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は し が き   

21世紀への入り口に立つ今日、これまでの学校教育の成果を引き継ぎな  

がら、きたるべき時代と社会における学校教育の在り方を展望することが緊  

要の課題となっている。また、変化する社会を生きる子供たちに求められる  

資質や能力を明確にし、それを具現化する教育内容の在り方について、中長  

期的な視野から検討することも重要な課題といえる。   

本調査研究はこのような問題関心から、教育内容編成の具体的な形態とし  

ての教科等の構成や開発について、本研究所の共同研究として平成9年度か  

ら進めてきた研究である。   

本調査研究のねらいは、我が国における教育課程の研究開発動向やその歴  

史的変遷、諸外国における教育課程の動向、及び各教科等のカリキュラムの  

改善等について調査研究を行うことにより、将来における教科等の構成の在  

り方を検討するための基礎的な資料を得ることにある。このねらいを実現す  

るため、（1）教育課程の改善と開発に関する研究、（2）各教科等のカリキュ  

ラムの改善に関する研究、（3）教育課程の開発動向や実施状況等の調査分析  

の三つの研究課題を設けて、研究を進めてきた。   

この報告書は、研究課題（2）における各教科等のカリキュラムに関する研  

究のうち、算数・数学の4カ国における教育課程を翻訳・整理したものであ  

る。   

本研究の成果が、今後教科等の構成の在り方を検討する際の基礎資料とし  

て、また各教科等のカリキュラムの改善のための資料として生かされること  

を願うものである。  

平成14年3月  

国立教育政策研究所長  

伊 勢 呂 裕 史   



「教科等の構成と開発に関する調査研究」の概要  

1．研究の目的   

小学校・中学校及び高等学校における教科等の構成や各教科等のカリキュラムの琴題   

を把握するとともに、我が国における教科構成の歴史的変遷や諸外国のカリキュラム構   

成の動向等について調査・分析することによって、今後における教育課程の改善並びに   

将来における教科等の構成の在り方に関する基礎資料を得ることを目的とする。  

2．研究課題   

ア．教育課程の改善と開発に関する研究  

幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教育課程の接続と構成の在り方、及び教育内  

容の「総合」的編成の原理と意義、その特質等について検討するため、我が国及び諸  

外国における教育課程の歴史的変遷と現状、文部省研究開発学校における研究開発内  

容などに関する調査・分析を行う。   

イ．各教科等のカリキュラムの改善に関する研究  

教育課程における各教科等の役割やその内容構成の在り方等について検討するため、  

我が国及び諸外国における各教科等のカリキュラムの歴史的変遷及び動向等に関する  

調査・分析を行う。   

ウ．教育課程の開発動向や実施状況等の調査分析  

教育課程の開発動向や教育課程の実施上の課題を把握するため、小・中・高等学校  

における教育課程編成に関する資料を収集し分析する。  

3．調査研究に関わる組織  

（1）研究代表者  下野 洋（次長）  

（2）研究企画委員  

吉田 和文  

河合 久  

高浦 勝義  

三宅 征夫  

長崎 粂三  

工藤 文三  

谷田部玲生  

（研究企画開発部長）  

（研究企画開発部企画調整官）  

（初等中等教育研究部長）  

（教育課程研究センター基礎研究部長）  

（教育課程研究センター総合研究官）  

（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

（3）事務局  教育課程研究センター基礎研究部内   



（4）各研究班担当研究員  

ア．教育課程の改善と開発に関する研究  

高浦 勝義（初等中等教育研究部長  

山田 兼尚（生涯学習政策研究部長）  

清水 克彦（初等中等教育研究部総括研究官）  

黒井 圭子（初等中等教育研究部研究員）  

堀口 秀嗣（教育研究情報センター総括研究官）  

菊地 栄治（高等教育研究部総括研究官）  

渡連 寛治（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

小松 郁夫（高等教育研究部長）  

坂野 慎二（教育政策・評価研究部総括研究官）  

滞野由紀子（生涯学習政策研究部総括研究官）  

鐙屋真理子（国際研究・協力部総括研究官）  

鬼頭 尚子（生徒指導研究センター研究員）  

イ．各教科等のカリキュラムの改善に関する研究  

有元 秀文（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

工藤 文三（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

猿田 祐嗣、（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

五島 政一（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

谷田部玲生（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

名取 一好（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

吉田 孝 （教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

西野真由美（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

二井 正浩（教育課程研究センター基礎研究部主任研究官）  

（平成13年9月まで）  

（平成13年10月より）   

ウ．教育課程の開発動向や実施状況等の調査分析  

工藤 文三（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  

谷田部玲生（教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）  



算数・数学のカリキュラムの改善に関する研究  

ーアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの  

全国的・全州的な教育課程－   



教科等の構成と開発に関する調査研究   

研究領域2 各教科等のカリキュラムの改善に関する研究  

算数・数学研究班（平成14年3月現在）  

囲本 景亀  

藤田 太郎  

宮川 健  

渡辺 忠信  

高知大学教育学部教授  

イギリス  サウサンプトン大学教育研究大学院研究生（博士課程）  

フランス  グルノーブル第一大学大学院数学・情報学博士課程大学院生  

アメリカ  メリーランド州タウソン大学数学科助教授  

【担当】  

長崎 栄三  国立教育政策研究所教育課程研究センター総合研究官   
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はしがき   

この算数・数学のアメリカ，イギリス，ドイツ，フランスの教育課程の調査研究は，国立教  

育政策研究所教育課程研究センターのプロジェクト「教科等の構成と開発に関する調査研究」  

の一環として行われたものである。このプロジェクトにおいては，平成13年度に，国語，社  

会，理科，技術・家庭の技術領域，道徳・特別活動の各教科等について，諸外国の教育課程の  

基準についての調査研究を行っていたL二．そして，平成14年1月に，その結果をもとに，我が  

国とアメリカ，イギリス，ドイツ，フランスについて共通項目をもとに教育課程の比較を行う  

ことが決まった。．その際，算数・数学は，諸外国の教育課程の基準についての調査研究には着  

手していなかったが，共通項目をもとにした教育課程の比較に加わることになった。J   

平成14年2月に，アメリカ，イギリス，ドイツ，フランスの算数・数学教育に造詣の深い  

研究者に連絡を取り，平成13年度という限られた時間内ではあるが，算数・数学も，国語，  

社会，理科，技術・家庭の技術領域，道徳・特別活動と共通な枠組みで教育課程の比較表を作  

成することにした。本報告書に掲載されている「算数・数学の日米英独仏の全国的・全州的な  

教育課程の比較」は，この過程で作成されたものである。各教科等の共通な枠組みによる教育  

課程の比較表は，この表をもとに2頁にまとめられ，別の報告書に掲載されている。   

この報告書には，教育課程の比較表を作成する過程で参照したアメリカ，イギリス，ドイツ，  

フランスの全国的・全州的な教育課程の基準等も全訳または抄訳して掲載してある亡、これらの  

教育課程等の翻訳は，比較表をより深く理解するためだけではなく，それぞれの国の算数・数  

学教育を直接理解したり，我が国の視点から算数・数学教育を比較するうえで役立っと思われ  

る。   

なお，この報告書には，別の報告書に掲載されていたフランスの教育課程についても翻訳者  

の了解を得て，若干の字句の修正も行って転載してあるr 

さらに，本報告書には，それぞれの国・州の教育課程の翻訳に加え，これらの背景等に関心  

のある方のために最近の和文による参考文献も挙げてある。   

本研究に携わっていただいた，囲本景亀氏，藤田太郎氏，宮川健氏，渡辺忠信氏には，短期  

間の間にイーメイルによるたびたびの応答を通して，教育課程の比較表の作成，教育課程の翻  

訳等を行っていただきました。．心より感謝の意を表します。，また，翻訳の転載を了解していた  

だいた鬼頭尚子氏，原稿の整理をしていただいた熊岡昌子氏に心より感謝の意を表します。．  

平成14年3月  

長崎 栄三   

1 －  



算数・数学の日米英独仏の全国的・全州的な教育課程の比較  

長崎栄三，園本景亀，藤田太郎，宮川健，渡辺忠信  

算数・数学   日本   アメリカ合衆国（州名）   

1 当該国の対応する教科等   小学校：算数  Mathematics  

中学校・高校：数学  

アメリカには国家基準はないが，全米  

算数数学教師協議会（NCTM）が全  

米を対象に「スタンダード」を公開し  

ている。そこで，ここでは，そのスタ  

ンダードと，適時，メリーランド州，  

カリフォルニア州のスタンダードに触  

れる。   

2 教育課程上の位置づけ   （1）小学校1年から高等学校3年まで。   （1）K血derg血en（幼稚園5歳児組）から高校   

（1）配置されている学年   （2）年間授業時数（過当たり）   3年。   

（2）各学年の授業時教   小学校：1年，l14時間（34時間），2  （2×スタンダード）小学校では毎日l時間，   

（3）必修，選択の区別   年，155時間（4－5時間），3年～6年，150時  中・高では全ての学年で1年分に値する   

（4）その他   間（4－5時間）。なお，l単位時間は45  時数を教学に当てる。（注：毎E＝時間，  

分。   隔日に1回2時間などの授業構成がしば  

中学校：1年～3年，105時間（3時間）。な  しば行われるが，どちらにしても，1年分  

お，l単位時間は50分。   の時間を要求している。アメリカの標準  

高等学校：数学基礎，2単位，数学1，3  的な学校日数は180日なので，時数は180  

単位，数学Ⅱ，4単位，数学Ⅲ，3単位，  時間と捉えていいのではないかと思わ  

数学A～C，2単位。なお，1単位は年  れる）。  
問35時間，1単位時間は学校で定め  （3）（スタンダード）全ての学年で算数・  

る。   数学を履修。  
（3）小学校・中学校は，必修。   （4）高校で数学を4年間必修とする州は少  

高等学校は，「数学基礎」と「数学  教派で，K－8と高校3年分に値する算数・  

I」は選択必修，つまり，生徒はいず  数学を必修とするのが標準的と思われ  

れかを必修科目として選択する。数学  る。小学校高学年より進度によりクラス  

Ⅱ，札 A～Cは，選択科目。   編成されることがしばしば見受けられ  

（4）中学校では，必修科目に加え選択料  るが，代数Ⅰ・Ⅲ及び幾何までが標準的に  

目があり，数学も必修科目に加え選択  

科目としてよい。選択科目の時間数  

は，年間で，1年，30時間まで，2年，50－  

S5時間，3年，105－165時間。  

高等学校には，普通教育の数学のほか  

に，専門教育として，「理数」があ  

り，そこでは，数学関係の科目とし  

て，理数数学Ⅰ，理数数学Ⅲ，理数数  

学探求，がある。   

3 目標，内容等の示し方   （l）小中学校は，目標については，総括  （l）（スタンダード）目標・内容は箇条書き   

（】）目標，内容等の示し方   的な教科目標がまずあり，そして学年  にされている。内容については解説の中   

（目標，内容，方法，評価等の  毎の目標がある。内容は学年毎に示さ  で細かな例があげられているが，全ての   

どこまで示しているか）   れている。   項目についてではない。スタンダードの   

（2）目標，内容が学年別等に示さ  高等学校は，目標については，総括的  中では評価については目標・内容とは別   

れているか   な教科目標がまずあり，そして，各科  に評価の原則が述べられている。   

（5）その他内容等の示し方の特色  目毎に科目の目標がある。内容は科目  （2）（スタンダード）目標・内容は学年枠  

ごとに示されている。   によって示されている：pre－K－2，3－5，6－S，   

－ 2 －   



イギリス   ドイツ   フランス   

Ma山ematics   Mathematik   Ma山ematlqueS  

Ma山ematlqueS－hfbrmatlque  
イギリスには，国家基準としての「国  ドイツには，国家基準はなく，基準   

家教育課程」がある。   フランスには，国家基準としての「プ        は各州により異なる。ここではノル  

トライン・ベストファーレン州（N  ログラム」がある。小中高校で一般に  

RW）の「教授プラン」を取り上げ  は「数学」であるが，高校第1級Lのみ  

る。   「数学・情報学」である。   

（1）【国家教育課程］では，我が国の学習  各州により異なる。   （1）小学校：CP，CEl，CE2，CMl，CM2   

指導要領のように学年で内容が規定さ  （1）義務教育（第1学年～第10学年）  中学校（コレージュ）：6級，5級，4   

れているのではなく，4つの「主段  基礎学校（第1学年～第4学年），   級，3級   

階」に分けられている（「第1主段階」  中等段階Ⅰ（ギムナジウム：第5学  高校（リセ）：2級，1級，最終級。   

：5－7歳，「第2主段階」：7－11歳，  年～第10学年）。   高校第1級より理科系（S），経済社会系   

「第3主段階」：‖－14歳，「第4主段  （2）基礎学校：週4時間。   （ES），文学系（L）にコースが別れる。   

階」：14－16歳）。通常，「第1主段  中等段階1：5－6学年週3時間，7－  （2）小学校（1－2）：5時間   

階」と「第2主段階」が初等教育，  9学年週3－4時間，10学年過3時  小学校（3－5）：5．5時間   

「第3主段階」と「第4主段階」が中  間。   中学校（6）：4時間   

等教育とされる．数学は「第1主段  （3）基礎学校は，必修。   中学校（54）：3．5～4．5時間   

階」から「第4主段階」まで全ての段  中等段階Ⅰは，必修と選択（選択  中学校（3）：4時間   

階に配置されている。   は，発展的内容であり，記号E（補  高校（2）：4時間   

（2）総授業時間数は「国家教育課程  足）で示されている）。   高校（1S）：4時間   

数学」では特に規定されていない。し  高校（ほS）：3時間 必修選択2時間   

かし1999年から実施されている「国家  高校（1L）：2時間 任意選択3時間   

算数基礎能力計画」では，「第1主段  高校（最終S）：5．5時間 必修選択2時   

階」と「第2主段階」ではそれぞれ45  間   
分，50－60分の算数の授業をすること  高校（最終ES）：4時間 必修選択2時   

が望ましいと述べてある。また2001年  問   
から実施されている「第3主段階国家  高校（最終L）：0時間 任意選択3時   

計画」では，「第2主段階」では総授  問。   
業教の20％，また「第3主段階」では  

12％（1週間に約3時間）の授業時間  
数を数学に当てることが推奨されてい  

る。  

（3）「第1主段階」から「第4主段階」  

まで数学は必修であるが，第4主段階  

では，内容を「基礎」と「高等」に区  

分し，生徒の学習の到達度により2つ  

のコースのいずれかを選択するように  

なっている。  

（4）「国家教育課程」における数学は，  

その「中心教科」という名が示すよう  

に，12の教科の中で，「国語」，「科  

学」と共に特に重要視されている。  

（l）「国家教育課程 数学」は，教師が  （l）基礎学校では目標，内容（領  （1）学年により大きく異なる。．   

指導する学習内容を規定する「学習の  域），方法（授業構成の諸原則）が示  （2）小学校では1－2学年と3－5学年のふた   

計画」と，生徒の期待される到達度の  されている〈）ただし，評価について  つのプログラムに分けられ，それぞれ   

基準を述べた「到達目標」の，大きな  は，基礎学校に関する一般的記述の  数学年まとめて目標・内容が示されて   

2つの枠組みで構成されていることに  ところで言及されている。   いる。また，小学校のプログラムは大   

注意しなければならない。数学科の目  中等段階Ⅰではともに，目標，内  変簡素なもので，内容は学習内容が箇   
標，内容は「学習の計画」で示されて  容（領域），方法（授業構成の諸原  条書きにされている。具体的な方法や   

おり，これは各学年ごとではなく，各  則），評価について記述さている。   評価は示されていない。   
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目標も内容も，非常に簡潔に示され  9－12。  

ている。方法や評価は，示されない  （3）解説の中で，授業の描写や，算数・S数  

が，後に発行される「解説書」「資料  学的な問題・活動の例が示されている。  

集」などで示される。   （lXメリーランド州）領域の全学年共通  

（2）小中学校は，学年別に示されている  の目標が最初に述べられ，それぞれの学  

が，高等学校は，科目別に示されてい  年枠での内容が表示されている。内容  

る。   の表の中で，州によって行われる共通の  

（3）小中学校の内容は，内容の大項目の  テスト（MSPAアテスト）に含まれる内容  

説明のあとに，さらに各内容が教育目  はイタリック文字によって示されてい  

標との関連で示されているが（例えば，  る。  

…を理解する，など），高等学校の内容  （lXカリフォルニア州）それぞれの学年  

は，内容の大項目の説明のあとに数学  の全体的な目標が最初に提示され，内  

的な内容だけが羅列されている。   容については領域別に箇条書きに示さ  

内容は，指導の目標であるととも  れている。内容の解説は特別には記され  

に，評価の規準でもあると考えられて  ていない。州によって行われる共通テス  

いる。   ト（SmRテスト）によってスタンダー  
ドのどの内容が評価されるかが州の教  

育相のHP上に載せられている。  

（2）（メリーランド州）学年枠K－3，4－S，9－  

12。  

（3Xカリフォルニア州）K－7では学年別。  

8－12年は代数Ⅰ・ⅠⅠ，幾何，三角関数，解  

析，線形代数，確率・統計，AP確率・統  

計，微積分の教科によってまとめられ  

ている。（注：APはAdvancePlacement  

の略。APのクラスを履修後Aアテストを  

受け，その結果によって，大学の単位  

が認められる制度。算数・数学では統計  

と微積分のAPテストがある。）   

4 内容構成   （1）小学校：数と計算，量と測定，図  （1）数と演算，代数，幾何，測定グータ解析   

（り 内容の区分   形，数量関係。   と確率，問題解決，推論と証明，コミュニケ   

（領域，分野等）   中学校：数と式，図形，数量関係。   ーション，つながり，表現。   

（2）内容及び内容の配列の特色   高等学校：数学基礎（数学と人間の活  （2）K－12全学年共通の内容の領域を示す  

動，社会生活における数理的な考察，  ことによって，それぞれの内容の系統性  

身近な統計），数学Ⅰ（方程式と不等  を表そうとしている。  

式，二次関数，図形と数量），数学Ⅲ  全学年共通の領域を使っているが，学  

（式と証明・高次方程式，図形と方程  年枠によってそれぞれの領域の重点が  

式，いろいろな関数，微分・積分の考  変わることを示唆している（p．30）。  

え），数学Ⅲ（極限，微分法，積分法），  （1Xメリーランド州）代数・関数・パター  

教学A（平面図形，集合と論理，場合  ン，幾何，測定，統計，確率，数量関係，問題解  

の数と確率），数学B（数列とその  決，コミュニケーション，推論，つなが  

和，ベクトル，統計とコンピュータ，  り。  

数値計算とコンピュータ），数学Ⅲ  （2）（カリフォルニア州）数感覚，代数・関  

（行列とその応用，式と曲線，確率分  数，測定・幾何，統計・データ解析・確率，推  

布，統計処理）  。   

（2）小中学校では，確率・統計の内容が  

少ない。小学校には統計はあるが確率  

はなく，中学校には確率はあるが統計   
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「主段階」ごとに示されている．「到  （2）内容は2学年を1まとまりとして  中学校では，全体の目的・最終目標   

達目標」については後述（5．参照）  記述されている。   がはじめにまとめて示され，そのあと6   

する。   基礎学校では，l／2，3／4学年と中等  級，54級，3級に別れて目的が示され   

まず目標についてであるが，「学習  段階Ⅰでは，5／6，7／S，9／10学年と2  ている。目標はそれぞれ詳しく説明さ   

の計画」の最初の頁には「数学の重要  学年がまとめて示されている。   れており，学習・教育の進め方も示さ   

性」について述べた文章と，著名な数  基礎学校では，内容は箇条書きに  れている。評価には触れていない。   

学者（アンドリュー・ワイルス等）の  示されている。ただし，学年は明記  高校では各学年別，コース別に目標   

数学に対する見解が載せられている．  されていないけれども，学年が暗に  が示されている。数学の取り扱い内容   

各「主段階」における「学習の計画」  わかるように示されている。   が多いコース程，詳しく示されてい   

では，特に目標という項目は無いが，  中等段階Ⅰでは，内容は領域ごとに  る。コース毎に数学に対する目標が異   

各「主段階」の初めの余白部分に，そ  テーマとその指導上の留意点が示さ  なる。例えば，1級Sでは数学の特質か   

の「主段階」を通して学ぶ内容がまと  れている。   ら数学の歴史にまで及んで，目標が示   

められており，これが目標に相当する  されているのに対し，l級ESでは道具と   

ものであると言える。  しての数学が強調されている。   

内容については，1999年度版では，  （3）中学・高校では，各学年「扱われる   

各領域（4（1）参照）ごとに生徒が学ぶ  概念」それぞれに「求められる能力」   

べき「知識，技能，理解」が箇条書き  と「解説」が与えられている。   

に示されている（詳しくは2（3）参照）。，  

また各「主段階」の「学習の計画」の  

終わりには，「学習の範囲」という項  

目で，「知識，技能，理解」がどの程  

度の活動や文脈を通して教えられるべ  
きかについて簡潔に述べられている．  

（2）先も述べたように，目標，内容は学  

年別ではなく，4つの「主段階」ごと  

に示されている。  

（3）各「主段階」における各領域では，  

学習の内容が以下のように規定されて  

いる。例えば，「第1主段階」におけ  

る「数」領域は，「数を用い応用す  

る」，「数と数体系」，「計算」，「数に関  

する問題解決」，「データの処理，表  

現，解釈」の項目に分けられ，それぞ  

れの項目について更に2～9つの′ト項  

目で学習の内容が箇条書きに示されて  

いる．また，幾つかの小項目について  

は更にICTの使用，他の教科との関連  

等の点も示されている。  

（l）「学習の計画」は以下の領域に分け  （l）基礎学校では「数と計算」，「図  （l）小学校：数と計算，幾何，量と測   

られる。1999年度版からは，これまで  形」，「量」の3領域に整理されてい  定。   

領域の1つであった「数学を用い応用  る。ただし，これらの領域の関連を  中学校：幾何，数的領域，資料の収集   

する」領域が，他の領域の中に含まれ  常に配慮するように述べられてい  と整理・関数。   

て記述されるようになった。「第1主  る。   高校：統計（もしくは確率・統計，資   

段階」：「数」，「形，空間，測定」。「第  また，ドイツ全体のKMK方針  料の取り扱いと確率），計算と関数（も   

2主段階」：「数」，「形，空間，測  （1976．12．3）では「集合」（固有な学  しくは統計），幾何。   

定」，「データの処理」。「第3主段階」  習内容ではなく，表現方法として）  （2）小学校では学習すべき概念がそれぞ   

・「第4主段階：「数と代数」，「形，空  という領域が加わっている。   れの領域において箇条書きで示されて   

間，測定」，「データの処理」。   中等段階Ⅰでは「代数」，「幾何」，  いるのみで，内容は大変簡素なもので   

「到達目標」は以下の領域に分けられ  「統計」の3領域で整理されてい  ある。   

る。「到達目標1」：「数学を用い応用す  る。ここでも，3領域相互の関連を  中学・高校では，領域が内容ごとに   

る」，「到達目標2」：「数と代数」，「到  配慮するように述べられている。   分割され，それぞれに「求められる能   

達目標3」：「形，空間，測定」，「到達  統計は7侶学年から学習する。   力」と「解説」が与えられている。「解   
目標4」：「データの処理」。   （2）基礎学校：20 までの数（1学  説」には留意事項から具体的な例まで   

（2）以下，「国家教育課程 数学」の特  年），100 までの数（2学年），1000  与えられ，詳しく説明されている。   

色を列挙する．   までの数（3学年），1000000までの  （3）基本的な内容は日本と同じだが，扱   

・各領域に「数学を用い応用する」と  数（4学年），加法，減法，乗法，除  い方は異なる点も多い。例えば，中学   

いう項目が加えられ，数字の応用面，  法，簡単な方程式と不等式，計算法  校において，比例からタレスの定理，   
数学的コミュニケーションの強調。   則，基本図形，しきつめ，線対称，  相似への繋がりや，変換が重視されべ   
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はない。  

5 その他我が国と比較した特色  （スタンダード）6つの算数・数学教育の原  

則を明記している。特に，テクノロジー  

の算数・数学教育に占める役割について  

は日本の指導要領より，はるかに進歩  

的である。  
教科の内容以外に問題解決，コミュニ  

ケーション，推論と証明，表現，関連  

のいわゆる「プロセス」スタンダードが  

明記されている。  

（中・高校）それぞれの州もしくは学区  

に，どの内容を組み合わせて一つの科  

目とするかの自由が与えられている。   
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・暗算の強調。   座標，長さ，時間，金額，重さ，体  クトルがすでに取り扱われるなど。ま   

・図形の証明，幾何学的作図等の再導  積，組合せ，抜き取り検査。   た，中学・高校の取り扱い内容の特色   

入（これまでの「国家教育課程 数  中等段階Ⅰ：代数（自然数とその  として統計領域の扱いが多く，表計算   

学」では比較的軽視される傾向にあっ  計算，分数，約数・倍数，小数，有  ソフトの習得までが学習内容としてあ   

た）。   理数とその計算，関数，式，方程式  げられている。   

・三角形や平行四辺形の面積が「第3  と不等式），幾何（立体と展開図，基  また，学習形態として繰り返し学習   

主段階」で導入されるなど，測定内容  本図形とその作図，運動と対称，長  型をとっている。つまり，毎学年，全   

の導入がやや遅い。   さ，面積，体積，角の定理，合同，  学年で学習した内容を復習し少しずつ   

・第4主段階「高等」ではベクトル，  相似，ピタゴラスの定理，三角法），  発展させていく。例えば，タレスの定   

三角法などの内容までが含まれてい  統計（偶然実験，確率，ベイズの定  理は第4級で入門，第3級で本格的に扱   

る。   理，ベルヌーイの実験，く じの問  われる。   

・ICT（情報コミュニケーション技  

術）の使用の強調。  

・「第2主段階」でモード等が導入さ  

れるなど，「データの処理」領域の充  

実。   

我が国の学習指導要領と比較したと  ・応用指向と構造指向が同程度に指  フランスのカリキュラムでは，日本   

き，「国家教育課程」の最も大きな特  導される〔）   でよく言われる，「自ら生きる力」の情   

色と言えるのは「到達目標」である。  ・授業構成の諸原則として，基礎学  意的側面はほとんど述べられていな   

「到達目標」では，「第1主段階」か  校では，「発見的学習」，「練習」，「表  い。また，高校数学では選択コースの   

ら「第3主段階」終了時までに生徒の  現様式」，「教材・教具」，「個別化」  現実の必要性にあわせたカリキュラム   

期待される到達度の基準を9つのレべ  が挙げられ，中等段階Ⅰでは，「態度  構成がなされている。例えば，経済・   

ルに分けて示している。   の長期的な促進」，「学習様式や社会  社会系では，必修選択をあわせれば5時   

「国家教育課程」では，各「主段階」  様式の変化，内的個別化」，「数学の  間以上の数学をおこない，しかも統計   

終了時に大部分の生徒が到達するであ  応用と現実関連」，「歴史的視点」，概  ・解析に重点を置いている。   

ろうと期待される基準として，「第1  念の発達，規則や手順の学習」，「証   日本の学習指導要領と比べ，テクノ   

主段階」終了時ではレベル2，「第2主  明」，「学習過程の部分としての練  ロジー の利用がプログラムで具体的に   

段階」終了時レベル4，「第3主段階」  習」，「メディアの導入」が挙げられ  示されている。例えば，表計算ソフト   
終了時ではレベル5／6としている。「第  ている。   や作図ソフトである。  
3主段階」終了時点でレベル5に到達  ・教科横断的学習内容として，「数学   

注：      した生徒は，「第4主段階」において  教育と言語」，「他の教科の文脈内へ   

「学習の計画 高等」を選択する。各  の数学的方法の利用」，「数学教育と  小学校CECEl，CE2，CMl，CM2は，   

「主段階」終了時には「国家テスト」  他の教科の内容」，「情報・コミュニ  それぞれ日本の小学校第一学年から第   

が実施され，生徒の到達度が評価され  ケーション技術の基礎教育」が挙げ  五学年に相当する。ここではト5で示し   

る。尚，「第4主段階」は国家資格試  られている。   た。   

験であるG．C．S，E試験により生徒の到  ・中等段階Ⅰでは，評価について，   中学校6級は日本の小学校第六学年   

達度が評価される。   まず，その原則が次に，試験問題の  に相当し，中学校5級，4級，3級はそ   

1999年度版「国家教育課程 数学」  水準や内容（理由付け，関係の表  れぞれ中学校第一学年から第三学年に   

では，実際の指導やICTの使用，障害  現，解釈に重点が置かれている）が  相当する。   

を持った生徒，英語が第一言語ではな  示され，採点の方法やその示し方  高校2級，1級，最終級は，それぞれ   

い生徒への指導に関する注意点などを  （例えば，不注意なミスには，＋－－  日本の高等学校第一学年から第三学年   

示した，「全ての生徒に効果的な学習  完全な誤りには，L，不正確には，  に相当する。   

機会を提供すること」が加えられてい  §など）まで細かく示されている。   授業数はすべて一週間単位のもので   

ることにも注意したい。   ・宿題は，子どもが他人の手を借り  ある。35遇おこなわれる。  

ずにできるようにまた，子ども個々  小学校の新プログラム（2002）では，  

人に適した宿題を推奨している。   授業数は第一，第二学年，5－5．5時間。  

・練習は学習過程の本質的要素と捉  第三，第四，第五学年では5－5．5時間  

えられ，変化豊かで，意味のある文  で，科学と併せて8時間となった。上  

脈やゲーム的なものを推奨してい  

る。   
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アメリカ・メリーランド州における算数・数学のスタンダード  

渡辺 忠信  

メリーランド州立タウノン大学数学科  

メリーランド州のスタンダードの歴史   

メリーランド州がスタンダードを設定したのはごく最近のことである。メリーランド州の学校教  

育におけるスタンダード化の歴史は，アメリカ全体の動きをよく反映しているものであるといえる。  

1970年代後半からSO年代の前半にかけて，アメリカでは児童の学力低下が大きく問題視された。．特  

に算数・数学及び理科・科学の分野での児童・生徒の学力が世界的に見て大変劣っていることが国  

際比較研究によって示された。1983年に発表された「危機に立つ国家」は学校教育に対しての危機感  

をあおるとともに，学校教育の改革の必要性を訴えた。   

メリーランド州では，1983年に州教育委員会が1987年の卒業生から，高校卒業資格の一部として  

Maryland Functional試験（数学，国語／英語，Citizenship／社会）を加えた。）しかし，この試験は高校卒  

業のためとはいえ，実際の内容は中学レベルのもので，90年代の半ばには全体の90パーセント以上  

の生徒がこの試験を11年生の時点で及第するようになった。したがって，Functional試験は最低線を  

設定するのには役立ったが，はたしてその最低線が21世紀に向けて適したものなのか，もっと高い  

目標が必要ではないのかという声が挙がった。  

1990年，教育委員会は新たに学校の責任評価のプログラムとしてMaryland SchooIPerformance  

Programを設定，その一環として，算数・数学，理科・科学，国語（英語），社会科のそれぞれの教  

科にMaryland Learning Outcomes（MLO）として，第3．5、8，11学年終了時点の学習成果の目標を設  

定下。この目標は，それぞれの学区がカリキュラムを作成する際の基本的方針を示すとともに，州  

の実施する学校評価のための標準テスト（MSPAPテスト）に含まれる内容を示唆している。MSPAP  

テストは1993年より実施が開始され，全ての3，5．8年生がこれを受験，その結果が学校評価の大きな  

基準として使われるようになった。さらに，1996年にはCore Leaming Goals（CLG）として，改め  

て高校の学習目標が数学，科学，国語（英語），社会の主要4教科に設定され，新しい高校卒業資格  

の一部となる試験の開発がはじまった。   

設定されたMLOとCLGは，標準試験によって評価される内容のみを示したものである  こうして  

が，それよりももっと大きな学習目標を設定する目的で，1999年，教育委員会は新しいスタンダー  

ドの試案を発表，最終的に2000年に主要4教科のスタンダードが正式に設定された。  

メリーランド州におけるスタンダードの位置付け   

アメリカでは，学校教育に関しての決定権は合衆国憲法によって，それぞれの州に与えられてい  

る。さらに，全米50州の中には教育に関する，特にカリキュラムに関しての，決定権をそれぞれの  

地域の学区に与えられることを保証する州憲法を持つところもいくつもあり，メリーランドもその  

うちの一つである。こうした，地域を中心とした教育政策は，それぞれの地域の特徴を生かしたカ  

リキュラムを作成するとともに，地域の必要に応じた教育制度を作り上げることを可能としている。  

その反面，地域ごとに違ったカリキュラムを設定することによって，学校間・学区間での教科の内  

容に違いが生じ，児童・生徒が学校を変わった場合などには，大きな障害となることもある。さら  

に，地域を中心とした教育政策は，教育への機会が平等に与えられない危険も含んでいる。   

こうした地域中心の制度の中にありながら，州の教育省はその全ての学区・学校が児童・生徒に  

適当な教育の機会を備えていることを保証するのが一つの大きな責任である。州レベルでのカリキ  

ュラムの決定権が無い州（メリーランドを含めて）の教育省・教育委員会がこの責任を果たすための  

一つの方法が，州によって実施される共通試験とその結果を用いての学校評価という活動である。   

メリーランド州では，先に述べられたMSPAPテストによる学校評価が1993年より行われている。  

ー11－   



MLO，そしてスタンダードによって試験の内容を示すことによって，それぞれの学区でのカリキ  

ュラム作成に影響を与えるというのが教育省・教育委員会のねらいである。したがって，メリーラ  

ンド州のスタンダードは，州の共通試験及び学校評価の制度とともに顧みられなければならない。   

メリーランド教育省・教育委員会はスタンダードによって教科の内容に影響を与えるとともに，  

MSPAP試験を通して，実際の教室での授業を変えるというもう一つの目的を持っている。MSPAP試  

験は今までの標準テストとは形の違う PerformanceAssessment という形を取っている。これは，児  

童・生徒が，現実的な問題をどうやって，学習した内容を用いて解くことができるかを評価するも  

ので，多くの問題がただ単に答えを求めるだけでなく，解答方法を説明することがしばしば求めら  

れている。また，小集団によって解決される問題も含まれている。こうした形の試験でよい成績を収  

めるためには，普段の授業でも教師が児童・生徒に答えとその理由を常に求め，小集団による学習  

も普段の授業で行われねばならず，それが今までの教え込みの授業から，児童・生徒がもっと自主  

的に自身の活動を通して学習していく授業に変わっていくことが期待されている。   

MSPAP試験のもう一つの特徴は，個人の成績が出されるのではなく，学校の成績が計算される  

ところにある。これは，実際に全ての児童・生徒の達成度を全教科・全領域でPerfbrmanceAssess  

mentで評価するのは時間的に無理であるという，現実的な理由もあるが，評価の目的はそれぞれ  

の学校が全ての児童・生徒に適当な教育機会を与えているかという点を評価していることを強調す  

る目的がある。それぞれの学校は，MSPAP試験での過去3年間の成績が上昇しているかどうかで評  

価される。成績が3年間続けて下がるか，滞っている学校は，州の教育省に，学校改善案を提出，承  

認されなければならない。もし，改善案不備の場合は，州によって，その学校の運営がなされる可  

能性もある。こうした，厳しい罰則の可能性は，それぞれの学区・学校が州の定めたスタンダード  

を真剣に受け止める大きな要因である。  

メリーランド州のスタンダードの今後の展望  

1993年に始まったMSPAP試験を中心とした学校評価活動に対しての批判は制度開始時点より少  

なくなかった。2001年に州教育省は，その学校評価制度を外部の研究者・知識人に評価を依頼した。  

その報告書はメリーランドのスタンダード運動の今後に大きな影響を与えるものと思われる。さら  

に，2002年1月にブッシュ大統領が連邦レベルでの新しい教育法Po Child Left Behind Act）に署  

名，これによって，算数・数学と国語（英語）で第3学年から8学年までの毎年，全ての生徒が各州に  

よって評価されることが義務付けられた。、こうした動きの中で，メリーランド州教育省はMSPAP試  

験の大きな改革を余儀なくされている。   

MSPAP試験への一つの批判として，それぞれの教科での試験の内容が無いというのがある。前記  

のように，この試験では，児童・生徒がそれぞれの解答の説明を書くことがしばしば要求されてい  

るが，それは作文力のある子供は教科の内容をわかっていなくても，よい得点を取れるものと解釈  

され，教師の中にはよい得点を取れる型にはまった答えの書き方を，教科の内容よりも重点をおい  

て教えているという批判につながっている。はたして，そうした教え方をしている教師が実際にど  

の程度いるのかは疑問だが，多くの保護者・政治家がこうした見方を持っているのは事実である。  

したがって，そういう人たちは，ただ単に試験の形を変えるだけではなく，試験の基本となってい  

るそれぞれの教科のスタンダードを改正する必要があると訴えている。   

外部による学校評価制度の評価の報告書による，もう一つの大きなポイントは，州による学年ご  

との内容を明記したカリキュラムの作成である。前述のようにメリーランド州の憲法上，そうした  

州が定めたカリキュラムは違法であるが，参考としてのカリキュラムという形で作ることが奨励さ  

れていて，州の教育省・教育委員会もそうしたものの作成に前向きの姿勢である。   

メリーランドのスタンダードは2000年に設定されたばかりであるが，すでに一つの大きな曲がり  

角に来ているといえよう。ここ数年のうちにその内容，形式に大きな変動がある可能性はかなりあ  

るのではないだろうか√「  
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メリーランド州算数・数学スタンダード  

抄訳：渡辺 忠信  

前文  

メリーランド算数・数学の内容のスタンダードはメリーランド州の算数・数学教育の改革を導くた  

めの大きな枠組みとして作成されている。このスタンダードは，高校を卒業した生徒が知っている  

べき算数・数学の知識及び技能・操作・作用に関しての現時点での最善の考えを反映したものであり，  

全米数学教師協議会のスタンダードとも一致し，メリーランド州の学校教育の目標を援助していく  

ものである。MarylandLeaming Outcomes（MLO）とCoreLeaming Goal（CLG）（訳注：メリーラ  

ンド州でスタンダードに先立って作られた学習成果の目標で，主に州の定めた共通の試験の内容を  

示している。MLOは第8学年までの目標，CLGは高校を対象にしている。）は，このスタンダード  

の基盤となっており，それぞれの学区では，スタンダードを元にしてカリキュラムを作り，算数・  

数学の評価はMLO・CLGに沿ったものを作成すべきである。   

メリーランド算数・数学スタンダードは知識に関しての6領域，そして操作・作用に関しての4項目  

から構成されている。知識に関しての領域は次のものである：代数・パターン・関数，幾何，測定，  

統計，確率，数量関係と計算。それぞれのスタンダードは第3・5・8・12学年終了時点の目標として表  

せており，学年が進むにつれてそれぞれの領域内でより複雑な目標へ移行している。4つの操作・作  

用のスタンダードは問題解決，コミュニケーション，推論，関連でこれらは学年を特定しないで書  

かれている。それはこれらの数学的な操作・作用は全ての学年で学ばれるべきものだからであり，  

メリーランド州では，知識・操作・作用は協同して指導されるのが当然とされている。   

算数・数学ではただ単に児童・生徒がどれだけの情報を知っているかが大切なのではなく，その情  

報をいかに用い，コミュニケートしていけるかということも無視されてはいけない。算数・数学のス  

タンダードでは，基礎・基本知識の習熟，（筆算による）計算力，テクノロジーの効果的な使い方，  

概念の理解，問題解決の調和を強調している。児童・生徒は，数学的に考え，その考えをうまく伝え，  

他者と協力し，関連性を見出しながら問題を解決できなければならない。全ての児童・生徒がやりが  

いのある算数・数学の課題に挑戦することが，児童・生徒の算数・数学の学習を促進する。   

テクノロジーを含む算数・数学の道具は，算数・数学の授業の中で欠くことのできない学習の機会  

の一部である。算数・数学科の教科の内容・指導法・評価の全てはテクノロジーによって影響されてい  

る。テクノロジーは児童・生徒が世界的な社会に貢献していき，より複雑になっていく情報機器を使  

いこなし，より高度な思考を用いて問題を解決し物事の決断を下すのに欠かせないものである。さ  

らに，テクノロジーは算数・数学の概念の探求を可能にする。例えば，図形の性質を探求したり，関  

数を複数の方法で表現したり，データを集め整理・整頓するなど，テクノロジーを用いることによ  

り，子供たちはより早い時期に，より複雑な算数・数学の学習することができる。   

メリーランド算数・数学スタンダードはそれぞれの学区が算数・数学のカリキュラムを作成するに  

あたってのヴィジョンを示唆するものである。もっとも大切なことは，メリーランドの全ての児童・  

生徒がここに示されている目標を達成することができ，彼らが直面する多くの選択や挑戦にしっか  

りと備えられていることである。教育者に与えられている1番大きな問題は，このスタンダードを  

基盤として，どのようにカリキュラム・評価の改革を促進し，メリーランドの全ての学校での算数・  

数学の学習を改善していくかということである。   

このスタンダードは，メリーランドの多くの教育者の一致した見解である。最後になったが，こ  

のスタンダードの作成にあたって協力してくださった方々に感謝する。  
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スタンダード  

代数・パターン・関数に関しての知識：パターンや関数的な関係を含んだ数学及び一般   

的な問題を代数的に表現し，モデル化し，分析しそして解決することができる。．   

幾イ可に関しての知識：1，2，3次元の図形の特徴を用いて図形の形・位置・大きさ・移動に関し   

た問題を描写・推論・解決することができる。   

根拠：幾何（図形）を学ぶことは，児童・生徒が自分たちの周りの世界を理解し，表現する  

のに役立っ。さらに，幾何（図形）を学ぶことは児童・生徒が問題を分析・解決したり，抽象的  

な表現を理解するための一つの視点を備える。児童・生徒は，幾何の知識を問題解決，コミ  

ュニケーション，推論，そして関連性のプロセススタンダードと共に説明できるようになる。  

第3学年終了時までに児童は次のことを知っている・できる：  

2．3．1平面図形・立体図形の特徴を言葉で表したり比べたりすることができ，それを用い  

ていろいろな関係を表したり，問題を解決することができる。  

● いろいろな1次元，2次元，3次元の図形を見つけたり言葉で表すことができる。  

● 円，正方形，三角形，長方形その他の図形を分割・統合することができる。  

● 次の平面図形と立体図形の関係を言葉で表すことができる：長方形・角柱，  

円・球，正方形・立方体，三角形・角錐  

2．3．2 直角を見つけ他の角度と比べることができる。  

2．3．3 テクノロジーを含む道具を用いて作図することができる。  

● 正方形，長方形，三角形，円を作図することができる。  

2．3．4a 図形の移動を絵や実物を用いて説明することができる。  

2．3．4b 図形や身の回りのものの対称性を見つけたり，対称な形を作れる。  

2．4．5 合同な形を見つけ言葉で表すことができる。  

第5学年終了時までに，児童は前学年までに示したことに加えて次のことを知っている・で  

きる：  

2．5．11次元，2次元，3次元の図形を比較し，身の回りの物と関連付ける。  

● 平面図形・立体図形をその構成要素である辺・面・角度・頂点を用いて分類できる。  

● 図形や身の回りの物の中に平行・直角の関係を見つけることができる。  

● 立体の特徴を見つけることができる。  

2．5．2 角度を直角・鋭角・鈍角に分類することができ，それぞれを弁別したり描いたりでき  

る。  

2．5．3 テクノロジーを含む道具を用いて作図することができる。  

● 点・直線・半直線・線分を描き，説明することができる。  

● 大きさの定められた円・正方形・長方形・三角形を作図することができる。  

2．5．4 平行移動・対称移動・回転移動を弁別することができる。   

第8学年終了時までに，生徒は前学年までに示したことに加えて次のことを知っている・で  

きる：  

2．8．1図形の性質を問題解決に使うことができる。 

● 平面図形や立体図形をその辺・頂点・面・対角線の数や角の和などを用いて説明  

できる。  

1．0  

2，0  
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● 2つ以上の直線の関係（平行，直角など）を弁別し，その性質を問題解決に用いる  

ことができる。  

2鼠2 角と三角形の性質を用いることができる。  

● 三角形を角の大きさや，辺の関係を使って分類できる。  

● 2つの角が与えられたときにもう一つの角の大きさを求められる。  

● 角度を見積もったり実測することができる。  

● ピタゴラスの定理を用いて問題を解くことができる。．  

● 対頂角，補角，余角を分別し，与えられた角度を用いて指定された角を求める  

ことができる。  

● 2本の平行な直線と交わる直線によってできる角の合同関係（同位角など）を用い  

て指定された角度を求めることができる。  

2．8．3 テクノロジーを含む道具を用いて作図することができる。  

● コンパスと定規を使って，角・長方形・円その他の図形を作図できる。  

● 座標上に図形を描くことができる。  

2．8．4 平行移動・対称移動・回転移動及びそれらをいくつか続けて行った結果を描くことが  

できる。  

2．8．5 合同や相似の性質を用いて問題を解くことができる。  

第12学年終了時までに，生徒は前学年までに示したことに加えて次のことを知っている・  

できる：  

2．12．1図形の性質を分析し，テクノロジーを含む道具を用いて作図することができる。  

● 2本の直線の平行，垂直，交じわり，ねじれの関係を見つけ，平行・垂直な直線  

の性質を問題解決に用いることができる〔，  

● 直線・線分・平面の次のような関係を説明することができる：平行，垂直，交じ  

わり，等分，中点，中線，高さ。  

● いくつかの点の間に存在する関係（共線，共面）を説明できる。  

●角といくつかの角の間に存在する次のような関係を説明できる：対頂角，補角，  

余角，内角，外角。．  

● 角柱，角錐，円柱，円錐，球を含む立体を説明できる。  

●円や球に関する次のような関係を説明できる：接線，半径，直径，弦，中心角，  

内接する角，内接・外接する多角形。  

2．12．2a 平面図形に関する問題を三角比などを用いて解くことができる。  

● ピタゴラスの定理，及びその逆，三角比などを用いて，与えられた三角形に関  

する問題を解くことができる。  

2．12．2b 多角形の辺の長さや，頂角，外角などを求めることができ，それらを用いて多角  

形を分類することができる。  

2．12．3 テクノロジーを含む道具を用いて作図することができる。  

● 図形に関する性質をテクノロジーを含む道具を用いて確証することができる。  

● 与えられた線分・角と合同な線分・角を作図できる。  

● 与えられた線分・角の2等分線を作図できる。  

● 与えられた直線に垂直でその直線上にある点を通る直線を作図できる。  

● 与えられた直線に垂直でその直線上にない点を通る直線を作図できる。  

● 座標を用いて図形に関する性質を分別・証明することができる。  

2．12．4 図形の移動に関する性質を問題解決に用いることができる。  

● 図形を移動することによって，図柄をデザインしたり図形に関する性質を実  
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証・説明することができる。  

2．12．5a ユークリッド幾何における関係や性質を問題解決に用いることができる。  

● 図形の相似・合同を分別・証明することができ，対応する辺の長さや角の大き  

さの数量関係を用いることができる。  

2．12．5b 演繹的・帰納的な推論を用いることができる。  

測定に関しての知識：測量することのできる属性を認め，適当な単位と単位系を選び，   

種々の測定方法・公式・道具・テクノロジーを用いることができる。   

統計に関しての知識：データを集め，整理しそれを表示・分析・解釈して物事を判断及び   

予報するのに用いることができる。  

根拠：統計を学ぶことによって，児童・生徒はデータをどのように集め，整理，分析，発  

表するかを理解する。J今日の社会ではデータを基に事象を予報したり，決断を下すことがで  

きることは大変重要である。データを正しく解釈できることは，児童・生徒が理性的な消費者，  

知識的な社会人として育っていくのに有用である。児童・生徒は，続計の知識を問題解決，コ  

ミュニケーション，推論，そして関連性のプロセススタンダードと共に説明できるようにな  

る。  

第3学年終了時までに児童は次のことを知っている・できる：  

4．3．1 関係のあるデータを集め問題に答える  

4，3．2 データを整理・整頓し棒グラフ・絵グラフ・表などを使って表す  

4．3．3 棒グラフ・絵グラフ・表に表されたデータを解釈し，事象を予報する  

第5学年終了時までに，児童は前学年までに示したことに加えて次のことを知っている・で  

きる：  

4．5，1 関係のあるデータを集め，またいくつかのデータを比べることによって問題に答え  

る  

4．5．2 データを整理・整頓し折れ線グラフなどを使って表す  

4．5，3 円グラフ・折れ線グラフなどによって表されたデータを分析・解釈する  
4．5．4 平均値・メジアン・モード及び範囲を見つけることができ，それらがどのように違  

うのか説明できる  

第8学年終了時までに，生徒は前学年までに示したことに加えて次のことを知っている・で  

きる：  

4．8．1 統計に基づいた調査を行い，その結果を用いて問題に答える  

4．8．2 データを度数分布表・円グラフ・箱ひげ図・ヒストグラム・散布図などを用いて整  

理・整頓し，そうして表されたデータを解釈する  

4鼠3a 度数分布表・箱ひげ図・散布図を分析・解釈する  

4．8．3b 直線関係にあるデータの値を予報する  

4．8．3c 与えられたデータの関係を表すのにもっともふさわしい直線を見つけることができ，  

それを用いて事象を予報する  

4．8．4 平均値・メジアン・モード及び範囲のうちどれがデータを表すのにもっともふさわし  

いかを説明できる  

4．8．5 統計的に間違った解釈を見つける  

3．0  

4．0  
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第12学年終了時までに，生徒は前学年までに示したことに加えて次のことを知っている・  

できる：  

統計学的な手続きを用いて調査を行いその結果を分析・コミュニケートできる  

（なし）  

シミュレーションやデータを用いて事象の予報をしたり決断をする。データを表  

すのにもっともふさわしい回帰直線を見つける。  

代表値・散布度を用いて筋の通った結論を見つける  

統計の正しい使い方・間違った使い方を伝える  

4．12．1  

4．12．2  

4．12．3  

4．12．4  

4．12．5  

確率に関しての知識：実験的に又は理論的に事象の確率を見つけ，それを用いてランダ  

ムな事象に関しての問題を解決したり予報したりすることができる。  

数量関係と計算に関しての知識：数と数の関係を描写・表現・用いることができ，暗算・筆  

算・テクノロジーを使って計算・概算することができる。  

問題解決のプロセス：数学の概念・方法・技術を用いて広範な領域にわたる問題を解決す  

ることができることを実証する。  

コミュニケーションのプロセス：自身の数学的な考え方を整理・整頓し情報を分析・用い  

5．0  

6．0  

7．0  

8．0  

ることができることを実証し，自分の考えを言葉・記号・ヴィジ ュアル・テクノロジーを用  

いて提示できる。  

9．0  推論のプロセス：数学的に帰納的な考え方や演繹的な考え方を用いて物事を推論・評価し，  

結論を導きそれを正当化することができることを実証する。  

根拠：理論的に考え，事象を分析し推論することは算数・数学の中心的な活動である。問題  

に関して数学的に正当な議論を作り上げ，他者の議論を評価できることは大切なことであり，  

その能力は長期的に種々の経験を通して育て上げられる。  

数学的に推論するためには，児童・生徒は次のことができなければならない：  

● 問題の解答・解決方法がなぜ正しいかを説明できる  

● 観察・研究を基に一般的な考え方を見出し，試すことができる  

● 与えられた情報を基に事象の予報をしたり結論を導き出すことができる  

● 与えられた考えを分析し例又は反例を見つけることができる  

● 演緯的・帰納的な議論を理角牢し，また自身で作り上げることができる  

● いろいろな種類の証明の形を知って，使うことができる  

● 問題の解答と解決方法がなぜ数学的に正しいかをデータを用いて説明できる  

● 数学的な事象をテクノロジーを含む道具や種々の推論の方法を用いて分析できる  

● 仮定の文を用いて事象を証明できる  

● いろいろな道具を用いて事象をモデル化し，解答を説明できる  

関連のプロセス：数学的な理解を数学，他教科及び日々の生活の中で関連性を見出し用  

いることができる。  

10．0  
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全米数学教師協議会（NC丁目）による  

「学校数学のための原則とスタンダード」の内容  

抄訳：渡辺 忠信  

第1章  学校数学へのヴィジョン  

第2章  数学教育の原則   

◆ 平等の原則   

◆ カリキュラムの原則   

◆ 教授の原則   

◆ 学習の原則   

◆ 評価の原則   

◆ テクノロジーの原則  

第3章  学校数学のスタンダード：Pre－Kから第12学年まで   

1．数と演算   

2．代数   

3．図形   

4．測定   

5．データ分析と確率   

6．問題解決   

7．推論と証明   

8． コミュニケーション   

9．関連性   

10．表現（Representation）  

第4章  Pre・Kから第2学年までのスタンダード  

第5章  第3学年から第5学年までのスタンダード  

第6章  第6学年から第8学年までのスタンダード  

第7章  第9学年から第12学年までのスタンダード  

第8章  ヴィジョン達成に向けて  

数学教育の原則  

教師、学校長などの管理責任者、その他の教育関係者による、学校数学に関しての決定は児童・生  

徒及びに社会全般へ影響を与える。したがって、そうした決定は適切な専門的な指針に基づいてなさ  

れなければならない。本書「学校数学の原則とスタンダード」は、そうした指針を示すものである。こ  

こで言匝われている原則は質の高い数学教育を特徴付けるものであり、スタンダードは児童・生徒が  

学ぶべき算数・数学の内容と過程を述べている。「原則」と「スタンダード」は、教育者がそれぞれの教  

室、学校、そして教育制度の中での算数・数学教育の改善を目指すにあたってのヴィジョンとなるべ  

きものである。   

次の六つの学校数学の原則は、学校教育全体に関わるテーマについて述べている：  

● 公平さ：優秀な算数・数学教育は公平な－全ての生徒に高い期待としっかりとした支援を  

備える一ものでなくてはならない。  

● カリキュラム：算数・数学のカリキュラムは、ただ単に問題や活動を集めたものではなく、  

大切な算数・数学に焦点を当てて、一貫性を持ち、学年間の発展がはっきりと示されていなけ  
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ればならない。．  

● 教授：算数・数学の効果的な教授を行うためには、児童・学生が何を知っているのか、また  

何を知る必要があるのかを理角牢し、算数・数学を探く学べるように、やりがいのある問題など  

を提示し、支援していかなければならない。  

● 学習：児童・生徒は、算数・数学を学ぶにあたり、積極的に、自分の既習の知識や経験を基  

にして、新しい知識を作り上げ理解していかなければならない【 

● 評価：算数・数学科の評価は、児童・学生が大切な算数・数学を理角牢していくのを支援し、  

教師と生徒両方に、有益な情報を備えるものでなくてはならない。．  

● テクノロジー：テクノロジーは、算数・数学の教授と学習に必須のものであり、教えられる  

べき数学がなにであるかということに影響を与えるとともに、児童・生徒の学習を促進するも  

のである。  

これらの原則は特定の算数・数学の内容や過程に関してのものではなく、スタンダードとは別個  

のものである。また、これらの原則は算数・数学教育独特ではないが、学校数学のプログラムに深く  

関連した、重要な問題に関して述べている。これらは、カリキュラムの枠組みの開発、内容の選択、指  

導計画の作成、評価制度の計画、学級構成、毎日の授業の中での指導、教員の職能発展への支援などに  

大きな影響をおよぼす。ここに言匝われている学校数学の原則は次に述べられるスタンダードと矛盾  

しないだけでなく、スタンダードの基礎となっているものである。   

それぞれの原則は別々に説明されているが、学校数学に関しての決定の指針としてのこれらの原  

則の本来の力は、これらの原則が与える一人一人の教育者の思考への影響にある。ここに記されてい  

る全ての原則が質の高い算数・数学のプログラムの作成に用いられたときにこそ、この原則が十分  

に生かされたといえる「  

学校数学のスタンダード  

1．数と演算  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● 数を理解し、その表記方法及び数の間の関係やいろいろな数の種類の関係を  

理解する。．  

● 演算の意味及び演算がどのようにお互いに関連しているかを理解する。  

● 計算が流暢に行え、適当な見積もりをたてる【 

2．代数  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● パター ン、関係及び関数について理解する二  

● 代数で使われる記号を用いて数学的な状況や構成を分析及び表現する 

● 数学的なモデルを用いて数量関係を表現及び理解する。  

● いろいろな場面で現れる数量の変化を分析する。  

3．図形  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● 2次元・3次元の図形の性質を分析し、図形の関係について数学的な議論をす  
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る。  

●座標やその他の道具を用いて空間上での図形の位置や関係を特定し表現する。．  

● 図形の移動及び対称関係を用いて数学的な状況を分析する。  

● 幾何的なモデルを用いたり図形を念頭に描いたり操作することによって問題  

を角牢決する。  

4．測定  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● 測定することができる属性を理解するとともに、測量の単位及び測量の過程  

を理解する。  

● 適当な道具や公式を用いて測定する。  

5．データ分析と確率  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● データを集め整理することによって答えられるような質問を設定し、集めた  

データを用いて答える。  

● 続計学的に適当な方法を用いてデータを分析する。  

● 推論を導きそして評価し、データに基づいた予想を立てる。  

● 確率の基本的な考え方を理解し用いる。  

6．問題解決  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● 問題解決を通して新しい数学的な知識を作り上げる。  

● 数学やそれ以外の場所において起こる問題を解く。  

● 種々のストラテジーを状況に合わせて用い、問題を解決する。  

● 数学的な問題解決の過程を観察反省する。  

7．推論と証明  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● 推論と証明は算数・数学の基本的な様相の一つであることを認識する。  

● 数学的な推測（cor扇ectwe）をたて、それを探求する⊂  

● 数学的な論証や証明を創り、また評価することができる。  

● いろいろの種類の証明を選び、活用することができる。  

8．コミュニケーション  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● 他者へのコミュニケーションを通して数学的な考え方を整理統合する。  

● 自分の数学的な考え方を教師やその他の人に筋道を通して伝える。  

● 他者の数学的な考え方を分析評価する。  

● 数学用語を用いて数学の考えを簡潔正確に表現する。  

9．関連性  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  
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● 数学の内容の関連性を認識し用いる∩  

● 数学の内容は相互に関連依存し系統性を待った一つのものを作り上げている  

ことを理解する。  

● 数学的な考え方を数学以外の状況に見つけ用いる。  

10．表現（Representation）  

Pre－Kから第12学年までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるもの  

でなければならない：  

● 数学的な表現を創ったり用いることによって、数学的な考えを整理、記録、  

伝達する。  

● 種々の数学的な表現を状況に合わせて選択、用いる。  

● 数学的な表現を用いて数学的、社会的、物理的な事象を表わし解釈する。  

数と演算のスタンダード（抜粋）  

数と演算のスタンダード、「計算が流暢に行え、適当な見積もりをたてる」に関してのそれぞれの学  

年枠においての強調点。．  

それぞれの学年の枠組みの中で、児童・生徒は次のことができるようにならなければならない〔  

Pre－K－2  

◆ 鰍の居L算とダ／き男の方法を作り出し、それを使えるようになる⊂．  

◆ 基本となる足し算・引き算（1位数＋1位数、及びその逆）が流暢にできるようになるr  

◆ いろいろの道具を使って計算ができるようになる〔このときの道具とは、具体物、暗算、概算、  

紙と鉛筆、そして電卓などである。  

3－5  

◆ 基本となるかげざん・都クニ劉1位数xl位数及びその逆）が流暢にできるようになる。更に、そ  

れらを使い暗算で30x50のような計算ができるようになる。．  

◆ 整数の四則計算が流暢にできるようになる〔  

◆ 概算の方法を考え、用いることができ、その概算の結果が合理的であるかを判断することが  

できる。  

◆ 生徒の（毎日の生活で）経験する範囲での分数・小数の計算で見積もりを考え、用いることができ  

る。  

◆ 図、（1／2、1／4，0．5等の）基準となる数、同等な表現等を使い簡単な分数巧、数の足し算・引き算がで  

きる。  

◆ 整数の計算の方法や道具を暗算、概算、電卓、または紙と鉛筆の中から、問題の状況や計算の実  

態に合わせて選び、それを活用することができるこ  

6－8  

◆ 小戯‾・分戯を含んだ計算の方法や道具を暗算、概算、電卓、または紙と鉛筆の中から状況に合わ  

せて選び、それを活用することができる。  

◆ 分数、小数及び正負の数を含んだ計算のアルゴリズムを創りまた分析し、それらを流暢に使い  

こなせるL▲  

◆ 有理数の概算の方法を考え、用いることができ、その概算の結果が合理的であるかを判断する  

ことができる二J  

◆ 拡大・縮小や同等な比を見つける等の割合を使った問題を解く方法を考え、分析し、そして説明  

することができる。．  
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9－12  

◆ 真数●、ベク〈ル、行列7）計算が流暢にできる。この場合、簡単な場合には暗算または紙と鉛筆を  

使い、複雑な場合にはテクノロジーを用いる。  

◆ 数値的に求められた結果の合理性を判断することができる。  

表4 推論と証明のスタンダードから  

推論と証明  

PreKから第12年生までの学習課程は全ての生徒が次のことができるようにさせるものでなけ  

ればならない：  

● 推論と証明は算数・数学の基本的な様相の一つであることを認識する。  

● 数学的な推測（COnjecture）をたて、それを探求する。  

● 数学的な論証や証明を創り、また評価することができる。  

● いろいろの種類の証明を選び、活用することができる。  

Pre－K － 2：  

「…枠組みの子供たちが行う推論の二つの重要な要因は物を分類するということと、パターンの認識  

である。子供たちは、いろいろな方法で一見かけから直感的に、実例を用いて、また今までに受け入  

れられている事実を簡単に演緯的に用いて－自分の考えの正しさを説明する。彼らは、自分たちの  

目から見て論理的、また弁解できそうなことについて推論をたて、結果を導く。… 子供たちは、い  

くつかの実例から自然に一般化しようとする。そこで教師は、例や反例を用いて自分たちの導いた  

一般化が正しいかどうかを吟味するように子供たちを支援していかなければならない。第2学年の  

終了時までには、児童はこの方法（例と反例を用いた）を活用して、自分たちが創った推論の正しさを  

試すようになっているべきである。」  

3 － 5：  

「…第3から第5学年の児童は、推論を立てたり評価するときに証拠に基づいて考えるようになって  

いかなければならない。複数の実例だけでは、推論を確定するには不十分であり、反例は推論を反証  

することを学ばなければならない。   この学年の児童の推論の対象は、パターンの構造、違った  

種類の形の擬似点、グラフに表されたデータの全体的な形とその意味合いなどの、（算数）数学的な  

関係に焦点を当ててなされる。」  

‘－－ 8：  

「… この枠組みの生徒が用いる数学的な議論は数学の証明の持つ形式や厳格さには欠けるが、いく  

つかの要因を共有している、例えば、推測の立て方（正しそうなものを推測して）、推測の検証、及び  

推論を他者に評価してもらう点などである。‥ 中学生は数学のいろいろな分野において自分なり  

の推測を立てそれを検証していくことができる、例えば数論、図形、確率などである。… 教師は、生  

徒たちが自分たちの議論の限界を考えてみるように支援する必要がある。…そのようなことを通し  

て、生徒は帰納的に推測を立てるときには、ある程度の慎重さが必要であることを学ぶ…」  

9 －12：  

「…この枠組みの生徒は、数学の全ての分野で数学的に正当化することのよさを知り、… 議論・説  

明を受け入れる基準は更に厳重になり、また複雑な証明や推論のレパートリーを増やしていかなけ  

ればならない。 「なぜ？」と問うことは生徒が正統な数学的な考え方を養っていく上で必要不可  

欠なものである。」  
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Ⅱ．イギリスの算数1数学の教育課程   



イギリスの国家教育課程の数学  

藤田 太郎  

サウサンプトン大学大学院  

イギリス（イングランド・ウェールズ）では，指導内容や方法の決定といった教育課程の基準に  

ついての権限は，「地方教育当局」の管理のもと各学校の校長にあった．しかし，1970年代に入り，  

経済界の不振に伴い，義務教育段階に通う児童・生徒の低学力の問題が深刻化することになった．  

このような状況の中，イギリスの中で教育課程の基準の国家統一の必要性が高まり，様々な議論を  

経た後，「1988年教育改革法」により『国家教育課程』が導入された．ここで定められている教科  

は，学校教科の中で特に重視される「中心教科」である国語（English），数学，科学の3教科，「基  

礎教科」として歴史，外国語等の9つの教科である．   

数学科の目標・内容等を規定しているのは『国家教育課程 数学』（現在は資格・教育課程機関  

（QCA）が作成している）であり，1989年に最初の版が導入され，1991年，1995年の改訂を経  

て，現在実施されているのは1999年に改訂された第4版である．『国家教育課程 数学』では，我  

が国の学習指導要領のように学年で内容が規定されているのではなく，次の4つの「主段階」に分  

けられている。  

「第1主段階」：5－7歳，  

「第2主段階」：7－11歳，  

「第3主段階」：11－14歳，  

「第4主段階」：14－16歳．   

通常，「第1主段階」と「第2主段階」が初等教育，「第3主段階」と「第4主段階」が中等教育  

とされる．数学は「第1主段階」から「第4主段階」まで全ての段階に配置されている．   

『国家教育課程 数学』は，教師が指導する学習内容を規定する「学習の計画」と，児童・生徒  

の期待される到達度の基準を述べた「到達目標」の大きな2つの枠組みで構成されている．89年度  

版，91年度版『国家教育課程 数学』では，「学習の計画」と「到達目標」はそれぞれ10段階のレ  

ベルで，指導内容，生徒の達成度の基準が示されていた．しかし，両者の記述は非常に似通ったも  

のであり，「到達目標」と「学習の計画」の区別が不明確であるなどの批判が続いた．そこで95年  

度版からは「学習の計画」は大きく改訂され，先に挙げた各「主段階」ごとの記述となった．一方  

「到達目標」では，「第1主段階」から「第3主段階」終了時までに生徒の期待される到達度の基  

準を9つのレベルに分けて示している．『国家教育課程』では，各「主段階」終了時に大部分の児  

童・生徒が到達するであろうと期待される基準として，「第1主段階」終了時ではレベル2，「第2  

主段階」終了時ではレベル4，「第3主段階」終了時ではレベル5／6としている．「第3主段階」終  

了時点でレベル5に到達した生徒は，「第4主段階」において「学習の計画 高等」を選択する．  

各「主段階」終了時には「国家テスト」が実施され，生徒の到達度が評価される．尚，「第4主段  

階」は国家資格試験である「中等教育一般証明書」（GCSE）試験（16歳以降）により生徒の到達  

度が評価される．また，義務教育以降では，18歳以降に受験する「教育一般証明書」上級試験（GCE・  

Aレベル）がある．   

また，1999年には「第1・2主段階」における数学科の授業時数，指導内容，指導方法，児童の  

到達度などについてのより詳しいガイドラインを示した約300頁にも及ぶ「国家算数基礎能力計画」  

が導入された．更に2001年度からは同様の意図で「第3主段階国家計画」（こちらも約300頁に及  

ぶ）が実施されることになり，初等・中等教育段階における生徒のより高い達成度が目指されてい  

る．またこれらの「国家計画」では，生徒の学力だけでなく，これまで懸念されてきた，特に小学  

校教師の数学に関する知識の向上も図られていることにも注意したい．  
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イギリスの国家教育課程の数学  

一第1主段階・第2主段階一  

抄訳：藤田 太郎  

数学の重要性  

数学は生徒に，我々を取り巻く世界を理解し変化させるための素晴らしく強力な道具を提供する．  

それらの道具には，論理的な推論，問題解決技能，そして抽象的に考える能力などが含まれる．数  

学は日常生活，色々な職業，科学と技術，医療，経済，環境開発，そして公共の意志決定などにお  

いて重要である．色々な文化が数学の発展と応用に貢献してきた．現在，この教科は文化の枠を超  

え，その重要性は世界中で認識されている．数学はまた創造的な学問でもある．問題を初めて解決  

したとき，もっとエレガントな解法を発見したとき，また隠れた関係を突然見い出したとき，数学  

は我々の喜びと驚きを刺激する．  

学習の計画  

第1主段階  

知識，技能，理解   

教師は「数」領域と「形，空間，測定」領域の間に適切な関連を持たせるようにすべきである．  

【余白部分のまとめ】  

「第1主段階」では，生徒は実際的な活動，探究，話し合いを通して数学の知識と理解を発達させ  

る．1（泊まで，またはそれ以上の数を，数え，読み，書き，そして並べるこ とを学習する．暗算の  

能力の範囲を発達させ，色々な場面で自信を持って利用する．形と空間について，彼等を取り巻く  

環境の理解を築き上げる実際的な活動を通して発達させる．数学的な用語について十分な理解をし，  

それらの用語を問題解決の方法を説明したり，また問題解決の推論を説明する際に利用する．  

「数」領域  

「数を用い応用する」  

1生徒は以下のことを教えられるべきである．  

・問題解決  

a 数に関する問題に取り組み，問題解決のために何が必要であるかを確認するために，デー  

タを様々な形で表現すること．   

b 問題解決への柔軟な方法で取り組み，問題点を克服するための色々な方法を見つけること．   

c どの演算と問題解決の方法を使うかを決定すること．  

d 問題解決を計画し，確かめること．  

・コミュニケーション   

e 数とデータに関する正しい言語，記号と語嚢を利用すること．  

f 会話，絵，筆記を通して，最初は日常用語で，そして後では数学用語や記号でコミュニケ  
ートすること  

・推論   

g 計画された方法で結果を表現すること   

h 一般命題を理解し，他の特別な場合がこれに当てはまるかどうかを調べること．   

i数とデータに関する問題解決の際，その方法と推論を説明すること．  
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「数と数休系」  

2 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

・数えること   

a 最初は20までのものの数を確実に数え，同じ数のものを並べ替えても数は同じであること  

を認識すること；11から20までの数を学ぶこと；100以上の数までしだいに拡張すること．  

・数の規則と数列   

b 数の規則を作り表現すること；足し算と引き算に関する規則を探究して記録し，そして，2，  

5，10の掛け算の規則を説明し，それらを予想を立てるために利用すること；30までの奇数，  

偶数を含む数の規則を認識すること．また後には30以上；2等分することと倍にすることの  

間の関係を認識すること．  

・数体系   

c 最初は20まで，そして100までの数を読み，書くこと；数を比べたり，順序付けるたりする  

ことに関する語彙を理解し，利用すること；桁の位置がその桁の値を与えることを認識し，  

桁の値の0ということまで含めて，各桁が何を表現しているのかを知ること；1桁と2桁の  

数に順序を付け，それらを数直線や100Ⅹ100の数表に並べて書くこと；2桁の数を丸めるこ  

と．  

「計算」  

3 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

・演算とその間の関係   

a 足し算を理解し，それに関係した語彙を利用すること；足し算はどのような順序でも行え  

ることを理解すること；‘取り去ること’と‘差’としての引き算を理解し，それに関係し  

た語彙を利用すること；引き算は足し算の逆になっていることを理解すること；足し算に対  

応する引き算の例を挙げること，またその逆；等しいことを表現するために‘＝’の記号を  

利用すること；例にあるような簡単な問題を解くこと（例：6＝2＋？）  

b くり返しの足し算としての掛け算を理解すること；2等分することは倍にすることの逆で  

あることを理解し，形やものの数の1／2，1／4を見つけること；グループを作ることとしての  

（引き算を繰り返す）割り算を理解すること；掛け算と割り算に関する語嚢を利用すること．  

・暗算  

c 数を素早く思い出すことを発達させること；10までの足し算と引き算に関する性質を知り，  

それらを合計20までの数の性質を導くために利用すること；2の倍数，10の倍数の掛け算表  

の掛け算の性質を知り，それに対応する割り算の性質を知ること；10までの数を倍すること  

と，20までの偶数を2等分することを知ること．  

dlOに1桁の数を足すこと，そして後に10と2桁の数を足したり引いたりすることまで含め  

て，知られた性質から思い出せない答えを見つける暗算の方法の範囲を発展させること；足  

し算はどのような順序でも行えるということや，引き算は足し算の逆であるという性質の利  

用なども含めて，色々な足し算や引き算の方法を発達させること．  

e 40＋30＝？，40＋？＝100，56－？＝10といった簡単な計算を実行すること；＋，－，X，／  

（訳注：割り算の記号），＝といった記号を正しく利用して計算を記録すること．  
「数に関する問題解決」  

4 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 演算の理解を利用して，お金の計算や測定の問題なども含んで，整数の問題を解決するた  

めに適切な計算方法を選ぶこと．  

b 答えが正しいかどうかを確かめ，その方法や推論を説明すること．  

「データの処理．表現，解釈」  

5 生徒は以下のことを教えられるべきである．  
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a データを整理するために簡単なリスト 表，図などを利用して問題を解決し，情報を分類  

し，まとめること．  

b 問題解決の過程について話し合い，結果について説明すること．  

「形，空間，測定」領域  

「形，空間，測定の利用と応用」  

l生徒は以下のことを教えられるべきである．  

一問題解決  

a 形と空間に関する問題解決の際に，色々な方法で取り組み，問題点を克服する方法を見つ  

けること．  

b 測定に関する問題解決の際に，適切な数学的な器具を選び，利用すること．  

c 形と空間に関する問題解決の際に，適切な器具や具体物を選び，利用すること．  

・コミニュケーション  

d 形，空間，測定に関する正しい用語と語桑を利用すること．  

・推論  

e 簡単な形と空間の規則と関係を認識し，それについて予想を立てること．  

f 数学的コミニュケーションと説明の方法を利用すること．  

r形の規則と性質の理解」  

2 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 関連する語彙を用いて，目に見える形の性質を説明すること．  

b 一般的な平面図形と立体図形を観察し，扱い，説明すること；色々な三角形，正方形を含  

む四角形，円，立方体，直方体などの一般的な平面図形，立体図形に名前を付け，説明する  

こと．後に六角形，五角形，円柱，三角錐，円錐，球まで拡張する．  

c 平面図形と立体図形を作ること．  

d 一般的な平面図形の線対称とその規則を認識すること．  

「位置と移動の性質の理解」  

3 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 日常の用語を用いて、位置，方向，移動を観察し，描き，説明すること．  

b 直線移動と回転移動を認識し，それらを簡単に組み合わせること．  

c 直角を認識すること．  

「測定についての理解」  

4 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 適切な用語を用いて， ものの大きさを見積もり，直接比較により並べること；良く知られ  

た出来事を年代順に並べること；最初は任意単位を用いて，そして後に長さ，重さ，容積な  

どの普遍単位を用いてものを比較し測定すること；時間の単位を用いて時間の長さを測るこ  

と．  

b l回転，半回転，4分の1回転などを用いて回転の測定値としての角を理解すること．  

c ものの重さを見積もり，測定すること；測定値や計りの測定値を目盛りの一番近いところ  

で読み取り，簡単な測定用具を選んで利用すること．  

「学習の範囲」  

1「第1主段階」では生徒は以下の活動を通して「理解，技能，理解」が教えられるべきである．  

a 実際的な活動，探究，話し合い．  

b 実際的な活動の中で数学的な考えを利用する，そして物，絵，図，言葉，数，記号などを  

用いてそれを記録すること．  
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c 暗算の方法の発達を支援するために，頭の中での数のイメージやその関係などを利用する   

こと．  

d 実際的な文脈の範囲で，見積もり，描き，測定すること．  

e 実際的な活動の中でのデータから推論を展開すること．  

r 情報コミュニケーション技術を含んだ様々な情報の供給源や教材を探究したり利用するこ   

と．  

g 数に関する活動と他の数学における側面を結び付けることを助長するような活軌  

学習の計画  

第2主段階  

「知識．技能．理解」   

教師は「数」領域，「形，空間，測定」領域，そして「データの処理」領域の間に適切な関連を  

持たせるようにすべきである．  

【余白部分のまとめ】  

「第2主段階」では，生徒は数体系を更に自信をもって利用する．彼等はしっかりと数を数えるこ  

とから，上手に四則演算を計算する段階に移行している．他の色々な方法を利用してみる前に，常  

にまず頭の中で問題に取り組む．生徒は，形と空間の特徴を探究し，広い場面で測定の技術を発達  

させる．彼等の方法と推論を，更に広い範囲での数学用語，図，チャートなどを用いて議論し発表  

する．  

「数」領域  

「数を利用し応用する」  

・問題解決  

a 数学のその他の分野での問題解決で，数学を関連付けたり，数の知識と技能の適切な利用  

の良さを知ること．  

b 解法を試みる前に複雑な問題を簡単な問題に分解したり，幾つかの簡単な計算の手順に分  

解すること；課是割こ取り組むために必要な情報を特定すること．  

c 情報コミュニケーション技術を含んだ適切な数学的な器具を選び，利用すること．  

d 問題点を克服するために問題解決の色々な方法を見つけること．  

e 計算の答えの見積もりを暗算ですること，答えを確かめること．  

・コミュニケーション  

r 作業を計画し，記録の方法を工夫すること．  

g 与えられた問題の中で正しく図や記号を用いること．  

h 問題の文脈の中で角軍法を表現し，解釈すること．   

i正しい用語を用いて数学的にコミュニケーションすること．  
・推論   

j 一般命題を理解し，探究すること．  

k 結果の中の規則を捜すこと；論理的な思考能力を発達させ，推論を説明すること．  

「数と数体系」  

・数えること  

a 2桁と3桁の数について， 10ずつ，または100ずつ，正の方向，負の方向に数えること；負  
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の数まで拡張して，正の方向，負の方向に整数の等差で作られた数列を認識し，作ること．  

・数の規則と数列   

b 2，5，10倍の2桁と3桁の数を含めて，それらの規則を認識したり，予想したりしながら，  

数の規則を認識し，表現すること；関数的な関係を含めて，一般命題を作り，検証するこ  

と；20までの素数と10xlOまでの平方数を認識すること；共通因数と2桁の数までの素因数  

を見つけること．  

・整数  

c 桁の位置がその桁の値を与えることを認識しながら，整数を読み，書き，並べること；＜，  

＞，＝の記号を正しく利用すること；整数を10や100で掛けたり割ったりする．後に1000まで  

拡張すること；整数を10，100，1000に近いところで丸めること；その方法や推論を説明し  

ながら，負の数を並べること；小数を10や100で掛けたり割ったりすること．  

・分数，百分率．比   

d 最初は単位分数（1／3，1侶），そして全体の部分としての分数（2／3，5侶）を理解すること．  

分数を数直線上に並べ，それらを形や量の端数を見つけるために利用すること．  

e 簡単な等しい分数を認識したり，約分したりすること；その方法と推論を説明するしなが  

ら，簡単な分数を通分して並べること．  

rl／2，1／4，1／10，1／100と等しい小数を認識すること；百分率の意味と，それらが比較のため  

に利用されることを理解すること；場合によっては電卓を用い，百分率を求めること．   

g 全体の割合を理解し，それを表現するために，分数や百分率を利用し，その方法や推論を  

説明すること．  

h 比や割合に関する簡単な問題を解決すること．  

・小数   

iある場面において，小数第2位までの小数の記数法を理角牢し，利用すること；小数を数直線  

上に並べること；小数第3位まで，測定値の範囲で認識すること．   

j 小数第2位までの数を一番近い整数値，または小数第1位で丸める；その方法と推論を説明  

しながら，センチを，ミリ，メートルに換算する，そしてメートルとミリ，メートルとキロ  

の間の換算まで認識すること．  

「計算」  

3 生徒は以下のことを学ぶべきである．  

・数の演算とその間の関係  

a 四則演算とその間の関係の理解を発展させること；計算に関連した語彙を利用すること；  

与えられた問題を解決するために適切な演算を選び，それを同じような問題に応用すること．  

b 割り算の後にあまりを見つけること．そして分数や小数で商を表現すること；場面に応じ  

て分数の答えを丸めること；  

c 演算の順序を決定するために括弧を利用すること；なぜ足し算と掛け算には交換，結合，  

分配の法則が適応できるのか，それらがいかに効果的に暗算や筆算に利用できるかを理解す  

ること．  

・暗算  

d 20までの数について全ての足し算と引き算を思い出すこと．  

e100を作るためにどの2桁の数を足す必要があるのかを実行すること．そして2桁の数の組  

みの足し算や引き算をすること；埋め合わせの方法（例えば3000－1997）やその他の方法を  

用いて， 3桁と4桁の特別な場合の足し算と引き算をすること．  

rlOx10までの九九を思い出し，それらを対応する割り算を素早く実行するために利用する  

こと．   

g 2桁の数を倍々にしたり2等分したりすること．  
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h 最初は1から100までの数の掛け算や割り算をすること．そして，約数や分配法則，その他  

の方法を用いて，特別な場合の大きな数の掛け算や割り算をすること．  

・筆算   

ilOOO以下の数の足し算と引き算を筆算で行うこと．後に10000まで拡張する．更に小数を含  

んだ足し算や引き算を行うこと；答えが妥当であるかどうかを確かめるために，近似やその  

他の方法を利用すること．   

j 最初は2桁xl桁，後に3桁xl桁や4桁xl桁の短い掛け算や割り算を筆算で行うこと．  

そして小数を含んだ掛け算や割り算；そして2幸子玩2桁の長い掛け算．最終的には3桁x2桁  

の掛け算；2桁の数で割る割り算の方法を拡張すること；答えが妥当であるかどうかを確か  

めるために，近似値やその他の方法を利用すること．  

・電卓  

k 小数を含んだ，数桁の数の計算のために電卓を利用すること；数の問題（例えば4？x7＝34  

3）を解決するために電卓を用いること；電卓のキーの入力の方法や，お金や分数電卓を  

（例えば56x（87－48））を実行するためにどのように正しいキーの入力を選ぶかを知ること．  

「数の問題解決」  

4 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 日常生活での数，お金，長さ，かさ，容積や時間の測定，周の長さなどの文章題を解決す  

るために四則演算を選び，利用し，組み合わせること．  

b 適切な計算を選んで利用し，その方法と推論を説明すること．  

c 問題の文脈を考えることでその結果が妥当であるかを近似したり，確かめたりすることで  

答えを見積もること．  

d 公式を言葉や記号で作ったり利用したりしながら，簡単な数の間の関係を認識し，表現し，  

角牢釈すること．  

e 最初は第一象限，後に全ての象限において座標を読んだり，点の位置を決定すること．  

「形，空間，測定」領域  

「形，空間，測定の利用と応用」  

1生徒は以下のことを教えられるべきである．  

・問題解決  

a 普遍単位の必要性を認識すること．  

b 図形の問題を解くために適切な計算技能を選んで利用すること．  

c 問題点を克服するために，別の視点からの方法を試みることを含めて，柔軟な姿勢で空間  

に関する問題に取り組むこと．  

d 図形の問題に関する結果が妥当なものであるかを確かめるために，検証の手順を利用する  

こと．  

・コミニュケーション  

e 図形に関する問題の解法を発表する際に，作業を計画し，それらを様々な方法で記録した  

り表現したりすること．  

r 図形に関する表記法や記号を正しく利用すること．  

g 問題の解法を発表し解釈すること．  
■推論  

h 形と空間の性質を説明するために数学的推論を利用すること．  

「形の性質の理解」  

2 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 直角，垂直，平行線を認識すること；角は「度」で測定できること，1回転が360度である  
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こと，そして一点での角の和も360度であることなど，そして直線角は180度であることを知  

ること；三角形の内角の和が180度であることを知ること．  

b 特に三角形，四角形，色々な角柱や角錐などの性質を，より正確な図形に関する用語を用  

いて，描き，説明すること．  

c より正確に平面図形，立体図形とそれらの規則を作り，描くこと；正多角形の線対称を認  

識すること；角，面，平行な直線の組みや対称などを含んだ幾何学的な特徴や性質を認識す  

ること．そしてそれらを形の分類や問題解決に利用すること．  

d 平面図から立体図形を視覚化すること．  

「位置と移動の性質の理解」  

3 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 適切な用語を用いて移動を描き，説明すること．  

b 実際的な場面でものを移動させること；情報コミニュケーション技術を利用して図形を移  
動させること；回転，線対称，平行移動により変換された図形の位置を視覚化し，予想する  

こと．  

c 格子上に色々な方向に平面図形を描くこと；最初は第一象限の座標を利用して，そして最  

終的には全ての象限において，図形の位置を定め，描くこと．  

「測定の理解」  

4 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a 長さ，かさ，容積の普遍単位の必要性を認識し，課題に応じて単位を選ぶこと．そしてそ  

れらを日常の状況において適切な見積もりをするために利用すること；計量単位を他の単位  

に換算すること；日常で利用されている英本国法定単位と大体等しい計量単位を知ること．  

b 測定値は近似値であることを認識すること；課題に応じて適切な測定用具を選び，利用す  

ること；より正確に測定値を読み取り，目盛りを読むこと；小数の表記法を用いて測定値を  

記録すること．  

c 直角や半回転より大きな，または小さな角を認識し，それらの大きさを見積もり，並べる  

こと；鋭角，鈍角，直角を測定し描くこと．  

d アナログまたは12時間と24時間デジタル時計の時間を読むこと；秒，分，時，日，週など  

の時間の単位を利用すること．そしてそれらの間の関係を知ること．  

e 図形の周の長さを見つけること；単位正方形を数えることと，その方法の拡張と関係を理  

解して，公式を利用して長方形の面積を見つけること；長方形から作られる図形の周の長さ  

と面積を計算すること．  

「データの処理」領域   

rデータの処理の利用と応用」  

l生徒は以下のことを教えられるべきである．  

・問題解決  

a 数学以外の教科，特に科学の問題を角牢くときにデータ処理の技能を選んで利用すること．  

b 問題点を克服するために，別の視点からの方法を試みること含めて，柔軟な姿勢で問題に  

取り組むこと．  

c 与えられた問題を解くために必要なデータを特定すること．  

d データに関する問題を解くために計算技能を選んで利用すること．  

e 結果を確かめ，解法が問題場面において妥当なものであるかを確実にすること．  

・コミニュケーション  

f 見つけた結果をどのようにまとめ，表現するか，最適な方法を決定すること．   

g データの処理に関する正確な数学的用語と語彙を利用すること．  
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・推論  

h 方法と推論を説明し，正当化すること．  

「データの処理．表現，解釈」  

2 生徒は以下のことを教えられるべきである．  

a データに関する問題を解くこと．  

b 日常生活で利用される表，リスト，図などを解釈すること；まとめられた離散データの表  

も含めて，度数表を作って解釈すること．  

c ピクトグラム，棒グラフ，線グラフなどを含んだグラフや図などを利用して離散データを  

表現し解釈すること．そして，適当に情報コミニュケーション技術などを利用して，更に広  

い範囲でのグラフや図などを解釈すること．  

d 平均の測定値としての最頻値や，広がりの測定値としての範囲を知り，それらをデータを  

表現するために利用すること．  

e 離散的データと連続的データの違いを認識すること．  

f 統計やグラフから結論を出し，情報が間違って表現されている場合を認識すること；不確  

かさや確かさについて探究し，確率についての理解を発達させること；「等しいらしい」，  

「かなり」，「不当な」，「確かに」などの語彙を利用して事象について議論すること．  

「学習の範囲」  

1「第2主段階」では生徒は以下の活動を通して「理解，技能，理解」が教えられるべきである．  

a 整数，分数，小数などの数体系の理解を拡張するような活動．  

b 数学における作業においてより体系的な近似や見積もり．  

c 簡単な代数的な考えを探究するために規則や関係を利用すること．  

d 色々な場面で測定技能を応用すること．  

e 実際的な活動の中でのデータから推論を展開することや，データの意味のある示し方と間  

違った示し方の間の違いを認識すること．  

f 情報コミュニケーション技術を含んだ様々な情報の供給源や教材を探究したり利用するこ  

と．   

g 電卓を適切に，また効果的にいつ使用するかを決定するような活動．  

h 他の教科に数学を利用すること．  

到達目棟   

「到達目棟1：数学を用い．応用する」   

教師は，この到達目標のレベルにおける到達度が，他の到達目標の数学的な内容と同じレベル，  

またはそれと近いレベルの活動を通して示されることを期待すべきである．  

レベル1  

生徒は，授業の活動の中で重要な要素として数学を利用することができる ．具体的な物や絵で   

彼等の作業について説明し，それについて話し合うことができる．簡単な規則や関係について認   

識することができる．  

レベル2  

生徒は，授業の活動の中で利用する数学を選択することができる．数学的な用語を用いて作業   

について話し合い，それらを簡単な記号や図を用いて表現することができる ．なぜ答えが正しい   

のかを説明することができる．  
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レベル3   

生徒は，色々な方法に取り組み，問題解決の際に生じた問題点を克服するための方法を見つけ   

ることができる．作業を計画し，それを確かめることができる．数学的な作業について話し合い，   

考えを説明することができる．数学的な記号や図を利用し解釈することができる．それに合う例   

を見つけることで一般命題を理解するということを示すことができる．  

レベル4   

生徒は，問題解決のための方法を発展させ，数学の問題に取り組んだり，実際の場面に数学を   

応用する際に，それらの方法を利用することができる．それらの情報を明確で計画された方法で   

表現することができる．彼等自身の考えを試みることで，問題の解法を捜すことができる．  

レベル5   

数学の課題や問題を実行するために，生徒は，必要な情報を特定し入手することができる．結   

果を確かめ，それらが妥当なものであるか考えることができる．記号，用語，図などを利用して   

数学的に表現することにより問題状況の理解を示すことができる．彼等自身の簡単な結論を出し，   

推論の説明を与えることができる．  

r到達目標2：数と代数」  

レベル1  

生徒は，10までの物に関する問題を解決する際に，数を数え，並べ，足し，引くことができる．   

また10までの数を読み，書くことができる．  

レベル2  

生徒は，ものの集まりを適切に数えることができ，10までの足し算，引き算の性質を暗算で思   

い出して利用することができる．数のそれぞれの桁の桁の値を理解し，これを100までの数を並   

べるために利用することができる．足し算や引き算に関する問題解決のために適切な演算を選ぶ   

ことができる．引き算は足し算の逆という知識を利用することができる．お金や測定に関する問   

題を解くために，暗算の方法を利用することができる．奇数と偶数を含めて，数に関する規則を   

認識することができる．  

レベル3   

生徒は，1000までの数の桁の値を理解し，それらを概算に利用することができる．お金や温度   

の問題場面の中で，小数の表記法を利用したり，負の数を認識することができる．20までの足し   

算や引き算の性質を，それより大きな数の問題を解くために，暗算で思い出して利用することが   

できる．2桁の数の足し算と引き算が暗算ででき，3桁の数の筆算ができる．2，3，4，5，10の   

掛け算表を思い出して利用し，それに関連した割り算の性質を導き出すことができる．整数の掛   

け算や割り算（余りの出てくる割り算も含む）に関係した問題を解くことができる．簡単な分数   

を利用することができ，2つの等しい分数を認識することができる．  

レベル4  

生徒は，10や100の整数の掛け算や割り算のために桁の値の理解を利用することができる．数   

に関する問題解決の際に，10xlOまでの九九やそれに対応する割り算を含んで，四則演算を暗算   

を利用することができる．足し算と引き算，短い掛け算と割り算の筆算を利用する．小数第2位   

までの小数の足し算と引き算をし，小数第3位までの小数を並べることができる．電卓を用いた，   

または用いない場合の問題解決において，その問題場面や数の大きさに関する知識を参照して結   

果の妥当性を確かめることができる．全体の大体の比を認識し，それらを表現するために分数や   

百分率を利用することができる．倍数，約数，平方数などを含めた数の規則や関係を認識し，表   

現することができる．言葉で表現された公式を利用することができる．第1象限の座標を利用し，   

読み取ることができる．  
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レベル5   

生徒は，10，100，1000の整数や小数の掛け算や割り算のために桁の値の理解を利用すること   

ができる．負の数を並べ，足し，引いたりすることができる．小数第2位までの小数の四則演算   

を利用することができる．共通因数を約分することにより，分数を簡単な形に直し，比や比例に   

関する簡単な問題を解くことができる．適当に電卓を利用して量や測定値の分数部分を計算する   

ことができる．3桁x2桁，3桁／2桁の問題を解決するための適切な筆算の方法を理解し，利用す   

ることができる．逆算や近似値を見積もることによって解法を確かめることができる．公式を作   

り，記号で表現し，1つ，または2つの演算を含んだ簡単な公式を利用することができる．括弧   

を適切に利用することができる．全ての象限の座標を利用し，読み取ることができる．  

r到達目標3：形，空間，測定」  

レベル1  

平面図形，立体図形の作業において，生徒は，性質や位置を説明するために日常の用語を利用   

することができる．直接比較を利用してものを測定し，並べたり，また事象を並べたりすること   

ができる．  

レベル2  

生徒は，一般的な立体図形や平面図形の名称を利用し，辺や頂点の数などを含めて，その性質   

を説明することができる．直線移動，回転移動を区別し，回転の測定値としての角を理解するこ   

とができる，そして直角を認識することができる．日常の任意及び普遍単位を長さやかさを測る   

ために利用することができる．  

レベル3  

生徒は，平面図形の線対称などの数学的な性質を利用して，色々な方法で立体図形と平面図形   

を分類することができる．色々な場面で，長さ，容積，かさの普遍単位と計量単位，また時間の   

単位を利用することができる．  

レベル4  

生徒は，面や辺を組み合わせることによって立体図形を作り，格子上に色々な方向で一般的な   

平面図形を描くことができる．簡単な図形を与えられた対称の軸で反転させることができる．適   

切な測定単位と測定用具を選んで利用し，適切な正確さで測定値を読み取ることができる．簡単   

な図形の辺の長さを見つけ，単位正方形を数えることで面積を求めることができる．  

レベル5  

立体図形を組み立てたり，平面図形を描いたり利用したりする際に，生徒は，角を測定し，描   

くことができる．そして角に関する適切な用語を利用することができる．三角形の角の和や一点   

においての角の和を知ることができる．全ての平面図形の対称を特定することができる．日常で   

使われている英本国法定単位と大体等しい計量単位を知り，適当な単位に換算することができる．   

日常の状況での測定値の適当な見積もりをすることができる．長方形の面積の格子を理解し，利   

用することができる．  

「到達目標4：データの処理」  

この「到達目標」は「第1主段階」には適用されない．  

レベル1  

生徒は，彼等が利用したことのある基準を示しながら，資料を整理，分類することができる．  

レベル2  

生徒は，一つ以上の基準を用いて資料を整理し，分類することができる．情報を集めてから，   

結果についてコミニュケー トするために，それらを簡単なリスト，表やグラフなどに記録するこ   

とができる．  
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レベル3   

生徒は，簡単な表やリストで表現された情報を引き出し，解釈することができる．集めた情報   

についてコミニュケー卜するために，棒グラフやピクトグラムを作ることができる．そしてその   

ような形で表現された情報を解釈することができる．  

レベル4   

生徒は，離散的データを集め，それらを度数表を利用して記録することができる．データを表   

現するために最頻値や範囲を理解し利用することができる．等しい階級値で，適切にデータをま   

とめ，集められたデータを度数図に表現し，それらの図を解釈することができる．簡単な線グラ   

フを作り解釈することができる．  

レベル5   

生徒は，離散データの平均値を理解し，利用することができる．範囲や最頻値，中央値，また   

は平均のいずれかを利用して2つの簡単な分布を比べることができる．円グラフを含んだグラフ   

や図を解釈し，結論を出す．確率の尺度は0から1までであることを理解し，利用することができ   

る．同様に確からしい結果や実験に基づいた方法を適切に選び，利用して，確率やその近似値を   

見つけ，正当化することができる．繰り返しの実験から違った結果が得られるかもしれないこと   

を理解することができる．  
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一般教育証明書（GCE）の数学の教科規準について  

長崎 栄三  

国立教育政策研究所  

イギリスの高等学校の数学教育には，我が国の学習指導要領のような国家的な教育課程  

はなく，その目標・内容等は，「一般教育証明書」（GCE：GeneralCertificate ofEdu・  

cation）試験のための細目によって規定されている＝．5 歳～16 歳までの義務教育について  

は，『国家教育課程』（NationalCurriculum）がある。しかし，16歳以降の数学教育の  

教育内容は，GCE 試験のための試験細目とそれに即した教科書によって決められている。   

各教科のGCE試験の試験細目は，資格・教育課程機関（QCA：Qualifications and  

Curriculum Authority）によって作成される共通内容を示した「教科規準」（Subject  

Criteria）をもとに，各試験委員会（Awarding body）が作成する。本報告書で訳出した  

のは，QCAによる数学の教科規準である。、この規準は，2000年9月から有効になってい  

る。この規準を見ることによって，高等学校の数学教育の目標や内容が推測できる。   

試験委員会は，現在，イギリスに5つある。、各試験委員会は，「教科規準」に基づいて  

試験細目と試験問題を作成し，生徒の評価をする。学校は，どの試験委員会の試験を選ん  

でもよい。各試験委員会が発行する試験細目と試験問題は，誰でも購入することができる。．   

GCE には，上級段階（A レベル：Advancedlevel）と副上級段階（AS レベル：  

Advanced Subsidiarylevel）の2つがある。さらに，2001年9月から，GCEを受ける  

生徒を増やす目的で，ASレベルに，「数学の利用」（Use of mathematics）が加わって  

いる。ほとんどのAレベル資格は，6ユニットに基づいているこJAS レベルは，これらの  

うちの3ユニットに基づいている⊂，AS レベルは，Aレベルの前半を構成する。．Aレベル  

の後半の3ユニットは，A2と言われる。．ASレベルの評価は，ASレベルの3ユニットに  

基づくが ，Aレベルの評価は，ASレベルの3ユニットとA2の3ユニットの合わせたも  

のに基づく。生徒は，その段階でかまたは段階の終了時にユニットをとることができる。 

ユニットは，普通，1月と 6 月の試験での評価で手に入れることができる ［なお，1ユ  

ニットとは，例えば，次の通りである〔二教師の指導が 60時間あり，生徒の自主的な勉強  

を含み，ポートフォリオ評価と外部的評価によって評価される。新しいASレベル証明書  

は2001年から，新しいAレベル証明書は2002年から授与される。．   

各試験委員会が作成する試験細目を見ると，数学の標題として，AやASを直接冠した  

A数学やAS数学のほかに，純粋数学（Pure Mathematics），力学（Mechanics），統  

計学（Statistics），応用数学（Applied Mathematics），高級数学（Further Mathe・  

matics）などがある。r 日英の高等学校の数学を比較した場合の一番大きな差異は，数学の  

応用に対する姿勢の違いである。イギリスでは，上記の標題が示すように，数学の応用面  

が非常に重視されており，したがって，GCE試験においても，科学電卓の使用が前提と  

なっている。QCAは，GCE試験で使用が許可される科学電卓の一覧も公表している。   

評価には，外部的，内部的，通観的（Synoptic）の3種類の評価がある二外部的評価と  

内部的評価は教科規準に基づくものであり，前者は試験委員会によって行われる評価であ  

り，後者はそうではないものである。一 通観的評価は，教科内のいくつかの分野にわたって  

統合したり応用したりする力を評価するものであり，外部的に行われる。  
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数学の教科規準  

一般教育証明書（GCE）の副上級段階と上級段階  
翻訳：長崎 栄三  

1．はじめに  

1．1戻り上級段階‘（ASlevel）と上級段階（Alevel）の教科の規準は，ある教科について，  

副上級段階，上級段階のすべての細目に共通な知識，理解，技能，評価目的を示した  

ものである。これは，試験委員会が細目の詳細を作り出すうえでの枠組みを与えるも  

のである。  

各教科の規準は，次のことを意図している。  

・各試験委員会の間の同一教科において，首尾一貫した比較可能な基準を確保する，  

・副上級段階と上級段階の間の関係をはっきりさせる，そこでは，副上級段階は上級  

段階の一部分となっている，  

・上級段階の厳格さが維持されることを確保する，  

・高等教育機関や雇用者が学習内容や評価内容を知ることができるようにする。  

教科・数学の重要な構成要素を含むどの細目も，この教科規準の関連部分と首尾一貫  

していなければならない。  

2．目標  

2．1．数学の副上級段階と上級段階の細目は，生徒が次のことをするように促すべきであ  

る：   

a．自信を高め，楽しみを育てるような方法で数学と数学的手法の理解を伸ばすこと；   

b．論理的に推論し，不正確な推論を認識し ，一般化をし，証明をする力を伸ばすこ  

と；   

c．数学的な技能や技法を増やし，より困難な構造化されていない問題でそれらを使う  

こと；   

d．数学の一貫性や進歩，及び数学の諸分野がいかにつながっているかということの理  

解を伸ばすこと；   

e．ある場面がどのように数学的に表現されるかを認識し，そして，「実世界」の問題  

と標準的なまた他の数学的モデルとの間の関係を理解し，そしてどのようにして数  

学的モデルが洗練され改良されるかを理解すること；   

f．数学をコミュニケーションの効果的な手段として使うこと；   

g． 数学的な議論や数学の応用に関する論文を読み，理解すること；   

h．電卓やコンピュータなどの技術を効果的に使うために必要な技能を獲得し，そのよ  

うな使用が不適切になる場合を認識し，限界に気が付くこと；  

i．数学が，他の学問領域，仕事の世界，社会一般，に関連しているという意識を伸ば  

すこと；   

j．自分自身の学習に対する増大する責任を引き受け，自分自身の数学的発展の評価を  

すること。  
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3．内容の細目  

i．数学は，本来，系統的な教科である。数学が学習されるすべての段階を通して，教材  

の系列がある。したがって，この規準は，GCSEで設けられた知識，理解，技能の上  

に作られている。このことは，期待されている最小限の達成度とともに，仮定された  

背景となる知識の各項目の拡大された一覧表を明示的に述べることによってなされて  

いる。副上級段階の共通内容は，上級段階の共通内容の一部分となる。したがって，  

次の3．4節は，その方法で作られている。この教科での進歩は，副上級段階や上級段  

階を超えて自然な方法で行われ，高級数学や高等教育の関連した課程へと進んでいく  

であろう。  

ii．数学の副上級段階または上級段階を学ぼうとする生徒は，少なくとも，中等教育一般  

証明書（GCSE）のC段階またはそれと同等なものを達成しており，中間コースのす  

べての教材を学んでいることを期待されている。それに加え，生徒は下にあげてある  

教材を必要なときはいつでも使うことができることを期待されている。 これらの教材  

は，GCSEの教材とともに，背景となる知識として仮定されている。それについて直  

接焦点を当てた質問では試験はされない。しかしながら，そのことは，そのことに関  

連した細目とは異なった教材に焦点を当てた質問で評価されることもある。  

背景となる知識   

a．整数（最大公約数，最小公倍数を含む），分数，実数，の数論   

b．正整数の累乗の指数の法則。   

c．比と比例を含む問題の解法（相似な三角形，相似な図形の長さ，面積，体積の関係  

を含む）。   

d．初等代数（括弧をはずすこと，2次式を整数係数の範囲で因数分解すること，これ  

にはa2－b2を含める。変数を消去することによる連立1次方程式の解法を含  

む）。   

e．簡単な公式や方程式の主部を変えること。   

f．直線の方程式γ＝mズ＋c，傾きと交点。   

j．座標平面上での2点間の距離。   

h．三角法を使った三角形の解法，正弦法則，余弦法則を含む。   

i．円柱と球の体積。   

j．円の性質，  

i．半円の角は，直角である，  

邑．中心から弦への垂線は，その弦を2等分する，  

揖．半径と接線が垂直に交わること。  

知識，理解．技能  

3．3 証明   

数学の副上級段階，上級段階の細目は，次のことを要求する：  

a．論理的な演緯法や精確な記述を適切に使うことによって数学的な議論を組立てて  
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表現すること，これには記号や適切な関連した言葉を正しく使うことが含まれる，  

b．「等しい」「同等である」「したがって」「なぜならば」「ならば」「である」  

「必要である」「十分である」のような用語や⇒，阜，⇔のような記号に関して  

数学的な言語や文法を正しく理解し使うこと。  

これらに加え，上級段階の数学の細目は，次のことを要求する。  

c．証明の方法，背理法や反例による反証を含む。  

これらの要件は，3．4節で述べられる共通内容に浸透している。  

3．4数学の副上級段階と上級段階の試験の共通内容が，次に挙げられている。普通の字体  

の部分は，両方の共通内容であり，斜体の部分は上級段階の共通内容であり副上級段階の  

共通内容ではない。  

3．4．1代数と関数  

a．有理数の指数法則。  

b．無理数の使用と操作。  

c．2次関数とそのグラフ。2次関数の判別式。平方完成。2次方程式の解。  

d．連立方程式：例えば，1次方程式と2次方程式の代入による解析的解法。  

e．1次・2次不等式の解法。  

f．多項式の代数的操作，ただし，展開，同類項をまとめること，因数分解を含む：  

因数定理の使用；有産式を廟■単／ごすること，ただL，ノ野数分鳳 ノ紛分ノ 顔顔を含  

む。  

g．関数の定義。関数の定義域と領域。関数の合成。逆関数。  

h．関数のグラフとその逆関数；簡単な方程式で定義されたグラフをかくこと。方程  

式の代数的解法の幾何学的解釈。方程式を解くためにグラフの交点を使うこと。   

i．絶対値関数  

j．y＝a f（Ⅹ），y＝f（Ⅹ）＋a，y＝f（Ⅹ＋a），y＝f（a x）とこれらの合成で  

表されるy＝f（Ⅹ）のグラフの簡単な変換の影響の知識。  

Å．有産臓 j許分分戯‘〔分母ばノ次官の屠′棄よク邑彦屠でばないノ。  

ノ．劇余虐思  

3．4．2 Ⅹ－y座横での解析幾何  

a．γ－γノ＝m（ガーガノ），βズ＋ムγ＋c＝0の形の直線の方程式。2直線が平行，  

直交の条件。  

ム．仔の座■屠場紺乾 （ズ∂）2＋（γ－ム） 2＝r2のノ形のノ甲のノ右岸式ニ  

c．仔のデカルイノ右岸式‘と度介叡敵方超克，こカらのクつの形式の変●顔。  

3．4．3 数列と級数  

a．数列，ただしn項の公式で与えられたものも含む。ズ〃＋ノ＝′（ズ〃）の彪の厨単  

な漸焙ノ野屏で伊らカた離弘  

b．等差級数，ただし，初めのn項の和の公式を含む。  

c．有限等比級数の和；収束する等比級数の無限の和。  

。．五整数月′。対するり十方ノ〃の二期風月．′と ［ご］  

e．免許の眉願／ご対する二項二顔数  
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3．4．4 三角法  

a．ラジアン。弧長，扇形の面積。  

b．正弦関数，余弦関数，正接関数。それらのグラフ，対称性，周期性。  

c． 正教 会動 余こ好の知′窟，逆度盛‾′ 逆余彪‾，逆丘‾彦の知′窟。それらの丘‘彪‾，余好，  

丘‘穿とのノ野尻 それらのグラフと適材な卿／野居着虜の．如′窟。  

d．tanO＝SinO／cosO，Sin20＋cos20＝1，の知識と使用と，その好筈ク皆。  

e．好男公式の知′窟と2算用，β克也±βノ，Cββ畠±βノ，ね月也±βノの公式の∠家眉，  

r cog「♂士αノまたばrβ血「♂±αノの好睾せ腰の∂C∂g♂十ムg元♂の武一の∠家眉。  

f．ある区間での簡単な三角方程式の解法。  

3．4．5 指数と対数  

a．関数e xとそのグラフ。  

ム．据炭■βクなノ成長と眉象  

c．厨蔚山ズとそのグラフ。eズの逆ノ野教とLTの山方。．打身彦ノ財．・  

ノogβズりog。γ＝んg。（ズ∴y），ノog。ズーノog。γ＝ノog。（ズ／γ）ノ  

Aノog。ズ＝んg。（ガリ。  

d．∂ズニムの彪のノ右岸式－の解彦。  

3．4．6 微分  

a．y＝f（Ⅹ）のグラフの1点での接線の傾きとしてのf（Ⅹ）の導関数；極限として  

の接線の傾き；変化率としての解釈；第2次導関数。  

b．x n，e X，1n xやそれらの和や差の微分；Sjn x，COS X，tan XやそjLらの詔  

や．碁の緻分  

c．傾き，顔虜・彦虜，極大・極小・変曲点，増加・減少関数への微分の応用。  

d．鹿 膚，倉ノ成厨数 抑＝J㈱を好った教分  

e．膚ノ野炭●や虜介変炭で定義せれた廟■単な殿野の徴分  

′．屏単な徴分ノ右岸式－の虚式－  

3．4．7 積分  

a．微分の逆としての不定積分  

b．x n，e X，1／xの積分，SLn x，COS Xの廉分  

c．定積分の値を求めること。定積分を曲線の下の面積として解釈すること。  

d．ノ好転伊の顔‘屠を求めること。  

e．厚顔麓分彦や部分屏分店符節単な虜余 それぞ才乙合成ノ野身と膚の逆のノ才彦とLT  

のこれらのノ有彦。  

′．j野分分炭一を穿った屏分の屏単な拶倉。  

g．変一身分靡箸の膠着なノ次≠数分方岸式の解析βク解店。  

3．4．8 数値的方法  

a．f（x）が連続なⅩの区間内でf（Ⅹ）の符号の変化を考えることによるf（x）＝0の  

解の位置。  

ム．靡‾単な反儀一彦を好った方摩式－の近似鹿  

c．ノ野炭‘呪数好麓分「紛えば，倉彩彦劇矛盾ったノ  

3．4．9 ベクトル  

∂．2■β次元のベク′ル。  

ム．ベク〈ルのズーきき  
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c．ベク′ルの．卸店，スカラー／こよるノ栗彦の作劇‘βク計算とそれらの腰何㈱  

d．位置ベク〈ル。2ノ窟ノ野の磨嵐 直線のベクトル／／右岸式ニ  

e．／スノケラー鹿 2庭顔のノ野の角度を計算するのにそれを好うこと  

4．王事技能（Key skill＄）  

4．1数学の副上級段階と上級段階の細目は，下に示した重要技能を伸ばし，評価するため  

の証拠を作り出す機会を与えるべきである。これらの機会は，重要技能の細目のB部にお  

いて挙げられた規準に，適当なところで，詳細な水準で直接に相互に参照されるべきであ  

る。   

・ コミュニケーション  

・情報技術  

・数の応用  

・自己の学習や成果の改善  

・他者と作業をすること  

・問題解決  

5．評価の目標  

5．1評価の目標とそれに関連した副上級段階，上級段階への重み付けは同じである。  

すべての受験者は，次の評価の目標を満たすことが必要である。評価の目標は，示されて  

いるようにすべての細目で重み付けられるべきである。どの評価の目標でも，最大の重み  

付けは，普通は，最小の重み付けよりも10％多くなってはならない。  

評価の目標  最小の  

重み付け   

30％  AOl いろいろな文脈において，数学的事実の知識，概念，技法を思い出  

し，選択し，使うこと。  

AO2 精確な記述や論理的な演緯法や推論を使ったり，数式を操作して，厳  

格な数学的議論や証明を行うこと，これには構造化されていない形式  

で提出された実質的な問題を扱うために拡張された議論をすることが  

含まれる。  

30％  

AO3 実世界の場面を表現するために標準的な数学的モデルの知識を思い出  

し，選択し，使うこと；標準的モデルを含んだ，与えられた表現を認  

識し理解すること；そのようなモデルからの結果を提出し最初の場面  

によって解釈すること，そこには作られた仮定の議論とそのようなモ  

デルを洗練することが含まれる。  

10％  

A O4 普通の現実的な文脈の数学への翻訳を理解すること；その文脈につい  5％   
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ての予測や意見を言うのに計算の結果を使うこと；適当なところで，  

より長い数学的な議論や応用の例を批判的に読んだり理解すること。  

AO5 現代の計算技術やその他の認められた資源（公式集や統計表など）を  

正確に能率的に使うこと；そのような技術を使ってはいけないときや  

限界を理解すること．適当な正確さで答えを与えること。  

5％  

この評価の目標は，細目すべてに適用される。  

6．評価の仕組み   

内部的評価  

6．1 数学の副上級段階と上級段階のすべての細目においては，内部的評価は最大で  

20％である。  

通観的評価  

6．2 すべての細目は，通観的評価を最低で 20％含まなければならない。すべての通観的  

評価ユニットは，コースの最後に取り，外部的に評価されるべきである。それは，評価の  

目標の中で，AOl，AO2，AO3，AO4の一部として扱われる。通観的評価の要件  

は，基本的な6つのユニット資格を満たしていなければならないが，しかしながら，どの  

数学の資格に対しても，6つのユニットより多くからなっていなければならない。通観的  

評価はコースの最後にしなければならないという規則は，それらの追加的なユニットには  

適用されない。   

数学の文脈における通観的評価とは，次の通りである。   

数学における通観的評価は，数学の異なる構成要素の間のつながりに関する受験者の理  

解を扱うものである。問題の解法に向けてのコースの初期の段階で展開された方法の使用  

や応用に焦点を当てた上級段階のコースの異なる部分で学ばれた知識，理解，技能を明示  

的に一緒に引き寄せることを含む。このようにして，つながりをつけ，理解することは，  

数学学習に本質的なことである。   

A2の共通内容を扱う試験においては，通観的評価は，副上級段階の共通内容からの方  

法を使うことを必要とする。例えば，3．4．2．（b）「円の座標幾何」のA2の問題は，連立方  

程式（1次方程式と2次方程式）の解法と平行線や垂直線の傾きのような副上級段階の方  

法を含んだ方がよいであろう。共通内容以外の数学的内容を扱う試験では，通観的評価は，  

共通内容かまたは数学（純粋数学，力学，統計学，離散数学）の同じ側面の初期の段階の  

方法を必要とするかもしれない。例えば，力学，統計学または離散数学の問題は，反例に  

よる反証を使うことが必要かもしれない。   

どの内容が適切で必要かということを決めるときには，細目で設けられたモジュールの  

ための依存規則（下の6．4（e）を参照）を見るべきである。  

6．3 数学の副上級段階と上級段階のすべての細目は，受験者が明確で精確で適切な数学  

的言語を使うことの重要性に明示的に言及すべきである。これらの言及は，評価の目標A  

O2の適切な要求に注意を払うべきである。  
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6．4 数学の副上級段階と上級段階の細目は，次のようにするべきである：   

a．仮定された背景となる知識は直接的に再度試験されないが，ほかの問題で使うとき  

には自由に利用できることが期待されているということを明確にする；   

b．この規準の知識，理解，技能の章のすべての内容を明示的に含むこと。細目は，異  

なった方法で細部を工夫することは認められているが，すべての細目は 3．3，3．4  

節の内容を扱うときに首尾一貫性と比較可能性とを非常に高度に示すべきである；   

c．数学の応用の分野が少なくとも1つ扱われることを明示的に述べること。このこと  

は，3章の内容によって具体的には示されてはいないが，評価の目標AO3（5章  

参照）で求められている。数学の応用は，このコースの総指導時間数の少なくとも  

25％を占めることが期待されている；   

d．扱われるべき応用分野と純粋数学において拡張される内容の十分な詳細を与える；   

e．モジュールの適切な通り方を示し，一貫しない組合せを禁止するような，利用でき  

るモジュールの依存規則を設ける；   

f．評価の目標AOl，AO2を扱う評価の部分を含むこと，そこでは，共通内容を扱  
う試験で ，受験者は「科学電卓」（＊）だけを計算機器として使うことが認められ  

ている。コンピュータ，グラフ電卓，コンピュータ代数計算機能をもった電卓は，  

この部分で認められていない。この部分は，すべての試験の少なくとも 25％にな  

るべきである。   

g．数学の学習指導が高められるように，グラフ電卓やコンピュータの適切な使用を促  

す；   

h．受験者が知っていることを期待される公式を明確にする。その他の公式は，試験委  

員会と共同で正規の機関によって作成された公式用紙で手に入れることができるで  

あろう。受験者が知っていることを期待される共通内容に関連した公式の一覧表は，  

この文書の付録1に付されている。細目の他の部分に関連して，受験者が知ってい  

ることを期待されている比較的重要な追加的な公式については，細目は明確にして  

おくべきである。   

i．副上級段階のために4時間から4時間30分の間の結合された時間の試験用紙や，  

上級段階のために8時間から9時間の間の結合された時間の試験用紙を含む；   

j．使われる数学的表記法を示す。普通は，これは1983年の最初の共通内容に含まれ，  

1993年の共通内容で再度確認された，表記法について同意された一覧表であるべ  

きである；   

k．適当だと考えるならば，数学用語集を入れる。  

6．5 上級段階数学の細目は，A2モジュールを少なくとも3つ含まなければならない。上  

級段階高級数学の細目はA2モジュールを少なくとも5つ，副上級段階高級数学の細目は，  

A2モジュールを少なくとも2つ含まなければならない。  

6．6 数学に関連したその他の標題の細目は，適切なところで，関連した共通内容を入れ  

るべきであるが，しかし，それらをすべて入れる必要はない。これらの細目の標題は，純  

粋数学，力学，統計学，離散数学，応用数学（2 つ以上の応用分野を含んだ非規準的細  

目）である。これらの細目は，通常，実質的には，数学の共通内容に基づいているべきで  

ある。  
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6．7 高級数学は，できる生徒がさらに数学の勉強を進める重要な機会を与えるものであ  

る。高級数学の細目は，数学の細目のすべての規準を満たすべきである。しかしながら，  

高級数学の細目は，直接評価されるべき内容として，上級数学の共通内容を含まないであ  

ろう。なぜならば，高級数学のすべての受験者は，すでに上級数学の証明書を得ている  

（または，並行して得ようとしている）と期待されているからである。  

6．8 この数学の規準は，モデル化や数学の応用のある側面を勉強するための要件とともに，  

主として純粋数学の分野の内容を具体的に明記した1993年の共通内容の発展である。そ  

の構造は，この新しい規準でも維持されている。上の 3．4に挙げられた内容は，現在拡張  

されている。副上級段階，上級段階の両方で，先の知識，理解，技能は，そのコースの総指導  

時間の約50％を占めることが期待されている。  

7．等級の説明  

7．1次の等級の説明は，上級段階で与えられる等級の達成度の特徴の段階である。それ  

らは，それぞれの特別な等級での必要とされる学習の成果の一般的な指標を与えている。  

その説明は，細目の中で示される内容に関係付けて解釈されるべきである。それらは，そ  

の内容を定義しようとはしていない。授与される等級は，実際には，受験者が評価の目標  

を全体でどのくらい満たしているかに依存している。試験のある面での欠点は，他での，  

よりよい成績で均衡をとってもよいであろう。  

7．2 等級A   

受験者は，必要とされるほとんどすべての数学的事実，概念，技法を思い出して認識する，  

そして，広く多様な文脈において使うために適切なものを選択する。   

受験者は，数式を非常に正確にしかも熟練して操作をし，グラフ，スケッチ，図を非常に  

正確にしかも熟練して使う。彼らは，数学的言語を正しく使い，拡張された議論や証明を  

通して，論理的にしかも厳密に進む。構造化されていない問題に直面したときには，彼らは  

効果的な解法方略を工夫し実行することが多い。もし，計算や論理で誤りを犯すと，これ  

らはしばしば気づかれ直される。   

受験者は，必要な標準的なモデルのほとんどすべてを，思い出し認識する，そして，実  

世界の広く多様な場面を表現するために適当なものを選択する。彼らは，モデルを使った  

計算からの結果を最初の場面に正しく参照する。彼らは，最初の現実的な場面の文脈にお  

いて彼らの結果に妥当な解釈を与える。彼らは，モデル化での仮定に知的な意見を加え，  

そのモデルに可能な改良を加える。   

受験者は，普通の現実的な文脈の数学への翻訳のほとんどすべての意味を理解する。彼  

らは，計算の結果を与えられた文脈に正しく戻し，普通は妥当な意見を言ったり予測をす  

る。彼らは，数学的内容を持った散文の拡大された小片から，これらの本質的な数学的情  

報を引き出すことができる。彼らは，その数学的情報について意味を持って意見を言うこ  

とができる。   

受験者は，現代的な計算技術やその他の認められた資源を，適切に能率的に使い，そし  

て，それらの使用の限界にも気づいている。彼らは，適当な正確さでもって結果を発表す  

る。  
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7．3 等級C   

受験者は，必要とされるほとんどの数学的事実，概念，技法を思い出して認識する，そし  

て，多様な文脈において使うために適切なものを選択する。   

受験者は，数式を妥当に正確にしかも熟練して操作をし，グラフ，スケッチ，図を妥当に  

正確にしかも熟練して使う。彼らは，数学的言語をある程度熟練して使い，拡張された議  

論や証明を通して，論理的に進むこともある。構造化されていない問題に直面したときに  

は，彼らは効果的な解法方略を工夫し実行することもある。彼らは，計算での誤りを，と  

きには気づき直す。   

受験者は，必要な標準的なモデルのほとんどを，思い出し認識する，そして，実世界の  

多様な場面を表現するために適当なものを，普通は選択する。彼らは，モデルを使った計  

算からの結果を最初の場面に正しく参照することが多い。彼らは，最初の現実的な場面の  

文脈において彼らの結果に妥当な解釈を与えることもある。彼らは，ときには，モデル化  

での仮定に知的な意見を加え，そのモデルに可能な改良を加える。   

受験者は，普通の現実的な文脈の数学への翻訳のほとんどの意味を理解する。彼らは，  

計算の結果を与えられた文脈に正しく戻すことが多く，ときには妥当な意見を言ったり予  

測をする。彼らは，数学的内容を持った散文の拡大された小片から，これらの本質的な数  

学的情報を引き出す。彼らは，この数学的情報についてある有用な意見を言う。   

受験者は，現代的な計算技術やその他の認められた資源を，普通は，適切に能率的に使  

い，そして，それらの使用の限界にも気づくこともある。彼らは，普通は，適当な正確さ  

でもって結果を発表する。  

7．4 等級E   

受験者は，必要とされるいくつかの数学的事実，概念，技法を思い出して認識する，そし  

て，ある文脈において使うために適切なものを選択することもある。   

受験者は，数式をある程度正確で熟練して操作をし，グラフ，スケッチ，図をある程度正  

確にしかも熟練して使う。彼らは，数学的言語を正しく使うこともあり，拡張された議論  

や証明を通して，ときには論理的に進む。   

受験者は，必要な標準的なモデルのあるものを，思い出し認識する，そして，実世界の  

多様な場面を表現するために適当なものを，選択することもある。彼らは，モデルを使っ  

た計算からの結果を最初の場面に正しく参照することもある。彼らは，最初の現実的な場  

面の文脈において彼らの結果を解釈しようとする。   

受験者は，普通の現実的な文脈の数学への翻訳のほとんどの意味を理解することもある。  

彼らは，計算の結果を与えられた文脈に正しく戻すこともあり，意見を言おうとしたり予  

測をしようとする。彼らは，数学的内容を持った散文の拡大された小片から，これらの本  

質的な数学的情報のあるものを引き出す。彼らは，この数学的情報について意見を言おう  

とする。   

受験者は，現代的な計算技術やその他の認められた資源を，適切に能率的に使うことが  

多い。彼らは，適当な正確さでもって結果を発表することが多い。  

＊評価のこの部分で許可された電卓についての正しい要件は，正規な授与委員会の間で同   

意され，副上級数学，上級数学の細目に入れられるであろう。  
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Ⅲ．ドイツの算数t数学の教育課程  
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ドイツの数学教育の学習指導要領   

囲本 景亀  

高知大学教育学部  

（1）ノルトライン・ベストファーレン州（NRW）の基礎学校の「教授プラン」  

Grundschule - Neue Richtlienen und Lehrplane Nordrhein-Westfarenn 

1985．4．2．  

この学習指導要領は，1976年12月3日に，常設文部大臣会議（KMK）が決議した「基  

礎学校における数学教育の推奨と方針（Empfehlungen und Richtlinien zum  

Mathematikunterrichtin der Grundschule）」受 けて，N R W（Nordrhein・  

Westfaren）が，1985年に施行した学習指導要領である。この学習指導要領は今日なお  

有効である。   

最初に，基礎学校の課題や学習目標，学校制度としての基礎学校の理念，教育の重点，  

成績や評価，個別化，学校生活などが述べられている。その後に，数学の学習指導要領が  

示されている。  

（2）ノルトライン・ベストファーレン州（NRW）のギムナジウムの数学の「教授プラ  

ン」  

RichtlinienundLehrplaneMathematikGymnasiumSekundarstuf6I  

1993．2．8．  

Die Schulein Nordrhein・Westfaren Eine Schriftenreihe des Kuluministeriums  

この学習指導要領は，戦後，1978年，1984年の2回の改訂を受け，1993に公布され，  

1995年に施行されたものである。   

ドイツでは，基幹学校，実科学校，ギムナジウムと3分岐型の教育制度のもとで学校教  

育が行われている。この資料はギムナジウムの中等段階Ⅰ（第5学年から第10学年）の数  

学の学習指導要領である。   

初めに，方針において，中等段階Ⅰのギムナジウムにおける課題や目標，教授と学習，  

教育課程の構成，学校生活の形態化，学校プログラムが示されている。その後に，数学の  

学習指導要領が記述されている。  
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ノルトライン・ベストファーレン州（NRW）の  

基礎学校の「教授プラン」  

抄訳：園本 景亀  

目 次  

1．基礎学校の課題  

2．学校制度への入口段階としての基礎学校  

2．1．子どもの学校  

2．2．社会的協力教育  

2．3．学校の始まりと進学（移行）  

3．教育的な授業  

3．1．教育と授業の統一  

3．2．基本的知識や技能の伝達と行動能力の発達  

4．学習と実行（成績）  

4．1．実行の教育と判断  

4．2．内的個別化  

4．3．促進教育  

4．4．練習  

4．5．宿題  

5．学校生活  

5．1．生活や経験空間としての学校  

5．2．学習に対する学校生活の意義  

6．方針や教授プランの取り扱い  

6．1．方針と教授プラン  

6．2．学校プログラム  

4．4．練習   

練習と繰り返しは基礎学校の学習の本質的部分である。それは，子どもが学んだこと  

を確実にマスターすることを保障することができる。子どもに能力（技能）の経験を伝  

えるような洞察のある練習は，自信を強化し，努力の構えを促進する。同時に，教師が  

子どもに多様な学習方法や練習の方法および結果の確かめの様式を伝えるならば，練習  

は自主性のための教育に役立つ。   

練習はしばしば努力を意味する。練習が変化豊かで，意味のある関連で，また，ゲー  

ム形式で行われるならば，子どもは喜んで練習を受け入れる。教師は，練習と繰り返し  

を学習過程に組み込み，適切な練習手段を用意し，それを子どもの個性に合わせなけれ  

ばならない。  

4．5．宿題   

宿題は授業との関連で子どもが認めるものでなければならない。その範囲や難しさに  

関して，宿題は子どもによって適切な時間で解決でき，他人の援助なしで処理できるも  

のでなければならない。そのために，しばしば，個々の生徒への個人的な問題が必要で  

－ 50 －   



ある。   

宿題は子どもに学校で学んだことを繰り返し，強化し，自主的に応用し，深める機会  

を与える。問い合わせや観察の性格を持つ宿題は，授業の準備に役立ち，学校外の経験  

を学校の学習に持ち込むように子どもを励ます。宿題はすべて，教師によって規則的に  

確かめられ，評価される。だから，子どもは成績の進歩のために欠くことのできない確  

かめや自分の努力の承認を経験できるだろう。  
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ノルトライン・ベストファーレン州（NRW）の  

基礎学校の数学の「教授プラン」  

翻訳：園本 景色  

目次  

1．課題と目標  

1．1．技能   

1．2．知識   

1．3．能力   

1．4．態度   

1．5．社会的学習  

2．数学教育の領域  

2．1．数と計算  

2．2．幾何  

2．3．量  

3．応用指向と構造指向  

4．授業構成の原則  

4．1．発見的学習1．課題と目標  

4．2．練習  

4．3．表現形式  

4．4．教材・教具  

4．5．個別化  

内容の概観   1／2学年 3／4学年  

1．課題と目標  

数学教育において，子ども達は次のことを促進されるべきである。  

一基本的な数学的技能を理解しながら習得する  

一数，図形，量に関する基礎的知識を獲得する  

一数学の問題解決のための能力を発展させる  

一数学学習に対して肯定的な態度を形成する   

さらに，数学教育は一般的な思考教育のために，教科に固有な貢献をする。その場合，  

数学教育は次の子ども達の基本的能力が促進されるような多くの可能性を開く。   

子ども達は次のことを学ぶべきである。  

一創造的であること   

法則やパターンを探す，推測を表明する，自主的に解決方法を探究する，考え方や課   

題を変化させるかまたは前進させる，計画を立てる，きまり（規則）を提案する，法   

則についての例を見つける，考え方を他の類似のものに転移する，課題を発明する，   

図形や記号からパターンを作る，  。  

一議諭すること   

命題を理由づける，主張を吟味する，理由づけを要求する，他の情報について問う，  
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推測と理由づけられた命題を区別する，合意を守る，規則を一貫して用いる，矛盾を   

発見する，矛盾を受け 入れない，反論に応じる・・・。  

－数学化すること   

環境からデータを獲得する（数える，測定する，見積る，アンケートをする，集め   

る・・・）， 事実に関連した問いを展開する，現実の現象を適切に単純化する，現実   

の関連を数学の概念に翻 訳する，数学的な結果や概念を現実に解釈する，数学化可   

能性の限界を認める・・・。   

この場合，同時に，数学教育を越えて日常生活に意義のある精神的処理法を発展させ  

る。すなわち，分類する，配列する，配列し直す，一般化する，特殊化する，対応を発  

見する，転移を試みる図式化する，簡潔に表現する。   

認知的な能力の恒常的発展を越えて，数学教育は，情意的経験も可能にし，子ども達  

の社会的態度も促進しなければならない。  

1．1．技能   

計算は，最も重要な数学的技能である。その習得は，恒常的で組織的な努力を必要と  

する。基礎学校の終りには，すべての子どもは，四則を暗算でも筆算でも確実にかつ流  

暢に実行し，応用できるべきである。   

しかし，計算は自己目的ではない。計算は概念的思考の発展や問題解決のためにある。  

それゆえに，計算は機械的な計算に限定されてはならず，洞察と現実解明を目ざさなく  

てはならない。   

数学教育で伝達され，練習されるその他の技能は，次のものである。実践的技能（測  

定する，重さを測る，折る，・・・），作図上の基本技能，現実の状況における数や量の  

見積り，簡単なグラフ表現の読みと仕上げ，データの分類と整理，見通しのきく解決方  

法の表現と記述。  

1．2．知株   

数学的技能は，記憶して自由に扱える知識（例えば，加法九九や乗法九九に基づく計  

算）に割り当てられる。問題解決でも想起可能な知識を必要とする。それゆえに，子ど  

も達は数，図形，量に関するいつでも自由に使える知識の基本を習得しなければならな  

い。  

1．3．能力   

数学教育は，数学的問題に目的を持って接近し，それを解決する能力を子ども達に与  

えるべきである。その場合，数学教育は，できるかぎり，子ども達の生活現実にある問  

題を多く内包した状況から始めるべきである。   

問題解決は，自由に使える技能と知識を前提とする。問題解決は，さらに各状況の知  

覚や理解，問いの設定を考慮して，技能や知識の想起と利用を必要とする。それゆえに，  

授業において，簡単で基本的な解決ストラテジーを発展させ，意識させ，練習して覚え  

込ませねばならない（例えば，部分ごとに進む，類似の問題を思い出す，解決の概略を  

仕上げる）。  

1．4．態度   

授業は，子ども達に数学に対する肯定的な態度を形成しなければならない。それゆえ  

に，授業は子ども達が自分の思考能力に自信を持ち，考える喜びを獲得するように配慮  

－ 53 －   



しなければならない。このために，問題を多く内包している学習提供物を通して，子ど  

も達の知識欲に応じ，ゲームや運動による子ども達にあった雰囲気を通して，また，ゲ  

ーム的で行動を強調した学習形式を通して，子ども達の喜びに応じるように豊かな援助  

を与える。特に，子ども連に数学教育において，自分が何かができるという経験をさせ  

ねばならない。そのために，流暢にできるまで，計算技能を育成することは重要な前提  

であり，読みやすく見通しやすい書き方へと子ども達を励ますことも重要な前提である。  

子ども達は情報や学習結果を自主的に吟味することを学習すべきである。それゆえに，  

学習結果を自分で確かめる可能性を習得することが重要である。  

1．5．社会的学習   

数学教育は社会的態度を促進するための多くの可能性を提供する。教室での問題解決  

において，解決提案の使用可能性が明確にされるか，または，誤りの可能な原因が協議  

される。二人学習やグループ学習は，問題を協力して角牢き，互いに思いやる可能性を提  

供する。   

子ども達は，互いに聞き合い，事実的に批判し，結果を比較し，共通に問題を処理し，  

自分の解決の試みと他の生徒の試みを検討し，分配し，問いを設定することを練習する。  

子ども達は，自分の理解の困難点をグループ内で発表し，友達の学習の問題点を真面目  

に受取り，他の生徒に助けを求め，自分を助けることを学ぶ。数学教育において，「おと  

なしい」子ども達や言語障害を持つ子ども達も，自分に応じた問題設定において成功を  

持ちうる。数学教育は常に，学習の社会的次元を十分に考慮しないという特別な危険性  

を持つ。広範に普及した，静かな（沈黙の）学習による練習は，会話へのわずかな機会  

しか与えない。練習の形式主義的な側面が過大に強調されると，子ども達の主観的な経  

験や生活現実が考慮されないままになる。数学教育においてよくある「正しい」と「間  

違い」という判断は，誤りの原因が十分に明らかにされず，誤りが欠陥のある努力の結  

果としてのみ見られるならば，社会的相互教育を妨げる。  

2．数学教育の領域  

学習内容は，3つの領域に分けられる。   

数と計算   

幾何   

量   

授業実践においては，これらの領域はできるだけ統合されるべきである。   

応用指向と構造指向はすべての領域で同程度に適用される。  

2．1．数と計算   

数と計算は，4学年すべてに渡って中心的な学習内容である。初期教育においては，  

多様な形態の活動を通して，数に関する子ども達の予備知識と結びつけられる。数観念  

が構成され，組織化され，深められる。数の側面の豊かさとその幅広い使用可能性（個  

数，順序数，測定数，演算子数として）は，特別な考慮にふさわしい。基礎的な計算に  

対して，実際的行動や図的な表現と結びついて，数系列における数え進みや数え戻しの  

やり方が意識され，練習されるべきである。   

四則の習得において，子ども達の経験領域である生活状況から始められねばならない。  

その状況では，加法的ないしは乗法的演算がそれぞれの全体の中に具現化され，授業に  
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おいて，実際的行動を活発にする。だから，できるだけ早く，計算は次の観点のもとで  

さらに構成されるべきである。  

一さまざまな数式の関連（例えば，隣接の数式，数を交換した数式，逆の数式，確かめ   

の数式）を認知する  

一計算のストラテジーを計算法則の利用として知り，利用することを学ぶ（例えば，部   

分ごとに進むこと）  

一関数関係を知り，利用する（例えば，引き算において，2つの数は，同じように変化   

させるとより容易く解決に至る）。  

一変数を使用し，方程式や不等式を解く。もちろん，解決のアルゴリズムを目指すので   

はなく（例えば，他の辺に移行する，括弧をはずす），内容的考察が予備知識に基づい   

て，また，行動や図的表現と結びつけて行われる。  

－記号＝は，「～になる」としてだけではなく，ますます，両辺の値が同じであることに   

対する記号として解釈される。問題解決において，方程式の書き方や構造化の助けと   

しての括弧の使用に至る。  

一概算は大きさの順序を把握し，結果を確かめるために，適切で必要なやり方として練   

習される。  

一数の性質（例えば，偶数，奇数，3で割れる，素数）や数の間の関係（例えば，より   

小さい，・ ・・で割り切れる，・・・の2倍である）を正確に習得する。   

特別な注意は，基礎学校の期間に，数観念の生成（形成）一大きな数もーに向けられ  

ねばならない。これは，多様に量の観念の構成と一緒になって行われる。特に，それに  

は乗法的比較が属し，さまざまなグラフへの数の表現が属し，そして十進位取り体系に  

数を書くことの徹底的な学習が属する。   

筆算は，発見的に展開され，流暢さに至るまで練習して習得されねばならない。割り  

算の筆算は最も高い要求である。それは慎重に準備され，遅くとも4学年の中頃から練  

習して習得されねばならない。特別な注意は，事実問題における，余りの解釈に向けら  

れる。引き算の筆算においては，補加法が応用される。   

筆算の展開すべき最終形式は，次の例から明らかである。   

3 418  5 413  3 21×6 9  6 819÷9＝7 5 7＋6÷9  
十6413  －2 8 6 7  19 2 6  6 3  

9 8 31  2 54 6  2 8 8 9  51  

2 214 9  4 5  

6 9  

6 3  

6  

2．2．幾何   

空間的な関連や図形との取組みを通して，授業は，幾何の領域において，生活現実へ  

の方向づけに貢献する。幾何的構成物やパターンは，思考の多くの領域への洞察の基礎  

である。特に，数と計算の問題設定においても洞察の基礎である。幾何の内容は，議論  

したり創造する思考を促進する多数の可能性を提供する。また，知覚，記述，自主的な  

形づくりによって美的な経験が行われる。   

空間的現象との取組みは，純粋に記述することに使い尽くされるのではなく，構成的  

要素と概念的浸透が含まれていなければならない。概念はできるだけ広く行動を通して  

（作る，折る，切る，色をつける，描く）基礎づけられる。応用指向は，特に，関数的  

考察を通して（例えば，直方体の形の目的性）行われる。  
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個々の内容は位置関係，図形，量の側面に対応する。しかし，これは授業において厳  

密に互いに分けられない。子ども達の作図技能を拡張することは，一貫した関心事であ  

る。  

2．3．土   

量観念の構成は，子ども達が生活現実を理解し，克服するのを学ぶことに役立つ。量  

の学習は，数学の応用の近さの洞察を伝え，算術的・幾何的技能，知識，能力の練習の  

ための多様な機会を創造する。   

特に，基礎学校において，量領域では，貨幣，長さ，時間，重さ，面積，体積が学習  

される。量の決定において，子ども達はさまざまな測定道具を知り，利用することを学  

ぶ。現実的な量観念の構成に対して，子ども達がいつでも量を互いに比較し，彼の経験  

領域から標準的な例を記憶のなかにしっかりと定着させ，自由に処理することが必要で  

ある。   

基礎学校の時期に，子ども達は量の分割部分を日常生活から知り，その場合，素朴に  

分数の記述を使用する。   

小数のかき方は，慎重にかつ日常に適切な場合に，分数の性質を明白に意識させるこ  

となしに使用される。   

子ども達は，偶然がつきもののデータ（抜き取り検査）を子ども達の経験領域から獲  

得し，表現し，評価することができるべきである。表，グラフそして図的表現，また簡  

単な指標（例えば，最大の数）が前面に出てくる。  

3．応用指向と構造指向  

応用指向：授業は，数学的概念形成ややり方を，子ども達の生活現実からの状況と関  

連付けるように方向付けねばならない。量の領域と特別な近さが存在する。しかも，数  

や計算の概念や幾何の概念は，現実と関連させて発展させ，徹底的に研究されねばなら  

ない。   

応用指向は2つの方向に経過する。一方で，既に存在する日常の知識が数学的アイデ  

アの表現のために使用され，他方で，新しい知識は現実を経て数学化を通して発展され  

る。学習されたものの応用において（例えば，教科横断的教育やプロジェクトにおいて），  

単に生活現実の断片が数学的に処理されうることを子ども連に明白にされるべきである。   

構造指向：数学教育は，規則的なもの，法則的なもの，公式的なものを明らかにしな  

ければならない。それらは，現象に秩序と組織化可能性を形成する。この広い視点で，  

数学の学習は，本質的部分で，構造の発見と記述に成立する。構造指向に対して，分類  

するや整理するのようなやり方をさらに発展させ，論理的な一貫性に道を開き，転移を  

活発にすることが本質的である。その場合，特に，生活世界や数や図形の世界における  

法則性が発見されるべきである。応用指向と構造指向は互いに密接に結びついている。   

構造は各領域で次のことに認められる。  

－数と計算の領域   

例えば，数の範囲の構成（類推）や百の領域（Hunderterfeldes）（順序），事物／数   

の分類（性質），事物／数の対応（関係），九九の内包関係，問題と逆の問題，一様に   

あるいは反対に変化する数式において。  

－幾何の領域   

立体図形や平面図形の分類（性質），パター ンの学習（配列，対称），図形の変形（等  
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積変形）において。  

一畳の領域   

量の換算，時間的経過の解明（循環），集合と値段の対応（関数），抜き取り検査の数   

え上げと表現において。   

専門用語を伴う専門言語を使って，いつでも構造を記述することは早すぎるであろう。  

構造は優先的に日常言語で述べられ，行動的または図的に経験される（例えば，数図が  

数の間の乗法的関連を表す，約数図（Teilerbilder）が数の約数の集合での順序を示す）。  

構造指向はしばしば，構造教具で学習されるときに既に実現されているというわけでは  

ない。  

4．授業構成の原則  

4．1．発見的学習   

数学教育の課題や目標には，特に，数学学習を構成的で発見的な過程ととらえる考え  

方がふさわしい。だから，授業は，子ども達が学習過程のあらゆる段階で，自主的学習  

のためのできるだけ多くの機会を持つように形作られねばならない。  

－挑発的状況から始める。子ども連に観察し．問い，推測するように促す。  

一問題やいくつかの問題を作成する。子ども達に自分自身の解決の取組みを勇気付ける。   

自己発見への援助を提供する。  

一結果を今までの知識と多様に結び付ける。結果をますます明白にできるだけ簡潔に表   

す場合によっては記憶の中に定着させる。子ども達を自主的練習のために勇気付ける。  

一新しい知識の価値やその習得のあり方について話す（振り返って考える）。その場合，   

子ども達に，新しい，類似の事態を解明するように促す。   

教師の課題は，挑発的な動機を発見し，提供すること，実り豊かな学習手段や生産的  

練習形式を準備すること，とりわけ，コミュニケーションを構成し，すべての子ども達  

の学習を促進するように保つことにある（挑戦する，注意させる，勇気付ける，励ます，  

方向づける，よく考えさせる，確かめ，捜し出し，問うことを活性化させる）。   

発見的学習は新しい学習材の習得に制限されるのではなく，できるだけ広く授業を総  

休的に決定する。発見的学習は内容の配列および学習活動や教室でのコミュニケーショ  

ンのあり方や組織化をも決定する。それには次のことが重要である。  

一子ども達の生活にとって重要な数学的アイデアを強調すること。  

一概念は段階的にスパイラルに展開されやり方がますます組織化される。  

一計画的な変化，再構造化，転移を通して，概念的関連の行動的性格を強調する。  

一子ども達によく知られている状況からの印象的な例によって学習や理解を可能にする。  

一誤りは事実的に，子ども達にとって動機づけが得られるように修正される。  

一利激的で勇気付ける学習の雰囲気を確保する。  

4．2．練習   

自由に使える技能や知識，そして能力の形成は，集中的な（徹底的な）生産的・操作  

的練習を必要とする。その練習は，数学教育の重要な構成要素であり，学習時聞から見  

て，最も大規模なものである。暗算の練習は，日々，行われるべきである。練習の主要  

な部分は授業において行われねばならない。宿題は単に補助的な性格を持つに過ぎない。  

可能ならば，練習は応用指向的または構造指向的に実行されるべきである。練習は洞察  

を深め，精神的可動性を促進し，事実的知識を増大させねばならない。  
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練習において，ゲーム的形式が強調され，学習手段が変えられ，いつでも新しい観点  

や関連が現れ，新しい応用を生まれなければならない。だから，転移の実行が努力され  

る。課題問題やなぞなぞは練習実践を活気づける。子ども達には，将来，いつでも記憶  

していて想起でき，流陽さに至るまでマスターすべきものが知られねばならない。授業  

では，どのように何かを容易に覚え，再びどのようにして容易に思い出しうるかについ  

て語られねばならない。努力すべきことは，努力を必要とする練習に対する子ども達の  

肯定的な態度である。子ども達がみずから進んで，自主的練習に導かれることが重要で  

ある。週の計画や自由な学習がここでは特別な可能性を提供する。  

4．3．表現様式   

数学的事態は，行動，図的表現，言語・記号に表現されうる。その場合，重なりや混  

合様式，特に，これらの表現様式の多様な関係が相互に存在する。   

行動：   

子ども達は，実際に行動し，その行動について語る可能性を持たねばならない（例え  

ば，計算貨幣や位取りブロックで学習し，測定や重さを測る練習を実行し，身振りによ  

って図形を表す）。   

行動は対象を使って実行される。その対象は生活現実に現れるか，または，少なくと  

も子ども達の経験世界と密接に関係するものである。自分たちで作った学習手段が特別  

な価値を持つ。   

図的表現：   

図的表現（例えば，状況の略図，縮尺の図，さまざまな種類の図式）において，思考  

に対する幾何的な構成（配列）を利用し，直観によって洞察を促進することが重要であ  

る。この場合，直観と概念の相互的関連性が考慮されねばならない。特に助けになるも  

のとして，数と計算では，数図，数直線とグラフ（線図）が有効と分かっている。   

言語と記号：   

言語（専門に固有な用語や記号も含めて）は，情報を表わす広大な可能性を与える。  

授業では，コミュニケーションは日常言語で行われ，それによって，多くの数学的学習  

内容が表現される。会話における了解や数学的事態の理解をよりよくするために，意識  

的に恒常的に言語使用を育成することが必要である。   

この場合，子ども達が使用する言語において，個人的な経験と主観的な解釈が現れる  

ことが考慮されねばならない。いかに正確に語られるかは，各場合の学習状況（特に，  

目標，事実構造，子ども達の言語的発達段階）に依存する。   

基礎学校の時期の経過において，日常言語は徐々に専門用語，特に，数学的記号（計  

算記号，数字，変数・・・）によって濃縮される。専門用語が日常言語（偶数，約数，  

余り，集合，正方形の辺・・・）から生れるならば，これらの言葉には，日常言語にな  

いか，または，部分的にしかないような意味が与えられることが考慮され，子ども達に  

語られねばならない。新しい用語の導入において，外国語から生ずるような保留が与え  

られる。しかし初めから，数と計算において，プラス／マイナスの表し方には親しんで  

おり，後になって加法や正方形のような表し方が付け加えられる。そのような用語の導  

入は，それが将来規則的に使用されるときにのみ意味がある。   

1つの同じ事態を多くの種類で記述しうる可能性が利用されるべきである（例えば，  

15・8；15の8倍は120。15に8を掛けると120 になる。120 は15の大きさの8倍であ  

る）   

数学的学習にとって，特別な記号や記号系列の使用が特徴である。基礎学校では，記  
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号は本質的に数の記号として数字と数字の列，計算記号＋，一，×，÷，関係記号＞，  

＝，＜，幾何的図としての□，△，○・・・または文字a，b，Ⅹ・・・を書くことに  

制限される。1学年から，子ども達は，変数とは何かを話題にすることなく，変数の使  

用になれるべきである。  

4．4．教材・教具   

教材・教具は，基礎学校の数学教育において重要な学習補助である。それは個別化さ  

れた教育に対する必要な学習手段として特別な重要性を持っている。構造教具や測定道  

具は，実際的活動を必要とし，独自の発見を可能にする。それらは，思考を不必要なも  

のとせず，思考を促進する。そのような学習補助の使用は，グループ学習で勧められる。   

作業計画，図画の手本，学習ゲームや練習ゲームは，数学的行動やその反省をそその  

かす。それらは子ども自身によっ七，発展されるかまたはさらに発展される。学習ゲー  

ムや練習ゲームのアイデアや結果の確かめは，できるだけ数学的なものであるべきであ  

る。   

グラフ，図，地図（カード），目録のような記録は，数学的知識ややり方の応用のため  

の多様な可能性を提供する。それらは，同時に，数学の応用の近さを明白にし，子ども  

達が郷土に目を向けることを可能にする。   

教科書は必要な学習手段である。それは子ども達が数学的情報を手に入れ，彼等の生  

活現実からの事態を数学的に解明し，自主的に練習しうることに役立つ。教科書は授業  

を専ら決めるものではない。それはむしろ各場合の学習要求に応じて使用されねばなら  

ない。数学の領域において，電気的情報処理手段のメディアが，問題解決手段そして多  

方面に使用しうる道具としてますます使用される。このメディアは，数学教育にとって  

も，大きな挑戦である。基礎学校では，それはその使用について数学教育の教授原理が  

考慮されるならば使用される。子ども達は，授業において，このメディアの実行能力や  

その限界に関して初めての経験をする。この場合，決して計算技能の低下に至ってはい  

けない。  

4．5．個別化   

数学教育は，個々の子ども達の異なった学習前提やその可能性を，個別化の多様な処  

置によって対応しなければならない。その場合，すべての子ども達は，継続学習に対す  

る生産性のある基礎を習得できる。   

例えば，それにはさまざまな表現手段において異なった学習法や学習時間，問題解決  

過程における段階づけられた援助，他のモデルや接近法によって同じ概念体系に新しく  

導入すること，個別的な練習時間や練習形態，理解の手段や学習刺激の変更によって繰  

り返される学習経過や練習経過，問題や解決の確かめによる独自の発見と変更，数学的  

ゲームやパズルが数えあげられる。  
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内容の概観  

1／2学年  
数と計算   幾何   量   

－100までの数観念を獲得する  一空間内での運動を通し  ー金額（数の範囲に平行し   

－20までの数をさまざまな観点  て，空間経験と空間観念  て）を硬貨や紙幣を使っ   

で表現し，順序づけ，比較する   を獲得する。その場合，   て表し，換算し，値に従   

－20までの数を加え，引き，分  位置関係（左一右，上－   って順序づける。   

解し，補足 し，2倍にし，半  下，間，中一外）を知  一日常生活の重要な値段や   

分にする。その場合，法則性に  る。   料金を知る。   

親しみ，これを利用する。簡単  ー幾何的な図形を構成す  一カレンダーや時計を使っ   
な方程式や不等式を応用と関連  る，真似て構成する，作  た経験を作る。   
させて解く。   りかえる，並べる，分解  一生活現実から事物の集合   

－20までの加法九九を記憶しマ  する，つぎたす   を順序づけ，分類する。   
スターする   一簡単なパターンをかく，   分配を正確に数え，表現   

一数字と記号（＋，－，＝，＜，   その場合，型紙のような  する。  

＞）は形もはっきりと，筆順も  

考えて書く。足す，引く，同  
じ，より大きい，より小さいを  

読み，書く  

一硬貨や紙幣と付き合う。      －100までの数をさまざまな観   
点のもとで表現し（束ね），順  分化された経験を獲得す  料金や値段の知識を利用   
序づけ，比較する   る。   する   

－1位数と2位数の足し算をす  一幾何的基本図形（正方  ー距離や長さについての基   

る。その場合，法則性に親し  形，長方形，三角形，   礎経験を構成する。長さ   

み，それを巧みな計算に利用す  円，立方体）を環境のな  を見積り，測定する。単   
る。   かに認め，モデルを作  位mとcmについての現   

ー掛け算の基本的観念を獲得す  る。   実的な観念を修得する。   

る。数を掛け，数を割り（等分  －しきつめのパターン（方  一日常の時間尺度（月，   
除，包含除），乗法的に分割す  眼紙上）をかき，色を塗  週，日，時，分）と親し   

る。   る。   む。時計やカレンダーと   

一乗法九九を記憶しマスターす  一線分をかき，測る。   付き合う。時刻と時間に   
る。簡単な方程式と不等式を解  対する理解を獲得する。   

く。その場合，関係を発見し，  一生活現実から事物の集合   
利用する  を順序づけ，分類する。   

一基本的な計算を互いに結び付け  配分の数を正確に数え，   
る。その場合，数の性質や数の  表現する。簡単な表や図   
関係を発見し，記述する。  式を読み，作成する。   

3／4学年  

数と計算   幾何   量   

－1000までの数を様々な観点のも  一空間内で方向付ける（上  一貨幣の値，長さ，時間に   
とで表現し（束ねる），順序づ  下方向，運動方向）。   ついての知識を応用し，   

け，比較する。   一線対称図形を環境の中で  測り，見積もる。   
一大きな数の暗算（口頭での計  発見し，それを真似て構  一適切な補助手段で長さを   

算）この場合，法則性を巧みな  成し描く。   測定する。単位km，   
計算のために利用する。簡単な  一対称性の合目的性を経験  m，dm，Cm，mmを   
方程式や不等式を内容的考察を  する。   知り，簡単な換算を実行   
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一飾り図形を描く。  する。  

一重さとの経験を獲得す   
る。さまざまな秤で測   

り，重さを見積もる。単   

位k g，gの観念習得す   

る。  

一金額（DM，P f）や長   
さ（m，C m）に対する   
コンマ（小数）の書き方   

を利用する。  

一生括現実からのデータを   

収集し，表や図式に表現   

し，有効に使う。   

一畳領域において，次の単   

位が使用される。   

金額：DM，P f，長   
さ：k m，m，d m，C   

m，m m，時間：年，   
月，週，目，時，分，秒   
重さ：t，k g，g   
体積：1（リットル）  

一各量領域について，経験   
世界からの代理物を知   
り，実際的測定に利用す   

る。  
－測定において，適切な単   

位を選択する。隣接の量   
の間の関係を知り，換算   
において利用する。量の   
分割部分を知る。  

一生括経験から抜き取り検   
査を高め，処理し，有効   

に使う。  

通して解く．  

一乗法九九のすべてを記憶してマ   

スターし，大きな数の問題で応   

用する。簡単な方程式や不等式   

を解く．  

－1位数によって割る。（余りな   

しとあり）  

一筆算の加法と減法を流陽にマス   

ターする。この場合，確かめや   

概算を含む。  

一基本的な計算を互いに結び付け   

るこの場合，数の性質や数の関   

係を示す。   

－1000000 までの数を様々な観点   

のもとで表現し（束ねる），順   

序づけ，比較する  

－数を四捨五入し，概算を実行す   

る  

一四則のための解決方略を発展さ   

せ利用する。特に，暗算で意識   
させる。方程式や不等式を内容   
的考察を通して解く。  

－数の集合を多様に研究する。こ   
の場合，数の性質や数の関係を   
発見する。計算の確かめにおい   
て，簡単な約数の性質を使用す   

る。  

一乗法の筆算をする（3位数どう   

し）。この場合，概算や確かめ   

算を実行する。  

一除法の筆算をする（割る数が1   

位数かまたは十のべきの数）。   

この場合，概算や確かめ算を実   
行する  

一専門用語：加法，減法，乗法，   

除法を用いる。   

平面図形や空間図形につ  

いての経験を獲得する。  
図形を環境内に発見し，  

真似て描く。  

しきつめを作る。この場  
合面積の測定のための予  

備経験を獲得する。  

平面図形を拡大し，縮小  
する（方眼紙）。  

作図的な技能を仕上げ  
る。  
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1．課題と目標  

1．1．教科の課植と目棟   

今日の社会的発展は2つの傾向を示している。それらは互いに強力な緊張関係にある。  

一方で，技術的要求が向上し，他方で，進歩思想に対する懐疑がある。特に，経済的問  

題に関して懐疑がある。これらの傾向の緊張は普通教育の数学教育にも影響がないわけ  

ではない。一方で，養成において，増加する多くの職業にとって資質の高い数学的能力  

が要求される。数学的知識は多くの科学にとって補助知識であり，基礎知識でもある。  

他方，支配的な数学的一自然科学的世界像の枠内で，危機的なグローバルな問題が解決  

できるかどうかに対する懐疑が増大している。数学的世界像の主要な機能がますます批  

判されている。   

ギムナジウムはこれら2つの傾向を考慮しなければならない。生徒は確実な数学的専  

門知識を習得し，同時に，それらの知識と批判的かつ責任を持ってつき合うことを学ば  

なければならない。   

数学の応用はしばしば表立って見えないままであり，数学は押しボタンや利用者の後  

ろに隠されている。「経験の間接性やそれを見抜けないことが増大している。スクリーン  

を経て技術的に作られた「まるで本物かのような」世界が，今日の子どもや青年にとっ  

て自分の経験現実になるから，本質的なものとそうでないものとの違いがますます分か  

らなくなっている。だから，見通し，コントロール，批判的な理性使用の習得の要求が  

増大してる。それらは民主的な協力や責任のある行動の前提とみなされる。数学的能力  

は数学内の問題解決に制限されるだけでなく，それを越えて私たちの複雑な生活世界の  

分析，理解，構成的な批判に利用されねばならない。「事態」の数学化は，数学的知識と  

ともに，事実知識を前提とし，さらに，数学と事態との関係についての知識も必要とす  

る。それは事実問題において，掛けるか割るかという最も簡単な決定から始まり，確率  

仮説との取り組みや数学的モデルの選択や適切性にまで至る。   

中等段階Ⅰの数学教育は，現実から離れた構造ゲームとして展開されてはならないし，  

応用からのみ導かれてもいけない。一方で，授業は私たちの世界の合理的認識や形成の  

ための重要な手段として，数学的思考を養成し，他方で，数学を文化財として取り扱う  

べきである。学生の増大する目標を超えて，このことは共通な行動に関して，学生のス  

タイルや方向づけによって努力すべき態度や能力を長期的に協同的に学習するように授  

業を変えなければならない。   

今日の数学教育はさまざまな学習前提の上で行われ，個々人の能力の発達を促進する  

（参照：方針の第1章）。数学教育は各学習グループにおいて，主観的な観念の明確化に  

価値を置き，日常経験や具体的問題と結びつけられ，テーマは互いにかみ合わされ，共  

通な構造を明らかにし，特徴づけと結びつけ，記号，公式，専門用語を，内容的に生活  

で満たさねばならない。数学教育は生徒が自信を持ち，喜びを経験するように構想され  

ねばならない。それはより，適切に学習グループに適した問題解決と結びつく。こうし  

て，数学教育は最も早く生徒のさまざまな学習様式やアプローチの仕方に適するものに  

なる。   

孤立的ではなく，相互に関連して実現される次の目標は，時代に合った普通教育に対  

して数学教育が貢献するための任務を示す。その目標は学習領域：代数，幾何，統計に  

具体化される。それらは要求水準とともに，科学入門の資質に関連して，ギムナジウム  

上級段階の学習にも必要なものである。   

中等段階Ⅰのギムナジウムの数学教育は次のことを目指すべきである。  
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一字習領域：代数，幾何そして統計の基本的アイデアや技能を伝達する。  

－それらの数学的技術，アルゴリズム，概念の確実性を保障する。それらは近未来の社   

会においてあらゆる職業の専門における生活の克服にとって必要なものである。  

一事態を数学化し，数学的公式を内容的に解釈する能力を発展させる。数学によって数   

学外の問題がどのように解決され，環境の現象を理解できるかを体験すべきである   

（環境解明）。  

－そのために，自分の数学的，前数学的観念や推測について語り，ますます数学的推論   

や数学の内的合理性に対する勘を発展させるように導く。  

一生徒を批判的思考や慎重に考えて吟味することに導く（批判的な理性使用）。  

一個人的な想像力や創造性を展開させる空間を与える。数学と活動的（能動的）にかつ   

ゲーム的につき合い，自分の思考に親しむ空間を与える。  

一文化的創造物としての数学，その歴史的発生，私たちの文明の発展に対する意義につ   

いて，範例的に洞察を与える。  

1．2．他の教科と協力する数学科   

普通教育の数学教育は，他の教科から孤立してはいけない。数学の応用において成功  

するには，他の教科の内容と結びつかねばならない。逆に，数学教育は他の教科で利用  

できる概念，方法，思考法を準備する。教科横断的学習技術や学習様式の展開はさまざ  

まな教科の教師の協同作業と話し合いの上で可能である。   

数学教育もー般的な言語教育の義務がある。その固有な貢献は推論様式の習得と言語  

的抽象能力の育成にある。他の教科との協同活動は情報やコミュニケーション技術の基  

礎教育において強調される。   

数学教育の教科横断的な側面の詳しい情報は2．4節に見いだせる。  

2．領域と内容  

義務教育で扱われる教材は，各場合に2学年を1まとまりとして示されている。内容  

は5，6学年では，学習領域：代数と幾何を，7から10学年では領域：代数，幾何，統  

計を指導する。   

学習領域：代数において，数と式，方程式と関数が中等段階Ⅰの授業の中心的内容で  

ある。数学における代数の意義は疑う余地はない。さらに，それらは他の教科において，  

事態のモデル化や問題解決において，普遍的に使用できる補助手段を提供する。   

数との付き合いは日常関連を通して親しまれる。学習困難は数から式への移行に伴う  

抽象化において現れる。なぜならば，文脈から解放された対象は多くの生徒にとってよ  

そ事のように思われ，距離を感ずるからである。   

形式的一計算的側面が十分に内容的一直観的側面に支えられるならば，困難は避けら  

れうる。そうして，自由に使える技能の伝達という関心に関して，授業において理解が  

優先される。これは数学教育が事実の上に置かれねばならないこと，また，形式的計算  

や変形に対して，ますます技術的補助手段を準備するという側面からも重要である。そ  

のような展開に対して，数学教育は開かれたままでなければならない。   

関数概念には応用の側面と数学内の理由から中心的意義が割り当てられる。対応と関  

数は代数教育全体に浸透しており，いつでも生徒の経験世界に定着されねばならない。   

中等段階Ⅰの終わりに，代数の円熟した像に至るために，その構造的側面を考察する  

ことが必要である。代数は代数的応用の視点からのみ理解されるものではない。  
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集合と構造は固有な内容として示されない。それは一般に，記述手段としてのみ使わ  

れる。   

学習領域： 幾何の意義は，数学内の事態にのみ制限されるのではない。幾何の内容は  

環境の解明のための本質的な方向づけの手段を与える。逆に，生徒は主観的観象 経験，  

観念を持って入学してきており，それは極めて非組織的であるが，価値のある認識に導  

くものである。授業において，幾何の対象へのこの直観的アプローチが利用される。   

幾何は関係の「直観的見通し」ための機会を提供し，事実論理的に方向づけられ，構  

成された手続きへの機会を提供する。それは，対象について，直観化と抽象の両側面と  

結びつく。この場合，数学の内外で応用されている手続きが展開される（設計図の概略，  

グラフものさし（尺度）の構成）。特に，複雑な関係を幾何的補助手段で整理して表現し，  

把握できるようにする能力が訓練される。   

見通しのきく課題領域において，事態の推論的浸透は直観化を通して援助されねばな  

らない。同時に，証明の欲求は，事態をもっぱら直観的に理解する中で，矛盾を見つけ  

ることを通して展開される。手段や親密さを見通せることはその生産性において学校に  

おける証明の重要な特徴である。 学習領域：統計において，生徒は生活の現実の一部  

を解明する。その現実は偶然の現象に関連しており，古典的学習領域ではほとんど扱わ  

れなかった現実である。   

統計的概念の意義は数学内の体系の枠内では把握できない。よりよい統計教育は実験，  

自分のデータ収集，理論的モデルとの相互作用（確率や全体性，‥・）そして統計的実  

践（相対度数，抜き取り調査‥・）を通して行われる。   

初期教育の中心では生産力（支持力）のある確率概念や相対度数との多様な関係が発  

生する。この場合，生徒は，確率が長期間の試行において「ある」揺れを持つという相  

対度数についての予測を意識すべきである。この予測は対称性の前提に基づくか（ラプ  

ラスの確率概念），反復試行の相対度数に基づくかである。   

初期の教育において，和の法則と積の法則の洞察を獲得することが重要である。この  

法則はさまざまな状況に応用でき，実験的に吟味できる。   

統計的概念による意味のある推論は集合代数による形式化を必要としない。   

現実に近いことや容易な動機づけの他に，統計は仮設を定式化し，論拠を互いに慎重  

に考え，データを評価するという可能性を与える。欠陥のある解決の取り組み自体は，  

競合する仮説として互いに構成的に評価される。統計の一つは「正しい」か「間違い」  

かの仮説の決定のために，実験を引き合いに出すときに本来の緊張が現れる。この場合，  

シミュレーションも有用な役割を果たす。 7／8学年に統計のテーマを集中させるこ  

とによって，中心的内容，すなわち，確率と相対度数の間の相互関係が，孤立した，問  

題を含む現象や数え上げの原理（分数の応用として）に対して与えられる。   

授業の個々の段階での他の教科との協力を通して，数学の応用が理解され，情報やコ  

ミュニケーション技術の基礎教育の内容が処理される。基礎教育は固有の（仮の）方針  

を基にしている。対応する授業提案は特別な援助で示される。  

5∵－10学年の授業の重点の最初の概観は次の表のとおりである。  

学年   代数   幾何   統計   

5／6   数とのつき合いに関して  環境から幾何的経験を  代数と幾何の領域の  

経験と結びつけたり，技能  集める。幾何的概念，測  枠内で準備する。特  

を仕上げる。具体的関連で  定，作図，形作りについ  にデータの質的把握   
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量の関係を研究する   て了解する   や結果の直観化。   

7／8   数，関数関係，変数によ  法則性を構成し，発見  実験する。相対頻  

る学習とのつき合いにおけ  し，研究する。体系的  度，確率という概念  

る知識を拡張する。  （組織的）理由付け   との経験を集める。  

解決方法の組織化（体系  予測。   

化），結果の解釈。  

9／10   有理数の補足の必要性を  幾何的対象とその量に  統計や確率論におい  

示す。選択された一次でな  ついての計算を研究す  て統計的思考法 を深  

い関数関係の研究と数学的  る。公式を導き，応用  

モデルとのつき合い  
し，解釈する。変換の観  

占  ハlヽ0   

この重点は内容の取り扱いに対する体系化の増大と予測を示している。日常における  

理性的な思考は，教科固有にさらに展開される。授業は批判的吟味と理性的理由付けの  

原理に向けられ，それは基本的に科学的活動とみなされる。  

必♯についての示唆   

2．1節から2．3節まで，学習内容が表の形式でまとめられている。授業での取り  

扱いに対する重要な観点はそれぞれ留意点で示されている。   

個々の授業テーマについての学習内容は，Eと書かれていない限り，必修である。内  

容の制限について，一般に，どの学習系列も完全なものではない。拡張や深化は必要で  

ある。「E」で表された内容はその提案である。   

内容の欄と平行して，教育的，方法的留意点，個々の学習内容の横の結びつきについ  

ての示唆，授業に関する注意と助言が書かれている。それは第1章で述べた数学教育の  

目標が各内容でどのように実現されるかを示している。それは，補足的な内容的，方法  

的確認ではない。   

明らかに，2学年内での内容の順序が確定されているわけではないではないこと，ま  

た，孤立的に取り扱かわれぎみなさまざまなテーマの結びつきが好まれていることが示  

唆される。専門の教師は動機づけのある，効率的な数学教育の形成のために存在する自  

由時間を利用することが要求されている。  

2．1．5／6学年の必♯と選択の内容   

授業は基礎学校で習得した技能，知識，能力と結びつき，生徒がこれを拡張し，整理  

し，適切な側面に利用する援助を与える。この場合，ギムナジウムにおける新しい，本  

質的に複雑な学習状況が必要であり，授業でも宿題でも，自主的学習，ノートをどのよ  

うに使うか，宿題をどのように克服できるかなどの指導は入学クラスの授業に属する問  

題である。   

この年齢では，生徒は，具体的な関連に，論理的・構造的な関連を組み込むことを学  

習するように示唆される。この年齢に適した学習態度や個々人の学習前提が適切に考慮  

されるべきである。種類，範囲，抽象水準を考慮して，要求を個別化すること，豊かな  

変化のあるゲーム的な練習様式，数の謎々やクイズの組み込みは，数学に対する肯定的  

な態度を促進し，構成することを助ける。生徒は数学と環境の関係を把握し，それによ  

って環境をよりよく理解し，克服できるように数学を知り，学ぶべきである。  
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この学年の導入的性格は，多様な方法で生徒に学習機会を与えるように考慮すべきで  

ある。それは，一方で，個々人の可能性の強化に役立ち，他方で，生徒はギムナジウム  

の後の学校進学についての予測を考慮して情報を得ることができる。  

2．1．1．代数   

5学年への移行において，生徒は基礎学校の算術教育から，「応用指向的かつ構造指向  

的」観念を自由に使い，筆算を流暢にできるまで習得してきている。割り算の筆算は割  

る数が「1位数かまたは何十」のときに実行できる。数や量に関する個々人の観念や予  

備知識は今後の学習の共通の基礎を作るという目的と結び付く。   

表やグラフあるいは式で表される簡単な関数の考察は，組織的な確かめの実際的意義  

を認識し，意味あるようにそれを使用し，力動的な側面を学習するのを助ける。対応概  

念や関数概念との最初の経験が集められる。   

分数計算は導入とともに，閉じたものと見なしてはいけない領域である。分数計算の  

理解やその計算規則の保持を達成するという目標は6学年を越えて続く。恒常的な繰り  

返し，目的的な練習，洞察のある理由付けそして統合化された深化が必要である（参  

照：3．5と3．7）。   

集合の表現や集合概念は固有な内容としてみなされない。それらは，適切な記述（表  

現）手段や簡潔なコミュニケーション手段として役立つ。  

生徒の経験世界からの数   

基礎学校からの自然数に関する知識が深められる。計算の手続きが簡単に繰り返され，  

計算技能例えば，暗算が強化される。これには概算や見積りが属する。さらに，大きな  

数の観念の把握や獲得に注意が向けられる。   

四則の取り扱いにおいて，基礎学校からの技能が，変数との取り組みにおいて利用さ  

れ，深められる。変数は構造図や簡単な方程式や不等式において現れる。解決の計算や  

形式化された言い方や書き方はできるだけ避けられる。個々の思考の筆記的，口頭的説  

明が専門言語の予備段階として相互に関連付けられるべきである。   

割る数が多位数の割り算の筆算は，さまざまな文脈で取り扱われ，十分に練習される。  

テーマ／内容  留 意 点  

数直線は，数や量に対する生産力のあるモデルであ  
る。配列（順序）や計算演算子を反映する。生徒はこの  
モデルに親しむべきで ，後に，量から数への移行（例え  

ば，有理数において）においてそれは補助手段として取  
り入れられる。   

適切な物差しへの書き込み，図式（グラフ）の読みと  

作成は，大きな数を把握し，同時に，他の教科における  
学習に対する重要な技能である（参照：2．4）。   

樹形図は数え方の援助可能性を表す。数体系や数字体  

系の文化史的発達の示唆は概念的理解を深化する。   

逆演算としての減法と除法の取り扱いにおいて，変数  
の利用が示される。構造図と演算表は関係への洞察を深め  
る表現  

手段である。   

応用問題は意味のある概数を必要とする。結果は概算  

自然数とその表現  
大きな数，比較する，見積り，  
丸める，組織的に数え上げる，  

数直線，十進位取り体系，数  
字，二進法  
E：十のべキによる位の表現，  

他の位取り体系，他の数表  

現（ローマ数字）  

自然数の計算  
記号を使った四則，計算のよさ  

である計算法則，括弧節約のた  
めの取り決め，筆算，暗算，概  
算，簡単な方程式，応用  

－ 67 一   



E：他の位取り体系での計算，  

簡単な数論の問題（例：2  
つの奇数の和は偶数であ  
り，2つの奇 数の積は奇  

数である）   

約数と倍数  
約数と倍数，約分可能性の規則  

素数，素因数分解，g gT，k  

g T  
E：エラトステネスの筋い，素  

数の問題（1000までの素数  

の分布，2組の素数，3組  
の素数）ユークリッドのア  

ルゴリズム  

によって確かめられ，評価される。   

約数と倍数は，問題に使われ，問題を明確にする集合  

表現 や集合概念を表現手段として導入する可能性を与  

える。   

素因数分解やk g Tやg g Tを求めるところで，基本  
的な 方略やアルゴリズム的側面が前面に出る。   

分数計算の準備を考慮して，特に，暗算が導入される  
べきである。  

分数   

分数計算は教えるのも学ぶのも同程度に難しい。なぜならば，分数も個々の演算も，  

統一的な観念や具象化のもとで，子どもの経験世界とあまり結び付かないからである。  

統一的な教授一学習の考え方も存在しないし，複雑な規則も現れる。それゆえに，導入  

におけるさまざまなモデルや具象化の選択も，個々の演算におけるそれらのモデルの交  

換も大きな意義を持つ。生徒の予備知識は，自然数のようにそれほど広範囲ではないか  

ら，直観に基礎づけられた基礎が必要である。特に，「細かい」測定あるいは分配問題  

（あまりのある割り算）において，自然数の使用可能性が限定されていることが利用で  

きる。数の範囲の拡張の側面からの厳密で体系的な構成は，問題指向的構成に反して，  

教育的にあまり意味がないと思われる。   

分数の約分において，難しい約数を見つけたり，加法において，見つけにくい共通分  

母は避けなければならない。小数とパーセント数は初めから分数の特殊な表現様式とし  

てみなされる。この見方の多様な定着のために，さまざまな数表現が互いに変換され，  

さまざまな応用関連で解釈され，比較されるべきである。   

この関連で，他の応用領域のほかに，データの評価における分配や平均値の計算も提  

供される。  

テーマ／内容  留 意 点  

量との付き合いにおいて，特に，測定や分割におい  

て，生徒の多様な予備経験と結び付けて，分数が大きさ  
として導入される。   

あらゆる量領域に対して，数直線が共通のモデルとし  
て適切であり，部分の大きさから分数への移行を容易に  

する。   

応用において，量モデルと演算子モデルが考慮される  

べきである。さまざまな側面と表現（商，割合，部分，  
分割，比の三用法）の結び付きが確実にされるべきであ  

る。積としての分配と同様に（「5の1／3」）計算とし  
ての言い方の慎重な解釈が重要と思われる。   

小数の取り扱いは優先的に実用的目標に方向付けられ  

分数  

部分の大きさ，分数，約分，倍  

分，分数の順序，四則，計算規  

則  

E：相対度数と関連させた練習  
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小数，循環小数，四則，概数，  
概算，べき数，数の書き換え  

る。   

小数の大きさの変換における小数点の移動の規則や特  
別な乗法や除法が練習されるべきである。   

しばしば現れる分数について，小数の表現も流暢に使  

われるべきである。   

応用として，パーセント計算や利息計算からの簡単な  

例が扱われるべきである。   

実験的データ（グラフも）の評価において，平均値の  

批判的使用と慎重な解釈（例：算術平均とメディアンの  

比較）が考慮される。  

平均値，分数や小数の応用とし  
ての相対分布   

E：拡張された位取り表，分数  
を長い循環小数に書き換え  
たり，その逆，周期につい  

ての命題（長さ，素因数分  
解との関係），循環しない  
無限′ト数の例  

2．1．2．幾何   

5／6学年では，授業の出発点は，子どもの経験における，生活現実内での立体や図  

形とのつき合いにある。折る，切る，色をつける，作る，展開するそして描くのような  

活動は，幾何的な経験の財宝を発展させるために役立つべきである。この共通の基礎を  

もとに幾何的概念の理解が可能であり，すでに基礎学校で親しんできた方法もさらに発  

展させるのである。   

空間的表象能力の促進のために空間的対象との学習が強化される。面積や体積とのつ  

き合い－それに対応する単位－は，適切な直観に支えられねばならない。そのために子  

ども達はそれぞれ測定について自分の経験を収集できるべきである。   

幾何的対象の力動的変化，対称と変換は，関係を発見し，幾何的事態への洞察を伝え  

るのを援助する。   

作図道具（型紙，三角定規，定規，コンパス）を使った作図はますます練習される。   

すでに持っている幾何的経験は，幾何的な基礎観念の発展や幾何に関する理解にとっ  

て本質的である。さらにこの経験は直観的推論，組織的やり方そして議論のための能力  

を準備する。  

立体とのつき合いにおける経験   

立体とその展開図の研究は，段階のあった水準で，分類する，組織化する，推論議論  

するのような一般的能力の発達のための機会を与える。立体の性質や展開図の性質の把  

握や記述そして表象，および，推測した関係の理由付けは平面と空間の思考環境の恒常的  

な交換を必要とする。この交換は自然に空間観念を発達させ，訓練する。  

テーマ／内容   留 意 点   

立体と展開図   立体の切断や展開，逆に，展開図の提示や立体との   

立体の作成と作図，展開図  関連付けが一括動的水準から初めて¶高度な抽象水準  

へ容易に導くし，抽象段階の頻繁な交換を強いる。  

どの展開図が閉じた立体になるかという問いは，組  

E：枠モデル，立体を方眼紙に表           織化と分類に導く。特に，組合せの問いに関連する。   

現する，円柱と円錐の展開   この領域での幾何的認識はさまざまな方法と抽象水   

－ 69 －   



準で獲得されるから，ここでは幅広い内的個別化の可  

能性が開かれる。   

ここでは，例えば，点，線分，正方形，垂直，平行  

のような概念が生徒にとって具体的な意味を持つ。立  

方体の記述は空間座標でも可能である。辺を切って連  

続的に開くこと（座標系にこの展開を記述する）は空  

間的観念を促進し，立方体の興味ある対称性に導く。  

立体の記述（特に，立方体，直方  

体）  

E：四角錐，正四面体，三角柱，  

円柱，球  

平面の基本図形の妃述と作図   

幾何的概念は，この年齢では，理想化された取り組みであっても（例えば，線分は立  

方体の辺，光線）具体的である。それは形式的に幾何の公理体系の概念として導入して  

はいけない。幾何を生き生きとしたものにするために，生徒は，幾何図形および形や性  

質を目に見える世界の中に発見し環境の記述のために幾何的概念を利用することを学ぶ  

べきである。   

作図道具（三角定規，コンパス）との確実なっき合いは，生徒に，幾何的事態を直観  

化し，発見的解決法を準備する可能性を開く。作図的表現は他の表現の理解にも役立ち，  

だから，他の表現も読めなければならない。作図の正確さや簡潔さの程度は，表現の目  

的によってのみ決定される。  

留 意 点  テーマ／内容  

専門用語の概念（例：「垂直」，「角」）はしばしば日  

常言語とは異なって使用される。だから，概念発達に  

おいて，再解釈が必要である。そのような再解釈が誤  

解や学習阻害の源泉になりうる。  

応用指向の問題が十分に利用しつくされるべきである。  

「距離」，「垂直二等分線」，「角の二等分線」のような  

幾何的概念は「休暇中の幾何」（杭打ちとひもを使っ  

て）により準備される。  

図形の基本概念  

点，線分，半直線，直線，平  

行，垂直，角，点と点，点と直  

線の距離，垂線，垂直二等分  

線，角の二等分線の作図  

幾何図形  

三角形，四角形，円  

E：対称の性質による平面図形の   

分類  

運動と対称   

運動と対称の取り扱いは生徒に幾何的対象の集中的な観察を要求する。だから，幾何  

的関係を把握し，理由付け，適切にそれを記述する能力が発達する。  

テーマ／内容   留 意 点   

運動   座標系への表現は問題設定の定式化，結果の確かめを   

線対称，回転，点対称，平行  単純化し，平行移動やその合成（有理数の導入の準備）   

移動   の計算的取り扱いを可能にする。   

線対称・回転対称・点対称の  平行移動，回転，点対称を2回の線対称として発見さ   
像の作図，線対称の合成   せるだけで十分である。運動群や部分群に至る体系化は   

E：運動の合成，運動の集合   
の分類   

幾何の基本的対象のt的記述   

長さ，面積，体積の測定は，数学教育に本質的な応用を開く。生徒は対応する量と上  
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手に付き合うべきである。それには形式的に正しく計算することだけでなく，観念を発達  

させ，大きさを見積もることも属する。その本質的な基礎は測定原理，すなわち，単位量  

との比較としての測定である。   

長さ，面積，体積概念は，後の数学教育に対する発見的一直観的基礎として本質的で  

ある。だから，これらの量概念はいくつかの公式について，生産的な具象化を提供する。  

テーマ／内容   留 意 占     l＼ヽ   

長さ，面積，体積   面積概念についての情意的経験（例：新聞紙を使って空   

長さ，面積，体積の単位  間をしきつめる）は，周囲の概念の規定を容易にする。面   

測定原理   積や体積の公式は計算法の簡単な記述と理解される。公式   

正方形と長方形の周囲の長  を応用できるだけでは十分ではない。むしろ，測定原理が   

さと面積   定着すべきである。   

立方体や直方体の体積   関数的観点の研究（辺の長さの変化に伴う面積や体積の  

変化）は扱われる概念の理解を深める。   

2．2．7／8学年の必修と選択の内容   

この学年では，代数的，幾何的関係や依存性（関数）がますます組織化される。この  

場合，形式化について，見通しのある利用が行われるべきである。形式化はそれが明確  

化に役立っかぎり援助豊かなものである。それ自身のために使用されるならば，それは  

関係の理解を困難にし，直観的対象から無縁のものとなる。学習領域：統計において新  

しい生活現実と関連した経験がつけ加わる。 代数領域における広範な計算，幾何にお  

ける図形の組織的変化，統計領域におけるシミュレーションはこの学年では数学教育に  

おける有用な補助手段であるコンピュータにより行われ，現代の情報やコミュニケーシ  

ョン技術の応用という基本的経験に役立つ。   

この年齢では，生徒は彼らの発達状態から学習することをますます始め，抽象的事態  

とも取り組み，従って同時に，一般に大きな発達の違いがこの学年の授業を難しくする。  

さらに，多くの生徒はこの年齢で，他の興味領域に関心が向くから，動機づけの側面が  

特に重要である。  

2．2．1．代数   

7／8学年における代数教育において，この年齢にふさわしい一般化や抽象化が重要  

である。生徒は計算規則や公式がどのように生み出されるか，計算はどのように発達し，  

この形式化はどんなよさがあるかを認知しなければならない。彼らは計算の習熟が重要  

であり，後の学習に助けになることを洞察すべきである。これらの要求は，段階ごとに  

かつ慎重に授業において満たされるべきである。組織化への道において，直観や生徒の  

経験世界との関係が保持されなければならない。   

すでに知っている数の集合は，計算法則の妥当性を保持するというもとで拡張される。  

しかし，数の範囲の拡張の専門体系的側面は授業の核心ではない。式，方程式，関数の  

学習は内容的一直観的考察法と関連して，ますます体系化される。   

7学年では，電卓を意味あるように使用する可能性が存在する。そのために，使用と  

ともに可能性の限界も示す導入が必要である。電卓とのつき合いは後の授業の進展にお  

いて練習され，その使用が批判的に研究されねばならない（3．8参照）。  

ー 71－   



有理数   

負の数の導入は生徒の予備経験に支えられる。観念が授業で明確にされ，修正され，  

負の数の取り扱いに利用される。数直線に拡張される数の半直線は，それと結びついた  

モデルとして役立ち，さらに，整数間の値の考察を通して，有理数の集合への移行を容  

易にする。   

Q＋ とQrからQの成立，NO とN‾からZの成立の順序は，規則として定めない。  

集合概念と集合記号は書き方や言い方を容易にするが，固有の授業対象ではない。  

2つの負の数の乗法は，応用状況からではなく，数学内でのみ理由づけられる。例えば，  

拡張された数の範囲における既知の計算法則の保存という要求に従って，また，表やグ  

ラフの継続などにより，つまり，数学の特徴的な研究法により理由づけられる。   

Qの計算において， 分数のさらなる練習領域が示される。  

テーマ／内容  留 意 点  

負の有理数  

集合Q‾，Q，Zの導入，既知の数の集  

合をQの中に埋め込む，数直線，拡張さ  

れた座標系（4つの象限），配列，逆  

数，絶対値  

E：座標系における「平行移動の矢線」  

有理数の計算  

四則，計算法則，単調性   

さまざまなモデルが導入を援助する。特  

に，矢線表現のような幾何的モデル。   

演算の記号，符号としての＋と－の交換す  

る意味は，関連づけて明確にされ，数直線で  

繰り返して直観化される。  

関数   

中心概念「関数」の導入において，内容は前学年で生徒によって獲得された経験に  

（数表の使用グラフ的表現，式への代入）に帰着させて把握される。概念の明確化のた  

めに，応用関連的に，一意的でない対応も役に立つ。付随する専門用語：式，変数，パ  

ラメーターは形式的定義によってではなく，問題関連的な使用を通して親しまれるべき  

である。   

推論（比例）計算，パーセント計算，利息計算はその実践的重要性ゆえに独自に取り  

扱われる。それらの共通の数学的構造の強調のために関数関係的側面も考慮される。だ  

から，公式とだけつき合うのではなく，むしろ，応用の側面と関数の側面が交互に対置  

して扱われる。そうして知識が確実に定着する。  

テーマ／内容   留 意 点   

関数   多様な対応とのつき合いから，比例（原点を   

対応と関数，表，グラフ，式による表  通る直線，商が一定）と反比例（双曲線，積が   

現，比例関数と反比例関数  一定）の特別な性質が明らかにされる。  
一次関数，対応の規則とグラフ  
E：直線の交点の（解析的）計算  

比例関数の応用  この応用において，型にはまっていない解決   
推論計算，パーセント計算，利息計算  法が許されるべきである。この方法との取り組   
E：複利計算   みは数学的関係への深い理解に導く。   
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方程式と不等式   

式変形は，できるだけ，意味や目的に結びついた文脈に組み込まれ，経験上，それに  

よって生徒は抽象的な式の処理に伴う困難が軽減されることが分かっている。   

解決や近似的解決の探求における試行や試みは組織的な解決の準備や価値のために重  

要である。式，同値，変数，パラメーター，式変形のような概念の意義と有用性が明白  

にされる。計算によって得られた解決は出発状況に関連して解釈され，評価されねばな  

らない。   

それらの手続きは十分に練習されるが，練習は意味あるように軽減される（参照3．  

5）。それは，例えば，二項公式，因数分解，分数式や分数方程式，テキストの問題や事  

実問題のようなテーマとかかわる。計算の応用関連や意義は常に明白にされるべきであ  

る。  

テーマ／内容  留 意 点  

式，一次方程式と不等式  
式変形，分配法則，二項式，1変数の一  

次方程式と不等式，解集合  

二項式とその因数分解はまず，分配法則の  
応用として現れる。他の解釈（分数方程式，  
二次方程式）はのちに明確になる。応用  
（例：物理法則や利息公式）において変数  

（式変数）も組み込まれる。   

テキストの問題はできるだけ多様なテーマ  

を扱うべきである。その手続きの射程範囲を  

示すために。   

テキストの問題と事実問題  

E：一般化された二項式，パスカルの三  

角形  

分数式と分数方程式，定義域，約分と倍  
分，分数式の計算，分数方程式，定義域  
と解の集合  

E：簡単な分数不等式   

連立一次方程式（LG S），2変数の連  
立方程式のLG S，解法（代入法，加減  
法，グラフ的やり方）   

テキストの問題と事実問題  

E：3つの変数を持つ3つの方程式，  
ガウスのアルゴリズム  

グラフ的解決法は，代数と幾何の結びつき  
を可能にする。解の存在や個数の問題も幾何  

的に解釈される。  

テキストの問題と事実問題において，2つ  
の方程式が実際に必要な場面（自明ではな  
い）を扱うべきである。  

2．2．2．幾何   

今までの学年の幾何的経験に基づいて，7／8学年ではより強力に推論的に処理される。  

観察された幾何的性質はすでに発見した法則基準に関連して記述され，理由づけられる。  

ゆっくりと体系化された関係や依存性（幾何の定理，理由付け，証明の取り組み，定理  

群，‥・）がますます推論や思考を決定する。   

この学年での幾何の問題は，伝統的には優先的に作図によって解決される。目標に向  

けられた作図的問題解決は一連の解決の試みや発見的考察の最後にある。その過程にお  

いて，仮定，基礎となる法則性そして目標がいつでも明白に把握できる。作図問題の記  

述において，許される補助手段の確定が本質的である。その意識的な交換は生徒に，慣  

れた思考シェマの批判的吟味を強い，それによって証明の欲求が発達する。  
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角の定理と平面図形の性質   

角の定理の関係とその応用は，円，三角形，四角形のような平面図形の研究をもとに，  

学校幾何の構成の基礎を形作るだけではなく，同時に，段階に適した数学的活動（学  

習）の多様な可能性を形成する。幾何的問題との活動的で，構成的な取り組みは，幾何  

的関係の推測の発展に導き，それゆえに，証明の欲求や推論能力を発達させるのを助け  

る。基本的で，直観的な関係により，基本的な専門概念「定義」，「定理」，「逆定理」，  

「証明」が説明される。  

テーマ／内容  留 意 点  

角の定理  

隣角，対頂角，同位角，錯  
角，三角形の内角の和の定理  
E：四角形の内角の定理，外  

角  

円  

接線，割線，弦  
ターレスの定理  
E：ターレスの定理の一般化  

としての円周角の定理  

多角形  

二等辺三角形，正三角形，直  

角三角形，平行四辺形，台  

形，ひし形  
E：四角形の体系  

三角形の特別な線  
三角形の垂線，垂直二等分  

線，外接円，角の二等分線，  

内接円  

E：中線，重心   

角の定理の取扱いにおいて，一明白な洞察から出発して  
－他の認識が推論的に獲得される。その場合，学習グルー  

プの学習前提が推論の水準にとって決定的である。例え  

ば，角の定理は直接，あるいは平行移動ないしは点対称の  
性質により理由づけることができる。   

内接四角形や外接四角形の研究や2つの円の接線の作図  
は問題指向的，応用指向的なアプローチが可能である。   

ターレスの定理とその→般化である円周角の定理は日常  

的な経験，例えば，視角，拡声器の配置を洞察させる。  

多角形の性質の研究は「局所的組織化」のための基本的  
な活動領域を提供する。   

三角形の垂直二等分線や角の二等分線が1点で交わると  

いう考察は，応用場面（距離の問題）を通して与えられ  

る。   

少なくとも，3点で交わることは証明されるべきであ  

る。  

合同   

伝統的な幾何的学習手段を使った作図は幾何の問題への年齢にあったアプローチを提  

供する。生徒は初めは複雑と思われる事象が線形的に（アルゴリズムとして）構造化で  

きることを経験する。本質的な発見的原理（例えば，部分三角形に分解することによっ  

て基本的な問題に帰着できること）が練習される。   

より複雑な三角形の作図を実行できる能力は，もちろん，他の数学内外の問題の解決  

のために制限的に利用できる。だから，三角形の作図の包括的な練習局面は限られた価  

値しか持たない。   

平面への制限は空間的問題（立体の切断，空間対角線）を通してであわされる。角の  

大きさや辺の長さの（一定の）変化を通して，力動的側面や関数的依存性が明白になる。  

テーマ／内容   留 意 点   

合同   合同の場合が組織的に研究され，作図による位置の決定   

三角形の基本作図  （立体対角線，本物の大きさの切断面）が導かれる。多段階  
の作図問題において，学習過程の制御と援助のために，見取  
図の作成や作図計画の展開による作図記述がたいへん助けに  

なる。そのような図式は決して自己目的ではない。  

合同の概念，合同の定理  合同概念は変換幾何的にあるいは一意的な作図可能性の意   
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E：三角形への帰着による  

複雑な図形の作図  

味で基本概念として展開される。  

平面や立体図形の求横   

平面の幾何図形の求積は代数との結びつきを形作る。特に，面積公式の研究は式概念  

の深化を可能にする。それは応用と関連した問題設定の可能性を提供する。  

テーマ／内容   留 意 点   

平面や立体図形の求積   中心的な考え方は合成された図形を基本的な図形（長   

三角形，平行四辺形，台形の  方形や三角形）に帰着させることである。面積公式は幾   

面積   何的事態のまとめ（要約）であり，それゆえに，第一次   
三角柱の体積   の幾何的修得の最後にくる。公式言語の限界や特殊な場   
E：たこ形，任意の多角形の  合（例：三角形や平行四辺形は台形の特殊な場合であ   

面積   る）の解釈は，公式や式の深い理解を発展させるに役立  

つ。   

2．2．3．統計   

この領域で，生徒は偶然現象と親しむ。ゲーム，実験，自分のデータ調査は本質的な  

構成要素である。可能ならば，実験の前に，問や実験の予測を通して期待の態度が作り  

出されるように試みるべきである。予測と実験的結果を対置させて初めて，年令にあっ  

た「理論的」説明に移行できる。表現の厳密さは段階的に普通の専門用語の形式に適す  

るようにする。  

留 意 点  テーマ／内容  

長期の視点からの相対度数の予想として，確率を解釈  
し，意識することはこの度数が偶然的に確率になることを  
保障する。ラプラスの状況とそうでない状況の関連が統計  

的調査や抜き取り検査において確かめられることは重要で  

ある。   

1段階や多段階の統計的状況は，例えば，樹形図によっ  
て表される。積の法則の理由付けのために度数の考察が提  

供される。導かれた確率は実験的結果と比較される（例：  
最初の「当たり」への期待）。予想と試行結果の表現のため  
に，さまざまな図式が提供される（ヒストグラム，棒グラ  
フ，円グラフ，二次元表）。   

くじを戻す場合と戻さない場合のくじ引。二項分布の例  

が積の法則の小さな段階数として処理される。組合せ的な  

導出は全く考えていない。  

偶然実験  

絶対度数と相対度数，確  
率  

E：シミュレーション   

確率計算  

和の法則，小道（積）の  

法則  

E：利息計算と小道の法  

則の間の平行性（分  

配物の分配）  

応用  

くじモデル  

E：パスカルの三角形と  

二項式の関係  

2．3．9／10学年の必♯と選択の内容   

前学年において，数学的概念の幅広い基礎が効果的に形成され，一連の基本的技能が  

習得されている。だから，ますます専門構造的側面を授業に取り込むことができる。そ  

れによって，ギムナジウム上級段階の学習が準備される。けれども，幾人かの生徒は中  

等段階Ⅰの終わりに普通教育の学校を終了することを忘れてはならない。職業生活に入  

っていくために，また，5－8学年の教材に対応する数学的基礎知識（例：パーセント  
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計算，式変形，推論計算／比の三用法）は9／10学年の内容の枠内で意識的に育成され  

る。そのような学習は学校を卒業する者だけでなく，ギムナジウム上級段階にいく生徒  

にも基礎となる。   

この学年の授業では，扱われるテーマ領域がますます関連づけられる。例えば，幾何  

的知識を表現や直観化の手段として他の文脈にも利用したり，代数的関係を問題解決の  

ための補助手段として他のテーマ領域に組み込むことを意味する。その場合，目的は生  

徒が発見的原理を意識的に使用するように導くことである。実験的，数的な活動（学  

習）を考慮して。   

個々の内容を振り返って共通性を明らかにする考察（観察）が利用される。それは代  

数的構造的思考を導くためである。代数は関連のない個々の内容の集積ではなく，抽  

象的な立場から統一的に見ることであるという認識が獲得されるべきである。   

この年齢の生徒は複雑で個別化された世界観を発展させ始め，個人的観点をますます  

受け入れ，他の観点も取り組むようになる。数学的内容の学習を越えて，数学教育にお  

ける判断形成に対してこの前提を豊かなものにすることが重要である。  

2．3．1．代数   

9，10学年の学習領域：代数の中心には，実数，非線形的関数，その性質とグラフが  

ある。方程式は強力に関数的側面から考察される。多様な応用関連が提供される。  

実数   

授業の中心に，分数や循環小数では表されない数が存在するという発見がある。   

そのために，近似法（はさみ込み）と選択された無理数の証明がある。無理数とのつ  

き合いにおける電卓の原理的限界が意識されなければならない。   

体系的な数の範囲の拡大は中等段階Ⅰの可能性を越えている。   

指数が整数や有理数であるベキ概念の拡張は，対応する指数関数の導入によってうま  

くいく。その場合，指数関数を考慮して，指数の異なった解釈が明らかにされる。関数  

的側面の他に，代数的側面（計算法則）も現れる。指数法則は，自然数，整数，分数の  

指数に対して洞察され，個々の場合が証明される。  

テーマ／内容  留 意 点  

平方根への最初のアプローチは実際的問題を経て行わ  

れるべきである。その場合，平方根への近似法に関し  
て，実践に適切なっき合いが達成される。方程式が解け  
ないことから，有理数を拡張する必要性が生まれる。解  
の存在は幾何的な解釈を通して蓋然的に行われる。   

この存在根拠は循環しない無限小数の例によって補わ  

れる。   

無理数の計算は興味ある側面を開く。多くの積の有理  

性，無理数解を持つ二次方程式における確かめやその有  
理数による近似，・・・  

実数  

平方根，平方根の計算，平方  

根の無理数性  

有理数の指数，指数計算   

E：区間縮小法  

ヘロンーアルゴリズム  

指数が無理数の指数関数  

関数とそのグラフ，方程式   

応用状況（加速度，成長，振動，・・・）は非線形的な関数や方程式の研究に導く。指  

数関数と対数関数の関係は応用指向の問題設定から生まれる。幾何における三角形の求  

積を補足して，振動現象の記述において，三角法の関数的側面がより強力に前面に出て  
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くる。   

関数グラフの記述（対称，交差，単調性，周期性）のため，また，新しい関数グラフ  

（鏡映，拡大，平行移動）の産出のための幾何的考察法は，幾何と代数の関係を深める  

のに役立つ。その場合コンピュータのグラフ的表現可能性が意味あるように利用される。  

テーマ／内容  留 意 点  

関数とそのグラフ．方程式  
二次関数，標準形，無理関数，二  
次方程式，解法，一次式への因数  

分解，ヴィェタの定理，指数関数  

逆関数の概念  

E：多項式の除法，Ⅹ，y両方が  
二次の方程式，二次不等式，  

無理方程式  

指数関数，対数関数，簡単な指数  
方程式，三角関数（学習領域：幾  

何を参照）  

E：対数法則   

頂点の決定の応用として，適切な極値問題が役立  
つ。二次方程式の解の公式はさまざまな解決法を補足  

的に互いに結びつけるために利用される。無理関数は  

二次関数から幾何的にも代数的にも逆関数として得ら  

れる。指数関数の典型的ふるまいは少数の例を使って  

示される。   

指数関数は成長や崩壊過程を使って導入される。成  

長の直観的観念は線形的であるから，素早い成長の洞  
察を指数関数で伝達することが必要と思われる。グラ  

フですぐに明らかになる「半減期」の概念が重要であ  

る。電卓を使った任意の底の対数の計算は，底10への  
変換を必要とする。   

三角関数は幾何的（三角形の求積）観点からも関数  
的観点（振動）からも扱われる。この教授プランで  
は，それは学習領域：幾何で扱われる。  

2．3．2．幾何   

9，10学年の幾何の内容は，応用指向教育の多数の機会を提供する。特に，（他の教科  

でも）すでに直観的に使用されている相似の概念が応用領域への幅広い導入を開く。   

伝統的に，幾何的事態の代数的表現（三角形の面積定理，線分比の定理，三角法）と  

幾何的問題の代数的解決はこの学年の幾何教育の重点である。幾何的，代数的側面の徹  

底的な関連付けは決して困難をもたらさない。   

その他に，典型的な幾何的内容や活動が育成される。作図的表現，構成的解決，幾何  

的推論は，代数的解決法と並んで重要であり続ける。円，三角形，立体の求積において，  

幾何的一直観的背景は常に残されておくべきである。使用される公式がすべて証明され  

る必要はない。幾何的に蓋然的にすることが重要である。  

三角形の面積定理   

ピタゴラスの定理は学校数学にとって中心的意義を持つ。それは直角三角形の辺上の  

正方形に関する定理として把握できる。－ 主要な応用は長さの求積にある。定理の逆は線  

分の垂直性を述べている。無理数の長さの線分の作図によってピタゴラスの定理は無理  

数の問題へのアプローチを創る。  

テーマ／内容   留 意 点   

三角形の面積定理   ピタゴラスの定理の内容は直接的に洞察できな   

ピタゴラスの定理， ピタゴラスの  いから，初めは「発見」されねばならない。さま   

定理の逆   ざまな証明が面積定理としてのピタゴラスの定理   

E：直角をはさむ2辺に関する定  の理解を深める。平面や空間への多数の応用が考   
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相似   

線分比の定理，相似の定理，中心拡大の性質は，同じ幾何的な事態の異なった見方に  

すぎない。線分比の定理の証明における連続性の考察（通約不可能性）は，解析教育を  

考慮すれば，初めから除外されるべきではない。  

テーマ／内容   留 意 点   
相似   相似関係は多数の平面的，空間的応用状況   
線分比の定理，相似概念，中心拡大   において，例えば，幾何光学の問題において   

E：相似の定理，相似定理の特殊な場合  利用される。幾何の枠内で，円と直角三角形   
としての合同の定理，弦の定理，直  （ユークリッド，ピタゴラスの定理）につい   

角をはさむ2辺の定理，多くの円の  
接線に関する定理，相似変換とその  

合成   

円と立体の求積   

この領域の知識は多くの工学的職業で要求される。時間の理由からすべての公式を導  

くことはできない。だから，公式集との批判つき合いを学習することが必要である。   

数冗は近似法によって求められる。近似法の取扱いはギムナジウムの上級段階の極限  

概念を準備する。  

テーマ／内容   留 意 点   

円と立体の求積   数冗のはさみ込みは，円の面積の求積において直   

円の面積，円周，線分，円弧，曲  観的である。効果的な求積に対して，電卓やコンビ   
率   ユータが使用される。   

立体の体積や表面積の公式   四角錐，円柱，円錐，球の立体の内，少なくとも   

E：円の面積や円周の求積のため  1つについて，体積と表面積が導かれる。この年齢   

の他の近似法，四角錐や円す  段階でも，立体モデルの作成は学習過程を促進す   

い台の体積や表面積   る。   

三角法   

7／8学年では作図的に解決した問題が，三角関数の助けで，計算的にも解決できる。  

三角法の教育は三角形の求積の多様な応用可能性によって生き生きとしたものになる。  

三角関数の周期性が強調されるならば，振動の記述は幅広い応用領域を提供する。  

テーマ／内容   留 意 点   
三角法   多角形の求積は体系的に三角形の求積に帰着できる。   

直角三角形の求積，三角関数  正弦定理や余弦定理が定式化されないならば，少なくと   
E：正弦定理，余弦定理，加  も4つの合同な場合のすべてが直角三角形への分解によ   

法定理，振動事象   って求積できることを明確にすべきである。  
正弦関数は区間［0，冗］では逆関数が求められない   
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から三角形の求積の完全な代数化は付加的基準を必要と  
する。振動の考察（例：うなり）はスクリーン上にグラ  

フをうまく表現できる動機付けのある問題に導く。  

2．3．3．統計   

統計的思考法の深化のために，生徒は統計の他の側面と取り組むべきである。その場  

合，学習グループの興味の状態に従って重点が選択される。推測統計の基本的考えへの  

導入（ベイズの規則の応用あるいは相対度数の変動の研究）あるいはロト問題の領域に  

おける確率の継続である。量が多すぎる教材を避けるために，重点への制限が提供され  

る。次の選択のそれぞれは，約6週間の授業時間で扱われ，試験に対する内容を提供す  

る。   

選ばれた重点とは独立に，実験によって支えられた内容的理解のために，形式は広範  

に放棄される。既成のソフトを持つコンピュータが統計的実験の実行や評価のために，  

また，実演の目的のために使用される。  

選択（a）   

ベイズの規則のテーマ領域の問題は樹形図の助けで解決される。その場合，ベイズの  

規則は形式的に扱われ，証明される（これはギムナジウム上級段階にもある）。ここでは  

関係の内容的理解が重要である。その場合，条件付き確率の概念が直観的に使用される。  

統計的思考に対して，観察に基づいてさまざまな確率がどのように変化するかを研究す  

るとき，この規則が適切である。  

テーマ／内容  留 意 点  

統計への応用のある  

ベイズの規則の例   

授業は実験によって導かれる。その実験はあまり浪費がない  

ものである。例：区別のできない3つの袋がある。それにはさ  
まざまな（分かっている）割合で，赤と白の玉が入っている。  
袋の1つが偶然に選ばれる（先験的確率は1／3）。どれを取っ  
たかを見付けだすために，それを取り出し（戻す）先験的確率  
はベイズによれば，ある袋の確率が他のものよりきわめて大き  
くなるまで検査される。計算の前に，直観的に見積り，見積っ  
た結果が計算された結果と対置される。   

この実験のくじモデルによって記述される基本構造，先験的  

確率や条件付き確率は多様に変化できる。だから，統計的モデ  
ル構成や関数的依存性に対する感覚ができる。  

選択（b）   

7／8学年の統計の授業から，相対度数が試行ごとに確率が変動することを知ってい  

る。ここではこの変動の大きさが研究される。これは試行の系列を経て，もっとも意味  

のある純粋に，実験的にさまざまな範囲（コンピューターシミュレーション）で行われ  

る。短時間において，P＝0．5 の場合への制限が認められる。  

テーマ／内容   留 意 点   

ベルヌーイの実験   目標は，与えられた確実性をもつ相対度数が区間の幅が因   
試行の範囲に依存して  子1／√nで推定されるという観察にあるべきである。この   
確率について相対度数  観察は統計的文脈に置かれることが推奨される。相対度数が   

の変動   受け入れられた確率（仮設）から「きわめて広く」離れてい   
統計への応用   るから正しさに対する懐疑が申し出られる（仮説の拒否）。   
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「広告やさまざまな値段水準により示唆される質の違いを示  

すことができるか（p＝0．5 の拒否）」という問の範例的研究  
は，やりがいのある結論を形作る。相対度数は抜き取り検査  
の範囲に関する情報なしでは制限された情報でしかないとい  

う経験は，日常状況を考慮して重要な学習目標である。  

選択 くc）   

統計的思考に導入される新しいテーマ（a）や（b）とともに，ロト問題の範囲で古  

典的な確率概念も認められる。  

テーマ／内容   留 意 点   

ロト問題   「49から6」の標準問題への案内として，見通しのある小   
数え方と組合せの基本  さな例（例：6から4）が処理される。二項係数の形式的書  

き方はテーマ化されない。理論的結果はコンピュータシミュ  

レーションによって直観的に定着することを推奨される。   

2．4．教科横断的内容   

普通教育の数学教育は教科横断的な側面を組み込む必要がある。これは他の教科との  

話し合いと協力を勧める。  

数学教育と言語   

言語は数学教育において概念の理解やその提示において本質的な意義を持つ。日常言  

語を越えて徐々に数学の専門言語が展開される。日常言語で定式化されたテキスト（テ  

キストの問題も）は数学的に解釈される。数学的事態を日常言語的に表現できる能力の  

促進は経済的な記号言語の展開と同様に重要である。  

他の教科の文脈への数学的方法の使用   

計算を越えて，数学教育は他の教科の学習で必要な基礎技能を準備する。これには，  

データや結果の収集，整理，表現，数や量的関係との理解のあるつき合い，グラフ的表  

現や表の批判的な評価である。例えば，物理では実験の評価，地理における縮尺表現と  

のつき合い，社会科学的教科における統計の解釈。教科横断的学習において，生徒は文  

脈に関連して，これらの基礎技能を活用すべきであり，数学的背景を反省すべきである。  

これは数学的補助手段の責任のある応用に対する本質的前程である。  

数学教育と他の教科の内容   

数学教育は応用において，他の専門教科の内容を使用する。これは授業対話における  

関係の明確化に制限されるだけでなく，授業時間の枠組みを越えた問題に導く。必要と  

する情報が「問い合わせ」によって得られるならば，他の教科との話し合いや協力ある  

いは授業への「専門家」の組込みが必要となる。  

情報やコミュニケーション技術の基礎教育   

生活現実と結びつく数学教育は，さまざまな生活領域において，数学が「新しい技  

術」と結びついて応用されていることに取り組む。例えば，予想やモデル計算の作成。  

すべての教科と同様に，この技術の機会と危険とに取り組むべきである。これはIKG  

（7／8／9学年）の方針に合わせて行われる。数学教育はプロジェクトを援助する。  

－コンピュータ支援による包括的なデータが評価され，表現され，解釈されねばならな  

い。  
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ー表計算の援助で事実関連を理由づける一力動的，統計的関係をモデル化し，シミュレ  

ートする。－コンピュータのグラフ機能を使って事態を直観化する。   

逆に，コンピュータを使って他の教科で行った経験が数学教育にも利用される。  

2．5．その他の教科に関連した取組み   

個々人の才能の重点的な数学的教育や展開のために，授業の時間割に結びつかない催  

しが役に立っ。例えば，プロジェクト，修学旅行，企業や計算センターの見学。特殊な  

テーマ（例，カオス数学，数学史）に対する学習協力は，学校内，地域（都市や地域），  

地域を越えたオリンピック（数学オリンピック，青年研究）と同様に数学への興味を深  

める。オリンピックの問題は数学の包括的な次元を明白にし，自主的，創造的解決方法  

を刺激する。方針の第4章と比較せよ。  

3．授業構成の梼原則  

3．1．態度の長期的な促進   

普通教育としての数学教育の質は，授業教材に依存しているだけではなく，少なくと  

も「授業文化」に依存している。だから，授業において，教材とどのようにつき合うか，  

生徒相互がどのようにつき合うかは共通の課題である。明白に指導される内容を越えて，  

この相互のつき合いにおいて基本的方向づけや態度が長期的に形成される。だから，数  

学教育は数学的活動の結果だけに価値を置くのではなく，その修正や判断にも価値を置  

くべきである。活動それ自体やその慎重な制御が中心にある。生徒は規則にあった数学  

的行為や自分の解釈における正しい言い方の獲得の他に，自分の観念や方略を持ち込め  

るようにすべきである。   

授業文化において，課題にどのように接近し，自分の予想があっているかどうか，ま  

た，どのように制御できるか，他の友達と合意できるかどうか，どのように合意するか，  

結果として何が認められるか，許される理由付けとはどういうものか，何が明白なこと  

として受け入れられているかについての理解が必要である。このような協同学習は，そ  

の効果について広く知られた目標「社会的学習」を越え，問題解決態度を決定し，数学  

への全体的態度を決定する。   

学習者の付随現象である誤りとのつき合いも，数学文化の本質的な部分であり，教科  

への洞察を形成する。誤りは単なる思考の欠如あるいは単なる不注意に帰着できない。  

誤りはしばしば，授業において暗黙に学習された，客観的に間違った解釈や規則の受け  

取りに帰着できる。数学教育の長期の成功にとって，誤りを初めから阻止しないことが  

重要である。しばしば，それを取り上げ，授業のテーマにすることは可能であり，意味  

がある。   

責任のある数学とのつき合いのために，自分の結果や他の生徒の結果に健全な疑問を  

持つことである。生徒はそのために矛盾を認識し，命名し，それに理由を与えるように  

導かれるべきである。それには，試行から得た結果，蓋然的考察，見通し，比較（例え  

ば，記号との比較）が常に保障されるべきである。   

そのような授業文化は，教師に，方法的なオープン性と内容的な柔軟性，生徒の方略  

の注目，感受性のある協力機能を要求する。   

意識的で，目的のある学習過程は，適切で，長期的な動機づけを必要とする。それに  

対する実際的な主要な障害は，生活に関係ないところに見られ，学校数学がしばしば陥  

るところである。まず体系に向けられた学校数学は，しばしば現実的な生活関連との可  
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能性を断ち切る。その場合，女子の方が男子よりも動機づけの喪失を強力に感ずる。   

中等段階Ⅰの数学教育は，いつでも，その意味と解決欲求が生徒に洞察されるような  

問題に関連づけられるべきである。その場合，そのような問題は，（場合によっては）単  

純化された日常生活の状況から生まれるか，ゲーム的状況から生まれる。数学とのつき  

合いにおいて，ますます，数学内の問題が重要になってくる（例えば，最大の自然数が  

存在しないこと，平方根の無理数性）。   

さらに，数学は，生徒が感情的に語り，動機づけを促進する多数の可能性を提供する。  

一法則性や類推は不思議さそれ自体へのきっかけを与える。  

一生徒は適切な問題解決において自分の実力を体験する。オープンな問題との取り組み  

において，  生徒は「数学的に探究する」，すなわち，自分の推測を自主的に発展させ，  

定式化し，吟味する 可能性を持つ。  

一幾何的表現の美しさ，推論や証明のエレガントさが体験できる。  

－その上，アルゴリズムによる処理は成功体験を伝えることができる。  

一事実的根拠が人間的権威よりも重みがあることを経験できる。  

3．2．学習様式や社会様式の変化，内的個別化   

専門的，普通教育的，社会的側面からみて，数学教育のさまざまな学習目標は，授業に  

おいて，さまざまな学習様式や社会様式の組合せを通してのみ実現できる。   

数学教育の多くの局面において，発展し，よく練られた授業対話が推奨され，効果を  

もたらしている。しかし，この学習様式は，次の場合にのみ数学教育の学習目標に適し  

ている。すなわち，柔軟な指導において，生徒の活動があまり発揮されない場合である。  

授業は，生徒の提案や課題に対してオープンでなければならない。   

いかなる学習グループも，個々の生徒の学習前提が一貫して同じ歩みの学習過程をも  

たらすほど同質ではない。だから，数学教育において学習の個別化された様式が利用さ  

れる。これは個々人の練習局面や定着局面を可能にし，個別化された課題設定によって  

対象とのより深い取り組みが与えられる。特に，相互の援助や理解が重要な役割を果た  

すところではそのような様式が活用される。だから，一方で，社会的に義務のある，自  

己責任のある行為への能力が促進され，他方で，成績優秀な生徒も深い事態の理解やよ  

り大きな満足が得られるのである。   

内的個別化において，課題が，例えば，複雑さの程度，目標設定，利用される補助手  

段そして処理の時点に関して，個々人の学習欲求に適することが望ましい。確実さと練  

習にとって，課題が特に有用と見なされるのと同じである。その場合，生徒は自分の学  

習成果そのものを制御する可能性を持つ。個別化された学習様式は 教師に，生徒個々  

人の学習の進歩を正確に考察（観察）することを可能にする。そのもとで，学習の進歩  

が形成され，目指され，個々人の学習援助の考察を可能にする。   

内的個別化という確かな学習様式は，基礎学校から生徒には親しまれているから（週  

の計画学習や自由学習），試行段階においても，その学習様式はこの経験と結び付けられ  

る。個人学習，二人学習，グループ学習（混合様式）は個別化された授業様式である。  

それは，より上級の学年では，ずっと以前から授業では日常的に行われてきた。   

対話において思考が厳密になることが重要であるならば，二人学習は問題解決や結果  

の定式化を準備する。その場合，次のような本質的な社会的目標が促進される。自分の  

考えを相手に分かるように伝える，互いに聞きあう，互いに同意して学習する，援助の  

準備を発展させる，協力学習を学習する。グループ学習に対しても同じようなことが言  

える。さらに，グループ学習では付加的な要求がある。学習過程が組織化されねばなら  
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ないし，生徒間で話し合われなければならない。グループ学習は適切な課題によって  

（例えば，ゲームや実験，学習を分担した取り組みが考えられる）準備されるべきであ  

る。自主的に組織化されたグループ学習はプロジェクト学習を準備する。  

3．3．数学の応用と現実関連   

数学の応用関連や現実関連は，モデル概念の助けで記述できる。常に数学は事実状況  

の記述や明確化のために利用されるから，厳密に言えば，数学的モデルは構成されるか  

ら，そのようなモデルによって得られた現実についての命題は，事実に適切かどうかが  

吟味される。それは全く簡単な場合に成り立つ。一方で，自然数や一次関数は固有な数  

学的対象とみなされる。他方で，現実の対象を数え，一次関数を使って関数的関係を記  

述するやいなや，数学的モデルが使用されている。   

数学の現実関連はモデルを経て伝えられるという洞察は，中等段階Ⅰにおいて，数学  

的学習過程を本質的に豊かにする。それは「モデル」という用語が授業で明白に導入さ  

れるかどうかとは関係ない。たいていの場合，教師が数学のモデルの側面を意識するな  

らば十分である。多くの関連において，モデルについて語ることが明白に推奨される。  

例えば，初等幾何で，関数論で（線形的関連成長過程），特に，統計において推奨される。   

数学の素朴な理解において，数学的対象や概念それ自体は日常的現実の構成部分であ  

る。具体的な観念に結びつく数や簡単な幾何的対象および数や幾何的対象の操作は，た  

いていの子どもには，ほとんど困難はない。それに反して，数学的対象の増大する抽象  

性によって，数学が生徒に何かよそものとして現れるという危険性が増大する。それは  

ほとんど生活現実と結び付かない。数学は見通しのきかない，理解できない概念網や規  

則として現れる。数学的に才能のない生徒にとって，数学的応用のモデル性が授業で明  

白にされるならば，援助豊かなものになる。公式，式，数学的概念は現実の側面をモデ  

ル化していることを生徒に持続的に洞察させるならば，手続きや結果はいつでも適切な  

例に基づいて内容的に解釈される。   

モデルの発達は具体的な事実状況からも数学内の問題からも始まる。数学的問題は授  

業の経過の中で生れる。生徒にとって，1つの同じ状態に対して互いに多くの数学的モ  

デルがあること，逆に非常に異なった状況が同じ数学的モデルで表現されること，各場  

合にモデルの選択と適切性が議論になることを認識することが重要である。   

事実状況とモデルとの関係を反省することが特に考慮されるべきである。現実が数と  

数関係あるいは幾何的関係に変換されるとするならば，それは何を意味するのか。どん  

な関係に短縮するのが許されないか。数学的に見通しうるモデルへ帰着することによっ  

て，どんな深い認識が獲得できるのか。モデル構成の問題点，モデルとの素朴な付き合  

い，モデルと現実の交換（統計を使ってすべてが実証できる！）－これらは全く異なっ  

た数学的対象や応用に関連して，また，さまざまな抽象水準においても，いつでも立ち  

返るべきテーマである。   

授業は，先行する実行の意味で，「理論と実践の相互関連」を明白にする。これは科学  

指向や科学入門的授業の本質的特徴である（方針，2．1．2節）。  

3．4．歴史的視点   

ギムナジウムと同様に，普通教育学校の数学教育は数学を歴史的に成長したものと理  

解する側面を無視してはならない。それゆえに，歴史的側面はそれが提供されるところ  

では授業を教育的にかつ方法的に豊かにする。   

例えば，それは次の場合に行われる。  
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一名前と内容が互いに対応づけられる（例：ピタゴラスの定理）。  

一数学的領域の一部の発達が時間的に見込まれる。  

－外国の言い方と数学的記号を説明する。  

一時代の経過の中で概念や見解が応用されている。   

歴史的側面は動機付けに役立っ。さらに，生徒は数学の発生への洞察や古い時代の人  

間の業績に注目する。生徒は，今日示されているように，必ずしも，数学が静的な教授  

の構成物ではなく，人間によって作られたこと，また，そのかぎりにおいて発達を経験  

することを認識する。その発達は今日も終っていない。   

歴史的考察は，生徒が数学，自然科学そして技術の相互作用を学習すること，数学が  

一般的な文化的，社会的，経済的発達にどのように組み込まれてきたか，数学がそのア  

イデアによってどのように精神生活や芸術を促進してきたか，そして精神的な潮流によ  

り影響されたかを経験することに貢献する。   

歴史的側面の組み込みがより大きな教育的，方法的余裕を教師にもたらす。数学の歴  

史は抽象的概念の具体化や直観化の可能性を豊富に提供する。しばしば，昔の数学者の  

思考経過を追実行することは価値がある。昔の計算本からの課題は，授業をしばしば豊  

かなものにする。  

3．5．概念の発達，規則ややり方の学習   

普通教育としての数学教育は，すき間のない，階層的に構成された理論的構成物を伝  

達するのではなく，数学によって特徴付けられる内容や原理を洞察し，数学は何ができ  

るかを認識できるようにすることである。もちろん，範例的学習も専門体系の可能性を  

数学的活動の典型的特徴として認めなければならない。   

授業は学習心理的，発見的原理を考慮しなければならない。それは，生徒が自分の予  

備知識と結び付けて，自分の観念パターンや思考シェマへ数学的洞察を統合するさまざ  

まな観点や見方と取り組むことを通して可能である。   

学習グループ内での相互の了解および複雑な事態の構造化や把握には，グループに共  

通な概念範囲に入るしっかりした概念を必要とする。だから，概念の発達や体系的構成  

は学習過程の本質的な部分である。   

概念の発達は，具体的状況から生じ，学習グループに共通な観念の上に構成される。  

その場合，生徒の主観的な予備経験が授業において受け入れられる。   

定義の意味で概念の厳密な確定は，概念発達の後の研究において初めて，しばしば暫  

定的に意味がある。実り豊かな数学的活動に対して，今後とも，概念発達で集められた  

観念が生き生きと息づいていること，また，多くの結合点を提供することが本質的であ  

る。   

多数の規則は次の範囲まで練習されねばならない。すなわち，生徒にとって，複雑な  

計算や問題の取り組みが軽減される程度に練習される。時間の理由から，しばしば完全  

性は望めない。もちろん，習得された規則が生産力（支援力）のある観念と結び付くこ  

とが必要である。それは誤りの制御，蓋然的考察などを可能にする。   

生徒は数学的手続きをアルゴリズムの意味でクラス全体の問題を解決する道具として  

経験する。他の事実領域との関連を多様に発見させるほど，アルゴリズムを自由に使え  

るようになる。だから例えば，二次方程式の解の公式をそれに対応する放物線に基づい  

て幾何的に解釈できる。これは生産力（支援力）のある観念を作り，解の個数に対する  

想起の援助になり，アルゴリズムの関数的解釈を開く。   

授業で習得されるアルゴリズムは学校数学にとってさまざまな重点を持つ。多くのア  
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ルゴリズムに対して，現在でも，それが素早く，間違いなく処理できるように期待され  

ている（例えば，割り算の筆算）。他のアルゴリズム（例えば，二次方程式の解法）にお  

いて， そのアルゴリズムは解の公式に短縮されるか，（例：開平のアルゴリズム）などの  

アルゴリズムは電卓に任せられる。   

オープンな問題状況の数学化やモデルの開発と比較して，アルゴリズムを完全に素早  

く処理することを学ぶという目標は意義を失っている。それは将来，ますます実行能力  

のある計算手段が直接使えるようになるからである。  

3．6．証明   

数学の構成において証明は重要な役割を果たす。それは学校数学でも考慮しなくては  

ならない。もちろん，中等段階Ⅰの数学教育にとって，公理体系からの形式化された定  

義を伝えることが重要なのではない。その体系は，高度に発達した「でき上がった」理  

論の観点から見ればエレガントに思えるかもしれないが，中等段階Ⅰでは重要ではない。  

同様に，専門体系のすき間のない構成や完全性重要ではない。むしろ，中等段階Ⅰの数  

学教育では，特に発見的な手続きの枠内では，命題を理由付けたり，推論を注意深く受  

け入れたり，互いに関係づけるという態度を呼び起こすことである。さらに，教科に固  

有な推論方法を経験し，洞察すべきである。それには特に，前提に関する合意性や推論  

方法の許可に関する了解が必要である。   

このような推論との相互のつき合い，すなわち，扱われている内容について相互に納  

得のいくように了解するという課題は漸進的に展開されなければならない。それに基づ  

いて専門体系的観点から「局所的組織化（整理）」が構成的に組み込まれる。扱われる内  

容に関する命題間の関係が扱われる。   

この関連で，形式論理的／専門体系的側面は，「説得力」ないしは真の命題を自由に使  

う（相対的）確実性の向上に対して，専門体系的側面の意義から，徐々に現れるという  

ことである。  

3．7．学習過程の部分としての練習   

学習された概念，規則，手続きの強化や練習は数学教育の不可欠な構成部分である。  

その場合，できるだけ，練習局面は問題指向的に構成されるべきである。   

数学教育における練習はさまざまな目標や段階で現れる。  

－処理の局面に直接続く最初の練習は，どの程度新しい内容が理解されたか，伝達され  

た観念が生 産力があるかどうかを見ることができる。同時に，生徒は新しい内容を自  

分でもう一度実行し，それにより内容と親しむ。  

一第二段階では，練習は最初は相対的に孤立した知識をすでに存在する知識と結びつけ  

るべきである。型にはまった，無反省な思考を避けるために，そのような練習は可能な  

かぎり多様な関連を適切に考慮しなければならない。  

一最後に，以前の学習内容が繰り返されるべきである。基礎知識のしっかりとした在庫  

を保証するために（内在的繰り返しの原理）。それには，計算する，作図する，表やグラ  

フを描く，式の変形，方程式の解法のような持続的に自由に使える，基本的な数学的能  

力が属する。  

3．8．数学教育におけるメディアの活用   

意味のあるメディアの使用は動機づけや直観を促進し，ゲーム的取り組みを可能にす  

る。その使用は，非効率的な活動から授業を解放し，生活に近い問題を授業に持ちこむ。  
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メディアとのつき合いは，生徒に対して概念形成の基礎を準備することができる。  

数学の什報収集   

普通の ，自由に使えるメディア（例えば，表，色チョーク，作図道具，教科書，計算  

ドリル）の他に，数学教育にとって，他の多数のメディアが存在する。すべての専門教  

師はそれらを数学の情報収集で自由に使えるべきである。  

一個々のシート（問題，具象化など），透明シート，とじ込みシート  

ー立体モデル（場合によっては，生徒のグループで作る）  

－おはじき，ゲーム  

ー歴史的なもの（古い計算機，掛け絵，・・・）  

一測定の練習のための材料  

一以前に行ったテーマ領域の繰り返しのための学習用紙  

一新聞の記事  

一代用の時間のための魅力的な材料  

一統計のための材料，統計的試行についての材料  

一専門の文献，専門の記事  

一作図道具  

一コンピュータ・ソフト   

メディアを自分で開発したり，使用したりすることは，特別な方法的手続きを実演し，  

情報を含む経験を交換するための機会を開く。  

t卓   

電卓は日常的に使われており，生徒の経験世界に属する対象になっている。それはい  

つでも使用される普遍的な計算手段であり，決まり切った学習から解放し，生産的数学  

的活動のための時間を創る。   

授業において，電卓の使用がもたらす豊かさを利用することが重要であるけれども，  

同時に，よく考えないで，無批判に，だから，この道具と間違ってつき合うようなこと  

があってはならない。 授業実践では，電卓の使用に対して次の領域が挙げられる。  

a）数の計算   

数学教育の重要な関心事は「数感覚」，大小，正確さそして関数的依存性の感覚の構成  

である。   

応用に近い問題設定を可能にする電卓の使用は，そのような授業目標を援助する。見  

積り，概算発見的制御や確かめ（問題設定の文脈においても）は，電卓との反省的つき  

合いにより可能である。そのような能力や態度は長期にわたって発達させねばならない。  

そうして，自分の計算結果 に対する批判的態度が成長していく。近似的解決において  

も確かめは不可欠であり，そこで，生徒は分数や無理数の代わりに電卓の小数との学習  

においてどこまでが信用できるかを経験する。電卓の使用は7学年で必要であり，分数  

計算と関連して，比例，反比例，対応，パーセント計算，利息計算（複利計算），面積や  

体積，統計などのような重要な応用に近い課題領域で扱われる。理由づける場合にも，  

電卓はより早く使用される。  

b）概念形成や規則づくり，問題解決学習   

電卓との合理的で，柔軟なっき合いがいつでも練習され，深められなければならない。  

式の計算 において，保存を利用し，括弧をできるだけ使わないで，同じ課題に対する  

さまざまな作業系列 を示し，作業系列を式に直すなどの要求は，数計算の領域を越え  
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ている。それは式とのつき合い において，柔軟性を向上させ，同時に，代数の複雑な  

規則作業の確定のために役立つ。概念，対 象，規則（平方根，指数が整数でないべキ，  

対数，逆関数，円周率など）への多くのアプローチ が計算機を使う行動によって支え  

られ，動機づけられる。そのようなアプローチからできた，理 由のある，「理論的に洞  

察された」研究は，生徒の目から見て，余計なものでも退屈なものでも ない（周期性  

と無理性）。反対に，それは，理解の深化，他の実験的研究そして推測した関係や 証明  

の必要があると認められた関係の反省に対するきっかけや出発点である。例えば，指数  

や対 数の規則，三角法の規則のような関係である。  

コンピュータ   

コンピュータとその使用の影響は，一必ずしも容易に認められないけれども一日常生  

活を決定づけ，ますます学校の学習も決定づけている。それゆえに，生徒の生活現実と  

結びつく数学教育は，数学的補助手段であるコンピュータを無視することはできない。   

数学教育におけるメディアとしてのコンピュータの使用は，生徒がプログラムを作る  

ことを前提にはしない。もちろん，そのような能力は個々の場合に利用される。一般に，  

既成のソフトを使うならば（いいソフトは値段が高い），また，授業が多くの条件の指示  

に堕落しないならば，プログラムを作れなくとも，処理すべき問題にはなんら影響がな  

い。   

数学教育に対して，すでに多くのソフトが存在する。もちろん，現在，いわゆる練習  

や学習プログラムのソフトがたいへん多い。それは数学的技能の訓練のために利用され  

る（暗算，簡単な方程式の解決など）。この練習や学習プログラムにおいて，コンピュー  

タの多様な繰り返しの可能性が十分に利用しつくされていない。 一般に，誤答分析が欠  

けており，それに基づく個々人への援助が欠けている。従来，そのようなプログラムは，  

学習成果を考慮して，伝統的なメディアに代わるものとはならなかった。他の経験が集  

められなければならない。   

多くのソフトにもかかわらず，数学教育に対して，現在，授業内容をよりよく直観化  

し，認識を深めるプログラムはわずかしかない。例えば，新しい授業方法を可能にした  

り，知識を包括的に，素早く自由に使えるように，関係を伝えるプログラムがなかった。  

そのようなプログラムは数学教育でも道具として利用できる。例えば，  

一時間のかかる，数や代数のアルゴリズムを軽減させるために。そのようなプログラム  

の目標は，利用者がうんざりするような計算を軽減させることにある。そうして，本質  

的な数学的事態，手続き，アイデア形成に集中できるのである。  

一関数の表現や研究のために（関数プロッター）。よいプログラムは，関数の性質や関数  

との目的のあるつき合いのために，実験的アプローチを生徒ができるようにする。  

一幾何図形の表現や変形のために。コンピュータのグラフ的能力を相互作用的に利用し  

た幾何のプログラムは，例による推測を確かめたり，幾何的に実験したり，ゲーム感覚  

で新しい認識を獲得したりする可能性を提供する。それは時間のかかる作図をさせる必  

要はない。  

一力動的過程や統計的過程のモデル形成やシミュレーションのために。そのようなプロ  

グラムの助けで，数学的モデルが記述でき，表現される。続いて，コンピュータを使っ  

て実験される。その場合，伝統的な学校数学が到達できなかった問題が処理される。   

従来，数学教育において，授業のソフトの使用のためには実際的経験だけでは十分で  

なかった。これについては，既に教授プランにおいて推奨してきた。以前の教授プラン  

におけるゆとりは，数学教育においてコンピュータを使用するための授業の経験を収集  
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する可能性を提供する。   

その場合，特に次の間が心に留められる。  

－授業のソフトはどの程度，授業内容に遡及的効果を持つか。  

－コンピュータの使用は，創造的で，モデル化する能力を促進するかあるいは制限する  

か。  

一形式的一技術的技能の意義はどのように変化したか。例えば，ソフトのパックによっ  

て変化したか，式変形や式の簡単化を取り除いたか，式変形についての練習領域が疑問  

視されているか。  

一慣習的な記号道具との確実な付き合いや幾何教育における技術が生徒によってどの程  

度マスターされねばならないか。場合によっては，幾何のプログラムが有益に使用され  

る前に。  

－コンピュータモデルやシミュレーションを理性的に使用するために，どのような数学  

的知識や認識が必要であるのか。  

4．成績と評価  

4．1．原則   

成績概念の教育的意義や成績評価の役割は，2．3節において，方針「成績とその評  

価」で示された。   

そこでは特に，「学校は教育的成績原理を義務付けられ，成績要求は個々人の促進と結  

び付けられる」と述べられている。   

学習成果の吟味の教育的目標は，それに対応する一般的な学校秩序の決定から生れる。  

その秩序は，学校における成績評価に対する正しい基礎をなす。学習成果の吟味は，生  

徒のそれ以後の促進やその相談，教育権利の相談そして学校の進学の決定の基礎である。   

成績評価の諸原則は次のとおりである。  

一学習成果の吟味は継続的過程である。成績評価の基礎はすべて生徒によって授業にも  

たらされた 業績であり，特に，筆記の学習 ，口頭の貢献，実践的実行である。授業に  

おける協同学習における業績は，成績判断において，普通の業績と同様に考慮される。  

一成績評価は，生徒が授業において，範囲や要求について，その要請を知り，それを準  

備をする機会を得ることを前提とする。生徒は要求された業績をもたらすための十分な  

機会を与えられねばならない。  

成績評価は授業で伝達される知識，技能，能力に関係している。生徒によって達成さ  

れマスターされる授業目標，授業対象，方法的手続きがこの教授プランに示されている。  

一知識，技能，能力そして表現の種類などの自主的で，正しい応用の範囲が評価される。  

すなわち 授業において，要求は再生とともに，複雑な業績も求められるように形作ら  

れねばならない。点数段階の定義が考慮される。  

一成績の評価は，生徒にとって，友達との比較でも透明でなければならない。すなわち，  

教科の教師が点数付与の基準を調整する。  

一教師にとって，学習成果の吟味は授業の目標や方法を吟味し，場合によっては修正す  

るきっかけである。生徒にとってそれは学習の援助である。  

4．2．学習成果の吟味の方法  

4．2．1．試験   

試験は先行する授業系列の学習結果の，筆記による確かめである。生徒が事実知識や  
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方法的技能の実証ができるように行われなければならない。試験は適切な準備を必要と  

し，明確に理解できる問題を要求する。   

授業における協同学習の多くの様式と違って，試験は判断領域において，問題解決に  

関して生徒自身に提出される。それは，ある範囲で与えられた時間に業績要求を満たす  

ように作られる。それに必要な構え，態度様式，技能は，授業において準備された練習  

を通して段階的に形成される。生徒は，しばしば試験に不安を持ち，業績能力も学校の  

学習ですぐに終了する（囲本註：時間数が少ないこと）領域を克服する機会が与えられ  

る。  

試験における問題設定のための教科固有の示唆   

数学の試験問題は，授業で設定される目標の多様性を反映すべきである。だから，問  

題の本質的な部分を，再生産的あるいは操作的領域にすべきである。一般に，練習され  

る手続きが変化した状況に応用される（式変形する，方程式を解く，積の規則を応用す  

る，図形を作図する，幾何の定理や関係を利用するなど）。   

さらに，生徒は次の問題にますます慣れるべきである。  

A）理由付け  

B）関連の表現  

C）解釈   

いくつかの提案を示そう。  

A）授業で準備された状況における．理由付けや証明，簡単な修正を行った証明の再現   

例1：授業において，三角形の内角の和の定理が証明される。底辺の位置を変えた図  

について証明を繰り返しなさい。   

例2：授業において，√2と√3の無理数性が証明された。√7について証明をせよ。  

√4について対応する考察のどこが正しくないか。   

例3：授業において，√2の無理数性の証明が導かれた。  

a）3．26×4．31を筆算で計算し，積の最後の数字が因数の最後の数字にどのように  

依存しているかを一般的に答えなさい。  

b）電卓は√2の値をⅩ＝1．414213562 と示す。Xを平方すると，コンマから後ろ  

にどれだけ数字が並ぶか。最後の数字はいくらか。  

c）√2が有限小数でないことをB）を使って証明しなさい。   

例4：授業において，二項式が分配法則を使って導かれた。  

a）（a＋b）3＝a3＋3a c＋b3が正しくないことを反例を使って示せ。  

b）分配法則を使って正しい式を導き，自分で選んだ例で結果を確かめよ。   

例5：授業において，合同定理によって幾何の定理が証明された。ここで次の定理の  

証明を見付けよ。  

点Pが線分ABの垂直二等分線上にあるとき，点PはAとBから同じ距離にあ   

る。   

証明：   AM＝BM  

∠PMA＝∠BMP  
PM＝PM  

だから，三角形PMAとPMBは合同である。  

従って，PA＝P B  

a）垂直二等分線の定義を述べなさい。  

b）仮定は証明のどこで使われているか。  

△   
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c）4つの合同定理のどれが使用されたか。あなたの答えを理由付けよ。   

例6：授業において，確率が積の規則と排反事象を使って求められた。ある人が次の  

ように主張した。  

「サイコロで6の目が出る確率は1／6である。6個のサイコロで，6の目が  

少なくとも1回でる確率は6／6である。」  

計算をしないで，上の議論が間違っていることを理由付け，積の法則を使って，  

正しい結果を導け。  

B）関係の表現．数学的概念の理解や限界   

例7：7学年で，電卓が導入された（加法の前に乗法）。分数のある式がキーの系列に，  

キーの系列が分数のある式に翻訳される。  

次のキーの系列を式に翻訳せよ。  

8）回口田口．団E］叫圧‖訂匡ロ』句 q団日田日田四日 ■  

明ロ＝コ匡口回屈・）回日田Eほ‖ヨ ¶同幅H引∃回巨  

g）団E川引回丘  

例8：相対度数が確率0．5の90％区間にある。それは自動的に80％区間（9  

5％区間）に入るか。理由付けよ。   

例9：授業でピタゴラスの定理とその逆が扱われた。三角形の3辺をa，b，Cで表  

す。角について，次のことから何が推論できますか。  

（Ⅰ）a2 ＞b2 ＋c2 （II） a2 ＝b2 ＋c2 （III）a2＜b2＋c2  

どの場合に三角形は直角になるか。   

≡…‾ 

二＿＿＿  

例10：授業において，指数関数と二次関数が比較された。  

図において， 頂点が［0，1］にある二次の放物線  

が表されているか，指数関数のグラフが表されて  

いるかを決定し，その決定を理由付けよ。  

C）数学的命題を解釈し．矛盾を発見する   

例11：新聞に次の記事があった。  

「数年前，十番目の自動車がどれもきわめて速く走るから，現在，平均して5  

番目の自動車が「ちょっと速い」。けれども，5％もきわめて多い。だから，  

将来，罰金が課される。スピード違反者が支払う。」  

どこに間違いがあるか。  

例12：1980年には，ミネラルウオーターの消費量は165リッターだった。1988年には  

182リッターだった。ある人が次の一次関数でそれを表した。  

y＝2．125 ×（Ⅹ－80）＋165  

a）この解決を説明せよ。Ⅹの値やyの値はどんな内容的意味を持つか。上昇は  

どのように解釈できるか。  

b）2000年の消費量を予測せよ。  

c）Ⅹ＝0のとき，y＝－5である。態度を決めよ。  

例13：授業において，指数的成長が一次的成長よりも成長が速いことが観察された。  

f（x）＝200×1．1Ⅹ とg（Ⅹ）＝200＋20x が初期値200 で10％ごとの指数的ないしは  

一次的成長を記述する。  

a）方程式を説明せよ。  

b）上の命題に反して，f（0．5）は g（0．5）より小さい。この矛盾をどのように説  

明するか。  

例14：次の図において，3つの球形状の樹木は，利息の収入の成長を図的に表してい  
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る。このグラフの観察において，次の間が設定される。利息の金額は樹木の大  

きさに比例しているか，描かれた円の面積に比例しているのか，それとも，そ  

の直径に比例しているのか。測定や計算によって決定せよ。  

まとめと試験の実施のための示唆   

試験の要約について，次の観点が考慮されるべきである。  

一試験問題の選択において，先行する授業の重点が適切に考慮されねばならない。  

－結果重視の計算問題の一面的強調は避けられるべきである。  

－学習は異なった要求の高さを持つ課題を含むべきである。その場合，困難さの高さに  

従って配列することが意味がある。  

一結果に対して，時間設定の正しい評価が決定的である。学習は次の範囲で測定される。  

すなわち 多数の生徒が，与えられた時間内に，あわてることなく適切な表現で課題が  

解決できる。   

初めから，試験において，表現様式も考慮しなければならない。それには言語的調整  

や具体的な外的な言語様式が属する。試験において，対応する言語能力への案内は，あ  

らゆる教科の課題である。   

試験は一般に，あらかじめ知らされる。学習において設定された要求をもとに，生徒  

は授業を通して準備しなければならない。   

半年前に意図された試験は，生徒の不適切な結果がでないように作られるべきである。  

授業のある日は試験ばかりということではいけない。   

試験はできるだけ早く採点され，点数化され，一般に，遅くとも14日後以内には返さ  

れる。それは家庭にも報告され，教育権が図られる。   

試験の返却において，肯定的側面，現れている弱さや間違った原因が書き込まれる。  

教科の教師がどんな様式の調整がよいかを決定する。  
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試験において，生徒の1／3が満足した結果に至らないならば，関係する教科の教師  

に聞いて，学校の指導が学習で期待されたものであったかどうか，適切な準備によって  

新しい学習が記録されているかどうかが決定される。その場合に，学習の要求水準が教  

授プランに対応していたか，教科の教師が十分な理解や練習による十分な結果の保障を  

配慮したかどうかが吟味される。  

試験の採点と評価のための示唆   

試験の採点は誤りを見いだし，生徒に自分の欠如を補うために有用な示唆を与えると  

いう機能を持っている。   

採点において，誤りは出現の場所およびノートやプリントの欄外にかかれる。次のよ  

うな採点の記号がよい。  

a）計算，図あるいはテキストにおいて，   

（例の数） 1 2 3 4  初めて現れた誤り   

（例の数） 2 3 3 2  繰り返された誤り（最終結果）  

～～～～  不明確  

b）欄外に  

不注意な誤り，簡単な計算間違い（書き間違い，数の誤り）  

l  完全な誤り  

＋  重大な琵呉り  

l＋  テキストや計算にあるすき間（欠如）  

＃  問題の全体の流れの誤りあるいは問題を全部解いていない  

§  不正確，解決の値を本質的でないところで間違う   

形式的な採点記号だけでは十分ではない。だから，内容に関連した指摘や注意を欄外  

かまたは学習の終わり（試験の最後のところ）に補足する。採点において，内容的正し  

さの過失か，正しい書き方の過失かを明白に示す。   

部分的な業績は評価されるべきで，他の問題部分の誤りによって強調されてはならな  

い。一度現れ，再び行われた誤りを過度に評価してはならない。要求の高い問題にあま  

り多くの点を与えるべきではない。   

採点と説明から筋が通った点数をつけねばならない。最終点は言葉の形でかかれる。  

欄外の注意以上に，生徒に，個々の誤り，不正確さ，すき間に特に注意するように，あ  

るいは学習過程で正しい助言を与えるようにすることが必要である。教師の名前の印や  

データ提供で採点を終わる。   

補助点の使用において個々の課題やその和に対して達成された最高点も併記されねば  

ならない。 生徒が点数の半分を達成したならば，点数「十分」を与えることが保障さ  

れる。「大変いい」から「十分」までを表す範囲は4つのだいたい同じ区間（上位4分の  

1）に分けて配分されるべきである。それから，点数「大変いい」が満点の達成にだけ  

与えられるものではない。   

補助点制度は，固定的に扱われてはならない。場合によっては現存する明白な点数配  

分の区切りが点数の境界の確定に取り入れられる。それに対して「正規分布の側面」は  

あまり重要ではない。  

4．2．2．授業における協同学習   

判断領域「授業における協同学習」は，生徒の貢献の質や連続性を包含する。その貢  

献は生徒によって授業に持ち込まれる。この貢献は，さまざまな口頭的，筆記的様式と  
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各場合の授業単元の問題や要求水準に密接に関連して，取り込まれるべきである。この  

様式は概して，より長い，限定された，関連のある個々の生徒の授業貢献を表す。それ  

は，授業の機能に従って，授業の経過に従って，問や素材の提示そして年齢段階に従っ  

て，さまざまな困難の程度を持つ。   

授業における協同学習の様式は次のとおりである。  

一授業対話への貢献。例えば，解決提案やその評価，取り組みへの貢献，推測の設定，  

関連や矛盾 の指摘，蓋然的考察，結果の価値付け  

一授業で要求された実績の証拠。例えば，記憶された内容，提出された宿題  

一授業構成のために，自主的に準備し，閉じた形で持ち込まれる要素。例えば，プロト  

コール，レポートなど。  

一筆記による練習   

授業における協同学習の様式はどれも，重要な固有の機能を持つ。それは授業におい  

て，学習過程の進歩に役立ち，生徒に彼の成績状態の示唆を与え，教師には学習成果の  

制御のためのさまざまな可能性を与える。だから，それらはできるだけ多様に利用され  

るべきである。その場合，授業において，優先的に内容的前進を見る課題が設定されて  

いるか，理解の深化のための練習であるか，個別化された問題作りであるかが考慮され  

るべきである。   

授業への各生徒の貢献の配点は，判断の基礎として，その時その時で決定される。  

時々，個々人の部分的業績を判断することは意味がある。他の場合には，その時その時  

の評価は推奨できない（例えば，授業対話への貢献）。ここでは，むしろ教師は長期にわ  

たって生徒の業績を観察し，発達させ，要約的な判断を獲得すべきである。   

数学教育において筆記による練習が実行される場合，ASchOの4章の§22を考慮すべ  

きである。筆記による練習は，限定された教材領域でのみ，現在の授業に直接関連づけ  

られる。解決の時間は一般に15分以上であってはならない。筆記による配点は授業対話  

への長期の貢献に匹敵する。  

4．2．3．半年間の点数の作成   

各学年の半期の終わりに，生徒は成績の点数をもらう。それは半年の成績がどの程度，  

授業で設定された要求に対応したかという情報を与える。   

点数をつけるのは教科の教師によって行われる。   

評点には，授業でもたらされた業績すべてが入っている。この場合，半年の点数を純  

粋に計算して伝えることは，試験や授業における協同学習では許されない。試験のよい  

記録は，点数をつける場合には適切ではない。普段の業績は，全体の判断において同じ  

価値を持つべきである。半年の点数が，全体の成績において，授業の学習目標を測定す  

る判断を表すのであれば，普段の業績は同じ価値づけを持つべきである。  

5．教授プランの取扱いについての示唆  

5．1．教科会謙の課堰   

教授プランは，責任感のある教育的行為に対するゆとりを提供している。これは，学  

習系列を，学習前提や使われている教科書そしてその時々の教室の教育的状況の考慮に  

適応させることを意味する。行われる決定は多くの教室とも関係しうる。例えば，8学  

年で，平行して行われるクラスの統合が目論まれる。だから，7学年との取り決めが必  

要である。関連する決定の範囲によって，教師だけが責任を持つか，教科会議が責任を  
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持つかである。   

教科会議は，教科の方法的，教育的活動の諸原則によって決定される（§7，3章，S  

chMG）。この場合，授業や教育の構成における教師の自由や責任が大きく制限されないよ  

うに配慮すべきである（§3，2章，SchMG）。教科会議は学校内の教授プランを展開し，  

5－10学年の授業の比較可能性を保障する。この決議は，教授プランにおいて決められ  

た義務的規則に始まり，教師を拘束する。   

この教授プランは，教科会議において教科教育的意見交換にとって望ましいものと思  

われる。例えば，次のことについて望ましい。  

一続計のための異なった授業系列のテスト  

一個別化された学習様式による授業経験  

一電卓やコンピュータの使用についての考察  

一便われている教科書による学習  

5．2．教皇会議の課煽   

3章§9によると，学校の協同活動の原則は，教室での陶冶や教育活動に関する教室  

会議を決定する。   

これには次のことがある。  

－2重の繰り返しを避けるための授業内容の取り決め  

－他の教科によって準備される授業内容の取り決め  

－教科横断的内容や用語についての話し合い  

－学習様式や学習技術についての話し合い   

教室会議は学年にわたる教科横断的取り決めができるようにちょうどよい時期に行わ  

れるべきである。その決議は記録に残され，学校内の教授プランの構成部分である。  

5．3．授業系列の股計   

内容の配列は教授プランにおいて，体系的観点と伝統的分配から，領域：代数，幾何，  

統計に分けられている。取り扱いの順序はあらかじめ決められていない。いつでも意味  

があり可能であるならば，テーマや領域の横の結びつきが明確に授業の対象にされるべ  

きである。義務的内容の表から意味のある学習系列は，関連，横の結びつき，背景を示  

すこと，応用関連，歴史的側面などで成立する。教授プランに示された補足や留意点は，  

ここでは提案である。   

個々の内容の取り扱いは，教育的な形成や学習グループの欲求に依存して，異なった  

時間の割当が必要であるから，個々のテーマ領域に時間を害りり当てることはしなかった。  

1章と3章で表された授業構成についての基本的考察の実現が，それに応じたゆとりを  

必要とする。これは授業時間との節約的つき合いや内容の重点の置き方を通して得られ  

る。  

索引（省略）  
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Ⅳ．フランスの算数・数学の教育課程  
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フランス中等教育力リキュラムにおける  

数学科の目標と学習内容  

宮川 健  

グルノーブル大学大学院  

1．はじめに   

フランスの初等教育は、保育学校（3年間）と小学校（5年間）に分かれ、中等教育は中学  

校（コレージュ）と高等学校（リセ）に分かれ，前者4年（第6，5，4，3級），後者3年  

（第2，1，最終級）の構成である。中学校の第6級は日本の小学校第6学年に相当し，第5，  

4，3扱が日本の中学校第1，2，3学年に相当する。   

フランスにおけるカリキュラムはプログラム（programme）と呼ばれ，国家基準として定めら  

れており，約10年ごとに改訂される。しかし，日本のように中学校・高等学校といった単位でま  

とめて告示されるわけではなく，学年ごと段階的に実施の約1年前に告示され，中学校から段階的  

に，各学年に適用される。最新プログラムは1996／1997年度に中学校第6級（日本の／小学校第6学年  

相当）に導入され，高校第2級には2（X氾／2001年度，2001／2002年度は第1級に導入された。高校最終  

級のプログラムは2001年8月に告示され，2002／2003年度より実施される。   

また，高等学校では第1級より専攻が理科系・経済社会系・文学系に分かれ，それぞれの専攻に  

対して異なった数学プログラムが与えられる。   

本稿では，フランス中等教育国定カリキュラムにおける数学科の目標と学習内容を紹介し，それ  

ぞれの特徴を日本のカリキュラムと簡単に比較しながら分析する。  

2．目標  

2．1中学校の目標   

フランス指導要領の目標を簡単にまとめれば，次のようになる（中学校目標の翻訳参照）。  

A．一般教養科目としての数学  

・科学的手法の訓練。  

・数学的活動がいかなるものか知る。  

B．道具としての数学  

・基礎的な数学技能の習得。  

・数学的手法の自立性の認識。応用の幅が広いことを知る。  

C．表現の科目としての数学  

・数学の様々な表現形態の学習。  

日本の学習新指導要領における目標改定の要点は「進んで活用する態度」の文言に示される自ら学び  

自ら考える力を育成すること，「数学的活動の楽しさ」・「数学的見方や考え方のよさ」に示される数  

学的活動の充実を図ることである。これらの情意的側面はフランスの目標では考慮されず，数学技  

能習得の側面のみがあげられている。そして，目標には数学をいかなる教科として学習すべきか詳  

しく示されている。このことは，フランスの学校教育が日本より技能もしくは知識の習得を中心と  

していることにも起因している。実際，日本の学校教育では，道徳や特別活動など人間性や社会性  
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を身につける役割を求められている。これに対し，フランスでは「市民教育」として社会性の獲得を  
指導要領で述べているが，この授業以外に特別な授業はない。   

上述の技術習得面は日本の指導要領に示されていないわけではないが，今回の指導要領改定に伴  

い，情意的な側面がより強調されている印象は否めない。このことは，IEAの第3回国際数学理科  
教育調査（国立教育研究所，1997）により日本の子どもが「数学はできるが嫌い」という結果が背景  

にあると考えられる。しかし，子どもが自ら学び自ら考える力を育成し，数学的活動の充実を図る  
ためにも，フランス指導要領があげるように数学が「A．一般教養科目」であり，「B．道具」であり，  
「C．表現の科目」であることを十分認識する必要がある。  

2．2高校の目梯   

第1級よりコース分けがおこなわれ，第2級のみが共通数学である。そのため，目的・内容は各コ  

ースにおける数学の必要性によって大変異なる。もっとも必要性の高い理科系では，数学がいかな  

る学問であるかなど，数学そのものを理解することに努め，経済社会系が数学を道具とし，文学系  

は現代社会における必要最小限の数学を学習するように求められている。専門に必要とされる数学  

の観点から大変現実的に線を引いている。これはフランスのプログラムの大きな特徴である。また，  

このことは取り扱い内容にも顕著に反映されている。以下，それぞれの目標の要点を取り上げる。  

（D第2級   

共通数学である第2級の目標として最初にあげられているのは，第1級より専攻を決定しなければ  

ならないため，「生徒が自らの進路を決定できるように，数学的活動の多様性に気づく」ことであ  

る。特に，今回の改訂ではこの「多様性」という言葉が強調されている。その他，「数学概念の便  

利さ」や「抽象化による簡易化」を経験すべきことも目標に挙げられている。日本の学習指導要領  

の「数学的な見方や考え方のよさ」に対応するのであろうか。  

②理科系第1級・最終級   

理科系では，「現代数学の多様性」を配慮することとされ，第2級であげられた「数学的活動の多  

様性」から数学自体の「多様性」に触れることを目標とする。プログラムではこれを図で示してい  

る。数学的活動の中心に「観察」，「抽象化」，「実験」，「証明」があり，そこから多様な活動を示す  

矢印が周辺に伸び，現在おこなわれている多様な数学に至っている。例えば，「平面や空間を理  

解・把握する」ことから「ベクトル計算，平面・直線・曲面の方程式，複素関数」が生じる。   

また，今回の改訂では，「数学の認識論と歴史」が新しく取り上げられた。これは内容として扱  

うのではなく，全体論として「数学が現在も発展し続けている学問であり，多くの人々による根気  

のいる仕事と才能の結果であるという事実に気づくべきである」と，教師が適宜，歴史書などを用  

いて数学の文化的側面を扱うことを推奨している。  

③経済社会系第1級・最終級   

経済社会系では，理科系であげられた「数学の多様性」には触れられず，「科学が我々を取り巻  

く世界を理解でき，部分的に予見できるようにする1つの手段である」とし，数学が，情報をとら  

え，批判し，取り扱うための手段であることを認識することを目標としている。理科系で挙げられ  

た数学の文化的側面には触れられていない。  

④文学系第1級   

文学系では，数学は必修の「数学・情報」という形で第1級のみ2時間行われる。   

時間数が少ないこともあり，目標とその解説は大変短い。現代社会において明白に用いられてい  

る数学に焦点を当て，得られた情報に対し，生徒が積極的に自主的に対応できるようにすることを  

目標とする。ここで「明白に用いられている数学」は，翻訳にある取り扱い内容を示す。  
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⑤情報学との関わり   

情報学との関わりは，それぞれのコース目標で触れられている。これは，今回の改訂で強調され  

た点である。実際，前回のプログラムは，電卓の使用・習得を目標にあげ，コンピュータには少し  

触れているのみであった。しかし，今回からはすべての学年・コースで強調している。これは，中  

学校のプログラムにも対応している。 中学校では表計算ソフトの習得を統計の取り扱い内容に入れ，  

作図ソフトの使用を不可欠とし，コンピュータが多く使用される。   

高校第2級では，コンピュータによる実験が観察・証明の相互作用を活発にさせるとし，中学校  

同様「幾何ソフトの使用は不可欠である」とし，統計確率ではコンピュータ使用を前提として内容  

が挙げられている。また，理科系，経済社会系ではプログラムの一章を割いて，数学と情報学の関  

連を解説し，コンピュータをいかに数学へ導入すべきか解説している。文学系では，科目名が「数  

学」ではなく，「数学・情報」となっていることからもコンピュータ利用が重視されていることが  

わかる。  

3．学習内容  

3．1中学校の学習内容   

フランス学習指導要領では取り扱い内容の縦の一貫性が常に強調され，内容構成に考慮されてい  

る。授業計画は「幾何的領域」・「数的領域」・「資料の整理と利用関数」の3つの領域から構成され  

ている。これは日本の学習指導要領の「図形」・「数と式」・「数量関係」におおよそ対応する。以下で  

はこの日本の分類ごとに日仏の中学校数学取り扱い内容を比較する（取り扱い内容一覧は翻訳参照）。  

（D 図形領域   

図形領域では全体的にフランスの学習内容が日本より比較的多くなっている。日本の指導要領で  

扱われフランスで扱われない内容は，「三角形の合同条件」，「三角形の相似条件」，「多角形とその  

角」である。「多角形」に関しては，フランスでは正多角形に限っている。ここではフランス図形領  

域取り扱いの特徴を，日仏の違いの著しい「タレスの定理」・「図形の変換」に注目し，比較検討する。  

○タレスの定理   

この概念は，フランス指導要領においては，図形領域のみならず関数領域・数と式領域におい  

ても重要な役割を果たしている。  

「タレスの定理」とは，例えば図1において「BC／／MN⇒AM／AB＝AN／AC＝  

MN／BC」というものである。この場合，直線MNが点Aの上にあってもかまわない  

し，三角形ではなく台形であってもよい。数学史上において，この定理は本  

来ピラミッドの高さの測定，岸から船までの距離の測定に用いられていたと  

考えられている（カジョリ『初等数学史』など数学史書参照）。ユークリッド  

の『原論』では，第6巻に辺と面積の関係を用いて証明されている。   

今回の新指導要領では，「タレスの定理」は第4級で簡単な場合が扱われ，第  

3級で本格的に扱われることになった。第4級においては平行線の性質から  

「中点連結定理」が扱われ，それが拡張されたものとして三角形上で「タレスの  

定理」が導入される1。そして第3級では，三角形より一般的な2直線に交わる2平行線の性質とし  

1「中点連結定理」を拡張したものとして扱うため，多くの教科書では厳密な証明はおこなわれず，三角  
形の2辺を三等分した場合のみ証明が与えられている。それ以外の場合は帰納的に認めている。  
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て扱われる。これらの活動は，中学校を通して十分に扱われる「比例関係」と横と縦の繋がりにある。  

つまり，日本でおこなわれる2つの三角形間の関係を探る活動と言うよりも，「比」に重点が置かれ  

ている。実際，ここから第4級で早くも，電卓の〝cos〝キーとともに直角三角形の余弦が導入され2，  

第3級では「三角比」が導入される。そしてその後，この性質は第3級における二つの平行面による  

立体の切断 同じく第3級における線形関数”∫OL ▲狙′′が原点をとおる直線であることの証明，  

高校第2級の「三角形の相似」に応用される。   

このように「タレスの定理」は，今回の指導要領では多様な領域に関わっている。しかし，以前の  

指導要領では，より中心的な役割を果たしていた。例えば， α（ガ＋め＝諸＋αγの証明などベク  

トル幾何に利用され，ピタゴラスの定理の導入 射影の意味づけなどにも用いられた（前々回の197  

8年以前の指導要領）。しかし，1989年の指導要領よりその扱いは軽減された。  

○図形の変換   

日本の新指導要領で削減された「平行移動，回転移動，対称移動」は，フランスでは扱われるだけ  

でなく，さらに第3級では変換概念の延長上にある「ベクトル」まで扱い ，しかも，それらの扱いは  

大変慎重である。実際，第6級（小6）から毎学年「線対称」・「点対称」・「平行移動」など変換概念を  

取り扱い，第3級で「ベクトル」を導入している。フランスでは変換概念が重要視されていることが  

何われる。   

これらのことは数量関係領域における関数学習にも結びつく。実際，フランスでは㍑（ユ以‖の  

対応，写像として関数を導入する。  

② 数と式領域   

数と式領域では，日仏間の相違は図形領域ほど大きくはない。日本の中学校第1学年の内容は，  

取り扱う学年の差異はあるものの，すべて両国で扱われている。この領域におけるフランス指導要  

領の特徴を「テクノロジー」・「数と計算」・「文字式」に大きく分けて分析する。  

○テクノロジー   

フランス指導要領には電卓の必要機能が示されており（ここでは－●√■サー，－●cos■ヰー），電卓の基  

本的な使用方法を学ぶことも1つの学習内容となっている。教科書に電卓キーが入力順に実際に示  

されていることも多い。例えば，演習問題として，d＝∫ズ～＋jズー4を電卓に入力し，∫＝0，3，   

‥・の場合を計算するものなどもある。   

日本の指導要領の場合，「各領域の指導に当たっては，必要に応じ，そろばん，電卓，コンピュ  

ータや情報通信ネットワークなどを活用し」と「指導計画の作成と内容の取り扱い」に示されている  

が，学習内容としてどの機能をどの程度扱うべきかまでは示されていない。このことはフランスが  

電卓の数学学習への導入を早くから進めてきた結果であろう。現在では，フランスの中学生・高校  

生はほぼみなグラフ電卓を持っている3。   

このテクノロジーの扱いが進んでいることは，次の数量関係領域に対しても言える。  

○数と計算   

日本では小学校で扱われる「数と計算」に関する内容を，フランスでは中学校レベルで扱うものも  

ある。第5級では，「分数の積」，「等しいか数倍である分母の分数の比較，和・差」が扱われ，正負  

の数も含むが分数の四則演算は第4級，「既約分数」・「最大公約数」は第3級で扱われる。このこと  

2例えば，∠ABC＝∠AMN＝90O の場合にAB／AC＝AM／ANを考察し，余弦を導入する。   

1フランスではグラフ電卓が普通のスーパーで売っていることも，それがいかに浸透しているか示して  

いる。  
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は，フランスが「分数」の扱いに慎重であると見ることもできる。実際，極めて簡単な場合の「分数」  

が初めて扱われるのはフランス小学校5年目であり，その後中学校全学年において学習対象として  

扱う。つまり，分数学習に5年間かけているのである。   

しかし反対に，日本では高校で扱われる「指数計算」が，指数が整数の場合のみだが，フランスで  

は早くも第4級で扱われる。  

○文字式   

フランスでは文字式が第6級で導入される。しかしその扱いは，多くの子どもが学習に困難を感  

じるため，大変慎重であり，すぐさま方程式に用いられるわけではない。第六・五級では方程式は  

ごく簡単な場合のみ扱い，文字で与えられた値を表現するなどの文字式の学習が中心である。そし  

て第4級でやっと一元一次方程式の入門をおこない，第3級で本格的に一元一次方程式，一元一次  

不等式，連立二元一次方程式を扱う。したがって，中学校では一次式の方程式のみ扱われ，日本の  

第三学年で扱われる二次方程式，多項式は扱われない。しかし，日本の新指導要領から削除された  

「一元一次不等式」は第3級で扱われる。  

③ 数量関係領域   

数量関係領域は「比例関係と関数」・「日常の量」・「確率と統計」に大きく分けられる。ここではそ  

れぞれの特徴を考察する。  

○比例関係と関数  

「比例関係」は，「分数」・「タレスの定理」・「三角比」・「ベクトル」・「関数」などの他領域に結びつ  

いているため，フランス指導要領では大変重要視されている。そのため，その扱いは慎重で時間が  

かけられている。実際，「比例関係」は第6級で簡単な場合が扱われ，第五，四級で十分に学習し，  

その後第3級でその延長上にある関数をやっと正式に導入している。   

フランスでは「比例」は日本同様扱われるが，「反比例」は扱われない4。確かに学習内容を縦の繋  

がりで考えた場合，日本で扱われる「反比例」には，比例以外の数量関係を示す役割はあるものの，  

「比例」→「一次関数」→「二次関数」といった縦の繋がりはなく一つの数量関係にとどまっている。そ  

のため，必ずしもそれを中学校レベルで扱わなくとも次段階の「関数」の学習には支障を来さないで  

あろう。実際 フランスでは結果的に二次関数になるものや統計から導かれたものなど様々な数量  

関係を扱いつつ，第6級より「比例」を1つの特別な数量関係として導入する。そして第六，四級の  

指導要領には，「比例関係と同時に反例となる状況も扱う」（p．27，p．58）とあげられているように，常  

に「比例」が1つの特別な数量関係でしかないことを強調している。   

また一次関数は「線形関数」・「アフィン関数」の名でそれぞれ■反Cl‘㍑■，■－Jα 以＋わ‖の形で  

対応・写像として導入される。その特徴は，早くも「写像」の概念が導入される点にある。実際，  

・tJα αズ＋占‖の記号は日本では高校でも扱われない。このことは，図形領域で変換概念を十分学  

習しているため，「像」の横の繋がりも考慮していると考えられる。このように，フランスにおける  

関数の扱いは，対応として定義される関数概念により近いものになっている。しかし，扱われる関  

数は一次のものまでとし，「二次関数」導入に関わる図形の面積や体積の変化は扱われるものの，日  

本で扱われる簡単な「二次関数」（2乗に比例する関数）は扱われない。これは数と式領域の「方程  

式」の扱いと釣り合いが取られている。  

○日常の量  

「相対度数」・「日常の量」については，日本では小学校で扱われる「百分率」，「時間や体積の単位  

の変化」，時速などの「日常における商の量の変化・平均」，などがフランスでは中学校レベルで扱  

われる。特に「百分率」を中学校では第6扱から第4級までの三学年で扱う。これらはフランスで数  

4「反比例」は，高校第2級（日本の高校第一学年）で「二次関数」とともに関数として＝ズαな■■の形式で導入  

される（第2級学習内容参照）。  
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と式領域の「分数」の扱いが日本よりもゆっくり始まることに起因していると考えられる。  

○確率と統計   

確率と統計に関しては，フランスでは確率がまったく扱われず，統計のみ全学年で扱われるとこ  

ろが特徴である。日本の新指導要領で削除された「相対度数」や「代表値」なども扱われ，表計算ソフ  

トの入門までおこなわれる。例えば，第4級では表計算ソフトの計算式や平均の出し方，表の作り  

方などを学習する。この表計算ソフトの導入は，社会における統計の必要性に対応しているもので，  

今回の中学校指導要領改定で新たに導入された内容である。このように，コンピュータ等のテクノ  

ロジーの扱いは日本よりも明確である。  

3．2高校の学習内容   

次に高校の学習内容を簡単に紹介する。別添の翻訳に第2級，理系，経済社会系，文学系の必修  

学習内容を列記した。これら以外にも，各コース，必修・任意選択数学があるが，ここでは割愛す  

る。各コースの参考時間配分は，第2級「統計」（1／8），「計算と関数」（3．5／8），「幾何」（3．5侶），理科  

系「確率統計」（20％），「解析」（45恥「幾何」（35％），経済社会系「確率統計」（40％），「解析」（6  

0％）となっている。文学系の参考時間配分は挙げられていない。   

表から，コースによって学習内容が大変異なることがわかる。例えば，理科系以外では，幾何の  

扱いは大変少ない。また，中学校の学習内容でも顕著であったが，高等学校においても統計確率が  

常にすべての学年・コースで扱われる。特に，実社会で必要となるであろう経済社会系では取り扱  

いの比重も大きい。   

日本の学習内容と簡単に比較すれば，行列は扱われないが，統計，微分方程式，連続性などフラ  

ンスの学習内容の方が多いようである。今回の新プログラムでは，授業時数が若干削減されたため，  

内容は削減された。  

3．3 学習内容のまとめ   

中学校と高校全体を通して，学習の進め方は繰り返し学習型であることがわかる。例えば，「方  

程式」は中学校の4学年を通して毎年扱われる。「タレスの定理」にしても第4級で入門をおこない，  

第3級で本格的に扱われる。  

4．おわりに   

フランス中等教育国定カリキュラムにおける数学科の目標と学習内容を紹介し，それぞれの特徴  

を日本のカリキュラムと簡単に比較しながら分析した。高校に関しては，内容比較が十分できてい  

ないが，次の機会に取り上げたい。また，小学校のカリキュラムは2002年2月に大幅に改訂され，  

目標・学習内容なども以前より詳しく示されるようになった。これらも次の機会に取り上げたい。  

参考文献  

Minist昌redel’6ducationnationale（1999）・Mathdnatiques，PTVgTtZmmeSe［AccofTPagnemenL Collecti  

On Enseigner au col16ge，Paris：CNDP．（中学校プログラム）  

Minist昌redel’6ducation nationale（1999）．PTVgTⅥmmeSdes＆c＆s．BO，Hors－S6rie，nO．6，12aoat199  

9，29－34（数学第2級プログラム）  

Minist昌re delr6ducation nationale（20W）．Pn）gTt7mmeSdes＆c壷∫．BO，Hors－S6he，nO．7，31aodt200  

0，167－180（理科系・文学系数学第1級プログラム）  

Minist昌re de r6ducation nationale（2000）．PTVgrammeS des＆c＆s．BO，Hors－S6rie，nO．8，31aodt200  
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0，5－9（経済社会系数学第1級プログラム）  

Minist占re de r6ducation nationale（2001）．PTVgrammeS des妙c＆s．BO，Hors－S6rie，nO．4，30aoat200  

1，56－71（理科系・経済社会系数学最終級プログラム）  

Minist占re del－6ducation nationale（2002）．Horains etprogJⅥmmeS d’enseignemen［del’＆oleprimaiTt7．  

BO，Hors－S6rie，nO．1，14f6vrier2002（小学校新プログラム）  

フランス教育課程改革研究会（2000）．『フランス教育課程改革・資料集』，（研究代表者：小林順子）  

（宮川健：学習指導要領数学翻訳担当，pp．195－207，314－324）  

宮川健（2001）．「フランスにおける教育改革動向と数学教育」日本数学教育学会誌算数教育vol．83，  

No．10，2ト31．  

宮川健（2001）．「日仏中学校数学科指導内容の比較研究」筑波数学教育研究第20号，57－66．  
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フランスの中学校の数学プログラム  

翻訳：鬼頭 尚子  

Ⅰ．書終目横と目的  

中学校では，かなりの割合の生徒が，数学の実践に関心をもったり，数学に楽しみを見出してい  

る。事実，限られた知識の量から出発して，真に数学的な活動に打ち込むことは可能なことであり，  

そのとき未解決の問題，沢山の驚きの探求，自分が到達した納得する結論といった見返りが伴うの  

である。こうした活動は，最も多くの人々の手に届くものとなっているので，明らかに教育的な価  

値を有しているのである。  

A．一般教養科目としての数学  

中学校において，数学は，他の教科とともに，生徒が数学的な思考法を身につける訓練をするの  

に役立っている。数学の目的は，実験や推論，予想，批判的な分析をする力を共にかつ徐々に発達  

させることである。このように数学は未来の市民を育成するのに役立っている。   

問題を解くことや，ある状況をモデル化すること，証明を少しずつ学習することを通して，生徒  

はだんだん，現実の数学的な活動がどのようなものであるのかという認識ができるようになる。つ  

まり，問題を識別すること，結果を推測すること，様々な例を試すこと，論理を組み立てること，  

解答を導き出すこと，出された結果を点検すること，学んだ問題に沿って妥当性を検討することを  

認識してゆくのである。  

B．道具としての数学  

数学的な方法は，現代の様々な問題の解決に適用されている。とはいえ，数学的方法は独自の自  

立性を有しているため，物理学，生物学，地学，工学，地理などのような多様な領域に介入するこ  

とができるのである。教育の目指すところは，生徒にこの自立性に対する意識を発達させ，また応  

用の幅がきわめて広範囲に開かれていることを示す点にある。   

中学枚では，基礎的な数学の技術を習得することが目指されており，具体的には数の取り扱いに  

関する技術（データの組立，図表，方程式を立てること）と，解答を導く技術（計算や方程式はも  

ちろんのこと，また数学的な構成も）である。数学を予測や，意志決定の手助けとして用いること  

は，家庭の運営から職業生活まで，多様な状況において貴重である。  

C．表現の科目としての数学  

数学は，生徒の言語を運用する力を豊かにするのに役立つ。とりわけ推論の訓練は有効である。  

他の教科と同様に，数学の任務は，日常使う言語とは別の様々な表現の形態（数字，図形，図表，  

公式，表，図式）を習得させることである。情報やコミュニケーションを扱う実際の手段などが広  

く普及して用いられているために，こうした多様な表現形態が十分に習得されていることが必要と  

なる。  

Ⅱ．学習と教育の進め方  

教育は，生徒と生徒がもっている知識を前もって考慮に入れておく。つまりそれぞれの生徒の得  

意な点を明確にし，つまずくところを割り出しておくのである。このようにしてクラスの必要性に  
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もっとも近づいた教育を作り出すことができる。学習というものは全て一定の時間の流れのなかで  

行われるのであり，またクラスのなかに打ち立てられる交流に支えられているという事実を教育は  

尊重しているのである。   

中学枚の授業計画は3つの部分からなり，それぞれが以下に述べる目的に沿って，構成されている。   

A．幾何領域の学習  

■図形の形態や配置を知覚によって同定すること（視覚による認識）から，さまざまな性質によっ   

てそうしたものを特徴づけるようにする。  

■空間の表現に慣れる。（隠れた線，透視図法といった）慣用的な約束事を，空間表現によって，可   

能となる処理に適用する。  

■いくつかの簡単な幾何学的な変換，例えば対称や平行移動というような変換を用いることによっ   

て，幾何学的図形の対比を越えて，幾何学的空間の全体像を想定する。  

■いくつかの定理と「接して」，それらの定理を使うことを学習する。  

B．数的領域の学習  

●数を記述する様々な方法（小数，分数，根号）とそれぞれの扱い方を学習する。  

■正の値と負の値を分けるゼロを中心として，目盛りのついた完全な直線を想定し，そこに与えら   

れた数字を位置づけることを学習する。  

■代数学という言語を覚え，それを用いて問題を解答することを徐々に覚える。  

C．データの収集と整眉巨関数領域の学習  

■比例に関連した様々な取り扱いを習得する。  

■もっとも一般的な大きさの用法（長さ，角度，面積，体積，時間）に慣れる。  

t図形や図表を読むことと，それを用いることの初歩を身につける。  

■図示された統計に関するいくつかの基本的な概念を獲得する。  

中学校の全期間にわたって，概念を獲得しそれをさらに掘り下げてゆくような方法で，このプロ  

グラムは構成されている。こうしたプログラムは，計算や作図，数学的処理を扱う近代的な道具（電  

卓，コンピュータ）を使うことによって，格段と容易に実行に移すことができるだろう。   

注：本稿はフランス教育課程改革研究会（2000）．『フランス教育課程改革・資料集』，（研究代表者‥   

小林順子）pp．86・88．を基に作成した。  
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中学校第6級の数学プログラム  

翻訳：鬼頭 尚子  

このプログラムでは，以前のプログラムから要求される全体の構成と非常に整ったバランス，お  

よび一般的なレベルが保持されている。修正された点において，目指されているのは，   

●学習の一貫性を強調する（′ト学枚一中学校）   

●とりわけ数的領域では，進め方をより明確に示す。   

●空間における幾何学に関して要求されることがより大きな進歩を遂げるように探求する。   

このプログラムは，公文書第5号（1995年3月5日）に発表された小学枚のプログラムー1997年  

度から探求の教育課程の3年次に用いられることになっている一を考慮に入れている。また小学校  

と中学校第6級の生徒が獲得した数学の知識を討論する様々な機会を通して得られた情報に基づい  

ている。  

Ⅰ．一般的な目的  

中学校第6級の数学教育は，次の2つの側面から構成されている。  

■現実の観察を表現形態（図式，表，図形）と関連づけることを学習する。  

■こうした表現形態を数学的な活動や概念と結びつけることも学習する。  

こうした進め方によって，他の教科で遭遇した問題から数学を組み立てることができるようにな  

り，またその見返りとして多様な専門のなかで数学の知識を用いることができるようになる。こう  

した進め方において，重要な位置を与えられている活動は，数学的構成や作図，問題解決，データ  

の収集と整理，計算などである。この結果，生徒たちは数学という「道具」の性質を十分に把握す  

ることができるようになるのである。こうした進め方は生徒を知的に育て，市民として育成するこ  

とに役立っている。またとりわけ以下のことをすべきである。  

■推論する力を発達させる：観察，分析，演繹的な思考  

■想像力や直観を刺激する。  

■話すのと同様に記述においても，明確に自分の考えを表現することに生徒を慣れさせる。  

■秩序と注意探さという特質を高める。   

このように，中学校第6扱から，数学教育によって養成されるのは，生徒の自己学習の力と自分  

の意見を探し，伝え，根拠づけてゆく態度である。   

このプログラムは次の2つの点をはっきりと区別している。  

●できる限り豊かで多様なものであるべき教育活動  

●要求される能力  

Ⅱ．教育の組織化  

A．教育内容と教育活動の基調をなすのは，限られた時間を首尾良く組織化することと，教育の一   

貫性と発展性を実現させることである。実際、重要なのは，細分化を避け，知識と方法のきちん   

とした構造を作ることである。  

B．復習という性質をもつ反復とは別に，新しい状況に対して，すでに学習した概念と数学的「道   

具」を働かせるようにすべきである。同じように必要なのは，学習の各段階において，いかなる   

知識を今後整理すべきかを明確にすることである。最後に，多様な知識を連携させるために，総   

合の訓練をすべきである。  
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C．肝心なのは，生徒が自分で立てた問題から出発した場合，知識が生徒にとって意味のあるもの   

になるということである。また同様に，問題を解決するために，知識を導き出させることができ   

るのも大切である。  

したがって，小数を扱う技術を獲得するにあたっては，小数点の位置を決めたり，場合によっ   

ては適切なゼロを加えたりするだけでは十分でない。小数を扱うことが必要となる状況を学習す   

ることが必要となってくる。例えば，点をつないで曲線を描くような活動に逐一組み込まれてい   

る長さの計量は，こうした小数の作業に関連させてゆくことが出来るだろう。  

D．各々の生徒の活動は，共通の達成目標をなおざりにすることなく，重視されねばならない。し   

たがって，その間題を解決するにあたって「道具」が用いられるような，そうした問題を作り出   

す状況が選択される。そのとき道具とは，すでに学習された技術や概念に他ならない。それらを   

用いて新しい概念を発見したり吸収したりすることができるようになるのである。こうした概念   

が十分に学習されたとき，それらは又新たな「道具」となり，より高度で多様な知識に向かって   

の前進が可能となろう。   

選択された活動は，以下のようにあるべきである。   

●すべての生徒にとって可能となる出発点にすること。したがってきわめて単純な指示しか与  

えず，生徒全員がしっかりと理解している知識しか要求すべきでない。   

●推測を誘発するための，十分豊かな状況を素早く創り出す。   

●予想される道具が活用できるようにする。   

●出来る限り頻繁に，生徒に自分たちが出した結果を点検するような機会を与える。   

そうすることによって新しい成果が創み出される。例えば，実りある比較を可能にするような   

多様な歩みを想定することによって，達成させるのである。   

そうした比較は簡明な続合を必要としている。その統合は，生徒が理解すべきいくつかの概念   

や結果，基本的な道具に関わっているばかりでなく，問題を解く際に用いられる方法とも関係し   

ている。   

学習を通して，生徒たちは，長さを測ったり作図したりする道具の使い方を習得し使いこなせ   

るようになり，また暗算と電卓の合理的な使用法を身につけ，さらに演緯的推論の初歩をしだい   

に理解するようになる。  

同様に重要なのは，他の教科や日常生活（パーセント，目盛り，グラフ表示など）との相互作   

用や現代のコミュニケーションの手段（情報処理，データバンク，視聴覚機材など）の使用を通   

して，数学的知識がもつ意味や利点，目標を際立たせることである。  

E．言葉による表現に注意すること。同じ単語でも様々な意味があることに注意すべきである。使   

用される語彙および表記法は，ただちに導入されるべきではない。そうしたものは，問題を取り   

扱う過程で，その使用目的に応じて，取り入れるべきである。  

目標は，生徒たちが数学的な文章をしっかり読み，充分に理解するように訓練すること。また   

そのような文章を作り出すことであり，こうした文章の特質は，段階的な進歩という目的を達成   

するように作られるべきであるから。   

正確な用語の必要性を認めさせるのに有効な手だては，こうした要求を生徒が任意のものと受   

け取らないようにしながら，「受動的に行うこと」から「能動的に行う」ようしてゆくことであ   

る。   

つまり，生徒が誰か他の人のためにやらせようとして，助言を書く場合（例えば，少し複雑な   

図形を描いて，それを書き写させる），あるいは生徒が要求された処理をするためにコンピュー   

タを使う場合こそ，正確な用語が不可欠であることが，明らかに必要な事項だとわかってくるは   

ずである。  

F．数学の学習は生徒にとって，通常よく用いる限られた記号表現を使用する機会である。つまり，  

●代数領域：等号，不等号（＜，＞），演算記号，パーセンテージ記号  
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●幾何領域：所属記号∈，点Aと点Bを端にもつ線分ABの長さ，AとBとの角，線分［AB］，  

直線（AB），場合によっては半直線［AB］。  

G．授業中，自習中，あるいは家での学習における生徒個人による作業は，生徒の教育にとって肝   

要である。そうした作業は多様な機能を持っている。  

●授業とセットになっている練習問題に取り組むことによって，生徒は基礎的な知識を確かな  

ものとし，簡単な例題に対して，その知識を応用することができる。  

●文章作成の個人学習は，文字によって表現する力と，言葉を使いこなす力とを発達させるた  

めに不可欠である。  

●知識を確認するための短くて，ごく少量の課題は，生徒の知識を確かめるのに役立つ。  

Ⅲ．教育内容の説明  

忘れてはならないのは，教師は，教育プログラムによって目指されている目的が達成される限り  

は，自分の教育を組織することに関して，完全な由由を持っているという点である。  

A．幾何領域の学習  

生徒は小学校のときから，初歩的な図形についての経験をすでに持っている。中学校第6級生に  

おける基本的な目的もまた，簡単な図形を書いたり跡をたどったりすることである。その過程の最  

終段階で，学習された図形の範囲が広くなり，用語は正確になり，知識は新しい道具（とりわけ直  

線に対して直交する対称（線対称））の助けをかりて，再構成される。   

幾何領域の学習は，作図と計量の道具を使用することに支えられている。それには，コンピュー  

タという環境も含まれる。幾何の学習は，他の項目の学習と緊密に結びついている。とりわけ代数  

に関連する作業や学習途中の概念を支える働きをしている。  

内 容   求めている能力   解 説   

1．1．簡単な平面  白紙の上に，方法は決めないで，  作図の古典的な道具を補完するため，トレーシ   

図形の模写   一長さを写す   ング・ペーパーや方眼紙，付点紙を使った方が  

一角度と，中心が与えられた円弧  

を描く  

一与えられた点に対して垂線を   

引くことや，与えられた直線に  発達させることが重要である。  

対して平行線を引くこと  一計量や作図の道具（目盛り付きあるいは無し  

の定規，コンパス，三角定規）を使いこなし，  

使い方を確かなものとする。計量の新しい道具  

である分度器は，図形の作図や学習のときに導  

入すべきである。  

ー与えられた状況で，次のような       ー用語（とりわけ平面図形に関する用語）を正  

用語を正しく用いる  確にするために，練習を利用する。  
直線，円，中心，半径，直径，  

角度，垂直線，平行線，半直線，  

線分，中心，  模写と作図の学習は，次の項目から構成され  

る：  

白紙の上に次の図形を描き，模     一正確なモデルや作図に合った模写  

写する：三角形，二等辺三角形，  一図形データと数量データによる作図  

正三角形，直角三角形，長方形，  一指示文にしたがった作図   
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ひし形，正方形，円   

こうした図形をより複雑な環境  

のなかで認識する。  
作図の学習によって，図形の点を示すための文  

字が，慎重に，次第に上手に使用できるように  

なる。この使い方は，新しく学ぶもので，こう  

した練習は，生徒が作図した図形を「電話」や  

口頭によって，伝える場面においてもなされ  

る。   

作図の練習は，道具を利用したり，コンピュー  

タを用いたりするが，図形の定義やそのいくつ  

かの性質に基づいている。   

幾何の学習によって，短い演鐸的な系列が導入  

される。演緯的な系列は，例えば円の定義や対  

称，平行の性質に基づいている。  

この点に関しては，明白なものとしてみなされ  

ている性質を，生徒に証明するよう要求しない  

ように気を付ける。   

模写，分解，切り張りや，方眼と枠とを利用し  

て，面積を決定することができるようにする。  

この作業によって，直角から直角三角形あるい  

は平行四辺形への移行を頭に描くイメージと  

して，とどめることができる。さらに直角三角  

形の面積から，面積を計算できるようになる。   

この学習によって，面積という概念に対する意  

識が与えられ，公式を設定してそれを用いるこ  

とができる様になる。  

公式の使用は，慣用的な単位を，単位の変  

化に関連づけることができる。   

目的は，小学校で学習した知識を引き継ぎ，そ  

れを深めること，空間にある立体を表示し，作  

図し，構成することである。  

透視傭轍を使ったり，模型を作ることは，こう  

した学習を補完する。  

一方で，この学習は，場合によっては，科学技  

術に応用される実物の研究に基づいている。実  

際の物からそれを表示することへの移行及び  

その逆は，この段階では，空間に関する重要な  

作業となる。この学習は空間にある物体が平面  

の要素であらわすことを目指しており，平面に  

関連する用語が，この場合に用いられる。：面，  

辺，頂点，直方体の操作や作図は，模型の作成  

や透視図法の表現へとつながっている。情報処  

理の道具（空間の幾何学的ソフトウエアなど）  

は，物体の様々な表示の仕方をよりはっきりと  

目に見える形にしてくれる。  

1．2．平面の面  

積：面積と周囲  

の長さの測定，  

比較，計算  

簡単な敷き詰めから表面積を測  

定する  

周と長さの比較，面積の比較  

長方形の面積と周囲の長さの比  

較  

直角の性質から直角三角形の面  

積を見積もる   

円周を計算する  

1．3．直方体：作  

図，透視図法，  

模型  

与えられた長さの直方体を作る  
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この学習によって，空間図形の，直方体から引  

き出される対称と平行といった状況を，頭に描  

くイメージという形でとらえることができる  

ようになる。   

面積を決定するために，すでに用いられた敷き  

詰めというやり方を，空間にまで広げること。  

1立方センチメートルの立方体千個によって構  

成されたリットルやデシリッ  

トルの立方体のイメージなどを，頭の中でイメ  

ージする。整数でない数値が用いられる場合  

（例えば，3×2×1．5という直方体の体積）が  

学習できるが，しかし敷き詰めを用いて，単純  

な操作をすることも可能であろう。この点に関  

しては，特別な能力は一切要求しない。   

学習はまず，体験的な学習（折り紙，トレーシ  

ングペーパー）をその基礎としている。この学  

習によって，単純な図形の豊富な種類を得るこ  

とができる。ここから，線対称した後の図形に  

も維持されている性質が，次第に明らかにされ  

る。こうした性質は，そのとき作図プログラム  

のなかに自然と引き継がれてゆく。   

線対称は，このようにいかなるときでも平面の  

写像として，平面上に出現する必要はない。次  

の場合には，以下の点を強調するようにする。  

一図形に与えられた線対称の作用  

一図形における対称軸の存在，つまり，図形を  

維持する線対称の存在   

こうした学習は，以下のことにつながる。－イ  

メージの構成：点や単純な図形のイメージ  

ー長さ，直線，角度，面積の維持を強調するこ  

と。こうした性質を利用した例  

一対称軸の作図（中点，二等分線など）  

一対称軸をもつ二等辺三角形，四辺形（長方形，  

ひし形など）の作図  

一前に述べた図形について，特徴的ないくつか  

の性質を述べ，それを用いる。2つの別々の内  

容を用いて，この性質を記述するように，常に  

気を付ける。  

単位の算出に関係させながら，  

直方体の体積を求める  

1．4．平面上で，  

直線に対して直  

行する対称によ  

る図形の変化  

（線対称）  

次の図形に対称軸を引く：二等  

辺三角形，正三角形，ひし形，  

長方形，正方形  

対称軸が図形を切断していよう  

といまいと，点や直線，線分，  

円の対称を作図する。   

二等辺三角形，ひし形，長方形，  

正方形を作図するために，線対  

称を用いる。  

やり方を強制しないで，白紙の  

上に次の作図をする。：線分の  

中点，角度の二等分線  

線対称の性質をプログラムの図  

形の性質と結びつける  

イメージの作図  

と維持される性  

質の強調  

基本的な対称図  

形の作図とその  

性質の維持  

B．数的領域の学習  

この部分のプログラムは，原則的に，問題を解くことに向けられている。こうした作業は，個々  

の項目の対象とはなっていない。というのもその活動は，学習全体の基礎に横たわっているからで  

ある。   

それ自体が有する効果以外に，そうした問題を解くことによって，小学校の知識と連続させた形  

で，生徒たちは，数の学習を具体的な状況に結びつけ，さらにプログラムに出てくる演算や方程式  
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の持つ意味を，よりよく理解できるようにすべきである。   

数的領域の学習の基礎は，正確な計算あるいは概算を様々な方法で，行うことである。：暗算，  

筆算（日常生活でよく使う簡単な演算を用いる場合），電卓の利用など。  

内 容   求めている能力   解 説   

2．1．整数と小   中学校で出会う学習場面のなかに，計算や演算   
数：記述と計算  に関する小学校の知識を組み込みながら，その  

知識をより確かな，ゆたかなものにしてゆく。  

このように計算技術を充分に習得し，問題を解  

く際の支障とならないようにする。  

小数の書き方を利用して，その  

意味を理解する  は，縮尺や単位の変換の問題と関係している。  

10，100，1000あるいは0．1，0．01，  

0．001を使って，小数の掛け算，   小数の掛け算は，意味の観点からしても，計算  

割り算をする  技術の観点からしても，中学校第6級の授業で  

はじめて出てくる。  

足し算，引き算，掛け算：3通    割り算は，中学最初の段階の知識を獲得する過  

りのパターン（暗算，筆算，電  程において用いられる。割り算を整数の倍数と  

卓）で，計算を実行できるよう  組み合わせることによって，整数（あるいは小  

にする。（この場合には高度な  数）という枠組みの問題に結びつける。また商  

技術を要求しない）  を求める際，切り上げや切り捨てによって，整  

数の近似値を求めさせるようにする。  

1桁か2桁の整数によって，（ユ  

ークリッド的にある整数を割っ    基本的な目的は，様々な使い方に渡って，計算  

た）商と余りを計算する。簡単  の意味を獲得させることであるが，2つの小数  

な例を出して，整数で，整数あ  を，筆算で割り算をする技術に関しては，特別  

るいは小数を割り算する。   な能力は一切要求されない。  

近似値の求め  近似値の求め方は，暗算や電卓の利用にも自然   

方：概算，結果  2つの数の近似値を提示し，そ  につながる。   

の近似値  れらの合計を概算する。場合に  暗算で概算をして，電卓による答えを予想した  

よっては，電卓を使って，出し  

た答えを確認する。  

2．2．2つの整数         簡単な例を出して，目盛りのつ   

の商   いた直線上に，2つの整数の商  導入された。  

を示してみる   中学校第6級で求められている活動は，次の2  

つの概念にその基礎を置いている。  

－a／bは，1つの数である。  

－a／bにbを掛けた積は，aに等しい。こう  
した概念によって，たとえば4／3という分数は，  

4に1／3を掛けたもの，あるいは4の1／3である  

もの，さらには3を掛けたら4になるものであ  

るということが理解できる。  

比例のところで，2つの数の商（分数）は演算  

子として用いられる。  

多様な作業を通して，数というものを学習させ  

る。：座標（目盛りのついた直線の上に数を配   
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置する），測定，計算（必ずしもa÷bという  

割り算を実行することなく，計算でa／bの商  

を利用することができる）   

同じ数を分母と分子の両方にかけても，そ  

の商は変化しないことを，導きだし，その  

性質を利用する。  

約分するときは，割り切れるという基準を  

必ずしも証明せずに，使ってもよい。   

整数についてなされた作業を5．24／2．1＝  

524／210という等式に拡張する。その際，例え  

ば電卓を利用したり，単位の変換を用いてもよ  

い。こうした小数への拡張によって，除数が小  

数である場合の割り算にも手をつけることが  

できるようになる。この点に関しては特別な能  

力は一切要求されない。   

小数で表記された同じ数に対して，様々な分数  

の表記法を使うことができるようにすること  

が大切である。  

分数と小数の表記はノJ、数の演算を相互に確認  

する方法として用いることができる。これが，  

32／10＋7／100＝327／100という分数表記に  

よる計算（＋，－，×）に遭遇する，唯一の機  

会である。  

簡単な例を出して，様々な分数  

を2通りで表記しても，それは  

同じ数であることを確認する。  

／ト数への拡張  

通常の小数において，小数によ  

る表記から分数による表記へと  

移行させること，またその逆も  

同様にできるようにする。  

小数によって表記されている数  

を並べる。  

目盛りのついた直線の上に，－  

ある点の横座標を読む，あるい  

はその点に枠組みを与える一与  

えられた点を横座標に位置づけ  

る。   

簡単な数字を使った場面で次の  

ことを発見する。  

－ある答えになるために，与えら  

れた数に加えるべき数  

一ある答えとなるために，与えら  

れた数から引くべき数  

－ある答えになるために，与えら  

れた数に掛け算すべき数  

2．3ノ」、数と分数  

で表記される小  

数  

具体的ないくつかの問題は，計算式のなかで足  

りない数を求めるという形で，表現されてい  

る。  

方程式を解くことが，重要であるが，未知数を  

文字で表示することは，この練習では必要な  

い。  

割り算の場合，こうした作業は，授業で用いら  

れるが，中学校第6級段階で求められる能力と  

対応しているわけではない。   

生徒に，文字を使って計算を図式化する訓練を  

させる。各場面で，文字を実数におきかえるよ  

うにする。   

「新しい数」を導入する必要がある様々な例を  

学習によって示す。  

温度や時間に関係する，いくつかの例でこうし  

た数を扱うことができるようにする。しかし，  

足し算の規則は，プログラムにはない。  

2．4．方程式の解  

法の基礎を学習  

する  

文字を使った式を生徒が親しみ  

やすい状況で，応用する。  
2．5．文字を使っ  

た表記法の基礎  

を学習する   

2．6．正負の符号  

がついた数とそ  

の座標  

直線に規則的に目盛りをつける   

目盛りのついた直線の上。その  

ときの値は正負の整数であ  

る。：与えられた点の横座標を  

読む。与えられた点を横座標に  

位置づける。  
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C．データの収集と整理・関数領域の学習  

この項目の目的は，グラフ，表，図形を読んだり，解釈したり，使用したりする基礎を学習し，  

それを科学的に分析できるようにすることである。こうした目的が達成されれば，市民教育に役に  

立つだろう。この内容の学習は，具体的な状況に位置づけたり，プログラムのほかの部分と関連さ  

せながらしか理解することができない。できるかぎり毎回，他の教科（生物，地学，地理学，工学  

など）における教育と関係させる。この学習は，測定の単位の利用，単位の変換に関する生徒の知  

識を確かなものとし，深めさせてゆく機会となる。  

内 容   求めている能力   解 説   

ー数的活動から  百分率を応用する  次の目的のために，こうして例を利用する。   

生じる例  一統計や表や図表を用いて，ときにはコンビュ   

場合によっては，電卓を使って，         ある値に百分率   一夕を使って，読んだり，作成したりする。   

を応用する：統  様々な量（長さ，角度，面積，  一比例のモデルに属している，あるいは属して   

計表，演算子，  体積，時間）を導入させるよう  いない状況（目盛り，料金など）を学習   

特に電卓で常に  する。  

用いられている  

演算子の利用  

ー幾何的活動か   

ら生じる例   位を変化させる。   記述できるようになる。関数という概念の定義   

長方形の周囲の  には一切触れないで，「～に応じて」「～によ   

長さと面積，お  って決まる」といった表現が用いられる。   

よび円周の計算  

注：本稿はフランス教育課程改革研究会（2000）．『フランス教育課程改革・資料集』，（研究代表者：   
小林順子）pp．8針100．を基に作成した。  
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中学校第5，4，3級の数学プログラム  
翻訳：宮川 健  

中学校第5．4級の数学プログラム   

l．概要   

第6級のプログラムに述べられた数学教育の一般目標と構成は中学校の中間期にも有効である。   

数学の指導展開において，探求態度を発展させ，主張を批判し，正当化し，また無効にする能力  

を発展させ，筆記だけではなく口頭でもはっきりと説明することに慣れさせるような手順を採用す  

る。そしてそれらの指導を通じて，生徒の知的形成を補強し，一般教養を高めるようにする。   

生徒のより大きな成熟に結びつく既習領域の拡大と既得道具の拡充は，生徒により一層数学的活  

動にふれることができるようになると考えられる。このことに関して，実験的な学習（電卓を用い  

る，又は用いない数値計算，作図器具を用いての表現など）は，推測能力を養い，そして定義と定  

理に意味を与えることを可能にする。それらはすべて生徒の科学的知識形成の一貫としておこなわ  

れる。しかしながら，我々は生徒が推測と定理を混乱しないように支援することが大切である。例  

えば，提起されたどんな数学的結果に対しても，それが証明されていない場合，それが認められる  

ものであることを明確に示す。   

獲得した一般知識をまとめる時間をおろそかにすることなく，生徒の学習活動を重要視する。そ  

れによって，例えば推論能力を獲得することを可能にさせるであろう。また，第6級で始められた  

演繹的推論への段階的な初歩をおこなうことによって，ある状況の学習において数学的性質を意識  

しつつ用いることから簡単な場合の演繹的方法を用いた完全な練り上げに到達することが必要であ  

る。求められる能力に関する評価から離れた知的形成の活動もできるだけ充実させ，多様化させる。  

それらの活動は既習知識を用い，補強する機会にもなる。   

中間期のプログラムの目標は，次のことを実現できるようにすることである。  

一幾何領域  

基本図形（三角形，平行四辺形）に関する性質と距離的関係の知識，平面の変換（点対称，平行移  

動）のアプローチ，空間図形の表現に慣れること，証明の段階的な学習。  

一数的領域  

小数と分数計算の習得，文字計算の初歩（演算順序，展開），方程式を解くこと。  

－資料の収集と整理の領域  

他教科や日常生活において有用な統計的道具の獲得。   

これらの3つの学習領域において，比例関係は導きの糸のようなものである。つまりそれを習得  

するためにプログラムは幾何的，数的，グラフ的いくつもの状況を捏起する。   

このプログラムの作成において次のことを目指す。  

－2年間の学習のバランスをとること。  

－ この2年間の学習の連続性や一貫性の強調。  

一強調する点の明確化。   

このプログラムの作成において，第5級と第4彼の生徒に対する数学知識の様々な評価によって  

集められた情報を考慮した。   

新しい語嚢や記号は，これまでの第6級と同様にそれらの有用性に応じて導入される。記号cos，  

√，≦，≧，宅と表記㌦とα●”。またわり算に記号÷と／を用いることによって計算記号に親しませる機  

会を生徒に与える。   

授業や補修，自宅での生徒の個人学習は，これまでの級と同様に，彼らの知的形成にとって本質  

的なものである。．試験は，まず求められる能力獲得の有無を確かめるために行われる⊂ その他の学  

習には，結果的に生徒自身の計画の多様性を考慮できるように，より大きな目標を持ち多様な学習  
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形式を付与してもよい。特に，記述形式の個人学習は効果的に言葉の習得や，数学知識やノウハウ  

の記憶，推論能力の発展を可能にする。課外学習を規則的におこなうことは重要である。なおまた  

個人学習を自ら添削することは勉強の質を再認識し，本人にそれを修正させることを可能にする手  

段である。つまり進歩する手段である。  

Il．第5故の内容の詳細   

プログラムの目指す目標を達成するために，教師に指導方法の選択が委ねられていることを前提  

に，記述されている。  

A．幾何  

第6級では，生徒は図形を描写するため，短い演緯的推論を用いるため，ある簡潔な方法で自分  

の考えを述べることに徐々に慣れてきた。   

第5級では，平面図形の学習が続く。図形に関する知識を豊かにし，再構成するために新しい道  

具である点対称を導入する。そのいくつかの性質は証明される。また平行四辺形はこのプログラム  

の基本図形となる。日常空間において，実験的な学習が拡大される。それらは平行や垂直のいくつ  

かの基本的性質を引き出すための場を与える。   

平面幾何の学習は常に，紙と鉛筆やコンピュータ環境を含む作図・測定道具を用いて書かれた図  

形を用いて行われる。それらは別の項での学習と密接に結びついて行われる。特に数的活動（量と  

測定）がそれらに付随するものとなる。幾何における多様な活動は，生徒に実験し，そして推測す  

ることに慣れさせる。またそれらは，プログラムで取り扱われる道具や第6級ですでに獲得された  

道具，特に線対称を用いることによって短い演緯的推論の正当化を徐々に訓練することを可能にす  

る。明らかと思われる性質を証明することを生徒に要求しないように配慮しながら，生徒に少しず  

つ数学的活動が何であるかに気づかせることが重要である。  

内容  

1．角柱，円柱  
求められる能力  

与えられた次元において底面が三角形や  

平行四辺形の角柱をつくること。   

半径の与えられた円が底面となる円柱を  

つくること。   

この2つの立体を紙と鉛筆で表現するこ  

と。  

解説  

第6級のように，目標は，日常の立体を表現  

し，描写し，画用紙を用いてつくることに関  

して持っている知識を維持し，深めることで  

ある。対象からそれらの表現への移行はここ  

でも学習の本質となる。その学習はテクノロ  

ジー教育との結びついて行われる。   

コンピュータ（空間図形ソフト）の使用は，  

ある対象の色々な表現を視角化するために  
有益であろう。   

これらの学習はすでに獲得されている平行  
や垂直の性質に関連した心的イメージを補  
強することができる。   

第6級ですでに扱われた直方体は角柱の特  
別な場合の1つである。その体積の公式はこ  
こでは求められる能力の一つである。  

底辺と高さから側面積を計算して角柱の  

体積を計算すること。   

円柱の体積と側面積を計算すること。  

2．平面上の点対  

称による図形の  
変換；平行四辺形  

まず，簡単な図形についてできるだけ多くの  

性質を得ることを可能にするであろう実験  
的学習（線対称のために紙を折ったり，反転  

するために透写紙を用いたりするもの）が行   
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われる。点対称によって保存される性質は，  
線対称と比較しながら，徐々に扱われる。   

どんな場合も，点対称が平面自身の写像とし  

て導入すべきではない。次の場合を明らか  
にする。  

一与えられた点対称による図形の変換。  

－ある図形における対称点の存在（例，円，  

長方形，正方形，ひし形），つまり図形を保  

存させる点対称の存在。   

これらの学習は次のことに向けられる。  

一1点や簡単な図形の作図。  

一距離，点が一直線に並ぶこと，免，面積が  

保存されることを明確にすること，またそれ  

らの性質を用いる例の学習。  

一平行四辺形と必要十分な性質の条件とそ  
の使用（常に条件を分割しながらそれらの性  

質を構成するように注意する）。  

一平行線に関わる角の特徴付け。   

よって，平行四辺形と点対称において行われ  

る学習は生徒が知るべきである性質の条件  
に結びつく。演繹的推論はこれらの条件に依  

る。   

平行四辺形の面積は長方形の面積に結びつ  
けられる。  

点や，線分，直線，反直線，円の写像を  
作図すること。  

写像の作図と保  
存される性質の  
明確化  

辺形の定義と，辺と対角線，角の  

平行四 相互関係を知り，用いること。  
平行四辺形  

平行四辺形の性質を点対称の性質に結び つけること。  

平行四辺形の面積を計算すること。  

2つの平行線とその割線によって形成さ  

れる角に関する性質を知り，用いること。   

隣接角と，余角，補角の表現を知り，用  

いること。   

平行四辺形（また，特に正方形，長方形，  

ひし形の特別な場合）をその性質から方  

眼紙や白紙上に作図すること。  

平行線に関わる  
角の特徴付け  

また対頂角，錯角，同位角の言葉も用いる。  

作図の問題は一般の四角形に関する知識を  
補強する。それらは直線と円を用いることを  

可能にし，線対称と対称線に再帰着すること  

を可能にする。   

常に分割された条件を用いてそれらの性質  
を構成するように注意しながら図形の特徴  
付けの学習をおこなう。  

対称点や対称線  
を持つ簡単な図  
形  

正方形，長方形，ひし形の定義と性質（辺，  

対角線，対称の要素に関するもの）を知  

り，用いること。  

3．三角形  

三角形の内角の  

和  

点対称や平行線の性質は三角形の内角の和  
が1800であることを証明することを可能に  
する。使用例：800の角を持つ2等辺三角形  

を見つけなさい。   

作図が可能なそれぞれの場合において，1辺  

がおかれたときいくつもの三角形が作図で  

きることに注目する。つまりその1辺や，中  

線，中心に関して対称なもの。  
この点に関して三角不等式AB＋BC≧ACを  
取り扱う。等式の場合AB＋BC＝ACが説明  

され，描写される。   

与えられた状況において，三角形の内角  
の和の性質を用いること。正三角形，直  
角三角形，2等辺三角形の特別な場合に  

それを応用できることを知ること。   

次のことを知ることによって三角形を作  

図することしつ  

－1辺の長さとその両端の角。  

－2辺の長さとその狭角。  

－3辺の長さ。  

三角形の作図と  
三角不等式  

ー116 －  



三角形の面積  1辺とそれに交わる高さを知ることによ  
って三角形の面積を計算すること。  三角形の面積を平行四辺形の面積に結びつ ける。  

4．円  
三角形の外接円  三角形の外接円を作図すること。  等距離の性質を用いることによるある線分  

への垂直2等分線の特徴付けはすでに第6  
級で扱われた。それを用いて3つの垂直2等  
分線が1点で交わることを証明し，三角形の  

外接円の作図を正当化することができる。  
円の面積  

半径を与えられた円の面積を計算するこ と∩  

B．数的領域  

第6級のように，問題解決は，プログラムのこの領域の基本的な目標となる。ある与えられた状  

況に数的活動を結びつけることによって，これらの問題はプログラムに書かれている数値や文字の  

演算と表記の意味を強化し，数的な資料の収集と整理の質を発展させる。したがって純粋なテクニ  

ックの活動を強化することは望ましくない。   

文字表記の入門が行われるが，文字計算はプログラム外である。数的領域の学習は，しばしば厳  

密な計算や近似値計算などの補助的な異なった形式の計算を実践することによる。つまり，暗算，  

手計算（日常に現れる数やテクニック的に簡単な演算の場合），電卓を用いた計算などである。  

解説  求められる能力  内容  

1．正の整数と小  

数における演算  
のつながり   

演算間の優先順  
序の決まり  

演算優先順序の知識獲得は，規則の理解と実  

践など多様な学習の前提条件である。電卓の  

使い方においてすべて同じ原理を持つわけ  
ではないと言う事実を把握すべきである。実  

際，電卓の多様な計算方式を列挙し，用いる  

ことからなる活動は大変有益である。同じ数  

を何度も入力することを避けるために，電卓  

のメモリー機能を用いることを忘れてはな  

らない。  

頭でそれらがわかるように，紙と鉛筆も  
しくは電卓を用いて，与えられた表記で  
次の形の連続した演算をおこなうこと。  

ここで，ロ，占，Cは固定された数の場合の  

例のみを扱う。  

d＋れd・， 抑c），…  
I  

与えられた連続した演算に対応する式を  

書くこと。  
式の読みや表記のために，和の項1，積の因  
子2という語を用いる。   

分配法則は式変形の一般の形で知るべきで  
ある。フランス語での表現（ある数と2つの  
数の和の積はある数と 2つの数のそれぞれ  

の積の和と等しい）と比較することによって  

記号表記のおもしろさ（経済性や明確さ）を  

示す機会となる。生徒はぁ×cを占c，3×dを  
3β と表記する通常の決まりに慣れる。これ   

和に対する積の  

分配法則  
次の式変形を両方向から知り，そして用  

いること。  

た（β＋占）＝たα十抽  

た（d－わ）＝たd－たわ  

1d＋わ＝Cのαとわのこと。  

㍉沌＝Cのdとわのこと。  
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らの練習は2つの種類の活動にはっきりと  
分けられる。左に示された式変形の読み方に  
対応する展開と反対の読み方たd＋抽＝た（d  

＋抑こ対応する因数分解である。この可逆性  
は方程式を解くことの入門において行われ  

る。   

すべての数に関する活動は暗算の実践と電  
卓を使う機会を与える。いくつかの目標が目  
指されるが，特に次の能力を発展させること  
が重要である。  

一大きさの順序関係を予想すること。  
一分数表記を保ったまま演算をおこなうこ  

と。  
一適切な語嚢を用いること（項，因子，分子，  
分母）。  
一近似値の暗算によって結果を検証するこ  
と。  

2．分数表記の数   

積  

記の2つの数の積を計算すること。例え  自然数を含む分数表記，もしくは小数表  ば次の積。  
5．24 2  

×，  

除数が小数であるわり算を除数が自然数  

であるわり算に帰着させること。  

分母が等しいか，  

数倍であるとき  
の比較，和，差  

2つの分数表記の数の分母が等しい場合  

と片方がもう一方の倍数である場合に，  

それらを比較し，足し，引くこと。  

第5級の授業は，分数計算のために中学校す  

べてを通して準備された過程の1つをなす。  

第6級では，小数を用いた分数の積と和のみ  

検討された。約分はそこで扱われたが，第5  

級でも用いられる。これは既約分数を扱う機  

会となるが，このテーマについてはどんな能  

力も要求しない。同じ分母への通分の定式化  

は第4級で扱われる。   

活動は第6級で獲得された経験から始まり，  

図的な解釈に基づく。そして，それらは和と  
差に関する演算のテクニックにとって変わ  
る。電卓を用いたり用いなかったりして和と  

差を用いた計算式を作り，そして扱えるよう  

に訓練する。この機会に数を引くことがその  

反対の数を足すことであることを指摘する。  

小さい順，もしくは大きい順に小数表記  
の日常の数を順序づけること。  

正負の符号が異なる場合に2つの整数の  
和を求めること。  

次の例のように引き算を足し算に変換す  

ること。  

－3．7－（－4．3）＝－3．7＋4．3＝0，6  

数値を用いて，正負の符号と括弧だけが  
用いられる式を計算すること。  

数値を用いて，括弧を正しく用いながら，  

整数の和や差を用いた計算式を書くこ  
と。   

簡単な数を用いた状況において与えられ  

た結果を得るためにある与えられた数を  

割る数を求めること。  

3．小数表記の正  

負の数  

4．方程式を解く  

ことの入門  
この能力に関する学習はわり算の場合，第6  

級で扱われた入門から方程式を解くことに  
拡張される。ここではある文字によって未知  

数を表すことが適切である。  

1つもしくは2つの決定されていない数 を含む式の等号が与えられた数値を代入  

したとき正しくなるかどうか調べるこ  

と。  

まったく意味を持たないアルゴリズムの使  
用に通じる学習が与えるよく知られた危険  
を避けるように，プログラムにおいては方程  

式を解くことを大変段階的に導入するよう  
にしている。第5級の授業は，真実性が検討  

されるべき主張のような等号を導入するこ  
とによって方程式の意味の獲得に重要な段  
階となる。例えば，3γ＝4∫＋2のような等号  

に関わる状況の学習において，そこからズと  

ヅの多様な値に対し真実性を検証するように  

導かれる。   
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等号の両辺の式はここでは同じ役割を果た  
す。また簡単な場合において不等号も扱う。  
しかしこの活動が求められる能力になるわ  
けではない。  

C．資料の収集と整理一関敷  

この項目の3つの内容は互いに説明しあい，補完しあう。そこでは一般の教育への数学の役割が  

明らかになる。統計の範囲の目標はグラフ・表・図を読み，解釈し，実行し，用いることの初歩を  

学習し，そこから批判的分析をおこなうことである。ある状況を描写するための道具はたくさんあ  

る。ここで扱われる教材は，可能なときは常に別の科目（地球と生命の化学，テクノロジー，地理  

など）の教育に結びつけながら，事例に基づいてのみ扱われる。それらは生徒に時間を含む測量単  

位の使用に関する知識を強化し，深める機会となる。  

解説  内容  

1．図的活動   

数直線上の座標  

求められる能力  

数直線上で次のことをおこなうこと。  

－ ある与えられた点の横座標を読むこ  

と。  

一横座標を与えられた点を位置づけるこ  

と。  

一横座標を与えられた2点間の距離を決  
定すること。   

座標平面上で次のことをおこなうこと。  

－ ある与えられた点の座標を読むこと。  

一座標の与えられた点の位置づけるこ  

と。   

座標，横座標，縦座標の語嚢を知り，用  

いること。  

図的活動は次のことに向けられる。  

一数の小数表記の使用を発展させながら，整  

数によってすでに目盛のつけられた直線上  
の点と数値の間の対応を豊かにすること。  

一距離と位置という言葉を用いて原点に対  
し数直線上の点の横座標を解釈すること。ま  

た，原点が与えられた2点の中心にある場合  

は注意を引くに値する。  

一軸上の2点間の距離と数の引き算を結びつ  

けること。  

－直交座標平面に点を位置づけること。  

平面座標  

関数概念のいかなる定義も避けるが，「～に  

応じて」，「～は～の関数である」という表現  

は用いる。   

特に座標平面上で原点を通る直線上の点の  
横座標と縦座標からなる表を作る。   

生徒は比例関係において，対応がゼロでない  

対応する値の組によって決定されるという  
ことを学習する。   

数的な活動と図的な活動は，特に長さや面  
積，体積の公式を探求するようないくつかの  

テーマに関わる。したがって，公式の中の1  

つの変数（それ以外は固定）に応じた次の変  

化が検討される。  

一三角形や，平行四辺形，円の面積。  

一 円の弦の長さや扇形の面積。  

2．関数の例一比  

例関係  

数値が記入されている表において，もし  
必要ならば，比例関係を認識すること。   

資料が部分的に与えられている比例関係  

を表す表を数値で埋めること。また，4  

番目の比例の値3を決定すること。   

次の場合に比例関係を用いること。  

－10進法と60進法が混ざっている単位を  

用いる場合（時間）。  
－地図や図の縮尺を計算し，用いる場合。  

一時間と道のりの間の比例関係において  

一様な変化を再認識し，それらの比例関  

係を用いる場合。  

3ぁる比例関係が決まっているとき組（d，占）と（C，ズ）から4番目の値ズを求めること。  
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一比例関係の比例定数である百分率を計  

算する場合。  

一体積の単位を変える場合。  

円柱や角柱の体積や側面積。  

3．統計的読みと  

り  

統計級数の読み  
とり，解釈，図的  

表現  

階級，度数  

表・棒グラフ・円グラフ・半円グラフを  

読みとり，解釈すること。  
統計的資料を階級に分け，度数を計算す  
ること。  

表・グラフ・図形形式で統計的級数を表  

すこと。  

生徒が適切な語彙を用いて統計的資料を読  

みとり，表現することを訓練することは重要  

である。  

累積度数の計算は求められる能力ではない  
が，それは結果的にそのような解釈になるよ  

うな状況において別の教科との関連をはか  
りながら扱われる。  

表現の選択は学習される状況の本質に結び  
つけられる。   

相対度数の概念は得に異なる母集団の比較  
や比例関係に結びつけるために用いられる。  

相対度数を表す4／10，2／5，0．4，40％などの表  

記を用いてある同じ数の多様な表現を強調  
する。  

相対度数  相対度数を計算すること。  

Ill．第4扱の内容の詳細   

プログラムの目指す目標を達成するために，教師に指導方法の選択が委ねられていることを前提  

に，記述されている。  

A．幾何  

第4級では，平面と空間における日常の幾何的対象の表現とそれらの対象に付加された大きさの  

計算が主な目標となる。またそれらのいくつかの特徴付けがそこに加えられる。   

平面においては，教材としてすでに学習した日常の図形（三角形，円，特殊な四角形）を用いる  

が，比例関係の基礎となる状況に関わる新しい図形（交わっている2直線に交わる2本の平行線に  

よって決定される三角形）も用いる。この新しい道具と以前に学習した道具にピタゴラスの定理と  

平行移動が付け加えられる。これらの道具の充実によって探求と証明の能力を発展させることを目  

指さなければならない。   

空間においては，立体についての教材は多くが平面幾何の結果をうまく活用する。  

求められる能力  内容  

1．三角形   

中点と平行   

解説  

三角形の2辺のそれぞれの中点に関する  
次の定理を知り，用いること。   

三角形において，ある直線が2辺のそれ  

ぞれの中点を通るならば，それは3番目  

の辺に平行である。   

三角形において，ある直線が1辺の中点  

を通り，2番目の辺に平行ならば，それ  
は3番目の辺の中点を通る。   

三角形において，2辺のそれぞれの中点  

性質を用いてこの定理を証明することがで  点対称と平行四辺形の必要十分条件となる  きる。   
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を結んだ線分の長さは3番目の辺の長さ  
の半分に等しい。   

交わった2直線に2本の平行線が交わる  
ことによって決定される三角形の各辺の  

長さの比例関係を知り，用いること。  
三角形ABCにおいて，M，Nがそれぞれ  
辺AB，AC上の点であり，辺MNが辺BC  
に平行ならば，次が成り立つ。  

A〃 A〃 〟Ⅳ  

交わった2直線  
に2本の平行線  
が交わることに  

よって決定され  
る三角形  

3つの比の同値性は結果的に特別な場合の三  

角形の学習のあとに扱われる。  
それは点MとNがそれぞれ半直線ABとAC  
上にある場合にもちろん拡張される。しか  
し，半直線AMとAB，同じくANとABが  
それぞれ反対方向を向いている場合は検討  
しない。  

一般の場合のタレスの定理は，その必要十分  
条件となる性質と同様に，第3級で学習され  
る。  

Aβ  AC  βC  

三角形の特殊な  
直線  

それらの1点に交わる性質のいくつかは証  
明される。このことはこの級や第5級での知  
識を用いる機会となる。  
中線が互いに交わる点の位置を学習する。  

三角形の角の2等分線，垂線，中線，垂  

直2等分線を作図すること。それらの定  
義を知り，それらが1点に集まることを  
知ること。  

2．直角三角形と  

円   

外接円，ピタゴラ  

スの定理とその  
必要十分となる  
性質  

次のことによって直角三角形を特徴づけ  

ること。  

一半円に内接すること。  
－ ピタゴラスの定理とその必要十分とな  

る性質。   

直角三角形の2辺の長さから三番目の辺  

の長さを計算すること。   

もし必要ならば結果的に電卓の√キーを  

用いてそれらの近似値を与えること。   

与えられた直径を持つ円の点を直角の性  

質によって特徴づけること。   

円上のある点における円の接線を作図す  

ること。   

与えられた点からある直線上の最も近い  

点がその点からその直線へ垂線を引いた  

ときの交点となることを知ること。  

図形の特徴付けを分割された命題によって  
公式化することに配慮しながら学習をおこ  
なう。  

直角三角形における長さの関係は，求められ  

る能力としてふれられているもの以外プロ  
グラム外である。  

接線，点から直線  

への距離。  

円と直線の交点の問題が活動の対象となる。  

しかし，一般の場合の結果は求められる能力  

とはならない。  

第5級で扱われた三角不等式と線対称によ  
って点から直線への距離に関する結果やピ  
タゴラスの定理に結びつけることができる  

結果を証明する。   

互いに交わる2直線に交わる2本の平行線に  

よって決定される2つの三角形の辺の比例  
関係の性質によって余弦を長さの関係とし  
て定義することができる。  

座標の単位円の第1象限においてある点の  
横座標としても同様に定義できる。   

ベクトルは第3級で取り扱われる。それらの  
学習は平行移動の合成として平行移動の学  
習に結びつけられる。  

装飾タイルなどの多様な実験的なアプロー  
チによって平行移動の概念を導入すること   

角の余弦  直角三角形において鋭角の余弦とその両  

辺の長さの関係を用いること。  

次の近似値を決定するために電卓を用い  

ること。  

一与えられた鋭角の余弦。  

一余弦を与えられた三角形の鋭角。   

2点A，Bがあるとすると，AをBに変換  
する平行移動を用いて次を作図するこ  
と。  

一直線AB上の点，もしくはそれ以外の  
点の写像。  

3．平行移動  
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ができる。平行移動は平行四辺形に基づいて  

定義される。  
その学習は方眼紙上での実験のきっかけと  

なる。  
このようにして長さや，点が一直線上になる  
性質，角，面積の保存の性質が明らかになる  
実験的学習のあと，これらのいくつかを正当  

化する。   

定義とその性質は作図が大変簡単な練習問  
題を解くことにおいて用いられる。   

目標は常に空間に対する認識を深め，長さや  
面積，体積を計算することである。そのため  
遠近法を用いた表現や型紙で作られたもの  
が必要とされる。これらの学習によって平行  

性や垂直性の状況に関する心的イメージを  
補強することができる。   

円錐の表面積の学習は比例関係を用いる活  
動となる。面積や体積の公式を用いることに  
よってある大きさに応じたある大きさの変  
化を学習することができる。  

一線分，直線，半直線，円の写像。  

公式V＝β力／jを用いて角錐と円錐の体積  

を計算すること。  

4．角錐と円錐  

B．数的領域  

問題解決（幾何や，資料整理，別の教科，日常生活から導かれるもの）は，プログラムのこの領  

域の基本目標となる。それは文字領域の活動も数的領域の活動も豊かにする。純粋にテクニックだ  

けを用いる練習問題は望ましくない。   

補助的な多様な形式の正確な計算や近似値計算の実践（暗算，手計算，電卓やコンピュータによ  

る計算）に対し，目標として次のことがあげられる。  

一基本演算の規則を習得すること。  

一数の比較におけるノウハウを獲得すること。  

一状況に応じて数の適切な表記方法を選択することを考え，自発性を持つこと。   

文字計算は，この領域で行われる活動に生徒が意味を与えられるように配慮しながら慎重に導入  

される。また科学とテクノロジーの科目から取り上げられる公式の使用時にはより一層慎重におこ  

なう。  

内容  

1．数と数計算   

小数表記や分数  
表記（必ずしも約  

分されていない）  

の数における演  

算（十，－，×，÷）  

求められる能力  解説  

符号が異なる場合の簡単な数の積を計算  

すること。  

演算の性質におけるどんな理論的な学習も  

排除される。   

生徒は小数表記や分数表記の正の数のかけ  
算に慣れている〔〉 この知識に基づき，演算は  

負の数を含めた場合に拡張される。理由付け  

は積の表を拡張したもの探求や数の和に起  
因する規則の一般化（例えば，3×（－2）＝－2－2  

－2＝－6）に限られる。別の場合の結果は認め  

る。   
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学習はゼロでない数の逆数の概念と，記号  

∫・lや，それに対応した電卓のキーの使用に  
．T  

導かれる。この機会にゼロでない数で割るこ  

とがその逆数で掛けることであるというこ  

とに注意する。  

α  
＝α× を知ること。  

2つの小数（正も負も）の商の近似値を  
決定すること。   

数値を用いて次の同値性を用いること。  

ここでd，れc，dは小数表記の数。  

dC α d C （lC （】 C α d  
×＝，●＝ 

訂‾言，言盲石言盲言×7   

分数表記の数の和を計算すること。  

分数表記の2つの数の和は2つもしくはそれ  

以上の整数の公倍数を見つける学習に導か  

れる。共通の分母を得るために最小公倍数を  

見つけることや既約の形を得るために最大  
公約数を求めることは求められない。   

物理との連携をはかりながら，活動は10の  
べき乗を中心に扱う。電卓が多く用いられ  
る。生徒は電卓の対応するキーの使用を習得  

すべきである。  

数値を用いて，関数電卓を用いたり用い  
ずに，次の同値性を用いること。ここで  

mとれは整数である。  

1  

げ×10”＝10”汁〃，＝10‾”，  

（10爪）”＝10〝川   

数を用いて，10のべき乗を利用し異なっ  
た形式の小数を書くこと。   

近似域4や大きさの順序を得るために科  
学的表記を用いること。   

数値を用いて，大変簡単な指数で次のよ  
うな同値性を用いること。ここでαと占  

はゼロでない数。  

α 2×α3＝85，雲＝㌔，（叫2＝d2み2  

整数のべき乗  

25698．236のような数表記を2．5698236×104  
や25698236×10■3，25．698236×103に修正す  
ることが生徒のおこなうべき活動である。  

エンジニアの用いる記号は求められない。   

この項目はある数の整数のべき乗における  
人工的な計算を引き起こすべきではない。10  

以外の数に対しては，指数が簡単な場合を扱  

う。   

正の小数を用いて第5級で始められた学習  
に続いて，生徒は正負を含めた数を用いて同  

様のタイプの計算を学習する。したがって，  
彼らは括弧を用いた計算式の扱いと同様に  
表記方法の一般規則に関わる演算の優先順  
序に徐々に慣れる。   

ピタゴラスの定理を用いることによって，生  

徒が計算された数値に意味を与えながら正  
数の平方根を計算することができるように  
する。また平方根の計算を正方形の面積とそ  

の辺に関わる問題に結びつける。   

文字計算の学習は，生徒が計算に意味を与え  

ることができるような状況を探しながら少  

しずつ行われるべきである。  

学習は次の2つの方向に向けられる。  
一数値計算のために文字式を用いる。  

一式をたて，多様な問題を解くために文字計  

算を用いる。  

生徒に提起される状況では，どんな種類のテ  

小数の科学的表  

記。その大きさの  

順序  

値
よ
こ
う
 
 

数
に
く
な
 
 

を  

つ
 
 

て 数の和や積に関わる計算式を書  

と。対応する計算を手や電卓でおこ  
こ
 
 

電卓の√キー  
電卓を用いて正数の平方根の近似値を見  

つけること。  

2．文字計算  

次のような種類の文字式を簡単にする  

3ズー（4ズー2），2J2－3ズ＋ズ2など。   

4例えば，几の場合，小数第1位なら3．1＜冗＜3．2，小数第2位なら3．14＜几＜3．15などのこと。  

ー123 －   



クニックも排除されるべきであり，毎回詳細  

な目標（方程式を解く，数値計算の管理）に  

答えるようにすべきである。得に以前に導入  

されたいくつもの変数を持つ式は避ける。   

C  

いる第5級の活動に準じる。代数表現に必要  

字  

に入れるべき重要な困艶性を示すであろう。  

この機会に数値から文字への置換によって  

同値性を検証することは大変興味深い。   

（d＋み）（c＋のの種類の式の展開は表記を簡単  

にすることに導かれるが，展開の基本公式5  

はプログラム外である。目標は生徒がこの種  

類の式を1つずつ項の和として展開してい  
くことを学習することである。  

J（3ズ＋4ト5（3ズ＋4）に類似した式の因数分解  

はプログラム外である。   

グラフ的解釈に基づいて，異なった符号に関  

する規準を導入する。  

数値や文字を用いた例において（d＋み）（  

十のの種類の式の展開をおこなうこと。  
変数に数値を代入することによって文  

式の値を計算すること。  

展開  

小数表記や分数表記の簡単な2つの数を  

比較すること。  

d＋あとα＋Cの形の数がみとcの順序と  
同じ順序に並べられると言う事実を用い  

ること。  

α占とdCという形の数がdが正ならばぁ  
とcの順序と同じ順序に並べられると言  

う事実を用いること。  

小数表記の正数の与えられた小数位にお  

ける切り下げや四捨五入の結果となる近  

似域や電卓におけるある結果（商，平方  

根など）の表示に起因する近似域を書く  

こと。   

1元1次方程式に導かれる問題の方程式  
をたて，解くこと。  

足し算やかけ算  
による順序の変  
化。応用。  

dが負の場合にはどんな知識も求められない  

が，負の場合は取り上げられる性質の中で条  

件d＞0の必要性を示すために言及される。  

プログラムの別の範囲から生じる問題は方  
程式の導入とその解に導かれる。毎回，特別  
な問題において学習の異なる段階（方程式を  

たて，解き，結果を解釈する）を明確にする。   

（∫－2）（加－3）＝0の種類の積の方程式に帰着  

するいかなる問題もプログラム外である。  

1元1次方程式に  

導かれる問題解  
決  

C．資料の収集と整理一関敷  

この項目に関する基本的な概念は第6級と第5級で導入され，深められた。第4級でこれらの概  

念は，しばしば第5級のプログラムに説明されている条件と同じ条件で，現代的な計算方法の使用  

を特に強調しながら与えられる。   

別の教科や公民教育とのつながりは維持され，強化される。第5級におけるように，「関数」とい  

う語が必要な度に状況に応じて，定式的な定義を与えずに用いられる。  

5（a＋b）（a－b）＝a2－b2，（a＋b）2＝a2十2ab＋b2，（a－b）2＝a2－2ab＋b2を展開の基本公式（identit6s  

remarquables）と呼んでいる。  
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内容  

1．グラフ表現  

比例関係  

求められる能力  

座標平面において原点を含む点が一直線  

上に並ぶ形で比例関係の特徴付けを用い  

ること。  

解説  

生徒が比例関係の状況の例と反例について  
同時に学習するようにする。  

2．比例関係の応  

用   

平均の速さ  道のりと速さ，時間を計算するために同  
値性d＝げを用いること。   

速さの単位を変えること（秒速何メート  

ルと時速何キロ）。  

平均の速さに関わる状況は数学的取り扱い  
が得に適切だとわかる多くの例を与える。例  

えば，行きは時速20km，帰りは時速30km  
の場合に60kmの道のりにおいて往復の平均  

の速さを考えたりするもの。必要とされる能  

力は速さに限られるが，単位の変化を伴う別  

の状況は検討されるに値する。例えば，通貨  
の変化の問題，100km走るために必要な車の  
燃料や1リットルあたりで走れる距離。   

他の教科（地理など）と関連をはかりながら，  

指数の概念は比例関係の係数の特別な場合  
であるとして導入される。それは例証や計算  
のきっかけとなるが，どんな場合も理論的な  

発展を催さない。   

日常生活や他教科から生じる状況によって  
は百分率や指数形式の比例関係の係数と量  
を同時に用いることを求められる。例えば，  
2つの異なる度数のグループにおけるある性  

質の百分率を知ることによって2つのグル  
ープを合わせたあとに得られる百分率を決  
定すること。  

日常の商の大き  

さ  

百分率に関わる  
計算  

簡単な状況において百分率と量を同時に 用いて比例関係を用いること。  

3．統計   

累積度数，累積相  

対度数   

平均  

生徒は計算方法が再び問題となるべき日常  
的な状況におかれる。例えば，年間の点数の  
合計から計算された生徒の点数の年平均と  
学期ごとの平均から計算された年平均との  
間に確認される違い。   

第5扱からテクノロジーの授業で用いられ  

る表計算ソフトは変数を描写する新しい手  
段を導入する。つまり表におけるセルの場所  

によるものである。この新しいものは利用方  

法を豊かにする。そしてその利用方法の例が  

与えられる。図的に次々と選択が提起され，  
与えられた状況を描写するために自然にそ  
の妥当性を検証することに導かれる。   

累積度数と累積相対度数を計算するこ  
と。   

統計的級数の平均を計算すること。   

ある間隔の階級にまとめられた統計級数  

の平均の近似値を計算すること。  

表計算ソフトの  

入門  
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中学校第3級の数学プログラム  

l．概要   

これまでの級向けに述べられた数学教育の一般目標，すなわち観察したことを表現に結びつける  

ことの学習，その表現をある数学的活動に，さらには数学的概念に結びつけることの学習は，この  

第3級にも有効である。   

中学校の最終級の終わりには，生徒は次のことを獲得し，学習する。  

－数計算の知識（小数，分数，整数や非整数，比例的方法），文字計算の知識。  

一数的情報の初期的な処理に必要な統計学の基礎的要素。  

－ 自分たちの身の回りにおいて，平面や空間の図形や移動（幾何的変換）を再認すること。   

また，高等学校の教育を受けるために基礎となる知識や方法を学習する。   

これまでの級と同様に，数学の指導展開において，探求態度を発展させ，主張を批判し，正当化  

し，また無効にする能力を発展させ，筆記だけではなく口頭でもはっきりと説明することに慣れさ  

せるような手順を採用する。そしてそれらの指導を通じて，生徒の知的形成を補強し，一般的な教  

養を高めるようにする。   

推測能力を養うために，そして定義や定理に意味を与えるために，実験的な学習（電卓を用いる，  

又は用いない数値計算，作図器具やコンピュータソフトを用いての表現）をおこなう。我々は，こ  

れまでと同様に，引き続き生徒が推測と定理を混乱しないように支援することが大切である。また  

生徒ができるだけ多く，授業内外を問わず証明に取り組み，記述する機会に接することも大切であ  

る。   

獲得した一般知識をまとめる時間をおろそかにすることなく，生徒の学習活動を重要視する。   

この級で行われる活動全体はこれまでの知識を機能させ，充実させることを可能にすると考えら  

れる。そして，求められる能力を用いることに帰着できない知的形成の活動もできるだけ充実させ，  

多様化させると考えられる。   

第3級のプログラムの目標は，次のことを実現できるようにすることである。  

・幾何領域  

平面や空間における距離的性質や距離的関係の知識を補完するとともに，回転移動による変換のア  

プローチを補完する。  

高等学校で学習するベクトル計算の方法を準備する。  

一数的領域  

有理数における計算を確実にする。  

根号を用いた数計算を始める。  

歴史的観点から数についての最初のまとめを行い，アルゴリズム的過程に価値を置くことを学習す  

る。  

文字計算の基礎を補完し，関数概念に近づく。  

－資料の収集と整理領域  

統計的級数の階級としての変数の学習を追求する。．  

生徒に数的情報の批判的読みとりを始めさせるために分散に関わる変数の学習を扱う。  

このプログラムの作成において次のことを目指す。  

一第6扱からの学習の連続性や一貫性の強調。  

一強調する点の明確化。   

このプログラムの作成においては，中学年の学習内容からの釣り合いと，第3彼の生徒に対する  

数学知識の様々な評価によって集められた情報を考慮した。．  
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－・ナ   

新しい語彙や記号（sin，tan，α，ん，ABなど）は，これまでの級と同様にそれらの有用性に応じて  

導入される。f（X）の記号は，ここでの括弧の役割と文字式の中で通常用いられる括弧の役割とをよく  

区別しながら，慎重に導入される。中間期で導入された記号，√，≦，≧，＝の意味が確認される。   

授業や授業外での生徒の個人学習は，これまでの級と同様に，彼らの知的形成にとって本質的な  

ものである。試験は，まず求められる能力獲得の有無を確かめるために行われる。その他の学習に  

は，結果的に生徒自身の計画の多様性を考慮できるように，より大きな目標を持ち多様な学習形式  

を付与してもよい。課外学習を規則的におこなうことも重要である。特に，記述形式の個人学習は  

効果的に数学知識やノウハウの記憶，推論能力の発展，言葉の習得を可能にする。個人学習を自ら  

添削することは勉強の質を再認識し，本人にそれを修正させることを可能にする手段である。つま  

り進歩する手段である。  

Il．第3級の内容の詳細  

プログラムの目指す目標を達成するために，教師に指導方法の選択が委ねられていることを前提  

に，記述されている。  

A．幾何  

幾何領域の目標は中学校のこれまでの級と同様である。つまり，日常における平面的，空間的対  

象の特徴づけと同様にそれらの表現，これらの対象に付加される量の計算，発見や証明の能力を発  

展させることの追求，特に，計算を必要としない状況におけるそれらの利用である。すでに学習し  

た日常図形は，平面の正多角形と空間の球によって補完され，平面の変換は回転移動によって補完  

される。立体を含む図形の課題はこれまでの級の結果を広く用いる場面となる。このことは特にタ  

レスの定理の平行線と比の相互関係や円周角の学習を豊かにする。このように，早期からの評定に  

よって促される自主性ではなく，生徒が主体的に能力を発展させることを優遇する。ベクトル計算  

の初歩となるベクトル記号やベクトルの和の導入は，平行四辺形と平行移動において中学年で行わ  

れた課題の結果の一つである。  

内容  

1・空間図形  

球  

求められる能力   

平面による球の切断面が円であると知  
ること。  

この円の中心を位置づけ，球の半径を知  

り，平面と球の中心との距離を知ること  

によってこの円の半径を計算できるこ  

と。  

球とそのいくつかの大円を表示するこ  

と。   

立方体や直方体のある面や辺に平行な  
平面によるそれらの切断面の性質を知  
ること。  

円柱の軸に平行な平面や垂直な平面に  
よるその切断面の性質を知ること。  

円錐と角錐の底面に平行な平面による  

それらの切断を表示し，決定すること。  

解説   

直径の両端点によって球の大円を明確にす  

る。   

平面が球に接する特別な場合を検討する。   

生徒たちがすでに地球という球を知っている  

ことに，特に経線や緯線に関係した質問に関  
連づける。   

事前実験（例えば，発泡スチロールの立体の  

切断）は学習する切断面の性質を推測し，明  

示することを可能にする。  

それは，長さの計算をさせ，別の項目やこれ  

までの級ででてきた性質を用いる機会とな  
る。  

角錐に関しては，活動はその高さが側面の1  
辺になっているものに，そしてすでに学習し  

ている多角形を再発見することができる正多   

立体の切断面の  

問題  
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角錐に限る。  

2・直角三角形：  

三角比，平面の正  

規直交座標にお  
ける 2点間の距  

離  

余弦の定義は第4級で扱われる。鋭角の正弦  
と正接は長さの関係として，もしくは単位円  
の4分の1を用いて導入される。次の公式が  
導入される。COS2x＋Sin2x＝l，tanX＝Sinズ／cosx．   

単位として小数以外の度数を用いない。   

2点間の距離の計算は，横座標の差と縦座標  
の差が示すものを視角化しながら，ピタゴラ  

スの定理を用いて行われる。  

直角三角形において鋭角の余弦や正弦，  

正接の間の関係と直角三角形の2辺の  

長さの関係を知り，用いること。  
次の近似値を決定するために電卓を用  

いること。  

一与えられた鋭角の正弦と余弦，正接。  
一正弦や余弦，正接の分かっている鋭  

角。  
平面が正規直交座標であることによっ  

て，座標を与えられた2点の距離を計算  

すること。   

与えられた状況において次の2つの定  

理を知り，用いること。  
－2直線d，d′が点Aで交わるとする。  

2点B，Mを直線d上のAと異なる点と  

する。  
2点C，Nを直線d′上のAと異なる点と  

する。  
もし，2直線BC，MNが平行ならば，  
AM／AB＝AN／AC＝MN侶Cとなる。  
－2直線d，♂が点Aで交わるとする。  

2点B，Mを直線d上のAと異なる点と  

する。  
2点C，Nを直線dl上のAと異なる点と  

する。  
もし，AM／AB＝AN／ACかつ3点A，B，M  
と3点A，C，Nが同じ順序で並んでいる  
ならば，1直線BCとMNは平行である。  

第4級の既習事項の延長が問題となる。  
タレスの性質の学習は平面と空間図形の範囲  

における比例の状況を扱う機会である。平行  
線と比の相互関係は両直線における点の順序  

関係を考慮して構成される。   

作図ソフトの使用はタレスの定理に結びつく  

状況をつくることを可能にする。特に，タレ  

スの性質について関係が保たれることを明確  

にする活動などである。   

長さの関係によって定義される点の作図の学  

習は，直線上のこれらの点の位置関係の重要  
さを明らかにすることができる。特に次の間  
題が面白い。2点A，Bが与えられ，CA／CBが  
整数の商として与えられるある値を持つよう  

に直線AB上に点Cを作図しなさい。  

3・タレスの性質  

4・ベクトルと平  

行移動  
ベクトルの同値  

性  

この項目は平行四辺形と平行移動についての  

中学年の知識を考慮に入れる。そして，ある  
同じ平行移動による対応する点の組（A，A－），  

（B，Br），（C，C■）において，ベクトルと名付けら  
れた同じ対象であるという再認識に向けられ  

る。  

r → → －う  
u＝AA＝BB＝CC…などと書く。  

目標の1つは生徒たちがあるベクトルをある  
方向と長さに基づいて想像することである。  

線分ADとBCの中点を補助にべクトルの同  

→→  

値性AB＝CDの特徴を明らかにする。   

AをBに変換する平行移動が同じく C  

をDに変換することを説明するために   

→→  

ベクトルの記号AB＝CDを知り，用い   

ること。  

このベクトルの記号を平行四辺形  

ABDCに，場合によっては直線になって  
いる平行四辺形に，結びつけること。  
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→→  
もしAB＝CDならば，線分ADとBCは同じ  

中点を持つ。  

もし線分ADとBCは同じ中点を持つならば，  

→  →   →  →  

AB＝CD，AC＝BDである。  

2つの平行移動の  

合成：2つのベク  

トルの和  

作図の活動は2つの平行移動の合成が1つの  
平行移動であるという考えに導く。  

確証されるべき，もしくは認められるべき，  

この結果に基づいて，2つのベクトルの和を  

定義する。  

l あるベクトルの逆と同様にゼロベクトル0 ＝  

→→  

AA＝BB＝．．．も導入する。  

→  →  →  
ベクトルの同値性AC－AB＝BCについてい   

かなる能力も生徒には要求しない。また，よ  

り一般的に，ベクトルの商についてもしかり  

である。   

ベクトルの座標は軸上の2つの平行移動の合  
成に基づいて導入される。  

→→→  
同値性AB＋BC＝ACを用い，それを2  

つの平行移動の合成に結びつけること。  

平行四辺形を用いてベクトルの和を作  
図すること。  

座標平面におけ るベクトルの座 標  
グラフ上のベクトルの座標を読むこと。  

座標平面において座標を与えられたベ  
クトルを表示すること。   

適当な端点の座標を知ることによって，  

ベクトルの座標を計算すること。   

線分の中点の座標を計算すること。   

中心の異なる連続した2つの点対称に  
よってある図形の写像がある平行移動  
によるその図形の写像でもあることを  
知ること。   

2つの点対称の合成である平行移動の  
ベクトルを知ること。  

2つの点対称の合  

成  

作図の活動は2つの点対称の合成の結果を推  

測することを可能にする。証明は三角形の辺  

の中点の形状を見直す機会となる。  

一◆→  

便利性を考えて，AB＋ABを表すために記号   

一◆  

2ABを用いてもよい。  

合成を表すための記号‖0，－や，ある整数とベク  

トルの積に関するどんな解説もプログラム外  

である。  

5・回転移動，角，  

正多角形  

回転移動による  
図形の写像  与えられた回転移動による点，円，直線， 線分，半直線の写像を作図すること。  

活動は，まず，回転移動の性質（長さ，一直  

線に並ぶ点，角，面積の保存）を引き出すた  

めの図形の豊富な例を得られるような経験的  

課題に向けられる。これらの性質は，作図の  

簡単な演習の解として用いられてもよい。方  
眼紙上の回転移動による不変な図形を見る。  

取り扱われる図形は，円，接線，三角比など  

の知識を用いることを可能にする。   
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正多角形における活軌 特にある辺からの作  
図は，正三角形，正方形，正六角形，そして  
場合によっては正八角形に向けられる。それ  
らのいくつかは，円周角の性質を用いること  

に向けられてもよい。  

正三角形や正方形を不変にする変換の探求の  

活動は中学校で学習した変換についての復習  

の機会となる。   

第8級で学習した直角に関する結果を一般化  
する。この比較は同じ弧を持つ2つの円周角  
の比較を可能にする。しかし，与えられた線  
分に対応する頂点の角が直角でない場合のそ  

の頂点の集合の探求はプログラム外である。  

心と頂点を知ることによって，正三角  

中 形，正方形，正六角形を作図すること。  正多角形  

同じ弧を持つ円周角と中心角を比べる こと。  円周角  

B．数的領域  

これまでの級と同様に，問題解決（幾何や資料管理，他教科，日常生活から導かれるもの）が，  

プログラムのこの領域の目標となる。つまり問題解決は，数的領域の数的分野においても文字式分  

野においても，活動を豊かにするのである。もし平方根や既約分数の概念のような重要な概念の獲  

得において役割を果たす純粋な数値の問題をいくつか付け加えるならば，より一層豊かになる。概  

念獲得に必要とされるのはこれらの問題解決による学習であって，数学だけに限られる専門的な学  

習ではない。   

正確な値の計算，もしくは補助的な異なった形の近似値計算（暗算，筆算，電卓やコンピュータ  

上での計算）の実践については，これまでの級における目標と同様である。つまり次のものである。  

一基本となる演算規則の習得。  

一数の比較におけるノウハウの獲得。  

－状況に応じた数の適切な表記法の選択における考察と主体性。   

文字計算において，目指される目標の1つは，日常の言葉の他に，数やグラフ表示が生徒の表現  

方法になることである。そして，代数的表記が適切な場合に，教師がそれを自然に適用できるのは，  

特に文字計算が実行するに十分単純であり，文字計算の意味が明確な場合の活動を発展させること  

によってである。  

内容  

1・文字表記；  

展開の基本公式6  

求められる能力   

次のような式を因数分解すること。  
（ズ＋1）（∫＋2）－5（ズ十2），（む＋1）2＋（加＋  
1）（∫＋3）．  

次の同値性を知ること。  
（d十あ）（α・み）＝α2－わ2，（d＋わ）2＝α2＋2αわ  
＋占2，（d－♭）2＝82－2dわ＋占2．  

そして次のような数表示として，もしく  

は簡単な文字表示としてそれらを用い  
ること。  
1012＝（100＋1）2＝1002＋200＋1，（ズ＋5）2  
－4＝（ズ＋5十2）（ズ十5－2）．  

解説   

展開の基本公式に関わる代数表示の形の再認  

識は，考慮されるべき困難性を明らかにする。   

課題は次の2つの方向に分けられる。  
－数値計算のための文字表示の使用。  

一立式と問題解決における文字計算の使用。  

活動は簡単な式の展開の習得を保証するよう  

に目指される。反対に，高等学校で取り扱わ  

れる因数分解の課題は，大変簡単な状況にお  
いてのみ，生徒が主体的に取り組むことを目  
指す。  

6（a＋b）（a・b）＝a2－b2，（a＋b）2＝a2＋2ab＋b2，（a－b）2＝a2－2ab＋b2を展開の基本公式（identitis  

remarquables）と呼んでいる。  
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べき乗計算，特に10のべき乗に関する能力を  

補強する。  

2・根号における  

基礎計算（平方  
根）  

正数の平方根  

もし。が正数を表しているならば，ノ言  
は平方がdである正数であることを知  

ること。  

dが正数である場合，実際に数を用いた  

例として，次の同値性を用いること。  

（誼）2＝。，ノ訂＝仇  

dが正数である場合，実際に数を用いた  

例として，ズ2＝dとなるような数Jを決  

定すること（⊃   

βとわが正数である場合，実際に数を用  

いた例として，次の同値性を用いるこ  

と。  

J話＝√J言，√花＝ノ言／誼．  

第4級ですでに用いられた，電卓の－－√‖キー  

は平方根の近似値を与える。  

展開の基本公式に関わる課題は次のような同  

値性を示すことことができる。（β－1）（β＋  
1）＝1，（1＋β）2＝3＋2β．  

2つの根号の積と  

商  

正数の平方根の定義から簡単に証明できるこ  

の結果は次のような同値性を示すことができ  

＝3β，市＝2′ホ，  
ぷ＝ノ  

提起された問題に生徒がより適切な形で数を  

示すことができるように慣れさせる。  

3－1次方程式と1  

次不等式  

順序と積  もしαが正の数ならばロムとdCの順序関  

係はわとcと同じ順序関係にあり，もし  

αが負の数なら反対の順序関係にある，  

という事実を用いること。   

係数が数である1元1次方程式を解くこ  

と。  

数直線上にそれらの解を示すこと。   

代数的に1つだけ解を持つ連立2元1  
次方程式を解くこと。そのグラフ上での  

解釈を与えること。   

AとBが同じ変数の1次式である場合  

の，AB＝0の形となる方程式を解くこ  
と。  

ある方程式や不等式，1次連立方程式に  

導かれる問題の方程式をたて，それらを  

解くこと。  

この部分すべては，これまでの級ですでに行  
った活動に基づく。特に，文字に数値を置き  
換えることによる検査の活動である。  

1元1次方程式  

連立2元1次方程  
式  グラフ上での解釈のために，アフィン関数表 示を用いる。  

1次，もしくは，  

そこへ帰着する  
問題解決  

同変数の2つの1次式の積や商の不等式の学  
習はプログラム外である。   

問題はプログラムの様々な領域から取り上げ  

られる。第8級のように，毎回，課題の異な  
る段階を明確にするであろう。つまり，式を  
たてる，式を解く，結果の解釈，である。   

算術のこの部分は数における，数学の歴史的  

観点からも，生徒の一般的な文化にとっても，  

興味深い最初のまとめを可能にする。   

第7級より，生徒は分数表記を単純にするよ  
うに慣れてきた。つまり，分子分母の因数分  
解は分解の目安と暗算の実践のおかげでなさ  

れた。残っているのは，得られた分数が既約  

かどうか知ることである。ある自然数の2倍  
の和と差がそれ自体その自然数の倍数になっ  

ていることに注目する。そこで2つの正数の   

4・自然数と有理  

数  

2つの自然数の公  

約数   

既約分数  

与えられた2つの自然数が互いに素で  
あるか決定すること。   

ある分数が，もし分子と分母が互いに素  

ならば既約と呼ぶことを知ること。   

与えられたある分数を，それを既約にす  
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るために約分すること。  最大公約数を与えるような，すべての場合の  

問題に答えられることを可能にする，ユーク  
リッドの方法や別のアルゴリズムを構成す  

る。したがって，提起される活動は素数に頼  
る必要はない。計算表や表計算ソフトは，こ  
のテーマにおいて有益に探求される。  

有理数をそれて，中学校では冗や市のよう  
な無理数を取り扱っている。場合によっては，  
βの無理数性の証明をする。そのような学  
習は，正確な計算と近似計算をよく区別する  
ためにも有益である。  

C．資料の収集と整理一関敷  

この項目の目標の1つは，大変簡単な例で，ある数を別のある数に対応させる過程としての関数  

の概念を徐々に現せることである。関数に関わる例は具体的な場面や多科目に関わるテーマから生  

じるであろう。すでにこれまでの級で始められた「～は～の関数である」や「～は～に伴って変化  

する」という表現は，∫がある与えられた値に対する月ズ）という記号への慎重な導入のために導かれ，  

それに準じて用いられる。∬＋占ッ＋c＝0という形の直線の一般式は中学校のプログラム外である。   

統計的級数については，プログラムは階級としての変数の学習を追求するように導かれ，かつ分  

散の学習を扱うように導かれる。数学教育はここでは一般の教育に結びつく。つまり用いられる数  

の意味について，統計的な集計によって与えられる情報や情報の欠落について，一般化の可能性に  

ついて，解釈に過ちのある危険性について，そしてそれらの可能な結論について，疑問を持つ習慣  

を身につけることである。  

内容  

1・線形関数と  

アフィン関数  

線形関数  

求められる能力  解説  

定数αに対するズ（ユ（uの概念を知るこ と。  
係数αの線形関数の定義はこれまでの級で取  

り上げられた比例の状況の学習による。比例  
の表に頼り，対応の過程が「d倍される」と  

いうことを明らかする。増加や減少の百分率  
については，同じように明らかにされる。例  

えば，5％の増加が1．05倍されること，5％の  

減少が0．95倍されることである。   

線形関数の学習は写像の概念を用いる1つの  
機会でもある。関数に対し，ズ（X占ばの概念を  

導入する。写像月2），バー0．25）などの記号に関し  

ては，そこでの括弧が代数計算の場合とは意  
味が異なることを注意する。   

タレスの定理は線形関数のグラフ表示が原点  

を通る直線であることを証明することを可能  

にする。また，その直線はγ＝dズの形の式と  

なる。数βのグラフ的な解釈をする。つまり，  
直線の傾きであることである。  

これはグラフ表示が直線とならない関数の存  

在に気づかせる一つの機会である（例えば，  

辺の長さが1から3に変化するときに正方形  
の面積がどのように変化するか調べることに   

ある0でない与えられた数とその写像  
に基づいてある線形関数の代数表記を  

決定すること。  

線形関数をグラフ表示すること。  

線形関数のグラフ表示から，ある与えら  

れた数値の写像を読み，ある与えられた  

写像を持つ数値を読むこと。  
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よってなど）。   

数を固定されたαとぁの値に対し，対応の過  
程は「口惜して占足す」という形でも説明で  

きる。アフィン関数のグラフ表示は線形関数  
のグラフ上での平行移動によって得られる。  

それはヅ＝以＋ムという形の式の直線である。  

グラフ的に傾きαと切片ぁと解釈する。また  
∫とヅの増加の比例に注目する。   

座標上である与えられた直線にアフィン関数  

を決定するために，生徒は直線上の2点に基  

づいて学習し，そして，グラフ表示を探求す  

ることを鍛える。線形関数があるアフィン関  
数であることに注目させる。  

グラフ的な記録や非アフィン関数の曲線表示  

は，数値表の作成やある関数の特別の探求を  
することの支えに取って変わる。例えば，点  

の座標，与えられた区間における変化の意味，  

最大，最小，などである。  

どんな特別な知識もこのテーマでは必要とさ  

れない。  

アフィン関数  

アフィン関数と  
線形関数からつ  
く られるアフィ  

ン関数  

定数dとみに対し，ズα飢＋あという記  

号を知ること。  

2つの与数とそれらの写像から一つの  
アフィン関数を決定すること。  

アフィン関数をグラフ表示すること。   

あるアフィン関数のグラフ表示からあ  
る与えられた数値の写像を読み，与えら  

れた写像を持つ数値を読むこと。  

2・比例と量の日  

常的取り扱い   

比例の応用  

量が問題となる状況において，量の1  
つが別の量の関数になっている場合，  

－ もし可能なら，ある正確な方法でその  

状況をグラフ表示すること。可能でなけ  

れば，近似の方法を用いておこなうこ  
と。  

－そのような表示を読み，解釈するこ  

と。  

第3級では，小学校で始められた比例につい  
ての学習を補完する必要がある。プログラム  

の異なった領域や項目において，数値や増加  
の比例を推測し，再認識し，そして用いるこ  

とによって多くの機会が与えられる。  

量が問題となる状況は，比例に，特に百分率  

に関わる計算を行い，そしてその計算を構成  
するために重視される。例えば，必要とされ  

る能力を超えて，単位の混ざった問題を学習  

する。   

第4級ですでに取り扱われた商の量の他，積  
の量は最も単純な合成された量である。面積  
や体積が積の量であることに注目する。  

その他の積の量と求められる量は次のように  

用いられる。乗客 × km，kWh，francs／kWh，  
徐々にeuros／kWhにしていく，など。他の教  

科（物理，化学，公民教育，など）との結び  

つきをはかりながら記号の正確な記述と得ら  

れた数値結果の意味に重点を置く。   

記憶力を必要とする公式を用いた学習はこれ  

までの級に獲得されたものの再検討と椎持を  

可能にする。つまり，これらの級で学習した  

面積や体積である。   

面積や体積の比較の活動は公式の操作と代数  

式の変形の機会となる。  

この学習は空間図形において行われる学習に  

基づく。   

本質的に，統計的級数の比較の最初の道具を  
生徒に身につけさせることが重要となり，統   

合成された量  

単位の変化  

半径の与えられた球面の面積を計算す  
ること。  

半径を与えられた球の体積を計算する  
こと。  

面積と体積の計  
算  

たの増加や減少において，次の事実  

り，用いること。  
面積や体積にお  
ける減少や増加  
の現象  積はた2倍される  

積はた3倍される  

3・統計  
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計的な本質の情報に直面して責任ある読みと  

り人の態度を持つことに慣れさせることが重  

要である。   

累積総数や累積度数を用いながら，どの性質  
の値に基づいて総数の半数が含まれることを  

確かめられるか突き止める。例は，中央値の  
決定のテーマにどんな困難性を引き起こすべ  

きではない。   

同じ平均を持つ統計的級数の学習は，どんな  
分散率の導入の前にも分散の概念へのアプロ  

ーチを可能にする。級数の範囲や極端な値を  
省いたあとに得られる級数の一部の範囲が導  

入される。  
階級や分散のいくつかの性質を計算すること  

によって，又は与えられたグラフ表示を解釈  
することによって，2つの級数の比較が扱わ  

れる。   

すべての種類のコンピュータにおいて用いら  

れる表計算ソフトは，特にテクノロジーの教  
育と結びつけながら，迅速な方法用いて統計  

的資料に学習される処理を適用することを可  

能にする。   

ある統計的級数を与えられた際に（一覧  

や表の形式において，もしくは，グラフ  

表示によって），この級数の中央値を与  
え，そして，その意味を与えること。   

ある統計的級数が与えられた際に，その  

範囲やある与えられた部分の範囲を決  

定すること。  

統計的級数の階  
級の特徴  

統計的級数の分  
散の特徴へのア  
プローチ  

統計における表  

計算ソフト使用  
の初歩  
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高等学校の数学プログラムの目標と学習内容の概略  

宮川 健  

グルノーブル大学大学院  

1．概要  

第1級よりコース分けがおこなわれ，第2級のみが共通数学である。そのため，目的・内容は各  

コースにおける数学の必要性によって大変異なる。もっとも必要性の高い理科系では，数学がいか  

なる学問であるかなど，数学そのものを理解することに努め，経済社会系が数学を道具とし，文学  

系は現代社会における必要最小限の数学を学習するように求められている。専門に必要とされる数  

学の観点から大変現実的に線を引いている。これはフランスのプログラムの大きな特徴である。ま  

た，このことは取り扱い内容にも顕著に反映されている。以下，それぞれの目標の要点を取り上げ  

る。  

2．第2級  

共通数学である第2級の目標として最初にあげられているのは，第1級より専攻を決定しなけれ  

ばならないため，「生徒が自らの進路を決定できるように，数学的活動の多様性に気づく」ことで  

ある。特に，今回の改訂ではこの「多様性」という言葉が強調されている。その他，「数学概念の  

便利さ」や「抽象化による簡易化」を経験すべきことも目標に挙げられている。日本の学習指導要  

領の「数学的な見方や考え方のよさ」に対応するのであろうか。  

3．理科系第1級・最終級  

理科系では，「現代数学の多様性」を配慮することとされ，第2級であげられた「数学的活動の  

多様性」から数学自体の「多様性」に触れることを目標とする。プログラムではこれを図で示して  

いる。数学的活動の中心に「観察」，「抽象化」，「実験」，「証明」があり，そこから多様な活  

動を示す矢印が周辺に伸び，現在おこなわれている多様な数学に至っている。例えば，「平面や空  

間を理解・把握する」ことから「ベクトル計算，平面・直線・曲面の方程式，複素関数」が生じる。   

また，今回の改訂では，「数学の認識論と歴史」が新しく取り上げられた。これは内容として扱  

うのではなく，全体論として「数学が現在も発展し続けている学問であり，多くの人々による根気  

のいる仕事と才能の結果であるという事実に気づくべきである」と，教師が適宜，歴史書などを用  

いて数学の文化的側面を扱うことを推奨している。  

4．経済社会系第1扱・最終級  

経済社会系では，理科系であげられた「数学の多様性」には触れられず，「科学が我々を取り巻  

く世界を理解でき，部分的に予見できるようにするひとつの手段である」とし，数学が，情報をと  

らえ，批判し，取り扱うための手段であることを認識することを目標としている。理科系で挙げら  

れた数学の文化的側面には触れられていない。  
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5．文学系第1政  

文学系では，数学は必修の「数学・情報」という形で第1級のみ2時間おこなわれる。   

時間数が少ないこともあり，目標とその解説は大変短い。現代社会において明白に用いられてい  

る数学に焦点を当て，得られた情報に対し，生徒が積極的に自主的に対応できるようにすることを  

目標とする。ここで「明白に用いられている数学」は，表4で挙げられている取り扱い内容を示す。  

6．情報学との関わり  

情報学との関わりは，それぞれのコース目標で触れられている。これは，今回の改訂で強調され  

た点である。実際，前回のプログラムは，電卓の使用・習得を目標にあげ，コンピュータには少し  

触れているのみであった。しかし，今回からはすべての級・コースで強調している。これは，中学  

校のプログラムにも対応している。中学校では表計算ソフトの習得を続計の取り扱い内容に入れ，  

作図ソフトの使用を不可欠とし，コンピュータが多く使用される。   

高校第2級では，コンピュータによる実験が観察・証明の相互作用を活発にさせるとし，中学校  

同様「幾何ソフトの使用は不可欠である」とし，統計確率ではコンピュータ使用を前提として内容  

が挙げられている。また，理科系，経済社会系ではプログラムの一章を割いて，数学と情報学の関  

連を解説し，コンピュータをいかに数学へ導入すべきか解説している。文学系では，科目名が「数  

学」ではなく，「数学・情報」となっていることからもコンピュータ利用が重視されていることがわ  

かる。  

表1高校第2級の学習内容  

統計   計算と関数   幾何   

・中央値をもつ統計級数  ・数の本質と表記（N，Z，F，Q，R）；  ・空間図形  

と発散する統計級数のま  電卓における数表記；素数   ・直線と平面の位置関係，直  

とめ   ・数の順序；絶対値   交  

・事象の少しの値と度数  ・関数の量的分析；増加関数，減少  ・平面図形  

から級数の度数分布を定  関数，最大・最小   ・三角形の合同・相似  
第2級                                     義する   

・基本的な関数ズα ノ，ズα 肋，  ・平面座標  

・疑似乱数を用いた標本  ズα cosズ，Jα sinズ   ・ベクトル  

調査と標本の揺れ   ・線形関数，アフィン関数   ・直線の方程式，2直線の交  

・関数と代数式；立式；方程式・不  

等式の代数的解法，図的解法   

表2 理科系第1級・最終級の学習内容  

確率・統計   解析   幾何   

統計   関数一般   ・空間図形の切断（六面  

・分散と標準偏差   ・関数の和・積・商・合成   体，四面体）  

・ブロック図，四分位範  ・多項式関数   ・平面における極座標と  

第1級                       囲   ・関数の変動の意味，図表記   三角法  

産室   ・2次方程式；2項式の正負   ・空間におけるデカルト  

・有限集合における確率  遊金   座標  

法則の定義   ・微分係数の動的・図的アプローチ；定  ・正規直交座標における   
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・確率法則の期待値，分  義；導関数；接線   2点間の距離  

散，標準偏差  ・ベクトル幾何（空間の  

・事象の確率，その和と   
・基本的関数（∫α ズ〃，∫α √，Jα  

ベクトル計算，重点，平  

共通部分   CO㍍，∫α sinズ）の微分；関数の和，積，  面上の内積，内積の応  

・確率変数；その法則，  商，ズα／（以十♭）の微分   用・ベクトルの射影）  

期待値，分散，標準偏差  ・微分の正負と変動の関係；漸近線   ・平面と空間における平  

・不確定な試行のモデル  級数   行移動と相似変換  

化   ・数列の一般化；増加級数，減少級数，  

等差級数，等比級数  

・無限発散による極限の直観的学習；級  

数の収束の定義；等比級数の収束   

条件つきと独立   級数と関数の極限   空虚遜色  

・条件つき事象の確率と  ・関数の有限，無限による極限   ・複素平面；複素数の  

2事象の独立   ・はさみうちの定理   和・積・商；複素数の絶  

・2確率変数の独立   ・級数・関数の和，積，商，合成   対値・偏角  

・全確率の式   連続性の言葉と変数表   ・e／∂＝COSβ＋／sinβ  

・統計とモデル化   ・点，区間における連続性   ・2次方程式のCでの解  

・独立試行   ・中間値の定理   ・Z α z′，Z’α z＋あ，  

産室塗剋   後金   Z′－W＝た（z－W），Z′・W＝  

・離散法則の例   ・接線関数の応用；合成関数の微分   e／β（z－1〝）の図的角牢釈  

指数関数の導入   空間における内積  

・組合せの導入 

（三）  

・方程式′＝げの分析   ・空間における内積  

・eの導入，記号e′て   空間における直線と平  

・2項式   対数・指数関数分析   塵  

最終級                                                                                              ・ベルヌーイの法則   ・自然対数関数：記号In；微分   ・重心  

・2項定理，これらの期  ・直線の媒介変数表示  

待値，発散   
・ズα。ズ（。＞0），漸近線；ズα症  

・2平面，直線と平面の  

・連続法則の例（連続密  ・指数・対数関数の増加比較   交差（幾何的・代数的考  

度法則，一様法則）   数列と帰納   察）  

・統計とシミュレーショ  ・帰納的推論；単調級数，優級数，劣級  

ン‘   数，有界級数，隣接した級数  

・増加優級数の収束  

遠金  

・面積として積分の導入；平均値  

・正負の関数へ積分・平均値を拡張  

積分と微分  

・原始関数；積分計算；分割積分  

微分方程式（v′＝dY十わ）   

表3 経済社会系第1級・最終級学習内容  

資料の取り扱いと確率   代数・解析   

百分率   色数  

第1級       塵亘土   ・2，3元の連立方程式；2次方程式・不等式  

・統計級数分析（ヒストグラム，ブロツ  塾塾   
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ク図）   ・数列の一般化，増加・減少級数，等差級数，等比  

・平均値，分散，四分位範囲，標準偏差  級数，乃項の和  

・2重テーブル，樹形図との関係   盟塾二盤  

産室   ・ズα 〟（ズ＋た），〟＋丸〟＋v，れl叫の図表現  

有限集合における確率法則，事象の確率  ・変動の意味，簡単な合成関数  

遊金  

・微分係数の動的・図的アプローチ；定義；導関数；  

接線  

・関数の和，積，商，ズαJ〃，ズα √の微分  

・微分の正負と変動の関係  

漸近線に関わる振る舞い  

・垂直，平行，斜めの漸近線   

・2変数の統計級数   ・連続性  

・中心点   ・極限：操作，合成，比較  

・最小2乗法による線形調整   ■原始関数  

・シミュレーション   ・自然対数関数，指数関数；微分；漸近線  

・条件つき事象の確率と2事象の独立  ・d占の定義；関数ズα d∫；増加関数の比較  

最終級                            ・全確率の式   ・関数の合成；合成関数の微分  

・独立試行のモデル化  ・面積による積分；導関数から積分の定義；平均値   

・離散確率の法則  

・大数法則による期待値，分散  

・ベルヌーイの法則  

・2項定理  

表4 文学系第1級学習内容  

統計   数値化された情報   増加する事例   オープン活動   

・ブロック図   ・百分率   ・等差数列；線形増加  ・反復による幾  

・四分位範囲   ・表計算ソフトの計算表  ・等比級数；指数増加  何図形（フラク  

第1級  
・分散，標準偏差   ・図的表現：方程式・不  ・増加の他の例   タル等）  

・交わった表：大母数  等式，曲線，空間図形  ・平面の敷き詰  

をもつ表の分析，作成  ・数え上げ：図表，樹形  めの分析・作成   

図  
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