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      教師算数指導力の改善に向けた線分図利用の効果 

－ジャマイカの小学校教員養成校での事例からー 

                   大森幸子（元 JICA シニア海外ボランティア） 
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はじめに 

途上国の小学校教師算数指導力の改善のためには、「線分図」の考え方を導入することが

一つの解決の方向性を示すのではないかと仮説をたてた。その事例として、「ジャマイカの

小学校教員養成校での取り組み」について検証した。 

問題の背景は、ジャマイカでは小学生の算数能力がきわめて低く、2030 年の国家の達成

目標で、教師の資質の改善や学校教育環境改善を掲げている（National Development Plan, 

2010, Key Issues and Challenges p.9）。教育省では、国内目標の中で「数学力の低下は国の

将来の経済に大きな影響を及ぼす」と述べている（National Mathematics Policy 

Guidelines2013, Executive Summary p.4）。 

自身は、ジャマイカの教員養成校で JICA シニア海外ボランティアとして、2018 年 3 月

から 2020 年 5 月まで 2 年２ヶ月間にわたり、算数の指導力改善に向けて活動を行った。 

これらの支援活動を通し教員養成校の学生の中にも、「数字とその量」の関係が十分に身

に付いておらず、算数を教えることに苦手意識を持っている者が少なくないと感じた。 

日本の学習指導要領算数 3 学年（2017,355 頁）では、数量の関係に着目し、数量の関係

を図や式を用いて簡潔に表した式と図を関連付けて式を読んだりする、思考力・判断力・表

現力等を身に付けるとしている。 

臼井・根元（2017, 29 頁）によると、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。 

また、小学校教授資料 教育出版 (平成 27 年,1 頁）では、計算の意味や計算の仕方を考

えたり説明したりするときには、式や言葉を用いるだけでなく、視覚的に表現できる図を用

いることが有効である。等、それらの効果を述べている。 

「線分図」の考え方を利用して「数字と量」の関係を理解させることが、教員養成校の生

徒の算数指導力改善の一つの方法に繋がるのではないかと考え、その効果を調べた。 

途上国の算数教育で、線分図の考え方を扱った文献は少ない。また、ジャマイカの算数教

育では、かつて「線分図」を利用した授業が行われたことがなかった。 

 

目的 

量感把握促進のための線分図利用の効果を調べるため、視覚的に数字が量として分かり

やすい「線分図の差を利用した問題」と「数と分数の割合の関係を見つける問題」について

調査する。 

方法 

（１）教員養成校の学生の算数基礎能力の事前調査（1 時間） 
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(Fig.1 線分図講義内容の一例) (Fig.2 線分図講義の様子) 

(Table.１ 線分図利用の予備と確認のテスト結果) 

（２）予備テスト（30 分）３問出題 １問１点 合計３点満点, アンケート 

（３）線分図利用の講義（2 時間）予備テスト及び例題の解説, 線分図の効果について 

（４）確認テスト（30 分）3 問出題 1 問 1 点 合計 3 点満点, アンケート 

実施日と対象 

期間：2019 年 11 月から 2020 年 3 月 10 日 キングストン市内の教員養成校,  数学クラブ

の学生 32 人,  1 年生と 2 年生 5 クラス 96 人,（Fig.1）（Fig.2） 
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 結果 

（１）事前調査：教員養成校数学クラブの学生の実用数学技能検定結果 

教員養成校の数学クラブに参加する比較的数学を

得意とする学生 32 名に対して、数学検定 6 級（小学

校 6 年生対象で 70％以上の正解率で合格）のテスト

を 2019 年 11 月に実施した。その結果を Fig.3 に示

す。 

➢ テストの項目別の分析として、ジャマイカの

学生は青線・日本の生徒は赤線で示した。 

          

（２）線分図の問題とその結果：線分図利用の予備テストと確認のテストの結果を、Table.1

に示す。 

➢ 予備と確認のテストを比較すると平均点が、0.875 点か

ら 1.5375 点のおよそ 2 倍に上がった。(Fig.4) 

（３）アンケート調査の結果： 

講義前のアンケートの結果は、次の通りであった。（Fig.5）(複数回答) 

１．算数の文章題を解く場合に難しいと思うことは何ですか？  

Out of three No.1 No.2 No.3 Average 

Pre-TEST 0 0.771 0.104 0.875／3 

Post-TEST 0.5625 0.6625 0.312 1.5375／3 

(Fig.３ 実用数学技能検定結果の比較データ) 

より) 

(Fig.4 予備と確認テストの結果の比較) 
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A．問題文の意味を理解すること（43 人） 

B. 考えを式に表すこと（40 人） 

C．計算をすること（23 人）  

D. その他 （全部が難しい１人・不明１人） 

➢ 問題文の意味を理解すること（43 人）・考え方を式

に表すことが難しい（４０人）という意見が多かっ

た。（Fig.5） 

講義後のアンケート結果は、以下の通りであった。 

１. あなたは、線分図の講義が十分に理解できました

か？ 

➢ 講義の理解度については、線分図を理解出来なか

った生徒は、9％のみであった。（Fig.6） 

２. あなたは、線分図を使った授業をしてみたいと思いま

すか？ 

➢ 線分図使用の希望については、使用出来ないと答え

た生徒は、5％のみであった。（Fig.7） 

 考察 

実用数学技能検定試験の各単元にお

ける成績の分析結果からも、ジャマイカ

の教員養成校の学生の算数基礎能力不

足が明らかとなった。 

予備テストの結果では、問題 1 は、書

かれた数の意味を考えて問題を解くこ

とが必要であるが、正解者は０であった。

これは、文章中の数字の意味が量として

結び付かなかったのではないかと考え

られる。問題 2 では、30 の 8／10 が 24

であることは計算できおり、0.771 と高

正解率もかかわらず、問題 3 は、0.104

の低正解率であった。その理由は、問題

3 では、分数と実際の数の関係性が正し

くつかめないため、正解率が低かったと推測され

る。さらに、事前のアンケートの結果からも、多くの生徒は「問題文の意味を理解したり、

考えを式に表したりすることが難しい」と答えている。 

かつて彼らが学習してきた数字を直接式に表す方法だけでなく、線分図を利用して数を

量としてとらえ、筋道をたてて段階的に整理する思考力・表現力・判断力を身に付けさせ

(Fig.5 事前アンケート結果) 

(Fig.８予備テストの内容とその正解率) 

（Fig.6 講義の理解度） 

（Fig.７ 線分図の使用の希望） 
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(Fig.９ 同一生徒の予備テスト（左）と確認テスト（右）の解答用紙変化の一例) 

 

ることが、問題を解決する力に繋がると考える。（Fig.８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一生徒の予備テスト（左）と確認テスト（右）の解答用紙を調べた結果（Fig.９）、確認

テストでは、線分図利用し「数を量」で表す考え方が出来る様になっている。 

線分図の考え方の効果（Fig.10）として、文章を式に

表せなかった生徒が、①文章理解（思考力）→②線分

図を書く（表現力）→③式を作る（判断力）という 3

つの段階を通して「数字を量として視覚化」したこと

で、さらに考えを深めることが出来る様になったと考える。 

全体の予備テストと確認テストの結果から、平均点はほぼ 2 倍に上昇した。さらに、授業

に参加したほとんどの生徒は、確認テストで線分図が描ける様になっていた。確認テスト時

のアンケート結果からも、大部分の生徒はこれらの方法を理解出来たと答えている。 

今後の課題としては、養成校の指導教師達が線分図の考え方について興味を持ったため、

「小学校教師用算数指導書」を作成しその中に「線分図の考え方」を提示した。自身は新型

コロナ感染拡大緊急帰国のため活動を継続することが出来なかったが、生徒はさら「線分図」

について詳しく学ぶと共に、繰り返し練習を行う必要があると考える。 

以上、途上国の小学校教師の算数基礎指導力の改善のためには、「線分図」の考え方の導

入が、一つの解決の方向性を示すことを明らかにした。 
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（Fig.10 線分図の効果） 


