およそ”であることを利用して直観的に他のさまざ
まな特徴に注目しやすくなるように情報を映像化したものです。全体を見
渡せますから記憶に負担をかけることもありません。そういう意味でグラ
フも「人間を賢くする道具」のひとつですね。
この折れ線グラフの場合も、表の数値を線で結んだおかげで他にも読み
取りやすくなった情報があります。わかりますか。それは「傾向」です。
増減する度合い（＝グラフの傾きが急になったり緩やかになったりするこ
と）です。表から傾きの緩急（大小）を読み取るのは至難の業です。例え
ば、昭和初期から現代までの人口増加の傾きと現代から未来への人口減少
の傾きの緩急（大小）は、この折れ線グラフで簡単に比較できます。将来
の減少傾向の方が緩やかですね。今が人口のピークである日本。これから
先の減少傾向の「緩やかさ」は、将来の人口減少によって日本が抱える諸
問題に備えられる時間的な余裕があるという意味なのでしょうか。そんな
未来の問題を考えるきっかけを、このグラフは考える道具として私たちに
与えてくれるのです。表だけではなかなかできないのです。100 年もする
と本当に現在の半分以下の人口になるのでしょうか……。
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図・グラフ
…データを映像的に表現
したもの
＜PISA 調査(読解力)結果
等に関する参考資料＞（文
部科学省）より

〔５〕長所は短所！？「だいたい」を「映像化」するグラフの弱点！？
「たいたい」
「おおよそ」の数値しか読み取れないことが返って全体傾
向など他の特徴に直感的に注目しやすくなる映像であることがグラフと
いう道具のよさでした。その一方で、「だいたい」を「映像化」したこと
によって、人が判断を間違ったり誤解したりしてしまう、もっと言えば「グ
ラフ作成者によって意図的にだまされる」という「怖さ」もグラフは持っ
ているのです。
例えば、次のような問題を考えてみま
しょう。

盗難事件問題
あるテレビ番組で、左のグラフを見せら
れたふたりのコメンテーターが、次のよ
うに発言しました。
Ａさん
「盗難事件は、1999 年は 1998 年にくら
べて激増していますね」
Ｂさん
「盗難事件の発生数は、1999 年は 1998
年のおよそ 2 倍になりましたよ」

ＡさんやＢさんの発言は、このグラフか
ら読み取れることとして適切でしょうか。

ペアやグループになって話し合ってみてください。「不適切である」こ
とはすぐに共有できます。問題は適切ではないことの「理由」です。Ａさ
んの言うように棒グラフの長さの「差」は結構ありますし、Ｂさんの言う
ように 1999 年の棒グラフの長さは 1998 年の長さの約 2 倍になっている
ように見えます。なにがいけないのでしょうか？「激増かどうかは他の年
の件数も見てみないとわからない」という答えもあるでしょう。確かにそ
の通りですが、それだけではないのです。
このふたりのコメンテーターにこのように読み取らせてしまった根本
的な理由は「グラフの全体を隠して一部分だけ見せている」ことからくる
のです。よくわからない？

次のページの「図 3-8-2 こうすれば誤解が
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「盗難事件に関する問題」
PISA2000 年、2003 年調
査問題より作成

なくなる」を見てください。「全体の中の一部分を取り出して、しかも引
きのばして見せている」からこそ、小さな差が大きくみえているのです。
ぜろ

しかも、２倍になっているかどうかは、目盛りが「０」になっているもと
もとのグラフを見れば、一目瞭然です。2 倍になんかなっていません！

件
600
500
400
300
200
100
0
1998年

1999年

図3-8-2 こうすれば誤解がなくなる
一部分をこんなにも引
きのばしていたんだね。
もうだまされないぞ！

「だいたい」を「映像」にすることのメリットとデメリットは、他にも
たくさんあります。これから大学の授業でも登場することでしょう。自分
でもさまざまメディアでグラフや図に注目して、
「これはわかりやすいな」
とか「これはなんかあやしいぞ」などと見つけてみてください。

２

グラフを使い分けてみよう

注４

〔１〕なぜグラフにはたくさんの種類があるのか！？
これまでの話では、
「折れ線グラフ」と「棒グラフ」という 2 種類のグ
ラフを使ってきました。ご存じのようにグラフにはまだたくさんの種類が
あります。読み取れる数値が“だいたい”“およそ”であることは共通し
ていますが、他のどんな特徴に注目してもらいたいかがそれぞれ違うから
です。つまり、
「得意なこと注４」がグラフの種類で異なるからです。紙面
が長くなるのでひとつだけ紹介しましょう。例えば、次の図 3-8-3 を見て
ください。
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人間を「賢くする道具」と
いう点では同じなのです
が、それぞれどういう手段
で人間に賢く判断したり
考えたりしてもらうかが
異なるからです。

・Ｂの棒の「長さ」は、Ａの棒の「長さ」の何倍ですか？
・イの円の「面積」は、アの円の「面積」の何倍ですか？

「棒」と「円」では“何倍か”を考えるとき、どちらが考えやすいで
すか？
Ａ
Ｂ

ア
イ

図3-8-3 人間にとって何倍かを判断するにはどちらがいい？？

もちろん棒の「長さ」です。Ｂはすぐに「3 倍くらいかな」と判断でき
ます。一方、イは「にっ…２倍？ いや 2.5 倍くらいかな」と判断に迷
うはずです。どちらも正解は 3 倍なのですが。
となると、グラフに出てくる図形の「長さ」に注目させる場合と、
「面
積」に注目させる場合で、グラフの種類が異なってくるのは当然のこと
です。グラフとは、判断力に限界がある人間を賢くする道具です。
「何倍
か」だけでなく「どのくらいの差があるのか」などを考えさせるときに
は「棒グラフ」の方が人間を賢くする道具となれる！ということですね。

〔２〕主な種類のグラフの「得意技」を振り返ろう！
以下、主なグラフの種類ごとに「特徴や得意技」を分けてきました。
選択肢にあるテーマ例について、どのテーマがどのグラフで表すのがふ
さわしいのか、ａ）～ｋ）の中から選んで、イラスト下の【

】

に書き込んでみてください。
帯グラフ

参考文献
・小西豊文監修『調べ学習
に役立つ 表・グラフの書
き方事典 ～ひと目でわ
かる「まとめ」にしよう～』
PHP 研 2009 を参考に
して作成しました。
テーマの選択肢は創作
です。
イラスト作成者：町田美桜

長細い長方形の全体を 100％と考え、長方形
の中を割合ごとに区切って使います。長方形を
並べて、割合の変化をわかりやすく示すこと（こ
こが円グラフと違うところ）ができます。

【
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】

円グラフ

円の全体を 100％と考え、割合ごとに扇形に区
切って使います。中心角（あるいは扇形の弧の
長さ）を使えば、全体に対する部分、部分同士
の割合を比べることができます。

【

】

【

】

棒グラフ

数や量を棒の長さで表しているので、数や量の
違いを簡単に比べることができます。

折れ線グラフ

折れ線で「変化」を表すのが得意です。しかも、
線の傾きによって急な変化か緩やかな変化か
も表すことができます。複数本の折れ線、ある
いは、棒グラフと組み合わせると、複数の数や
量の変化の関係を示すことができます。

【

】

ヒストグラム
柱状グラフともよばれます。棒グラフと似ていま
すが、１本の棒が「〇～〇cm」というように数値
で区切ったグループ（階級）のメンバーの数を
表します。グループ（階級）のメンバー数の比較
ができます。データ全体の「ばらつき」を一目で
示すことができることが得意技です。

【
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】

～テーマ例の選択肢～
ａ）サンマリで売っている果物や野菜の値段の月別変化
ｂ）福祉大生の読書時間のばらつき
ｃ）福祉大生の休日の過ごし方の種類と割合
ｄ）主な国の老人人口の割合の経年変化
ｅ）福祉大生の睡眠時間のばらつき
ｆ）アパートの電気料金と水道料金の月別変化
ｇ）バケツ栽培している稲の背の伸び方の変化
ｈ）仙台市の月別の気温と降水量
ｉ）日本が頼っているエネルギーの種類と割合（の経年変化）
ｊ）学科別の所属部活・サークルの割合の比較
ｋ）学食で出るメニューの種類と年間注文数の割合

〔２〕「得意技」を生かしたグラフをつくろう！見つけよう！
このテーマは必ずこのグラフで描かないとだめ！という正答があるわ
けではありません。どれも今まで学校で習ったもの、どこかで見たこと
があるものに違いありません。肝心なのは「テーマに合ったグラフを使
っているか」を自分で判断できるようになっているか、です。ここでも
ペアになったりグループになったりして、自分の考えをお互いに共有し
てください。
「ほら、実際にこういうグラフとして描くことができるでし
ょ！」と説得し合ってください。
時間があるなら、ぜひやってほしいこと。新聞などのさまざまなメデ
ィアからグラフ付きの記事を切り取ってきて見せ合ってください。
１）記事の内容を読み取って要約してください。
２）グラフがあるおかけでどういう情報が分かりやすくなったと思う
のか、自分の考えを述べてください。
３）記事を読んでみて感想を述べてください。

こんな内容のレポート発表がクラスの仲間と交換できたらいいですね。
グラフ付きの記事から何を読み取ったのかだけでは不十分です。ここで
いう「感想」とは、読み取ったことから、何を感じたのか、何を考えた
のかを自分の言葉で伝えるということです。それが読み取った情報を使
うことになるからです。大切なことですね。中には意図的に読者をだま
そうとしているグラフが見つかるかも知れません。ぜひ探し出して発表
してみてはいかがでしょうか。
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