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１．各国の教科書の比較 

 

（１）調査の目的 

児童・生徒の算数・数学への興味・関心を高め，その能力を伸ばすための教科書の方向

性を探るため，各国の初等中等教育課程の算数・数学の教科書の内容，程度，分量，体裁

などについてわが国の教科書との比較を行い，その結果を分析・検討してわが国の教科書

の長所，短所を整理することが本調査の目的である。なお，国によっては、教科書が主た

る教材と位置付けられていない、使用義務がないなどの多様な状況にあることから、算数・

数学の教科書の比較分析をより実態に即したものとするために，算数・数学の授業におい

て実際にどのように教科書が使用されているのかを調べる現地調査も行う。 

比較調査対象国は，多様な観点から比較するため主要国及び経済協力開発機構（OECD）

の生徒の学習到達度調査（PISA）及び国際教育到達度評価学会（IEA）の国際数学・理科

教育動向調査（TIMSS）での理数教科の成績上位国から，アメリカ，カナダ，イギリス，

フランス，ドイツ，フィンランド，韓国，中国，台湾の 9 か国・地域（以下，国と略称）

とする。なお，数学教育だけの観点から見ると，PISA の数学的リテラシーの成績上位国で

あるオランダも関心のあるところであるが，今回の調査では含まれておらず今後の課題と

したい。 

 

（２）教科書の選定の基準 

比較分析対象国の算数・数学の教科書を選定する主たる基準としては，それぞれの国に

おける特徴のある教科書，例えば，改革型の教科書，先進的な取り組みをしている教科書

などとする。また，日本のように教科書採択の冊数がわかる場合には，選定の基準として

教科書採択の冊数が多いことも考慮する。 

 

（３）教科書の比較分析 

算数・数学の教科書の比較分析は，比較調査対象国のそれぞれに関して選定された算

数・数学の教科書について，教科書の体様，目次からみた教科書の構成，特定分野に関す

る教科書の記述，教科書充実の工夫の 4 点について行う。  

 

１）教科書の体様の分析の観点 

教科書の体様については，ページ数，大きさ，重さ，カラー印刷，価格について分析す

る。  

 

２）目次からみた教科書の構成の分析の観点 

目次から見た教科書の構成については，各章の標題，各章の頁数をもとに分析をする。

また，教科書全体について，目次の翻訳などを通して気が付いた特徴についても触れる。 

 

３）特定分野に関する教科書の記述の分析の観点 

特定分野に関する教科書の記述については，各国共通に特定分野を定め，それらについ
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て共通の観点で分析する。 

算数・数学の特定分野の選択の基準としては，日本が優れている内容，苦労している内

容，うまくいっていない内容などを考えながら，以下のような対象候補があがった。 

小学校：分数（異分母分数の加法，分数の除法），三角形の面積の公式，円の面積の公

式，速さ，割合（単位量の大きさ），対称性，確率と統計，数のパターン（代

数の素地になる），九九 

中学校：連立方程式，文字式，三平方の定理，図形の移動 

高 校：共通な必修と高度な選択 

これらのうち，各国で共通に算数・数学的内容と思われるもので，日本の教育の改善に

役立つようなものを小・中レベルで 2 分野ずつ選んで分析することにした。 

小学校：  速さの概念，円の面積の公式  

中学校：  文字（アルファベット）の導入，三平方の定理の扱い  

これらの分野について，少なくとも 1 社の教科書から取り上げて，その内容へのアプロ

ーチの仕方、すなわち、教科書から読み取れる単元の目標（児童・生徒が身に付ける算数・

数学の概念、算数・数学の能力）、単元の構成（例題、説明、練習，問題、活動等）につい

て分析する。なお，算数的活動・数学的活動，ICT（Information and Communication Technology）

の扱い，Web との連携などもここに含める。なお，日本以外の分析においては，日本との

比較を簡潔に述べることとする。  

 

４）教科書充実の工夫 

教科書充実の工夫の観点としては，日本の算数・数学の教科書の現状を念頭に置いて，

次の観点が挙げられた。  

・教科書執筆者の職種（経歴），人数 

・内容へのアプローチの仕方（例題・説明・練習，問題・考え方，活動・・・）  

・生徒の多様性への配慮（発展的な内容の扱い，補充的な内容，練習問題など）  

・ 新の数学の話題，自国の数学者の紹介，数学史  

・算数的活動・数学的活動  

・他教科，職業，実世界とのつながり（ 新の科学技術とのつながり）  

・ICT の扱い（Web との連携も）  

・各学校段階の接続 

・数学の本質，数学の哲学的な側面，倫理 

・教科書編集の理念 

これらの観点のうち，「内容へのアプローチの仕方」は，上記３）「特定分野に関する教

科書の記述の分析」で行われている。そして，調査日程が短時間であることを勘案して緊

急的なものとして，次の観点を主として取り上げることにした。  

ア）児童・生徒の多様性への配慮  

発展的な内容，補充的な内容，練習問題等について分析する。  

イ）他教科とのつながり，職業，実社会とのつながり  

新技術とのつながり，数学者の紹介なども含める。  

ウ）その他  
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特記事項として日本で考えられないような工夫，記述，内容，面白いものや珍しい

ものを取り上げる。  

なお，イラスト，写真などの使い方については，各委員が日本教科書と比較して記

述する。また，執筆者の情報をわかる範囲で記述する。  

 

（４）教科書の使用に関する現地調査 

調査対象比較国の算数・数学の授業を参観し，授業中における教科書の使用の実態を調

べる。また，授業者とのインタビュー等を通して，より広範に教科書使用の実態を調べる。

なお、この教科書の使用の実態については、各国の状況を統計的に調べたものではなく、

数校の学校を対象に事例的に調べるものである。  

 

１）調査の対象 

小・中学校各 1 校を調査対象とする。可能であれば高等学校も調査する。原則として公

立学校とする。日程等の都合上可能であれば教科書発行社，教育関係団体をまわる。  

 

２）調査の内容 

調査項目は，次の 7 項目とする。  

①  教科書が授業でどのように使われているのか。  

②  教科書の位置づけはどうなっているのか。  

③  学校や家庭で子どもが教科書をどのように使っているか。  

④  副教材を使っているか。  

⑤  教科書使用における教師の裁量はどの程度か。  

⑥  登下校の手段と教科書の重さ  

⑦  デジタル・コンテンツについて（教科書の付録としての資料や練習問題が収められ

ている CD-ROM，教科書全冊がデジタル化されたものなど）  

デジタル・コンテンツに関連して，家庭でのコンピュータの普及率なども聞いてみ

る。  

なお，①，②については，制度調査の原稿では一般論を記述している。現地調査では一

般論を踏まえた上で教科の特性があるかどうか調査する。見た授業が一般的なスタイルな

のかどうかも聞いてみる。  

 

【資料】外国通貨の換算レート  

本報告書における外国通貨による金額の表記には，日本円に換算した額を付記している。換

算レートは次のとおりで、平成 21 年 2 月 20 日の為替相場を参考にした。  

 

 

 

 

 

（長崎栄三）  

アメリカ  ドル（$）  95 円  カナダ  ドル（C$）  76 円  

イギリス  ポンド（£）  138 円  EU 諸国  ユーロ（€） 120 円  

韓国  ウォン（₩）  0.06 円  中国  元  13 円  

台湾  元  2 円  
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２．日本 

 

日本では，小中高等学校で使われる教科書は，学習指導要領を基にして文部科学省によ

る検定を経ている。したがって，教科書の記述内容は，学習指導要領で示されたものを反

映したものとなっている。現行の小中学校の学習指導要領は平成 10 年に告示され，理数教

科の授業時間と指導内容が削減されて話題を呼んだ。ただし，平成 15 年の一部改正によっ

て学習指導要領で示された内容や程度を超えて指導することができるようになった。その

後，小中学校については平成 20 年に改訂され，算数・数学では新たに，図などを用いて考

える活動，説明する活動，見付ける活動，調べる活動，問題を解決する活動などの算数的

活動・数学的活動が内容となり，統計的な内容が小学校から系統立てて指導されるように

なり，全体的に充実した指導内容となっている。なお，この内容が教育課程に反映される

のは，移行措置期の平成 21 年度からである。高校については，学習指導要領の改訂が，平

成 21 年 3 月であり，その内容が教科書に反映されるのは，平成 24 年度からである。  

文部科学省検定済の算数・数学の教科書は，平成 20 年度では，小学校算数では教科書

発行会社 6 社から各 1 種類ずつ，合計 6 種類の教科書が発行されており，中学校数学では，

5 社から各 1 種類，1 社から 2 種類，合計 7 種類の教科書が発行されており，高等学校数学

では，9 社から多様な教科書が発行されているが，例えば，数学Ⅰでは，8 社から合計 21

種類の教科書が発行されている。  

本調査では，小学校算数の教科書については，採択冊数（2005 年度以降：『内外教育』

5529 号，2004 年）が多い方から 2 社の教科書，すなわち，東京書籍の『新編 新しい算数』

（占有率 36％，以下同様），啓林館の『わくわく算数』（33％）を取り上げて分析する。中

学校数学の教科書については，採択冊数（2006 年度以降：『内外教育』5618 号，2005 年）

が多い方から 2 社の教科書，すなわち，東京書籍の『新しい数学』（30％），啓林館の『未

来へひろがる数学』（26％）を取り上げて分析する。高等学校数学の教科書については，数

学Ⅰの採択冊数（2008 年度：『内外教育』5810 号，2008 年）の多い方から 2 冊の教科書，

すなわち，『改訂版 新編 数学Ⅰ』（19％），『改訂版  数学Ⅰ』（17％）（いずれも数研出版）

を取り上げる。  

なお，先ほど，中学校数学では 1 社から 2 種類の教科書が発行されていることを述べた

が，これは，啓林館の中学校数学用の『未来へひろがる数学』と『楽しさひろがる数学』

であり，これらの違いは，数学の話題を，各単元の後に分けておくか，すべての単元の後

にまとめておくかの違いであり，生徒の多様性に応じたものではない。なお，高等学校数

学には従来から，生徒の多様性に応じて 1 社から複数の数学教科書が発行されている。  

算数・数学の場合，主たる教材である教科書に加え，ほとんどの学校が問題集を購入し

て，教科書と並行して児童・生徒に使わせている。  

 

（１）教科書の特徴 

平成 20 年度に発行された東京書籍版の小学校算数教科書『新編 新しい算数』，中学校

数学教科書『新しい数学』，啓林館版の小学校算数教科書『わくわく算数』，中学校数学教

科書『未来へひろがる数学』を対象に，教科書の特徴について分析する。なお，高等学校
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数学教科書については，まとめて述べる。  

 

１）体様 

分析対象の 4 種類の算数・数学教科書について，購入価格（円），ページ数（頁），大きさ：

縦×横×厚さ（mm），重さ（g），カラーの有無についてまとめると，表１の通りである。 

 

表１ 日本の算数・数学の教科書の体様  

教科書  東京書籍：新編 新しい算数・新しい数学  啓林館：わくわく算数・未来へひろがる数学

項目  

購入  

価格  

（円）  

ページ

数  

（頁）

大きさ  

縦×横×厚さ 

（mm）  

重さ

（g）
カラー

有無

購入

価格

（円）

ページ

数  

（頁）

大きさ  

縦×横×厚さ 

（mm）  

重さ  

（g）  

カラー

有無

小 1 291 116 257×182×6 264 カラー 291 128 257×182×6 302 カラー

小 2 上  313 86 257×182×5 195 カラー 299 100 257×182×5 243 カラー

小 2 下  277 76 257×182×4 180 カラー 291 92 257×182×5 242 カラー

小 3 上  361 92 257×182×5 207 カラー 355 100 257×182×5 243 カラー

小 3 下  330 84 257×182×4 183 カラー 336 98 257×182×5 239 カラー

小 4 上  291 104 257×182×5 224 カラー 285 108 257×182×5 263 カラー

小 4 下  254 90 257×182×5 201 カラー 260 86 257×182×4 221 カラー

小 5 上  329 116 257×182×5 237 カラー 307 110 257×182×6 272 カラー

小 5 下  261 92 257×182×4 196 カラー 283 90 257×182×5 232 カラー

小 6 上  295 104 257×182×5 219 カラー 307 106 257×182×5 253 カラー

小 6 下  295 104 257×182×5 213 カラー 283 106 257×182×5 264 カラー

中 1 545 212 257×182×9 420 カラー 545 190 257×182×9 398 カラー

中 2 545 210 257×182×9 412 カラー 545 184 257×182×9 400 カラー

中 3 545 210 257×182×9 414 カラー 545 184 257×182×8 389 カラー

 

小学校算数については，第 1 学年は 1 冊であるが，第 2 学年から第 6 学年までは上・下

2 冊に分けられている。中学校数学は，各学年 1 冊である。  

教科書の体様は，小学校第 2 学年から第 6 学年までは上下合わせて 1 冊と考えると，小

学校第 2 学年から中学校第 3 学年までを通すとほとんど各学年で同じようである。小学校

第 2 学年から中学校第 3 学年までの各学年で，価格は 500 円台から 600 円台であり，ペー

ジ数は約 200 ページであり，重さは 400g ぐらいであり，大きさは B5 判（縦 257 mm×横

182 mm）であり，すべてカラー刷りである。なお，小学校算数は以前から B5 判であった

が，中学校が B5 判になったのは平成 14 年版からである。  

 

２）目次からみた教科書の構成 

分析対象の 4 種類の算数・数学教科書について，小学校 6 年下，中学校 3 年の目次を章，

節までをまとめると，表２の通りである。  

 

表２ 教科書の目次（小学校 6 年下，中学校 3 年） 

教科書 東京書籍；新編 新しい算数・新しい数学 啓林館：わくわく算数・未来へひろがる数学 

小
6
下 

９ ・直方体と立方体 
立体を調べよう 3 
①直方体と立方体  
②辺や面の垂直・平行  
③角柱と円柱  

・算数を使って予想しよう 18 

７ かさを調べよう 
体積 2 
(1)直方体・立方体の体積 3 
(2)大きな体積 9 
(3)体積の求め方のくふう 13 

・およその形と大きさ 17 
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10 ・体積のはかり方と表し方 
立体のかさの表し方を考えよう 21 
①もののかさの表し方  
②いろいろな体積の単位  

11 ・比 
割合の表し方を考えよう 33 
①比  
②比の利用  

・順序をよく考えて 41 
12 ・比例 

変わり方を調べよう 44 
・物の値段大調査 58 
算数卒業旅行 60 
おもしろ問題にチャレンジ 97 

８ 分数のかけ算とわり算を考えよう 
分数×整数，分数÷整数 21 

９ さらに数のかけ算とわり算を考えよう
分数×分数，分数÷分数 27 
(1)分数をかける計算 27 
(2)分数のかけ算を使って 32 
(3)分数でわる計算 35 
(4)分数のわり算を使って 39 
(5)どんな計算になるのかな 40 

10 2 つの数で割合を表そう 
比とその利用 45 
(1)比の表し方 45 
(2)等しい比 47 
(3)比を使った問題 49 

・割合を使って 54 
算数パスポート 57 
算数島の大冒険 76 

中
３ 

1 章 平方根 4 
１  平方根 4 
２  根号をふくむ式の計算 13 

2 章 多項式 28 
１  多項式の計算 28 
２  因数分解 42 

3 章 ２次方程式 56 
１  ２次方程式 56 
２  ２次方程式の利用 67 

4 章 関数 y＝ax2 76 
１  関数 y＝ax2 76 

5 章 相似な図形 100 
１  相似な図形 100 
２  平行線と比 115 

6 章 三平方の定理 130 
１  三平方の定理 130 
２  三平方の定理の応用 138 

・おもしろ問題 55，129，150 
長方形をつくろう 55 
正方形を切り取ろう 129 
論理パズル 150 

巻末のページ 151 
いろいろな問題 152 
自由研究 169 
復習問題 182 
補充問題 188 
解答 195 
1，2 年の用語のまとめ 204 
3 年の用語のさくいん 207 

1 章 式の展開と因数分解 
１  多項式の計算 10 
２  因数分解 18 
３  式の計算の利用 26 
数学展望台  「パズルで因数分解！」  25
 「はやくできるかけ算」  31

2 章 平方根 
１  平方根 34 
２  根号をふくむ式の計算 41 
数学展望台  「ルートの由来」  37
 「平方根の値の覚え方」  39
 「分数と循環小数」  51

3 章 二次方程式 
１  二次方程式 54 
２  二次方程式の利用 61 
数学展望台「ディオファントスの
考えたとき方」 65 

4 章 関数 y＝ax2 
１  関数とグラフ 68 
２  関数 y＝ax2 の値の変化 78 
３  関数 y＝ax2 の利用  
数学展望台「パラボラアンテナ」  77
 「ピサの斜塔とガリレイ」87

5 章 図形と相似 
１  図形と相似 90 
２  平行線と線分の比 104 
数学展望台「分割してみよう」 115

6 章 三平方の定理 
１  三平方の定理 118 
２  三平方の定理の利用 123 
数学展望台  「ピタゴラスの発見」  119
 「地図上の 2 地点間の距離」 128
 「ピタゴラスの数」  131

ひろがる数学  
もっとくわしく，知りたい 134 
みつけた！数学 144 
生活と数学のお話 154 
力をつけよう 3 年間のまとめの問題 158

問題の解答 172 
さくいん 179 
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算数・数学の教科書は，目次から明らかなように，「直方体と立方体」，「比」，「２次方

程式」，「三平方の定理」などのように，算数・数学の学問体系の内容によって構成されて

いる。ただし，算数では，それぞれの章に，「立体を調べよう」，「2 つの数で割合を表そう」

などと，副題として，子どもの算数的活動が示されている。  

算数・数学の教科書の章の数は，小学校第 6 学年では 10 章か 12 章，中学校第 3 学年で

はいずれも 6 章である。各章は，小学校第 6 学年では約 10 ページで構成されており，中学

校第 3 学年では約 20 ページで構成されている。小学校では 1 つの章に半月から 1 か月近く，

中学校では 1 か月から 2 か月近く費やすことになる。いずれも，大きな単元で構成されて

いる。  

算数・数学の教科書とも，数学文化，生活と算数・数学，科学技術との関連などの話を

各章の終わりや，教科書の終わりにまとめたりして，挿入している。例えば，数学文化で

は，東西文明と数学の関係，ピタゴラスやディオファントスなどの数学者にまつわる話な

ど，生活と算数・数学では，物の値段や暦の数学など，科学技術との関連では，パラボラ

アンテナや人工衛星での数学の利用の話などが扱われている。  

算数・数学をなぜ学ぶのかについては，教科書の裏表紙に簡単に書いてあることもある

が，項目としては設定されていない。  

 

３）特定分野に関する教科書の記述 

 

①小・中学校の教科書の分析 

 

ア）速さの概念  

速さの概念は，学習指導要領（平成 10 年告示）では小学校第 6 学年の数量関係の「単

位量あたりの大きさ」の内容である。それぞれの算数教科書で，目標としている算数概念，

算数能力をまとめると，表３の通りである。  

 

表３ 速さの概念（小学校第 6 学年） 

教科書名 東京書籍：新編 新しい算数 啓林館：わくわく算数 

シリーズ番号 
（学年）・ページ 

6 上（小学校第 6 学年）  pp.46-56 
（合計 11 ページ）  

6 上（小学校第 6 学年）  pp.67-73 
（合計 7 ページ）  

章・節の名称 ５ ・単位量あたりの大きさ 
比べ方を考えよう 
２ 速さの表し方 

くらべ方を考えよう 
５ 単位量あたりの大きさ 

２ 速さ 

目標（算数概念，
算数能力） 

速さ， 
異種の量の割合の比べ方を考える 

速さ， 
異種の量の割合の比べ方を考える 

構成（小項目名
と主な内容） 

【主な大問を挙げると次の通り。】  
 
１  下の表は，たくみさんたちが走
ったきょりと時間を表したもので
す。いちばん速いのはだれですか。

走ったきょりとかかった時間  
    きょり(m) 時間(秒) 

たくみ  80 18 
ひとし  100 20 
あきら  80 20 

【主な大問を挙げると次の通り。】  
 
［速さを求める］  
１  あかねさんとまなみさんは，ど
ちらが速いでしょうか。  
      道のり   時間  

あかね  40m 6 秒  
まなみ  50m 8 秒  

 
３  Ａの自動車は 150km を 2 時間，
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２  新幹線のはやて号は，3 時間に
630km 走り，のぞみ号は，2 時間に
480km 走ります。  
どちらが速いでしょうか。  
 
３  時速 70km で飛ぶわたり鳥が，3
時間に進む道のりを求めましょう。
 
４  台風が時速 25km で進んでいま
す。この台風が，沖縄県の石垣島か
ら那覇市までの 400km を進むのにか
かる時間を求めましょう。  
 
５  Ａのコピー機は 1 時間で 4500
枚，Ｂのコピー機は 5 分で 500 枚コ
ピーできます。速くコピーができる
のはどちらのコピー機ですか。  

Ｂの自動車は 240km を 3 時間で進み
ました。ＡとＢの自動車では，どち
らが速いでしょうか。  
 
［道のりを求める］  
１  陸上の動物でいちばん速いとい
われるチーターは，秒速 32m で走る
そうです。チーターがこの速さで 5
秒間走ると，何 m 進みますか。  
 
［時間を求める］  
１  自動車が高速道路を時速 80km
で走っています。いま，上のような
表示板の下を通過しました。ア  あ
と，約何時間で名古屋に着きますか。
イ  静岡までの時間を求めましょう。
 
 

 
速さの概念は，2 つの教科書において，いずれも，子どもの生活場面の問題解決を通し

て指導されている。導入の問題は，複数の子どもたちの走った距離（道のり）と時間を示

して，誰が速いかを考える問題である。東京書籍の場合には，2 人の子どもの 1m 走った

ときの時間，1 秒間に走った距離という 2 つの観点からの比較を行って単位量で比較し，

啓林館の場合には，2 人の子どもが 1 秒間あたりの道のりをそれぞれ比較してまとめてい

る。また，両者とも，速さの表し方を時速などで示す場合に，距離と時間の目盛りが入っ

た線分図を使ってイメージ化を図っている。その後も，速さ，時間，距離の関係をいろい

ろな問題の解決を通して学習している。最後には確認のための練習問題がある。  

両者とも，2 人の子どもが出てきてそれぞれの考え方を示すような方法を取り，多様な

考え方をあることを示している。また，啓林館では，「ジャンプ」として通過算（電車がト

ンネルを抜ける時間を求める問題）を発展的に扱っている。  

新幹線，自動車，動物，音，台風など自然科学や技術で使われる多様な場面を取り上げ

て，速さ，時間，距離の関係を学習している。  

 

イ）円の面積の公式  

円の面積の公式は，学習指導要領（平成 10 年告示）では小学校第 5 学年の量と測定の

「円」の内容である（平成 20 年告示の新学習指導要領では第 6 学年に移行されている）。

それぞれの算数教科書で，目標としている算数概念，算数能力をまとめると，表４の通り

である。  

 

表４ 円の面積の公式（小学校第 5 学年） 

教科書名 東京書籍；新編 新しい算数 啓林館：わくわく算数 

シリーズ番号 
（学年）・ページ 

5 下（小学校第 5 学年）  pp.65-72 
（合計 8 ページ） 

5 年下（小学校第 5 学年）  pp.66-73
（合計 8 ページ） 

章・節の名称 14 円周と円の面積  
円をくわしく調べよう  
2 円の面積の求め方 

９ 円  
 （２）円の面積 

目標（算数概念，
算数能力） 

円，円の面積 
見当を付けて考える 
関係付けて考える 

円，円の面積 
見当を付けて考える 
関係付けて考える 
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構成（小項目名
と主な内容） 

１ 半径の長さが 10cm の円の面積
は何 cm2 ですか。  
☆１ 円の面積は，半径を１辺とす
る正方形の面積の，およそ何倍にな
りますか。下の図を見て，見当をつ
けましょう。  
 
２ 円の面積の求め方を考えましょ
う。  

「かずやさんの考え」  
  方眼で数える  
「りつこさんの考え」  
  二等辺三角形で数える  
 
円の面積は次の公式で求められま

す。  
円の面積＝半径×半径×円周率  

 
① 円の面積の公式を使って，半径
10cm の円の面積を求めましょう。  
② 色のついた部分の面積を求めま
しょう。  
③ 半径 15cm の円アと，半径 30cm
の円イがあります。それぞれの円の
円周の長さと，面積を求めましょう。

１ 半径 10cm の円の面積について
調べましょう。  
ア 下の図のように，円の内と外に
正方形をかいて，円の面積の見当を
つけてみましょう。  
 
１ 円の面積を求める公式を考えて
みましょう。  
ア 下の図のように，円を同じ大き
さの 8 つのおうぎの形にきってなら
べてみましょう。さらに，円を 16
等分，32 等分，64 等分してならべる
と，下のようになります。おうぎの
形をだんだん小さくしていくと，お
うぎの形をならべた形は長方形にな
ると考えられます。  
 

円の面積は次のような公式になり
ます。  

円の面積＝半径×半径×3.14 
 
② 円の面積の公式を使って，半径
10cm の円の面積を計算し，67 ペー
ジの方眼の目の数を数えたときの面
積とくらべてみましょう。  

 

円の面積の公式は，子どもの算数的活動を通して作るように指導されている。導入の問

題は，いずれも半径 10cm の円の面積を正方形をもとに見当をつけることである。比較対

象の正方形の面積の 3 倍から 4 倍の間であるというある程度の見当をつけて，公式を作り

始めている。東京書籍は，2 人の子どもがそれぞれ方眼を数える場合と二等辺三角形を数

える場合について発表する形で公式を作っていくが，啓林館は，扇形で分割する場合から

導いている。いずれも，円を二等辺三角形や扇形で分割して操作的に長方形を導いており，

円周率は 3.14 である。なお，東京書籍は円の面積を作る段階で，啓林館は円の面積を見積

る段階で，いずれも 2 人の子どもの考え方を紹介して，それをもとに考えるようにして，

多様な考え方があることを示している。そして，円の面積に関するいろいろな問題を出し

て，円の面積の公式に習熟するようにしている。  

東京書籍では「もの知りコーナー」で円周率を求めた歴史が紹介され，啓林館では，「や

ってみよう」で，紐で円盤を埋める仕方や三角形分割の仕方による円の面積の公式の作り

方を紹介している。生活の場面からは，ピザの面積などが扱われている。  

 

ウ）文字（アルファベット）の導入  

文字の導入は，学習指導要領（平成 10 年告示）では中学校第 1 学年の数と式の「文字

を用いた式」の内容である。なお，平成 10 年以前は，文字は小学校算数で導入され，文字

式の計算は中学校数学で導入されていたが，平成 10 年の改訂で文字の導入も文字式の計算

も中学校数学の内容となった。また，平成 20 年の改訂では平成 10 年の改訂以前に戻るこ

とになった。それぞれの数学教科書で，目標としている数学概念，数学能力をまとめると，

表５の通りである。  
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表５ 文字の導入（中学校第 1 学年） 

教科書名 東京書籍：新編  新しい数学 啓林館：未来へひろがる数学 

シリーズ番号 
（学年）・ページ 

１（中学校第 1 学年）  pp.42-45 
（合計 4 ページ） 

１（中学校第 1 学年）  pp.42-46 
（合計 5 ページ） 

章・節の名称 ２章  文字と式  
１  文字を使った式  

１  文字の使用  

２章  文字の式  
１  文字を使った式  

１  数量を文字で表すこと

目標（数学概念，
数学能力） 

数学における文字 
一般的に考える 
記号を使って表して考える 

数学における文字 
一般的に考える 
記号を使って表して考える 

構成（小項目名
と主な内容） 

Q 下の図のように，マッチ棒を並
べて正方形をつくっていきます。正
方形を 20 個つくるとき，マッチ棒は
何本必要でしょうか。  
 

Ａさんは，正方形を 5 個つくると
きのマッチ棒の本数を，次のように
考えて求めました。  

4＋3×4 
Ｂさんは，Ａさんとは別の考え方

をして。  
1＋3×5 

 
Q  前ページで，Ｂさんは，正方形
の個数が 1 個，2 個，3 個のときのマ
ッチ棒の本数の求め方を，下のよう
な図をかいて考えました。  

マッチ棒の本数を求める式はどう
なるでしょうか。  

上の Q で考えたように，マッチ棒
の本数は，いつでも  

1＋3×(正方形の個数)
とういう式で表せる。  

正方形の個数は，1，2，3，……と
いろいろな数になるが，それを文字
x を使った式で表せば，マッチ棒の
本数は（1＋3×x）本と表せる。  
 
問１  この並べ方で正方形を 20 個
つくるとき，マッチ棒は何本必要で
すか。また，正方形を 50 個つくると
きはどうですか。  
問２  前ページの，Ａさんのマッチ
棒の本数の求め方は，自分で考えた
求め方を，文字 x を使った式で表し
なさい。  
例１  1 冊 90 円のノートを x 冊買っ
たときの代金は  
  （90×x）円となる。  

マグネットの個数はいくつ？  
画用紙が 4 枚のとき，マグネット

は何個必要でしょうか。  
画用紙が 5 枚のときはどうでしょ

うか。  
 
☆  画用紙を，その一部が重なるよ
うにマグネットでとめます。  

画用紙が 5 枚のとき，必要なマグ
ネットの個数を求める式を書きまし
ょう。  

また，画用紙が 6 枚，7 枚のとき
には，どんな式になるのでしょうか。
画用紙が 5 枚のとき，2×5＋2（個）
画用紙が 6 枚のとき，2×6＋2（個）
画用紙が 7 枚のとき，2×7＋2（個）
と表すことができます。これらの式
は，  

2×(枚数)＋2（個）  
になっています。  

ここで画用紙の枚数 5，6，7 のか
わりに，文字 a を使うと，  

画用紙が a 枚のとき，2×a＋2(個)
と表すことができます。  
 
例１  1 個 a 円のパンを 12 個買った
ときの代金は，  
(1 個のパンの値段)×12 
だから，次のように表される。  

A×12（円）  
例２  長さ x m のテープを５等分す
るとき，1 本分の長さは，  

(テープの長さ)÷5 
だから，次のように表される。  

x÷5（m）  

 

文字は，具体的な場面において規則性をもとに個数を一般的に求める課題で，変数とし

て導入される。東京書籍は，マッチ棒で正方形を作ってそれを横につなげていく場面でマ

ッチ棒の本数を求め，啓林館は，画用紙の四隅をマグネットで留めてその画用紙を横につ

なげていく場面でマグネットの個数を求める。そして，それらの個数を，言葉の式，例え

ば，1＋3×(正方形の個数)のように表し，その後に文字の a や x を使って文字の式に表し
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ている。そして，例題や練習問題を通して，数量関係を文字式で表せるようにしている。 

東京書籍は，2 人の子どもにマッチ棒の本数の異なる表し方を示させて，多様な考え方

があることを示している。  

これらの教科書では，文字式に表す数量関係には，マッチ棒，マグネット，ノート，リ

ボン，気温，ボールなど，子どもにとって身近なものが使われている。  

 

エ）三平方の定理の扱い  

三平方の定理の扱いは，学習指導要領（平成 10 年告示）では中学校第 3 学年の図形の

「三平方の定理」の内容である。なお，現行ではこのように三平方の定理を証明すること

ができるようになることではなく，証明できることを知ることとなっている。それぞれの

数学教科書で，目標としている数学概念，数学能力をまとめると，表６の通りである。  

 

表６ 三平方の定理の扱い（中学校第 3 学年） 

教科書名 東京書籍：新編  新しい数学 啓林館：未来へひろがる数学 

シリーズ番号 
（学年）・ページ 

３（中学校第 3 学年）  pp.130-149 
（合計 20 ページ） 

３（中学校第 3 学年）  pp.116-131 
（合計 16 ページ） 

章・節の名称 ６章  三平方の定理  ６章  三平方の定理  
目標（数学概念，
数学能力） 

三平方の定理 
帰納的に考えてきまりを見付ける 
証明の意義を認める 
数学の性質を使う 

三平方の定理 
帰納的に考えてきまりを見付ける 
証明の意義を認める 
数学の性質を使う 

構成（小項目名
と主な内容） 

扉（pp.130-131）【図，方眼】  
１  三平方の定理（pp.132-137）  

１  三平方の定理（pp.132-134）  
２  三平方の定理の逆（pp.135-137）

数学のまど－縄はり師（p.136）
数学のまど－平方根の長さをか
こう 

２  三平方の定理の応用（pp.138-145）
１  平面図形への応用（pp.138-141）

三角形や四角形への応用（pp.138-139）
円への応用（p.140）  
2 点間の距離（p.141）  

２  空間図形への応用（pp.142-143）
直方体の対角線（p.142）  
円錐や角錐の体積（p.143）  

３  いろいろな問題への応用（pp.144-145）
調べてみよう！考えてみよう（p.148）
【三平方の定理の証明】  
数学のまど  三平方の定理のいろい
ろな証明（p.149）  

扉  ピタゴラスの発見（pp.116-117）
【方眼】  
１  三平方の定理（pp.118-122）  

１  三平方の定理（pp.118-122）  
数学展望台 ピタゴラスの
発見（p.119）  

三平方の定理の逆（pp.121-122）
練習問題（p.122）  

２  三平方の定理の利用（pp.123-128）
１  平面図形への利用（pp.123-125）
２  空間図形への応用（pp.126-128）

数学展望台 地図上の 2 地
点間の距離（p.128）  

6 章の基本の確かめ（pp.129-130）  
話しあってみよう 【√2，√3，・・・
の点を取る】（p.131）  
数学展望台 ピタゴラスの数（p.131）

 

三平方の定理は，両者とも，方眼において直角三角形とその周りに正方形が書かれた図

を元に，それらの正方形の面積の間の関係を見出すようにして導入されている。そして，

三平方の定理のいくつかの証明方法が紹介され，直角三角形の各辺に与えられた実際の数

値で三平方の定理を使ってそれに慣れるようにしている。次に，三平方の定理の逆が成り

立つことが示されている。そして，三平方の定理の応用として，平面図形で 2 点間の距離

を求めたり空間図形の対角線や体積を求めたりすることを例題や問題をもとに学んでい

る。また，歴史的な話題として，ピタゴラスや縄張り師の話や，平方根数の作図やピタゴ
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ラス数の話題に触れられている。  

 啓林館では，「もっと知りたい」生徒へとして，三平方の定理の逆の証明を巻末に挙げて

いる。  

 実社会への応用として，東京書籍には八甲田山ロープウェイの山頂とふもとの距離，啓

林館は，福岡県近辺の 2 地点間の距離を測る問題が挙げられている。  

 

②高等学校の教科書の分析 

高等学校においては，数学基礎，数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ，数学Ｃが

開設されているが，数学基礎か数学Ⅰの少なくともいずれかを必修として履修することが

必要である。ただし，ほとんどの学校では必修の数学として，数学Ⅰを設けている。  

分析対象の高等学校の数学教科書は，いずれも数研出版の『改訂版  新編 数学Ⅰ』と『改

訂版 数学Ⅰ』である。前者と後者の違いは，後者の方には「発展」，「研究」が含まれてい

ることである。  

これらの教科書の体様は，『改訂版 新編  数学Ⅰ』については，購入価格 620 円，ペー

ジ数 160 ページ，大きさ A5 判，重さ 230g，カラー有，『改訂版 数学Ⅰ』については，購

入価格 620 円，ページ数 168 ページ，大きさ A5 判，重さ 240g，カラー有である。  

高等学校の数学教科書については，一般に，それぞれの教科書会社が生徒の多様性に配

慮して複数の教科書を発行している。数研出版の場合も，数学Ⅰについて『改訂版 数学Ⅰ』

（168 ページ），『改訂版 新編  数学Ⅰ』（160 ページ）の 2 冊に加え，『改訂版 高校の数学

Ⅰ』（126 ページ）を含め 3 種類を発行している。  

内容の構成は，数学の学問体系に従ったものであり，章名は学習指導要領の大項目に沿

っている。数学Ⅰでは，第 1 章 方程式と不等式，第 2 章 ２次関数，第 3 章  図形と計量，

である。1 つの章は，約 100 ページから構成されている。  

内容へのアプローチの仕方は，項目ごとに「定義または説明」，「例題」，「練習」の繰り

返しである。ときには，例題と練習の間に「問題」が入ることもある。そして，各節の終

わりには「問題」または「補充問題」が入り，各章の終わりに，「演習問題」または「章末

問題」が入る。小中学校のように，導入問題をもとに考えたり，子どもの考え方が紹介さ

れたりするということはない。  

他教科とのつながり，職業，実社会とのつながりに関する問題や話題はほとんどない。

例えば，２次関数では，パラボラアンテナ（コラム），身長と体重の関係（コラム），ボー

ルの打ち上げ（問題）（以上，『改訂版 新編 数学Ⅰ』）の程度であり，郵便料金（例），家

計（コラム），物体を投げる（問題），土地と花壇（問題），パラボラアンテナ（コラム）（以

上，『改訂版 数学Ⅰ』）の程度である。  

 

４）教科書充実の工夫  

 

①児童・生徒の多様性への配慮  

小学校の算数教科書においては，導入場面で複数の子どもの考え方を示し，それをもと

に新しい算数の概念の形成を図っている。複数の考え方からよりよい考え方を探究するこ

とで深い概念理解に結び付けているが，このことにより子どもたちには多様な考え方があ
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ることを示している。  

中学校の数学教科書においても，小学校の算数教科書と同様な子どもたちの多様な考え

方が使われることもある。さらに，巻末で発展的な問題を扱うこともある。  

小中学校の算数・数学の教科書においては，児童・生徒への多様性は，内容や問題の差

別化ではなく，多様な考え方があることを使うことでなされている。  

高等学校の数学教科書においては，生徒の数学の習熟の程度に応じた複数の教科書が作

られている。それらの複数の教科書は，普通は，最も数学の程度が高い教科書をもとに，

その内容の説明をやさしくしたり難しい問題を削除したりして作られている。  

 

②他教科とのつながり，職業，実社会とのつながり 

小学校の算数教科書では，戦後直後の単元学習の頃から，児童の生活や社会の話題から

算数に入っている。中学校の数学教科書でも，生徒の生活を意識はしているが，昭和 30

年代の系統学習の頃から，他教科や実社会とのつながりは薄くなっている。高等学校の数

学教科書では，昭和 20 年代の単元学習の一時期を除き，他教科や実社会とのつながりはほ

とんどない。  

小学校から中学・高校と学校段階が上がるほど，数学の概念の理解と知識や技能の習熟

のために，数学自身の練習問題が多くなる。ときに実社会の話題も紹介されてはいるが，

問題としては構成されていない。また，他教科の内容に関連した数学や職業と数学とのか

かわりについてはほとんど記述が見られない。  

 

③その他 

 学習指導要領では，電卓やコンピュータの利用が促されてはいるが，教科書にはそれら

を利用する場面の記述がほとんど見られない。電卓については，計算が困難な場面，例え

ば，平方根の問題などに「電卓マーク」が付けられて，その利用が認められているが，そ

の他の内容ではほとんど電卓は使われない。コンピュータを利用する場面は，教科書で見

ることはできなく，したがって，教科書にはデジタル教材や，インターネットを使う場面

もない。  

 算数・数学を学ぶ意義については，教科書の表表紙の裏に簡単に書いてあることもある

が，それ自体をきちんと項目としていることはない。  

 

（２）現地調査の結果から 

算数・数学の教科書の使用の実態を調べるために，東京都内の公立の小中高校の算数・

数学の授業を参観し，さらに調査校の教師に質問をすることでより詳しく実態を把握する

ことにした。調査対象の小中学校は，公立校で教育実践を熱心に行っている学校であり，

高等学校は公立進学校として有名な学校である。  

 

１）小学校 

 小学校第 2 学年の「かけ算の利用」の授業を参観した。授業を行った教師は，経験豊か

で，実践研究も盛んに行っている。児童数は 26 名である。  

すでに九九までを学習したあとで，ひし形状に並べられた黒丸（●）の数（図参照）を
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工夫して求める課題である。今回の授業は，一通り九九を学習した後の理解を深める学習

であった。  

授業は，どんぐりやさいころなどの具体物のまとまりが書かれ

たフラッシュカードでかけ算の式を言わせたあとで，画用紙に書

かれた●の数を求める課題に入った。子どもたちは，まず，自分

たちで考え，その後，数名の子どもが指名された黒板に考え方を

書き，そして，学級での話し合いを中心に進められた。教科書は

まったく使われなかった。  

授業後に，この授業を行った教師に教科書の利用について尋ね

た。以下はその回答をまとめたものである。基本的には，教科書にある問題は非常に洗練

されているので，その問題を使って授業を展開し，教科書に記載されていることはすべて

教えている。最近の教科書は，多様な考えを問う問題を取り入れ，児童がその解答例を図

や式で表している構成が多く，問題解決型となって児童に考えさせようとしている。宿題

は，ほぼ毎日出されており，その一部として教科書の練習問題が使われる。しかし，教科

書の練習問題では量が少ないので，家庭の負担で計算ドリルを購入し，復習や宿題で使わ

れている。デジタル・コンテンツはあまり使わない。  

 

２）中学校 

中学校第 1 学年の「平面図形の作図」の授業を参観した。授業を行った教師は経験 1 年

目ということであったが，2 名のベテランの教師が TT で入っていた。生徒数は 32 名であ

る。  

平面図形の基本的な作図の応用として，「円の接線」，「3 点 A，B，C を通る円」を作図

することが課題である。  

授業では，前回の授業の復習としてプリントで，「角の二等分線」，「2 点から等距離にあ

る直線上の点」，「直線上の点に立つ垂線」という 3 つの作図を行った。生徒はまず自分で

考えた後，教師は生徒との一問一答の形式で作図の方法を確認していった。その後，教科

書の例題にある「円の接線」，「3 点 A，B，C を通る円」を教科書を参照しつつ，生徒との

一問一答の形式で授業は進んでいった。生徒は教科書を開いており，教師もそれを参照し

つつ生徒に話しかけていた。  

授業後に，この授業を一緒に参観した教師に教科書の利用について尋ねた。以下はその

回答をまとめたものである。一般的には，教科書にそって授業を進め，教科書に記載され

ていることはほとんど教えている。教科書の問いや練習問題は，授業中に取り組ませたり，

宿題にしていることが多い。最近の教科書は，以前と比べると見やすくなり，いろいろな

考えがあることを示しており，身の回りなどの写真などを載せて活用場面を示している。

教科書に合った演習問題を中心にした副教材を宿題や授業に利用しており，これらの副教

材の経費は保護者が負担している。デジタル・コンテンツはあまり使わない。  

 

３）高等学校 

高等学校第 1 学年の発展の内容として「軌跡の方程式」の授業を参観した。教師は中堅

の教師である。生徒数は 40 名である。  

    ●  
   ● ●  
  ● ● ●  
 ● ● ● ●  
● ●   ● ●
 ● ● ● ●  
  ● ● ●  
   ● ●  
    ●  
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軌跡の方程式の導入部分であり，「ある定点からの距離が等しい点」，「2 点 A，B があり，

AP：BP＝3：1 となる点 P の軌跡」の方程式を作ることが課題である。  

授業は，教科書の例題の記述内容に従いながら，教師がその内容を咀嚼して丁寧に説明

するようにして進められ，ときどき生徒に問いかけていた。授業では，教科書の 2 ページ

にわたる 2 つの例題を説明して終った。  

授業後に，この授業を一緒に参観した教師に教科書の利用について尋ねた。以下はその

回答をまとめたものである。一般的には，教科書はすべて教えており，例題，練習問題を

中心に利用され，導入部分や教科書の付属部分（裏表紙等のトピック部）についてはあま

り利用されていない。教科書を中心に据えながらも，問題を補充し教師ごとに授業を展開

している。生徒は，定理など，教科書のまとめてある箇所も利用している。最近の教科書

は，例，練習，例題，練習，節末問題，章末問題への並びがスムーズであるように感じら

れる。教科書のまとめとして利用するために，問題演習用の問題集を 1 冊利用している。

デジタル・コンテンツは，購入しているが直接の利用は少ない。  

 

（３）まとめ 

算数・数学の教科書は，各章が小中高校とも数学の学問的な内容を中心として，1 か月

から数か月にわたる大きな単元として構成されている。小学校の教科書では，児童が算数

的活動をするための方策，例えば，複数の考えを挙げたり，イメージを持たせる図を活用

するなどの工夫が見られるが，中学校・高等学校と学校段階が上がるほど数学の例題や問

題だけになる傾向がある。算数・数学を学ぶ意義については，教科書の項目として扱われ

ていなかった。  

教室においては，小中高校と学校段階によって多少は異なるが，全体的に見ると，教科

書を主としつつ，教師が作成した副教材等と市販の問題集を活用しながら授業を実施する

ことが基本になっている。教室には，パワーポイントを使ったりインターネットに接続し

たりするというデジタル・コンテンツを活用する環境は整備されていなかった。旧来の，

黒板を多用した授業となっている。教科書にコンピュータを利用した問題場面がないこと

と裏腹になっている。  

家庭において，教科書は宿題で演習問題等を解くのに使われている。  

小中高校とも，副教材として問題集を保護者の負担で購入して利用している。現行の教

科書では，練習問題が少なく，児童・生徒が算数・数学の理解を深め技能を身に付けるに

は不十分と考えられている。  

 

（長崎栄三）  
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３．アメリカ 

 

はじめに 

アメリカの教育は州，学区が権限を持っており，算数・数学のカリキュラムも州によっ

て異なっており，アメリカ全体を述べることは難しい。教科書は日本のような検定制度が

なく，民間の出版社が発行しており，日本のように各教科書の販売部数の公的な統計がな

いため，どの教科書がアメリカを代表する典型的な教科書であるとはいえない。つまり何

をとっても，確かにアメリカの一部ではあるが，必ずしもアメリカ全体にあてはまるとは

いえないのである。  

あえて共通のものをあげるとすれば，アメリカの伝統である各州独自のカリキュラムに

対し，1989 年に初めての全国基準『算数・数学カリキュラムと評価のスタンダード（以下，

NCTM スタンダードと略する）』が作成されたことである。作成したのは，アメリカの数

学教育を代表する学会「全米数学教師協議会」（NCTM；National Councils of Teachers of 

Mathematics）である。その後 2000 年に NCTM スタンダードは改訂され 1，今日ではこの

NCTM のスタンダードに準拠して，各州のカリキュラムや教科書が作成されている。  

アメリカの科学や数学の学力が低いことを指摘した 1983 年の政府報告書『危機に立つ

国家』以来，今日までのアメリカの数学教育は，その質を高め学力が向上する方策にもっ

ぱら力を注いできている。その契機は，IEA（国際教育到達度評価学会）が 1981 年に実施

した第 2 回国際数学教育調査（SIMS）である。当時の日本は中学校第 1 学年段階で 20 か

国中 1 番目に平均正答率が高かった。なぜ日本は成績がよいのか，その理由として，日本

には共通の算数・数学カリキュラムがありしかもカリキュラムや教科書の質が高いからと

アメリカでは分析を行い，国に共通のカリキュラムを作れば数学学力も向上するはずだと

考えた。こうして NCTM スタンダードが作成されたのである。  

その後，第 3 回国際数学・理科教育調査（TIMSS1995）の付帯調査として行われたビデ

オ調査の結果，高い得点を導くためには，カリキュラムだけではなく，日本のように問題

解決を重視した授業が行える質の高い教師の育成が期待されるようになった。ただしその

後の日本では習熟度別授業が多く取り入れられることにより，当時の状況とは異なってい

る。  

また TIMSS1995 当時から，他国は薄い教科書で内容を絞って教えており高い得点をとっ

ている一方で，アメリカの算数・数学教科書は厚いのに算数・数学の得点が低いことが指

摘された。同様に，今後の数学教育の在り方に関する 2008 年の政府報告書『アメリカを成

功に導くために』においても，不要に値段が高く，持ち運びに大変であり，教科書が厚い

ことが必ずしも効果的な指導に結びついていないため，算数・数学の教科書のページ数を

短くするよう勧告している。教科書が厚い背景には，各州の数学カリキュラムの基準を満

たすように多くの内容を詰め込んでいるためとしている。  

なお 2008 年 12 月に国際比較結果が公表された，国際数学・理科教育動向調査の 2007

年調査（TIMSS2007）では，小学校第 4 学年の算数の指導で教科書を主として使っている

教師は 59％，補助として使っている教師は 33％，中学校第 2 学年では 57％，38％であり，

国際的な傾向と同じであった。なお日本は，小学校第 4 学年で 83％，16％，中学校第 2 学
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年で 77％，21％である。  

 

（１）教科書の特徴 

本稿では，小学校は Kendall/Hunt 社発行の教科書 Math Trailblazers（数学の道しるべ）を

及び UCSMP（University of Chicago School Mathematics Project）の Everyday Mathematics（日

常の数学）を，中学校は UCSMP 発行の教科書および Pearson 社発行の Connected Mathematics 

Project 2（関連した数学）を，高等学校は UCSMP 発行の教科書の分析を行うこととする。

小学校，中学校，高等学校の区分も州や学区により異なるが，本稿においては，NCTM ス

タンダードの区分，すなわち，Pre-K（幼稚園前）から第 2 学年，第 3 学年から第 5 学年，

第 6 学年から第 8 学年，第 9 学年から第 12 学年の 4 つの区分のうち， 初の 2 つをあわせ

幼稚園を除き，第 1 学年から第 5 学年，第 6 学年から第 8 学年，第 9 学年から第 12 学年を

およその区分とした。  

アメリカは，伝統的な内容や計算を重視した教科書と，問題解決やコミュニケーション

など数学のプロセスをも重視した教科書とに大別できる。前者の代表は Saxson の教科書で

ある。本稿では後者の中で，大学を中心として，全米科学財団（NSF）の援助で開発され

実験校との協力により教材や指導法の開発が進められてきた研究プロジェクトの成果とし

て作成された教科書を取り上げる。アメリカの教科書の中では伝統的というよりも革新的

な教科書である。Math Trailblazers はイリノイ大学シカゴ校，Connected Mathematics Project 

2 はミシガン州立大学，UCSMP の教科書はシカゴ大学で開発された。1990 年にアメリカ

に在外研究で滞在した際に，筆者は UCSMP の教師用のセミナーに参加した経験がある。  

 

１）体裁 

教科書は貸与制であり，小学校から高等学校ま

で児童・生徒は無償で教科書を借りる。  

今回収集したアメリカの教科書のサイズは，小

学校，中学校，高等学校の各校種とも，「縦 260～

283mm×横 206～220mm」であり，日本の小学校

および中学校用教科書よりもやや大きい程度であ

る。しかし厚さは，日本の教科書よりも 2～5 倍は

厚く（図１参照），また重い。小学校用教科書であ

る「Math Trailblazers」シリーズ（Kendall/Hunt 社）

の場合，第 3・4・5 学年までの各学年の教科書は

1 冊であり，第 1，2 学年は 2 分冊となっている。

1 冊の厚さは，第 1 学年は 13mm であるが，第 5

学年は 24mm もの厚さとなっている。1 冊の重さ

は 630gから 1442gと学年が上がるにつれて重くな

っている。価格は 1 冊あたり$14.99～34.99（約 1,400～3,300 円）である。  

中学校用教科書「Connected Mathematics 2」シリーズ（Pearson 社）の場合，各学年とも

1 冊であり，各々の厚さは約 30mm となっている。1 冊あたりの平均ページ数は約 720 ペ

ージであり，平均の重さは約 1720g である。価格は 1 冊あたり$ 68.47（約 6,500 円）であ

図１ 8学年分の算数・数学の教科書の厚さ

左： アメリカ（第 1 学年と第 2 学年

はもう 1 冊ずつ増える） 

右： 日本 
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る。一方，「UCSMP」シリーズの場合，1～3 年間での使用で 1 冊となる。1 冊あたりの平

均ページ数を 長使用年数で割ると，1 年あたり約 400 ページである。高等学校用教科書

「UCSMP」Geometry の場合，ページ数は 1021 ページ，厚さ 38mm，重さ 2012g であるの

で，1 年あたり，約 340 ページである。価格はいずれも$63（約 6,000 円）である。  

色刷りについては，ワークシートから成る小学校の Everyday Mathematic は 2 色刷りであ

るが，それ以外の小学校，中学校，高等学校の教科書は，カラー刷りである。表紙は，日

本の教科書とは違って厚く，本文に使用されている紙も厚い。  

活字の大きさについては，日本の教科書よりも小さい場合が多く，1 ページあたりの文

字数や情報量も，日本の教科書と比較して多い。1 ページの行数は 30 数行もあり，日本の

20 数行に比べ多い。しかし，余白や改行，挿絵や写真，

図も多く掲載されており，文字がつまっていて見にく

いという印象はない。索引の項目が多いのも特徴であ

る。  

生徒用の教科書に加えて，教師用の指導書，OHP シ

ート，問題集，補助教材などがあり，これらと一体と

なって，授業で使われることを想定していることに特

徴がある（図２参照）。  

 

２）目次からみた教科書の構成 

教科書の構成はそれぞれ異なるので，それぞれ

について述べることとする。  

Math Trailblazers の教科書は，保護者への手紙が

初にあり，次に 20 個程度の単元がある。各単元

はレッスンに分かれているが，目次を見るとレッ

スンの番号の欠番もある。実は各単元の初めのペ

ージには，その単元を学ぶために何を利用するか，

生徒用教科書，発見の課題集，冒険の本，教師用

指導書の中の教材を用いるか，が示してある。例

えば，第 5 学年第 1 単元「母集団と標本」（図３参

照）では，レッスン 2 で教師用指導書の中の教材，

レッスン 4 で，冒険の本を使うと表に示されてお

り，教科書のページはレッスン 1 からレッスン 3

へ，そしてレッスン 5 へと進んでいる。 後の単

元の後に付録と索引がある。索引は小学校第 1 学

年でも多くの内容がぎっしりと書かれている。付

録には，生徒のルーブリック：知ること，解くこ

と，伝えることのページがある。  

Connected Mathematics 2 の教科書は，第 6 学年，

第 7 学年，第 8 学年いずれも 8 つの内容から成り，

章の番号はついていない。それぞれの内容ごとに 1 ページから始まっており，第 7 学年の

図２ Everyday Mathematics セット 

図３ Math Trailblazers 単元の扉  

その単元で使う教材を示す  
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1 つの内容は短くても 70 ページ，長いもので 110 ページにも及ぶ。内容ごとに，「はじめ

に」「ここで学ぶ数学」「探究」「学んだこととこれから」「英語とスペイン語の辞書」「索引」

で構成されている。索引が内容ごとに用意されているなど，各内容は独立した 1 冊の教科

書のようである。第 8 学年の 8 つの内容は「数学的モデルで考える」「ピタゴラスを探そう」

「大きく，大きく，大きく」・・・など，数学というよりも数学を日常や社会と結び付けた

タイトルで表示されている点に特徴がある。また，英語だけでなくスペイン語の索引があ

ることも，マイノリティが人数的にはマジョリティになっているアメリカの社会的状況を

反映したものである。  

UCSMP の Everyday Mathematics は各学年 2 分冊であり，日本でいうとワークシートのよ

うで，1 ページに 1 つの小項目名がついている。数個の小項目の後に Math Boxes という練

習問題のページがある。例えば第 5 学年第 2 巻の 364 ページは「円の面積をはかること」，

365 ページは「いろいろな円の面積」，366 ページは「円の面積の公式」であり，367 ペー

ジの「Math Boxes」は既習の様々の内容を復習するが円の面積の問題はない。  

UCSMP の 4 冊の教科書，Pre-Transition Mathematics（第 6～7 学年），Transition Mathematics

（第 7～8 学年），Algebra（第 8～10 学年），Geometry（第 9～11 学年）は，1 章が数 10 ペ

ージの長さの章，10 章以上で構成され，「はじめに」の後の各章や節のタイトルは数学そ

のものであるが，章の扉には，現実と数学と

の関係を示す写真や図が豊富に示されて，そ

こから数学の内容へと展開する。例えば

Pre-Transition Mathematics の第 1 章「整数と

分数の使用」（図４参照）の扉ではロミオとジ

ュリエットの劇の写真が示され，「名前がなん

だというの。薔薇と呼んでいるあの花が別の

名前になったとしても甘い香りに違いはない

はずよ。」というシェイクスピアの台詞を引用

し，分数 1   を他の国ではどう表したり読ん

だりしているか，英語やヘブライ語や中国語

で表すとこうなるという例をとりあげながら

本題に入っていく。章の 後にはプロジェク

ト，まとめと用語，自己テスト，章の復習の

ページがある。プロジェクトとはその章で学

んだ知識を広げる機会を与えるページであ

り，通常の宿題よりも多くの時間をかけて行

い，幅広い活動が含まれる。例えば第 1 章の

プロジェクトでは，カップと   カップとスプ

ーンとティースプーンの関係を示すディスプ

レイを作らせたり，バビロニアの数の表記に

ついてレポートを書かせたりする。 後の章

のあとには，ゲーム，主な問題の解答，用語

集，索引，写真の版権，記号一覧がある。  

図４ Pre-Transition Mathematics 第 1 章目次

第 1 章「整数と分数の使用」は全部で 61 ペ

ージあり，ロミオとジュリエットから始まる

2 
3 

1 
4 
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３）特定分野に関する教科書の記述 

 

①小・中学校の教科書の分析 

4 つの内容（速さの概念，円の面積の公式，文字の導入，三平方の定理の扱い）は，日

本ではそれぞれ小学校第 6 学年，小学校第 5 学年，中学校第 1 学年，中学校第 3 学年の内

容である。  

一方，NCTM スタンダードではいずれも第 6～8 学年の内容となっているが，教科書に

よってとりあげる学年や内容の扱いは多様である。例えば Everyday Mathematics では，第

5 学年で，速さの概念，円の面積の公式，文字の導入がなされ，第 6 学年で三平方の定理

を扱う。ただし前述したように，この教科書は日本でいうとワークシートのようなものな

ので，以下では，より教科書らしい体裁のその他の教科書をとりあげる。  

 

ア）速さの概念 

「Math Trailblazers Grade 5」（Kendall/Hunt 社）における教科書の構成および目標は，次

表の通りである。  

教科書名  Math Trailblazers Grade 5（Kendall/Hunt 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 5 学年，pp.94-98,164-170 

章・節の名称  

  

第 3 章 分数と比  

第 5 章 分数の探究  

目標（数学的概念，数学的能力） 速さの概念（距離と時間のデータを分数に表わしたもの）  

構成（小項目名と主な内容）  第 3 章 分数と比  

第 6 節 距離対時間 pp.94-98 

第 5 章 分数の探究  

第 5 節 レースの日 pp.164-170 

 

図５  Math Trailblazers Grade 5 
 第 5 章「分数の探究」  

レースの比較から速さを表す  
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Math Trailblazers Grade 5 の，第 3 章「分数と比」の第 6 節「距離対時間」では，レース

の時間と距離のデータをグループで集め，表に書き入れ， 後に距離を時間で割った値（分

数）を記入する活動が含まれている。  

さらに，第 5 章「分数の探究」の中で，Speed と Velocity という速さの概念と用語が取

り上げられている。第 5 章の第 5 節「レースの日」では，バッシーコールマン学校でオリ

ンピックの日を設け，子どもたちがいろいろなレースに参加することになっているという

場面から始まる。袋に入ってどれだけ飛べたかを比較するレース（図５左参照），後ろ向き

に走るレースなど，日本ではみかけないような一風変わったレースであり，イラストも楽

しそうである。ロバートとジャッキーとどちらが速いかをどうやって比べるか，比べるた

めには何が必要かという問いかけから，距離と時間がわかれば Speed（速さ）が比べられ

るとしている。さらに，Velocity（速度）はある進行方向における速さであることにも触れ

ているが，Velocity までも取り上げているのはこの教科書の特徴である（図５右参照）。  

 

イ）円の面積の公式 

「Pre-Transition Mathematics」（Write Group/McGraw-Hill 社）における教科書の構成およ

び目標は，次表の通りである。  

教科書名  Pre-Transition Mathematics（Write Group/McGraw-Hill 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 6～7 学年，p.535 

章・節の名称  第 9 章 面積と体積  

目標（数学的概念，数学的能力） 円周の長さの求め方，円の面積の求め方  

構成（小項目名と主な内容）  9－2 三角形の面積 （pp.519-525）  

9－3 平行四辺形の面積  （pp.526-532）  

9－4 円の周りの長さと面積 （pp.533-538）  

 

まず，円周の公式「(直径)×π」があげられている。その公式の下に，π の近似値として

小数 3.14 または分数    が用いられるが，3.14 は π より小さく    は π より大きいので，

電卓の π キーを押して，そ

れらの値との違いをみなさ

いと指示している。  

例題は 1 つであり，地球

儀の写真とともに示されて

いる。地球が球形に近いこ

と，地球の直径が 7926 マイ

ルであることから，地球の

周りの長さを求める問題で

あ る 。 公 式 に あ て は め

7926π マイルとなるが，こ

れに，3.14 または    をか

けて計算を行い，約 29400

マイルを答えとしている。  

図６ Pre-Transition Mathematics 

コンパス，定規，分度器，はさみを用いて円を同じ大

きさの 8 つの扇形に分割する 

22 
7 

22
7

22
7
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次に，「平行四辺形の面積から円の面積」という見出しがあり，コンパス，定規，分度

器，はさみを用いて円を同じ大きさの 8 つの扇形に分割し，それらを平行四辺形に並べさ

せるという活動を行わせる（図６参照）。  

円を並べ替えた形が平行四辺形に近似できることに基づいて，円の面積の公式を導いてい

る。つまり，円の半径を r としたとき，平行四辺形の底辺の長さは  πd であるが，これ

は πr と等しく，したがって，平行四辺形の面積は πr2 となる。余白にある QY3（問 3）では，

「円を 16 個に分割すれば，平行四辺形はどうなっていくか」と問いかけ，平行四辺形の面

積が徐々に長方形の面積に近似されることになり，より円の面積に近づくことを理解させよ

うとしている。扱いは

ほぼ日本と同様である

（図７参照）。ただし，

コンパス，定規，分度

器，はさみを用いると

「活動」を明記してい

ること，電卓でπのキ

ーを押すこと，小数

3.14 をかけるだけでな

く，分数    をもかけ

その値を比較するな

ど，電卓を活用し計算

している点に特徴があ

る。 

 

 

ウ）文字（アルファベット）の導入 

「Transition Mathematics」（Write Group/McGraw-Hill 社）における教科書の構成および目

標は，次表の通りである。  

教科書名  Transition Mathematics（Write Group/McGraw-Hill 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 7～8 学年 pp.68-129 

章・節の名称  第 2 章 変数を用いること  

目標（数学的概念，数学的能力） 変数を表す文字の使用  

構成（小項目名と主な内容）  2－1 変数でパターンを説明する （pp.70-75）  

2－2 文字を使った式に言葉を翻訳すること  （pp.76-82）  

2－3 文字式に値を代入すること （pp.83-86）  

2－4 式と公式 （pp.89-95）  

2－5 三平方の定理 （pp.96-102）  

2－6 表計算ソフトにおける公式 （pp.103-109）  

2－7 オープンセンテンス （pp.110-114）  

2－8 不等式をグラフに示すこと （pp.115-119）  

 

図７ Pre-Transition Mathematics 

平行四辺形の面積から円の面積の公式を導く  

22 
7 

1 
2 
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図８ Transition Mathematics 

上：文字を使った式に言葉を翻訳すること  
右：フェルマーの定理についてレポートを書く  

UCSMP の教科書はどの節にも，本文の前に「大きなアイデア」が示され，いくつかの

例や例題の後には，アイデアをカバーし数学を応用し復習し発展させる「問」が続いてい

る。「2－1 変数でパターンを説明する」の「大きなアイデア」は，変数を用いると数のパ

ターンを簡潔に述べることができること，「2－2 文字を使った式に言葉を翻訳すること」

は，数学を用いて言葉を数学の記号に翻訳できる必要がある，である。  

 

「2－1 変数でパターンを説明する」は，24×10－2

＝24×0.01 などを例に，これを言葉で表現すると「10
－2 をかけることは 0.01 をかけることと同じ」だが，記

号を用いると，n×10－2＝n×0.01，と簡単に表すこと

ができるとその必要性や意味を述べている。次に，「2

－2 文字を使った式に言葉を翻訳すること」では，言

葉を文字に翻訳し，文字を使った式における乗法と除

法の表し方を学ぶ。これらの扱いはほぼ日本と同様で

ある。引き算を示す英語の文章が似ているが，その式

や場面（situation）はこう異なると具体例があげられ

ている点は日本より丁寧である（図８上参照）。  

「2－5 三平方の定理」が文字の使用という観点か

ら，文字の導入の章に含まれており，また「2－6 表

計算ソフトにおける公式」は，コンピュータを使った

表計算ソフト・スプレッドシートの使い方にもっぱらあてられている点は，日本とは異な

っている。また「2－4 式と公式」では，B をビーフケバブ，C をとうもろこし，W をス

イカとしたときに，合計価格は 2.25B＋0.75C＋0.5W で表せ，B＝2，C＝3，W＝1 の場合，

グラフ電卓の表の画面で計算している。章末のプロジェクトでは 8 つの課題があげられて

いるが，その 後はフェルマーの 終定理であり，なぜフェルマーは証明を書かなかった

のか，証明になぜ 350 年もかかったのか，レポートを書くよう要求している（図８右参照）。 
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エ）三平方の定理の扱い 

「Connected Mathematics 2」（Pearson 社）における教科書の構成および目標は，次表の

通りである。  

前述した通り，この教科書は 8 つの内容から成り，章の番号はついておらず，それぞれ

の内容ごとに 1 ページから始まっており，この内容は 2 つめに位置するため，上記の表に

は便宜上第 2 章としておいた。三平方をさがそうというタイトルで，61 ページもある。三

平方の定理は「探究 3」の 31 ページから始まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書名  Connected Mathematics 2 （略称 CMP2）（Pearson 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 8 学年 第 2 章の pp.31-64 

章・節の名称  三平方をさがそう－三平方の定理  

目標（数学的概念，数学的能力） 三平方の定理の理解と応用，整数の平方根の値を見積もるこ

と，三平方の定理を用いて日常の問題を解くこと，数直線上

に無理数を置くこと  

構成（小項目名と主な内容）  探究 1 座標 （pp.5-18）  

探究 2 平方しない （pp.19-30）  

探究 3 三平方の定理 （pp.31-45）  

探究 4 三平方の定理を用いる （pp.46-64）  

図９ Connected Mathematics 2 

探究 4「三平方の定理を用いること」4.1 節「テオドロスの車輪を分析すること」（左下がテ

オドロス，右上が車輪），4.2 節「スニーキーサリーをストップさせること」（右下）  
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3.1 節「三平方の定理」では，三角形のそれぞれの辺に正方形をかくと 3 つの正方形の

面積の間に何か関係があるかを表に数値を記入することによって推測させ，続く 3.2 節「三

平方の定理の証明」では，実はこれは紀元前 6 世紀のギリシャの数学者ピタゴラスの名前

をつけた定理であること，300 種類以上の証明があると述べ，8 つの三角形と 3 つの正方形

を，2 つの正方形の中に並べることができるかというパズルをあげ，3.3 節「距離を求める

こと」では，2 点間の距離を求めさせ，3.4 節「エジプトのやり方で測定すること」におい

て初めて a2＋b2＝c2 の式が導入される。その後，応用が 5 ページ，発展が 2 ページ続く。

後に数学的な振り返りが１ページある。  

「探究 4 三平方の定理を用いること」は，4.1 節「テオドロスの車輪を分析すること」，

4.2 節「スニーキーサリーをストップさせること」，4.3 節「三角形を分析すること」，4.4

節「三角形のまわりの長さを求めること」の 4 つの節から成り，その後，応用が 4 ページ，

関連が 2.5 ページ，発展が 4.5 ページ続く。 後に数学的な振り返りが 1 ページある。4.2

節「スニーキーサリーをストップさせること」は，盗塁の名手であるサリーに本塁を踏ま

せないようにするという場面で，1 塁から 2 塁，2 塁から 3 塁，3 塁から本塁の距離が示さ

れている。サリーもピッチャーも女子である。テオドロスの車輪の図（図９右上参照）で

は，この作図を考案したのがピタゴラス学派の人で，テオドロスという人物であると説明

され，数学が人間の知恵とともに発展してきた様子が伺える。車輪の図は無理数を作成す

る図として日本の教科書にも出てくるが，誰が考案したかの説明はない。日本の小・中学

校の算数・数学教科書には人名はほとんど出てこない。  

 

②高等学校の教科書の分析 

UCSMP の「Algebra」「Geometry」とも，前述した「Pre-Transition Mathematics」「Transition 

Mathematics」と同様に，1 章が数 10 ページの長さの章，10 章以上で構成され，「はじめに」

の後の各章や節のタイトルは数学そのものであるが，章の扉には，現実と数学との関係を

示す写真や図が豊富に示されて，そこから数学の内容へと展開する。どの節にも，本文の

前に「大きなアイデア」が示され，いくつかの例や例題の後には，アイデアをカバーし数

学を応用し復習し発展させる「問」が続いている。「Geometry」では，グラフ電卓やコンピ

ュータなど ICT を多く利用している。  

 

４）教科書充実の工夫 

 

①児童・生徒の多様性への配慮 

Transition Mathematics の解答例は，細かい字でぎっしりかかれ 45 ページにも及ぶ。

Algebra の解答例は 59 ページにも及ぶ。Connected Mathematics 2 の内容は各節ごとに 10 数

ページあるので，70 ページのうち 20 ページ程度が宿題である。このように問題や解答の

ページが多いことにより，教師は児童・生徒の習熟の程度を評価しながら，適切な難易度

の練習問題を選ぶことができる。問題の種類も，宿題のための練習問題をはじめ，補充的

な練習問題や発展的な問題など，数多くのタイプがある。  

Connected Mathematics 2 の教科書は，英語とスペイン語の辞書がついている。これも多

様な背景をもった児童・生徒への配慮である。また，野球の場面で女子の写真が用いられ
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ていることを前述したが，男女両方が算数・数学に興味・関心を持つよう場面に配慮して

いる。このように人種・性に対する公正に注意を払うのはアメリカの特徴である。  

 

②実社会とのつながり 

前述の Pre-Transition Mathematics の第 1 章「整数と分数の使用」（図４参照）の扉ではロ

ミオとジュリエットの劇の写真が示され，そこから，分数 1   を他の国ではどう表したり

読んだりしているかに進むように，どの教科書も実社会とのつながりや社会的有用性に関

するページがいたるところにある。また，Connected Mathematics 2 に無理数を作成する図

を考案した人名が出てくると，算数・数学は人間の知恵により発展してきたものであるこ

とがわかる構成になっている。さらに Transition Mathematics にフェルマーの定理が出てき

たように，数学は現在も発展しているものであることが示されている。  

 

③ ICT の積極的な活用  

 電卓，グラフ電卓，コンピュータなどの画面の写真が，教

科書のいたるところにとりあげられて，算数・数学を学ぶ上

でそれらは重要な道具となっている。また前述したように，

コンピュータを使った表計算ソフト・スプレッドシートの使

い方にもっぱらあてられているページがある。さらに，ウェ

ッブ上で自学自習ができるように e-learning の機能が充実し

ている。例えば，Connected Mathematics 2 では，PHSchool.com

にアクセスし，コード ane-6307 を入力する（図 10 参照）と，

宿題へのヒントが表示される。入力コードによっては，動画ソフトをパソコン上で動かす

もの，数学者の説明などにリンクするものもある。  

 

④算数・数学を学ぶ意義 

Math Trailblazers の教科書は保護者への手紙が，Everyday Mathematics の教科書はその学

年で学ぶことが，Connected Mathematics 2 の教科書は，内容ごとに，「はじめに」「ここで

学ぶ数学」が , UCSMP の「Pre-Transition Mathematics」「Transition Mathematics」「Algebra」

「Geometry」の教科書は「はじめに」で数学を学ぶ意義が述べられている。例えば第 6 学

年用 Everyday Mathematics の教科書では，「この年の活動によって数学の美しさと有用性が

わかるだろう」ということや「数学を使うことにさらに熟練することによって，世界をも

っと理解できるようになることを期待している」などと述べている。  

 

（２）現地調査の結果から 

ミシガン州で参観した小，中，高等学校の授業を事例としながら，アメリカの学校にお

ける教科書使用の主な特徴について簡単に報告する。なお現地調査はミシガン大学研究員

の宮川健氏とともに 2008 年 11 月に行った。  

訪問した学校は次の通り。  

小学校：  アナーバー市にある Ann Arbor alternative school 

中学校：  サリーン町にある Saline middle school （アナーバーとは学区が異なる）  

図 10 Web へのリンク  

Connected Mathematics 2 

2
3
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高等学校：アナーバー市にある  Pioneer high school 

 

１）教科書を使っている教師も，補助教材を使っている教師もいる 

Ann Arbor alternative school の「図形の分類」

の授業と，Pioneer high school の AP（Advanced 

Placement，大学の内容を高等学校で履修して

大学の単位となるもの）統計「一次関数の平

均，分散，標準偏差とランダムな変数の期待

値，分散，標準偏差」の授業では，教師は教

科書を使っていなかった。しかし，両方の授

業とも，すなわち「図形の分類」では，図形

の分類の掛け図や児童が切り取るワークシー

ト，AP 統計では宿題の答え，小テスト，グ

ラフ電卓 TI-83 の使い方など，教科書の補助

教材をそのまま用いていた。OHP 教材が豊富

なため，教師はそれを授業で提示し，また，

印刷すればよいのである。AP 統計では教科

書は家に置いておかせ，宿題をやるのに使わ

せるものと教師は述べており，また筆者もア

メリカでは教科書は学校または家に置いてお

くもので持ち運びしないと考えていたが，ザ

ックに重く厚い教科書をすべて入れて持って

きている生徒もいた（図 12 参照）。スクールバスがあるので教科書が重くても持ち運び可

能と思われる。Saline middle school の X＋X＋2＋X＋4＝45 に数をあてはめチエックするこ

とから始まる「代数」の授業では，生徒の机の上に教科書がおいてあった。教科書には 8-434，

8-369 などの ID のための番号がふってあった。  

 

２）ある内容を指導したら，「すべて指導」 

1000 ページ近くもある教科

書の何パーセントを 1 年間で指

導 す る か 聞 い た と こ ろ ，

Saline middle school の教師も，

Pioneer high school の教師も，す

べて指導と答えていた。1 回の

授業で 1 レッスン（1 節）とあ

る分，8 ページ程度分を指導す

るという。しかし参観した授業

では明らかにすべてのページを

指導してはいず，あるページか

らあるページへと飛ばしていた

図 11 Pioneer high school 教師用 OHP シー
トが完備（黄色いタグのあるペー
ジ

図 12 Pioneer high school 重い教科書を持
ち運びする生徒もいる  

図 13 Saline middle school 教師用指導書 

生徒のレベルに応じて，Basic, Average, Advanced と 3 段階の宿

題や問題を出す 
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り，あるページではたくさんある問題の中から数個の問題を扱ったりしていた。  

このような使い方であっても，すべて指導していると回答することに特徴があると思わ

れる。なお，アメリカの教科書は多様な水準にいる児童・生徒に対応するため異なる難易

度の問題が含まれており（図 13 参照），もともとすべてのページのすべてを全員に指導す

るという発想がないのかもしれない。  

 

３）古くなった教科書の利用法 

Saline middle school によれば，古くなった教科書は 2 ドルで，出版社がひきとってくれ

るという。Ann Arbor alternative school によれば，教科書購入の予算は限られており，当校

は新しいものが購入できたが学校によっては十分に教科書がない学校もあり，そのような

学校や，アフリカの学校などに古い教科書を無償であげるということである。  

 

４）教科書の選定法 

Saline middle school によれば，州の推薦された

教科書の中から，学区で委員会を作って選ぶとい

う。教科書会社にプレゼンテーションを行っても

らい選ぶこともあるという。知っている教科書は

Holt，McDougall Little，Pearsons/Prentice Hall，Key 

Curriculum ， Cognitive Tutor ， College Prepatory 

Mathematics(CMP)，Core Plus，Connected Mathematics，

Glencoe，Everyday，UCSMP-Chicago Math で下線

付きが，この学校の数学主任がお薦めの教科書で

あるということであった。インターネットアクセス料が低いところ，無料のところなども

教科書を選ぶ基準の一つということである。教師，生徒だけでなく，親も HP にアクセス

し，宿題を手伝ったりできるからである。Ann Arbor alternative school によれば，教科書は

州のカリキュラムや州のテストに準拠したものを選ぶということである（図 14 参照）。  

 

【注】  

1．NCTM スタンダード 1989 年版と 2000 年版の主な違いは次の通りである。  

・スタンダードがプロセス重視から内容重視に変わっている。1989 年版は，問題解決，コミ

ュニケーション，推論，数学的なつながり，が 初にあり，次にいわゆる算数・数学の内容

があげられた。2000 年版は，数と演算，代数，幾何，測定，データ分析と確率，が 初にあ

り，問題解決，推論と証明，コミュニケーション，つながり，表現の順となった。  

・学年のわけ方が異なり，幼稚園前も含まれるようになった。1989 年版は，K（幼稚園）か

ら第 4 学年，第 5 学年から第 8 学年，第 9 学年から第 12 学年の 3 つの区分であるが，2000

年版は，Pre-K（幼稚園前）から第 2 学年，第 3 学年から第 5 学年，第 6 学年から第 8 学年，

第 9 学年から第 12 学年の 4 つの区分となった。  

 

（瀬沼花子） 

図 14  Ann Arbor alternative school 

州のテストとリンクした教科書  
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４．カナダ 

 

（１）教科書の特徴 

カナダの学校は，州によりその制度が異なり，使用されている教科書の版もそれぞれの

州に合わせたものが刊行されている。例えばノバスコシア州では教育委員会が教科書の編

集に深く関与し，州全体で同じ教科書が採択されている。またアルバータ州では教育委員

会が教科書編集の基準を作成し，それに準じた教科書を検定している。日本でのカナダ教

科書入手については，海外に販売できないとか在庫が無いといった理由で大きな困難があ

った。そのため訪問調査での現地調達を試み，ノバスコシア州で採択されている教科書を

入手することができた。教科書の入手についてはノバスコシア州教育委員会 Sharon 

McCready 女史に多大なご尽力いただいたことを付記しておきたい。  

本稿では，ノバスコシア州で採択されている教科書を中心として分析を進める。具体的

には，小学校・中学校向けの教科書として Pearson Education Canada Inc. から刊行されてい

る『Math Makes Sense』シリーズ（第 1 学年～第 8 学年），高校向けの教科書として Nelson 

Education Ltd.から刊行されている『Mathematical Modeling』シリーズ（Book 1～Book 4）

である。  

 

１）体様  

Math Makes Sense はレターサイズ（縦 279.4mm×横  215.9mm）で，第 1～2 学年は 280

ページ程，第 3～5 学年は 430 ページ程，第 6～7 学年は 450 ページ程，第 8 学年は 500 ペ

ージ程である。第 1～2 学年版はソフトカバーで比較的軽いが，それ以降はハードカバーで

重厚感がある。いずれもカラー刷りで，図や写真が頻繁に用いられている。活字は大きく

て読みやすい。価格は，ソフトカバーの第 1～2 学年版が C$14.50（約 1,100 円），第 3～6

学年版が C$41.50（約 3,200 円），第 7～8 学年版が C$59.95（約 4,600 円）である。  

このシリーズの大きな特徴の一つは，教科書の形態が第 1～2 学年と第 3 学年以降とで

若干異なることである。第 1～2 学年生向けの教科書はソフトカバーで薄くて軽く，更に教

科書の各ページを切り取ることができるようになっている。教科書に直接書き込んで作業

をするようなページがふんだんに盛り込まれており，その大半は教科書からページを切り

取ってワークシートとして用いるものであろう。また，家庭でのお話のコーナー（算数的

な要素を含んだ物語）は該当のページを切り離して小さな冊子を作るようになっている。

このように第 1～2 学年用の教科書は，一人の児童が 1 年間で使いきることを想定して作ら

れており，これらの教科書は無償で給付される。一方，第 3 学年以降の教科書は，ハード

カバーで紙質もよく，ずっしりと重い。これらの教科書は基本的に子どもに貸与し，複数

年間使い続けることが前提とされている。尚，今回訪問調査を行ったノバスコシア州で採

用されている大西洋州版（Atlantic Edition）は，第 3～4 学年のものもソフトカバーで，3

分冊になっている。またノバスコシア州の小学校では，第 1～2 学年は教科書を使わずに州

が基準を示した算数的活動を中心に授業が進められている。  

高校向け教科書である Mathematical Modeling は更に一回り小さいサイズ（縦 258mm×横

210mm）で，Book 1 が 338 ページ，Book 2 が 282 ページ，Book 3 が 377 ページ，Book 4
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が 347 ページである。いずれもハードカバーで重厚である。印刷は 2 色刷り（黒とブルー）

で，写真や図表は数多く掲載されている。高校向けの教科書なので活字は若干小さめであ

るが，日本の高校教科書と同じくらいの大きさである。価格は，Book 1～4 までそれぞれ

C$59.95（約 4,600 円）である。 

 

２）目次からみた教科書の構成  

Math Makes Sense では第 2 学年までとそれ以降とで，教科書の用いられ方が基本的に異

なる。そのような差異をうけ，章や節の構成も第 1～2 学年向けのものと第 3 学年以降のも

のとでは若干異なっている。特徴的なのは，第 1 学年の教科書と第 2 学年の教科書の章立

て（章のタイトル）がほぼ同じであり，第 3 学年以降も各学年において若干の違いはある

ものの，概ね 2 学年毎に教科書の目次が同じ章立て（同じタイトルの章）で構成されてい

る点である。例えば，第 5 学年と第 6 学年の各章のタイトルは表１の通りである。もちろ

ん日本の教科書と同じように，数の大きさや演算の種類，扱う図形の種類，など各学年で

その内容は異なるが，それぞれ学年でほぼ同じ章構成を取るため，学習の関連や系統性が

分かりやすい。  

 

表１ 『Math Makes Sense』シリーズの章構成（抜粋）  

 第 5 学年  第 6 学年  

第 1 章  数のパターン  数のパターン  
第 2 章  整数  整数  
第 3 章  図形  図形  
第 4 章  小数  小数  
第 5 章  データ処理  データ処理  
第 6 章  測定  測定  
第 7 章  図形の変換  図形の変換  
第 8 章  分数と小数  分数，パーセント，比，割合  
第 9 章  長さ，周の長さ，面積  周の長さ，面積，体積  
第 10 章  数や図形のパターン  数や図形のパターン  
第 11 章  確率  確率  

 

第 3 学年以降になると，教科書の冒頭に「教科書の見方，使い方」が明記される。各章

の構成は概ね同じになっており，その使い方を教科書の冒頭で説明する。多くの章は図１

のように，各 Lesson の間に様々な活動が織り込まれた構成である。  

「単元の導入」「この単元で必要なスキルの確認・練習」が必ず章の冒頭にある。既習

事項とのつながりや，活用といった観点から，このような構成は大変望ましい。また，こ

のような「復習」がきちんと位置付いていることが，学習者の個人差に応じることにもな

ろう。各章の冒頭にある導入は，単元の内容と関連する写真などを掲載するとともに，「こ

のようなことを学習します」「どうして重要なのか」「キーワード」が見開き 2 ページにレ

イアウトされている。例えば，第 8 学年第 8 章「平方根と三平方の定理（Square Roots and 

Pythagoras）」の導入では，図２のようにまとめられており，実際の様相は図３である。  

また，電卓やコンピュータなどのテクノロジーは，特に高学年になるとほとんどの単元

で用いられ，そのための課題を示すコーナーがきちんと位置づいている。  
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図１ 章の大まかな流れ（第 8 学年 第 8 章「三平方の定理」の単元の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 単元の導入の例  

 

このようなことを学習します  

正方形の面積と辺の長さとの関係を理解すること  

面積が平方数になっていない正方形の一辺の長さは，  

およその数になること  

整数の平方根を見積もり，その計算をすること  

面積が与えられた円の概形を知ること  

三平方の定理を探求し，それを適用すること  

 

どうして重要なのか  

三平方の定理を用いると，定規を使っただけではきちんと計ることのできない

距離を正確に求めることができます。また，建物を建てるとき，分度器を使わ

なくても正確に直角をつくることができます。  

 

キーワード  

平方数，完全平方，平方根，無理数，直角三角形の脚，斜辺，三平方の定理，

ピタゴラス数  

・  単元の導入：様々なカラー写真とともに，「このようなことを学習します」  

「どうして重要なのか」「キーワード」が示される。  

・  この単元で必要なスキルの確認・練習  

・  Lesson 1 

・  Lesson 2 

・  算数／数学的活動  

・  章の途中の練習問題  

・  Lesson 3 

・  テクノロジーの活用  

・  コミュニケーション（分かったことを相手によく分かるように伝える活動）  

・  数学における読み書き（自分の考えを言葉で説明する）  

・  Lesson 4 

・  Lesson 5 

・  単元の復習，練習問題  

・  日常や文化的なつながりについてのトピック  
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もう一つ特徴的なものが，コミュニケーション（分かったことを相手によく分かるよう

に伝える活動）と，数学における読み書き（自分の考えを言葉で説明する）という課題で

ある。このような「学習の方法」に関わる事柄が，全ての学年の全ての章で繰り返し強調

され子どもたちが学ぶことは，単にそのような技能の習得にとどまらず，算数・数学に対

する望ましい学習観を構築していくことにつながるであろう。  

章によっては最後に日常や歴史などとの関連に言及するコーナーが設けられ，子どもたち

の興味関心を喚起している 

 

３）特定分野に関する教科書の記述  

 

①小・中学校の教科書の分析  

 

ア）速さの概念  

『Math Makes Sense』シリーズでは，「速さ」を纏めて扱う単元はない。基本的には第 7

学年の「比と割合」の単元できちんと定義することになるが，その初源的な理解は第 5 学

年の第 6 章「測定」から始まっている。  

教科書名  Math Makes Sense（Pearson Addison Wesley）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 5 学年  pp.197-199 

第 6 学年  pp.393-396 

第 7 学年  pp.62-65 

 

図３ 単元の導入のページ（第 8 学年 第 8 章「平方根と三平方の定理」） 
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第 5 学年の「測定」では，Lesson 2 で時間と距離について探求する。ビー玉を転がした

ときの，時間と進む距離の関係を，表やグラフにまとめた後，スピードの定義を「ものが

どのくらい速く動いているかを測るもの」とし，その特徴を「グラフの傾きが大きいほど，

スピードが速い」といった形で纏めている。更に，章末の練習問題では，毎秒 5cm ずつ動

くおもちゃの車，1 秒で 5m，2 秒で 10m 転がるボーリングの球，1 時間で 80km，2 時間で

160km 進む自動車，毎分 80m 進む速さ，などの表現を用いて，『速さ』の素朴概念を子ど

もに理解させようとする。  

第 6 学年の「数や図形のパターン」では，入力－出力という数のパターンをもとに学習

が進められる。そして Lesson 4 で，距離，速さ，時間の関係について学習する。ここでは，

歩く速さをストップウオッチで測定する算数的活動を行った後，時間と距離の関係を表に

まとめる。ここでの表は，測定した時間が入力，歩いた距離が出力として意味づけられて

いる。また，表の数値をグラフに表すことで，速さをグラフの傾きとして捉えられるよう

にする。その後の学習課題において，「1 時間に 90km の割合で進みました」という場面を

表やグラフにまとめる。時間を入力することで，その時間で進む距離が出力される。入力

する数値が 1 ずつ増えると，その時に出力される数値が 90 ずつ増えることに注目し，出力

の数値は入力した数値に 90 をかけた数になることを確認する。そして，その意味として「そ

れは，毎時間 90km 進んでいることになり，その時の平均の速さは 90km/h」と集約すると

ともに，距離と速さと時間の関係を『距離＝速さ×時間』と示す。  

さらに第 7 学年の「比と割合」の Lesson 5 で，割合についてきちんと学習する中で「速

さ」を定義していく。「心臓の鼓動が 20 秒間に 25 回あった。同じ比を計算すると，1 分間

では 75 回の鼓動となる。この時の鼓動の割合は 75 回／分。」「3 分間に 120 枚の紙を印刷

する。1 分では 40 枚印刷するので，その割合は 40 枚／分。1 時間では，2400 枚／時間。」

といった割合の例の後，自動車が動く割合を「平均の速さ」と定義する。ここでの説明は次

の通りである。「車の平均の速さが 80km/h のとき，1 時間で 80km，2 時間で 160km，3 時間

で 240km・・・進むことになる。このとき，平均の速さの 80km/h が単位となる割合である。」 

日本の教科書のように，ある学年の一つの単元として「速さ」を学習するのではなく，

複数の学年で徐々にその概念を明確に規定しているところが特徴的である。第 5 学年では

ビー玉を転がすという算数的活動を行い，第 6 学年で関数（比例の関係）の変化の割合と

して速さを捉えた上で，第 7 学年で「単位時間あたりに進む距離」という割合として速さ

を規定している。  

 

章・節の名称  第 5 学年  第 6 章 測定  

 Lesson 4 時間と距離について探求する  

第 6 学年  第 10 章 数や図形のパターン  

 Lesson 4 距離，速さ，時間の関係  

第 7 学年  第 2 章 比と割合  

 2.5 割合とは何か  

目標（数学的概念，数学的能力） 第 5 学年  時間と距離との間の関係について探求する  

第 6 学年  距離，速さ，時間との間の関係を見いだす  

第 7 学年  割合について理解する  

構成（小項目名と主な内容）  －  
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イ）円の面積の公式  

円の面積の学習は，第 8 学年の第 6 章「円」において行われる。  

円そのものは，それまでの学習にも度々登場しているが，半径，直径といった用語をき

ちんと定義した上で円を図形の計量の対象として扱うのは，この章からである。また円に

関わる計量を，円周と円の面積に留めず，更に円柱の体積や表面積にまで拡張していると

ころが，この教科書の特徴である。  

円の面積の公式を導入するプロセスそのものは，日本で従来から行われているものとほ

とんど変わらない。この章で特筆すべきはむしろ，他の章と同様にその途中（円の学習が

一通り終わった時点）で練習問題が設定されていることや，コミュニケーション，数学に

おける読み書き，などの方法的な側面の学習にある。  

 

ウ）文字（アルファベット）の導入  

本シリーズの教科書において特徴的なものの一つが，文字の導入である。算数・数学に

おける文字の使用は，第 5 学年の図形の学習から始まる。  

教科書名  Math Makes Sense（Pearson Addison Wesley）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 8 学年 pp.236-265 

章・節の名称  第 6 章 円  

目標（数学的概念，数学的能力） 半径・直径・円周の測定，半径と円周との関係の探求，

円周・円の面積の公式を導く，円の作図，円柱の表面積

の公式を導く  

構成（小項目名と主な内容）  単元の導入（pp.236-237） 

様々な球，円柱，円錐とそれらの断面の写真とともに，「この

ようなことを学習します」「どうして重要なのか」「キーワー

ド」が示される。 

この単元で必要なスキル（p.238）  

線分の長さの測定，決められた長さの線分の作図，概数の考

え，などの既習事項の復習。  

6.1 円を探求する（pp.239-241）  

6.2 円の周の長さ（pp.242-246）  

6.3 円の面積（pp.247-251）  

単元途中の練習問題（p.252）  

6.4 円柱の体積（pp.253-255）  

解を探求する（p.256）  

グラフを用いて自分の考えを分かりやすく伝えること（本章

の内容と関係ない）  

数学における読み書き（p.257）  

言葉でその理由を説明させる問題解決  

6.5 円柱の表面積（pp.258-260）  

単元の復習（pp.261-262）  

練習テスト（p.263）  

単元の問題（pp.264-366）円をデザインする  

教科書名  Math Makes Sense（Pearson Addison Wesley）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 5 学年  pp.327-330 

第 6 学年  pp.352-354 
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第 5 学年 第 9 章「長さ，周の長さ，面積」において，Lesson 7 では長方形の周の長さに

ついて，Lesson 8 では長方形の面積について学習する。その際，図４のような説明を行っ

ている。第 5 学年では，周の長さや面積を求める公式を「言葉の式」で表現しているが，

このことが第 6 学年の図形での文字の導入へとつながる。第 6 学年の第 9 章では，Lesson 4

で平行四辺形の面積について学ぶ。ここで初めて，図５のような形で文字を用いた表記が

なされる。ただしこの段階での文字は，言葉の式における「Base」や「Height」といった

言葉の『頭文字』としての意味づけであり，日本の算数で用いられる表記としての文字の

役割とは若干ニュアンスが異なる。  

 

 

 

 

 

 

図４ 第 5 学年教科書における文字の扱い 

 

 

 

図５ 第 6 学年教科書における文字の扱い 

 

第 7 学年で「変数（variable）」としての文字が導入され，数学としての文字式を学習す

ることになる。第 7 学年の第 3 章「図形と測定」の Lesson 4 で，変数を用いた図形の公式

が導入される。ここで，教科書にはこの Lesson の焦点として次のようなコメントが記さ

れている。  

「Focus：変数の概念を導入するために，図形の公式を用いる」  

つまり，「Math Makes Sense」シリーズの教科書では，図形の面積公式や周の長さの公式

の学習の延長として，『文字式の導入』を行っているのである。具体的に，教科書には図６

のような形で文字の導入が記されている。  

第 7 学年  pp.94-96 

章・節の名称  第 5 学年  第 9 章 長さ，周の長さ，面積  

 Lesson 7 長方形の周の長さの計算  

第 6 学年  第 9 章 周の長さ，面積，体積  

 Lesson 4 平行四辺形の面積  

第 7 学年  第 3 章 図形と測定  

 3.4 図形の公式に変数を用いる  

目標（数学的概念，数学的能力） 第 5 学年  長方形の周長や面積の規則を発見し用いる  

第 6 学年  平行四辺形や三角形の面積の公式を導く  

第 7 学年  直方体の表面積や体積の公式を導き用いる  

構成（小項目名と主な内容）  －  

長方形の周の長さ           （元々の表記）  

周の長さ＝2×縦＋2×横  Perimeter＝2×length＋2×width 

周の長さ＝(縦＋横)×2 Perimeter＝(length＋width)×2 

長方形の面積  

面積＝縦×横  Area＝ length×width 

Area＝Base×Height 

A＝b×h 
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図６ 文字式の導入（第 7 学年） 

 

エ）三平方の定理の扱い  

三平方の定理は，第 8 学年の第 8 章で扱われている。日本のカリキュラムとは異なり，

平方根自体は第 7 学年の第 1 章において，指数の学習の前段としての「平方（２乗）」と併

せて扱われる。ただし，指数の学習の後に，３乗根などの累乗根は扱われない。  

教科書名  Math Makes Sense（Pearson Addison Wesley）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 8 学年 pp.320-359 

章・節の名称  第 8 章 平方根と三平方の定理  

目標（数学的概念，数学的能力） 正方形の面積と辺の長さを関連づける，無理数を理解す

る，無理数を概数として捉える，面積を与えられた円を

作図する，三平方の定理を探求・適用する  

構成（小項目名と主な内容）  単元の導入（pp.320-321） 

図２，図３の通り 

この単元で必要なスキル（pp.322-324）  

正方形の面積，三角形の面積，面積が与えられた正方形の一

辺の長さ，平方根  

8.1 正方形の作図と測定（pp.325-328）  

8.2 平方根数の概数（pp.329-332）  

数学的活動（p.333） 平方根数のカードゲーム  

テクノロジー（pp.334-335）  

電卓を用いて平方根数の概数や円の半径を求める  

単元途中の練習問題（p.336）  

8.3 三平方の定理（pp.337-341）  

テクノロジー（pp.342-343）  

コンピュータソフトを使って三平方の定理を検証する  

コミュニケーション（p.344）  

数学における読み書き（p.345）  

言葉でその理由を説明させる問題解決  

8.4 三平方の定理の適用（pp.346-350）  

8.5 特別な三角形（pp.351-354）  

単元の復習（pp.355-356）  

練習テスト（p.357）  

単元の問題（pp.358-359）三平方の定理の歴史  

長方形の面積  A＝base×height 

    それは  A＝b×h と書ける  

 A＝b×h を A＝bh と書くようにする。  

長方形の周の長さの公式は  

 P＝2×（base＋height）  

    それは  P＝2×(b＋h) と書ける  

 P＝2×(b＋h) を P＝2(b＋h) と書くようにする。  

ここで，底辺（base）や高さ（height）を表している文字を「変数（variable）」と呼ぶ。公式の

中にある変数は，異なる数を表すことができる。変数の数値が分かったときには，その変数に数

値を「代入（substitute）」すればよい。そうすれば，それぞれの変数を数値に置き換えられる。 
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章の最初には「単元の導入」のページがあり，様々な建物の写真とともに，「このような

ことを学習します」「どうして重要なのか」「キーワード」が示される。（図２参照） 更に「こ

の単元で必要なスキル」として，三角形や正方形の面積の求め方，平方根などの復習をする。 

平方根が第 7 学年で学習されること以外，日本のカリキュラムとあまり大きな違いは見

られないが，電卓やコンピュータソフトを活用して数値を出す課題や，三平方の定理に関

わる文化的な話題（単元の問題）などは特徴的である。また，他の章にも見られることで

あるが，「コミュニケーション」や「数学における読み書き」の課題が章の中にきちんと位

置づいている。それらが，三平方の定理の導入がなされた直後に配置され，新たに導入さ

れた概念（三平方の定理）をふり返りきちんと定着させた後に三平方の定理の応用を行っ

ているところに，教科書の内容配列の工夫が見られる。 

尚，日本のカリキュラムとは異なり，この時点で図形の証明は未習である。従って，第

8 学年の教科書で扱う三平方の定理は，与えられた図形の長さを求めるものが大半である。 

 

②高等学校の教科書の分析  

高等学校の教科書として，ノバスコシア州で採択されている Mathematical Modeling を事

例として取り上げる。第 9 学年から第 12 学年までの 4 年間を想定したこのシリーズにおい

て特筆すべきは，第 9 学年の教科書（Book 1）の中に離散数学の単元が位置づいている点

である。Book 1 の第 2 章「ネットワークとマトリックス」では，離散グラフ，マトリック

ス（行列），行列のかけ算などを扱っている。また Book 1 第 1 章「データの取り扱い」，

Book 2 第 5 章「統計」，Book 3 第 5 章「確率」と，それぞれの教科書で確率統計の分野を

まんべんなく扱っている。日本と同様，高等学校においては全ての生徒が第 12 学年まで数

学を履修するというわけではない。州によって詳細は異なるが，全員が必修である第 9 学

年に離散数学を取り入れていること，第 9 学年から第 11 学年までの内容には必ず確率統計

が入っていること，など，連続数学とはまた別の領域にも重点を置いていることがわかる。 

また高校によっては，学習の進んでいる生徒を対象として国際バカロレアのプログラム

を採用しているところがある。このプログラムを履修する生徒には，国際バカロレアに対

応した授業を行うコースを設定し，そのための専用の教科書を用いて授業を行っている。 

 

４）教科書の工夫  

 

①生徒の多様性への配慮  

Math Makes Sense シリーズについては，各章ともに非常にバラエティに富んだ内容によ

り構成されている。児童・生徒の多様性への配慮は主として以下の六点に集約される。  

第一に，子どもの発達段階に考慮して，低学年ではソフトカバーの使い切りの教科書，

第 3 学年以降ではハードカバーの教科書としている点である。特に低学年の教科書は，一

枚ずつ切り離すことができ，手を使った様々な操作的活動を行うことができる。  

第二に，隣接する学年の教科書において章の配列，並びにそのタイトルを統一している

ことである。次の学年の同じ章に，前の学年での学習内容の続きが載ることで，学習内容

の関連性や系統性を，学習者であるそれぞれの子どもに意識させやすくなる。  

第三に，第 3 学年以降の教科書ではその冒頭に「教科書の見方，使い方」が明記されて
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いる点である。様々な活動が意図的に配列されている教科書であるが故に，その意図する

ところを学習者が意識する必要がある。そしてそれぞれの個に応じて，自分に合った活動

を進めていくことを可能とする。  

第四に，各章の導入において，必ず見開き 2 ページでその章を概説していることである。

章全体の学習への見通し（このようなことを学習します），その内容を学習する必然性・必

要性（どうして重要なのか），キーワード，の 3 つを必ず同じ形で載せている。このような

導入を行うことで，それぞれの学習者がその章の学習への見通しを持つことができるとと

もに，これまで学んできた内容をそれぞれがふり返り，ふり返った内容との関連性を意識

して学習を進めていけるようになる。  

第五に，各章の導入の後に「この単元で必要なスキルの確認・練習」が必ずある点であ

る。章の導入において既習とのつながりを意識することができたとしても，そのスキルの

定着が不十分であれば，新たな学習において困難をきたす。そのようなことの無いように，

それぞれの学習者の必要に応じて，予め確認・練習を行うようにしている。  

第六に，「コミュニケーション」「数学における読み書き」といった内容が必ず章の中に

位置づいていることである。このような「学習の方法」に関する事柄は，学習内容を通し

て徐々に習得していくものである。子どもの発達段階に合わせてそれぞれの単元で相互作

用や表現活動を進めていくことで，説明する力や表現する力を育成していくことができる。 

 

②実社会とのつながり  

各章ともに，学習内容の導入は日常の場面を用いていることが多い。また，歴史や文化

などとの関わりを章末にトピック的に付けている章が目立つ。具体的には以下の三点をあ

げることができる。  

第一に，テクノロジーの活用である。日常のデータを活用したり，日常的な場面に置き

換えて課題を捉えようとした時に，煩雑な数値の計算が学習者の大きな枷
かせ

となることがあ

る。そのような負担を軽減させるとともに，コンピュータなどの機器によりリアリティの

ある課題提示なども可能となる。  

第二に，歴史や文化，日常生活との関わりなどをトピック的に取り扱うページが意図的

に組まれていることである。それは，章の導入において身の回りにあるものを事例とする

こともあり，また章末に学習をふり返る中で言及するものもある。  

第三に，章の導入において，学習内容の有用性・重要性を「どうして重要なのか」の項

目の中できちんと位置づけていることである。これから学習しようとする内容が，世の中

においてどのように役立っているのか，その朧気な見通しを学習者に与えている。  

 

（２）現地調査の結果から 

 ノバスコシア州 ハリファックスにおいて，郊外にあるいくつかの公立学校を訪問した。 

 

１）小学校  

ノバスコシア州 ハリファックス Bedford South School 第 6 学年  

 

①教師にとっての教科書  
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教科書は州の教育委員会により指定されたものを使用している。多くの教師にとって，

教科書は様々な情報源（Teaching Resources）の一つであり，教科書だけを教えるような扱

いはされていない。ノバスコシア州指定の教科書（Math Makes Sense 大西洋州版）には，

詳細な資料のついた教師用マニュアルも準備され，その中にはコンピュータデータやプリ

ント教材などのデータの入った CD が付属している。教科書の採択は州の教育委員会によ

るが，教科書の使用については教師の裁量に任されている。  

 

②子どもにとっての教科書  

参観させていただいた授業では，教師が黒板で問題を解いたり，概念を説明したりする

際に，ほとんどの児童は教科書を開いていなかった。授業の後半，練習問題に取り組む時

になって，初めて教科書を開き教科書の問題を解いた。算数の授業は，必ずしも教科書に

沿って進められるのではなく，教師の自作教材や，副教材などが多用される。教科書にあ

る説明は，子どもたちがそれを自習教材として用いる際に役立つものとしても位置づく。 

 

２）中学校  

ノバスコシア州 ハリファックス Sackville Hights Junior High School 第 8 学年  

 

①教師にとっての教科書  

小学校と同様に，教科書は州の教育委員会により指定されたもので，その位置づけは

様々な情報源（Teaching Resources）の一つである。教師は，教師用マニュアル，コンピュ

ータデータ，プリント教材などを適宜利用して授業を進める。また，教科書やノートの他

にも，小型のホワイトボードを各自に用意し，計算の結果をボードに書いてそれを教師に

示す，といった形の授業が行われていた。  

 

②子どもにとっての教科書  

小学生と比べ，自分で学習を進める規範が身についていることから，教科書を各自ふり

返りながら自宅で復習をするなどの使い方をする。学校からの宿題は教科書の問題である

ことが多いので，その前後にある説明を必要に応じて参照しながら家庭学習を進める。  

 

３）高等学校  

ノバスコシア州 ハリファックス Halifax West High School 第 12 学年  

 

①教師にとっての教科書  

教科書は州の教育委員会により指定されているが，やはり様々な情報源（Teaching 

Resources）の一つとして扱われる。今回は第 12 学年の Academic クラスで，コンピュータ

ソフトを使って二次曲線のグラフを描く活動を行う授業を参観させていただいた。この活

動は教科書に載っているものではなく，教師がオリジナルの課題を設定し，グラフを用い

て「顔」の絵を描くというものであった。  

 

②子どもにとっての教科書  
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中学校と同様，学校の授業で活用することに加えて，家庭においても教科書にある説明

をきちんと読むことで自ら学習を進めることができるようになっている。高校によっては，

国際バカロレアに対応するクラスを設置しているところもあり，数学がより進んでいる生

徒は，国際バカロレアのクラスで専用の教科書を用いて学習している。  

 

（３）その他 

各教科書の教師用マニュアルは，膨大な補足資料とともに，CD-ROM によるコンピュー

タデータが付属している。また，インターネットを介して様々な情報提供を行っている。 

 

（二宮裕之）  
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５．イギリス 

 

（１）教科書の特徴 

 

イギリスの教科書は，国家カリキュラムに示された内容を意識して編集されるが，自由

発行・自由採択が基本である。したがって，教科書の全体像を示すことはかなり困難であ

る。本稿では，主として，以下の教科書の記述に基づいてまとめる。  

・［A］  小学校算数教科書; “HEINEMANN MATHEMATICS”（1995，HEINEMANN 社） 

・［B］  中学校数学教科書; “SMP Interact”（2003，Cambridge University Press 社）  

・［C］  高等学校数学教科書; “SMP GCSE Interact”（2006，Cambridge University Press 社） 

これらの教科書を特に取り上げた理由は，次の通りである。HEINEMANN 社の算数教科

書はイギリスの授業でよく見られるものである。また，Cambridge University Press 社の SMP 

Interact シリーズは日本の教科書も参考にしてつくられた中学校用の 新版であり，それに

続く高等学校用が SMP GCSE Interact シリーズである。SMP は School Mathematics Project

の略称であり，数学者，数学教育者の集団である。SMP が作成した教科書シリーズの旧版

は，現代数学の成果を学校数学に反映させようという 1960 年代の数学教育現代化の頃に日

本を含め各国で広く研究されている。 

 

１）体様 

検討の対象にした教科書とその体様は，表１，表２に示した通りである。表３には，中

学校用教科書である SMP Interact シリーズについて，別途示しておいた。  

算数教科書 HEINEMANN MATHEMATICS には，Year 1，Year 2 の児童用教科書はない。

また第 5，第 6 学年用教科書とは別に，発展的な内容をトピック的に取り上げた Extension 

Textbook Year 5，Year 6 が用意されている。このシリーズには日本の指導書にほぼ相当す

る Year 1～6 各学年用の教師用ノートが用意されていて，教科書を使った授業展開，それ

に沿ったコピーして使えるワークシート，評価問題等が示されている。教科書の該当ペー

ジを示した生徒用ワークブック，日本でいえばいわば教科書準拠のワークブックも，別途

用意されている。  

 

表１ Heinemann 社の算数教科書  

対象 題 名 学 年  ページ数 重さ  価格£（円）  

算数 

教科書 

SPMG*; 

HEINEMANN 

MATHEMATICS 
 
* Scottish Primary Mathematics 

Group の略 

Year 3～6 

Extension 5, 6

（A4 判）  

Y3 48p 173g 5.25 （700）

Y4 96p 248g 10.00 （1,400）

Y5, 6 128p 322g 11.00 （1,500）

Ex.5, 6 32p 120g 5.25 （700）

教師用 

ノート 

Year 1～6 

（ほぼ A4 判）

Y1, 2 176p 610g 43.00 （6,000）

Y3 224p 840g 43.00 （6,000）

Y4, 5, 6 約 310p 約 1200g 46.25 （6,400）
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表２ Cambridge University Press 社の算数・数学教科書  

対象 題 名 学 年 ページ数 重さ 価格£（円） 

算数 

教科書 

Smith & Harrison; 

APEX maths 

Year 2～6 

(ほぼ B5 判)
2～6 48p 145g 5.95 （800）

算数 

教科書 

Anita Straker; 

Mental Maths 

Year 1～6, 

Starter 

(ほぼ B5 判)

Year 1～6 32p 96g 4.25 （600）

Starter 32p 96g 4.25 （600）

中数 

教科書 

SMP Interact 

New Framework 

T，S，C の  

3 シリーズ  

Year 7 

表３参照  

11.25 （1,600）

Year 8 10.50 （1,400）

Year 9 9.50 （1,300）

高数 

教科書 

SMP GCSE Interact, 

students’ book, with answers 

基礎 1, 2

上級準備

上級 1 

(ほぼB5判)

400p, 304p

 232p

376p

 

865g, 666g 

517g 

829g 

10.95

9.95

10.95

（1,500）

（1,400）

（1,500）

 
表３ 中学校数学教科書・SMP Interact シリーズの構成  

 

総じて，算数教科書は軽量であるが，中学校や高等学校の数学教科書はやや大判で分厚

く紙質もよく，重い。いずれもカラー刷りであり，表紙は，日本の教科書と同様，ビニー

ルコーティングが施されたやや厚めの紙であり，ハードカバーのものは見あたらない。 

 

２）目次からみた教科書の構成 

目次で目に付くのが，算数教科書 HEINEMANN MATHEMATICS では，国家カリキュラ

ムで示されている「数，測定，形，資料の扱い」という内容領域の順に，単元を配列して

いる点である。これは，日本の中学校教科書の配列と同様である。また，「他の活動」とい

う共通の項名のもとで，数学を利用したり経験を拡げたりするためのページが単発的に設

けられている。  

これに対して中学校教科書 SMP Interact では，日本の算数教科書のように，領域の内容

を小さな内容のまとまりごとにばらばらにして単元が配列されている。高等学校数学用教

科書の SMP GCSE Interact シリーズにおいても，単元の配列のこの方針は変わらないが，

目次に続いて，単元間の関係を示す図が添えられていることが特徴である。全体構造をと

らえて学習を進めようという意図が，生徒が手にする教科書にも示されているということ

ができる。  

この単元配列は SMP Interact シリーズだけの特徴ではなく，例えば HEINEMANN 社の算

 基礎用  

（T シリーズ） 

標準用  

（S シリーズ）

上級用  

（C シリーズ）
備 考  

7 年生  7T 247p 7S 392p 7C 344p 表紙は，（シリーズごとでは

なく）同一学年ごとに 3 シ

リーズが同一色で統一され

ている。 

8 年生  8T 224p 8S 232p 8C 192p 

9 年生  9T 143p 9S 184p 9C 151p 

3 学年計  計  614p 計  808p 計  687p 
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数・数学教科書である Level UP MATHS シリーズにおいても，「順序（式），数を知ろう（数），

測る（図形と測定），部分（数），平均より大きい（統計），公式（式）…」（Level UP MATH, 

3-5 の冒頭部分）のように，領域の内容をばらばらにして単元が配列されている。  

中学校，高等学校の各教科書には，数カ所に問題練習中心の復習のページが設けられて

いるが，巻末には補充問題はない。 

高等学校の教科書は，数学的内容の解説がありそれに続いて多くの問題が並んでいて，

いわば日本の市販の高校参考書のような紙面構成である。中学校の教科書もほぼ同様であ

るが，高等学校用と比べると導入部分に生徒の活動を促すような工夫がみられる。 

なお，中学校数学教科書 SMP Interact は，表３に示したように，基礎用の T（Triangle）

シリーズ，標準用の S（Square）シリーズ，上級用の C（Circle）シリーズという 3 つのシ

リーズからなっていて，扱う内容の程度と記述の仕方に違いがある。扱いの程度について

は，上級用の C シリーズが日本の教科書の内容に近いということができる。  

 

３）特定分野に関する教科書の記述 

 

①小・中学校の教科書の分析 

 ここでは，「速さの概念，円の面積の公式，文字の導入，三平方の定理の扱い」に関する

具体的記述を検討する。日本の教育課程においては，前の 2 つは小学校での，後ろの 2 つ

は中学校での扱いであるが，イギリスの場合はいずれも中等学校での扱いなので，分析し

た教科書は中学校のものになっている。これら数学の内容を明確に記述している上級用教

科書を中心に述べ，適宜同じ内容に関する標準用や基礎用教科書の記述を比較することに

する。  

 

ア）速さの概念 

ａ）目標と構成  

教科書名  ［B］ : SMP Interact（Cambridge University Press 社，2003）

学年・ページ  8C（第 8 学年，上級用）・9 ページ扱い（pp.154-162）  

章の名称  第 22 単元 動き回って  

目標  ・道のり，時間，速さの間の関係を理解する。  

・速さを計算し比較する。 

・道のりや時間を計算する。  

構成（小項目名と主な内容） A どのくらい速い？…徒歩，自転車，車，電車，船，飛行

機，カタツムリの絵。（分あたりのメートルを横軸に，

時間あたりのマイルを縦軸にとった座標平面で，原点を

通る直線のグラフを示して）分あたりのメートルとして

歩く速さがわかっていると，時間あたりのマイルに変え

るグラフとして使うことができる。 

B 道のり，時間，速さ…6 羽の鳩をコベントリーで正午に放

した時，そこからの距離がわかっている 6 つの都市に

鳩が到着する時刻を地図上に示して，6 羽の鳩の速さを
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考える。ある鳩の平均の速さは時速 40 マイル。  

同様のことを，ロンドンからの列車の旅，マンチェ

スターからの飛行機の旅について考える。  

C 一定の速さ…坂を登ったり下ったり止まったりといろい

ろ変わるが，平坦な道では，一定の速さで進む。  

D 時間の計算…フェリーは 1 時間あたり 10km 進む。35km

を行くにはどのくらいの時間がかかるか。  

時間(hours)＝道のり(km)／速さ(km/h) 

E 電卓での時間…電卓では，時間を，時間と分ではなく，

時間の小数で示す。  

0.18 時間＝0.18×60 分＝10.8 分＝11 分  

F 複合問題…平均の速さに関する問い。  

どんなことを学んだかな（評価の観点と問題が 1 ページ） 

ｂ）主な特徴  

・ある都市から複数の都市までの道のりと所要時間を地図上で示して，速さを考えるとい

う設定が興味深い。どちらが速いか，という比較を中心とした日常的な場面設定である。 

・「一定の速さ」と「平均の速さ」をイラストで感覚的に把握できるようにしている。  

・電卓上での時間表示についての説明がある。  

・算数教科書には，速さに関する記述はない。HEINEMANN 社の第 6 学年教科書の後半に

は，長さに関して， 756cm＝ 7m56cm， 1000m＝ 1km， 26km102m＝ 26102m 等の内容

（pp.69-74）があり，時刻・時間に関しては，経過時間を求めることや，9 am は 09.00

と書き 5 pm は 17.00 と書く等の内容（pp.85-94）が載っている。  

・SMP Interact 第 7 学年用の基礎・標準・上級いずれにおいても，速さは扱われていない。

第 7 学年上級用の終盤の第 39 単元で，ようやく比例式や比の値による表現が扱われる。 

・速さに関連して，数学科での指導に先んじる理科での扱いは次のようになっている。  

New Star Science（Ginn 出版，1999）の第 6，7 学年用理科教科書では，第 21 単元にお

いて，速さが空気抵抗とともに取り扱われている。この単元は計 17 の課題群からなっ

ていて，速さは 5 ページを使って，以下の課題 14-17 で扱われる。練習問題はない。  

課題 14 2 枚同じ大きさの紙を，一方は丸めて，もう一方はそのままで，同じ高さから

落としてみる。どのような結果が出るか。  

課題 15 パラシュートはどのように働くか。  

課題 16 パラシュートを遅く落とすためには，どのような工夫をすればよいか。  

レオナルド・ダ・ビンチが考案したパラシュートの話題。  

課題 17 紙でプロペラ型のスピナーをつくり，同じ高さから落とす。地面に着くまでの

時間を測定せよ。スピナーにクリップをつけて同じ実験をせよ。クリップの数を増

やすとどうなるか。グラフで表せ。グラフからどのようなことがいえるか議論せよ。 

・以上みたように，イギリス教科書での速さの扱いは，速さが「単位量あたりの大きさ」

の 1 つとして位置付けられている日本の算数教科書のような扱いではない。  
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イ）円の面積の公式 

ａ）目標と構成  

教科書名  ［B］ : SMP Interact（Cambridge University Press 社，2003）

学年・ページ  9C（第 9 学年，上級用）・8 ページ扱い（pp.47-54）  

章の名称  第 6 単元 円の面積  

目標  ・円の面積を直径や半径から計算する。 

・周や面積に関する問題を解決する。 

・π を使って，円の周や面積を求める。 

・円柱の体積や表面積を求める。 

構成（小項目名と主な内容）  A 円の面積の公式…方眼上での近似，そして半円を 18 等分

した扇形を組み合わせた図から，A＝πr2 を導く。  

B 面積と周…6 つの問題の羅列。競技トラックの周に関する

問い，長方形に内接する 6 個の円に関する問い。  

C 面積が与えられたときの半径の計算…A＝πr2 が R＝√A/π と

変形できることを示した後，その適用問題が 7 つ。  

D 確かな値を使って…半径 3cm の円の周は 2π×3 cm，この

式をより簡単に 6πcm と書く。円の面積の確かな値は π

×32＝9πcm2 

E 円柱…（見取図を示して）円柱の体積は，底面積あるい

は切断面に高さをかけて求められる。Volume＝πr2h 

（展開図で）表面積は，2 つの円と長方形からなる。

F 複合問題…4 つの小円が内接する円，太鼓の面の 短コー

ス等 4 問。地球の周りにバンドの問いが 0.2 ページ。  

どんなことを学んだかな（評価の観点と問題が 0.8 ページ） 

ｂ）主な特徴  

・全体的には，日本の教科書の扱いと似ている。 

・同じような小問が沢山並んでいる。日常場面に関するものは，競技トラックと地球にバ

ンドをかける問いの 2 問だけである。 

・円の内部に小円が内接する等，円が接することに関する問題がよく登場する。 

・公式 A＝πr2 を，r に平方を入力し×π とした出力ととらえ，その逆の操作として，A に÷π

を入力し平方根をとった出力として式 R＝√A/πが導かれることを視覚的に示している。

入力，出力という語を使って逆演算の理解を図ろうとしている点が興味深い。 

・半径 3cm の円周を 6πcm と簡単に書くことを述べた後，「この結果は，π を近似値で置き

換えていないので確か（exact）である」とまとめている。π は，この教科書の第 1 単元

の円周の所で登場している。 

・標準的な教科書 9S では，「円の面積の公式」（第 18 単元）を 5 ページで扱っている。そ

の扱いは，上記 A～C の内容はほとんど同じであり，続く D は「デザイン」と小タイト

ルが異なっていて，π を使った計算の内容が載っていない。この例にとどまらず，標準

用の S シリーズでは，上級用の C シリーズと比較すると，記述が丁寧になっていて日常

との関連に多く触れている点が特徴的である。  
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ウ）文字（アルファベット）の導入 

ａ）目標と構成  

教科書名  ［B］ : SMP Interact（Cambridge University Press 社，2003）

学年・ページ  7C（第 7 学年，上級用）・10 ページ扱い（pp.95-104）  

章の名称  第 14 単元 きまりを調べる  

目標  ・きまりを見つけ，それを代数を使って書く。  

構成  

（小項目名と主な内容）  

A タイルのデザイン…正方形の赤，白のタイルでモビール

を作り，赤タイルが 1，2，3，…と変わるときの白タイ

ルの枚数を表で表す。2 人の考えについて式  

 (4＋4)＋1＝9，(4×2)＋1＝9 で表す。  

B 速記法…(白タイルの数)＝(赤タイルの数×2)＋1，このきま

りを手短に（速記で）書くことができる。白タイルの数を

w で，赤タイルの数を r で表すと，w＝(r×2)＋1 

C 速記法を使って…モビールを作る他の考え方について，

赤タイルと白タイルの枚数の関係を言葉の式で表し，w

と r の式で書くというタイプの問題が 7 問。  

D T 型そしてさらに…T 型モビールについて，w＝(r÷2)＋3 

E カタツムリ型と帽子型…w と r の関係を調べる。 

ｂ）主な特徴  

・モビール（糸や針金でつなげたものを吊ったもので，風で揺れる飾り）を作る場面で，

並べ方について赤，白のタイルの数についてのきまりを見出しその考え方を式で表す，

という流れで A～E を一貫して記述している。日本の小学校第 4 学年での「変わり方調

べ」をやや難しくした展開であるが，日本の中学校教科書にも，例えば「きまりを見つ

ける」という項目名で本単元のような記述があってもよい。  

・2 量の関係を言葉の式で表し，それを文字 w，r を使って表すという流れは，日本の教科

書の扱いと同様である。なお，速記法（shorthand）という言い方は興味深い。  

・この単元に先立って，文字に関して次のことが扱われている。  

厚板の数を表す式 (n×4)＋4 を選ぶ  （第 4 単元），  

対頂角の部分を表すのに a，b を使う  （第 7 単元）。  

また，この単元の後，次のことが扱われている。  

表のいくつかの数の場合を n→n＋2，n→2n＋1 のようにまとめて表す（第 19 単元）。 

・標準用教科書 7S においても，上記の「正方形の赤タイル，白タイルでモビールを作る

問題」ついて，ほぼ同様の内容が第 22 単元（pp.154-164）に 11 ページ扱いで載ってい

て，そこでも，(白タイルの数)＝(赤タイルの数×2)＋1 を，白タイルの数を w で，赤タ

イルの数を r で表すと w＝(r×2)＋1 と書くことができると書かれている。  

そして，次の表に示すように，第 27 単元で「n は数を簡単に書く方法である」として

いる。この内容は，上記 7C 教科書の第 19 単元をていねいに記述したものになっている。 

 

教科書名  ［B］ : SMP Interact（Cambridge University Press 社，2003）

学年・ページ  7S（第 7 学年，標準用）・6 ページ扱い（pp.207-212）  
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章の名称  第 27 単元 きまりを調べる  

目標  ・数の並びを認める。 

・数の並びのきまり，それを言葉と代数とを使って書く。  

構成（小項目名と主な内容）  A きまりを見つける…数に対して(数×3)＋1 を対応させる

きまりについて調べる。  

B 文字を使う…数に対して（数－4）を対応させるきまりを

調べ，それを n→n－4 と表す。n は数を簡単に書く方法

である。  

C より簡単に…n→n＋11，n→n÷5，n→2n＋1，n→10－n の

それぞれに数をあてはめて数表をつくる。  

2n は 2×n を簡単に書く方法である。  

どんなことを学んだかな（評価の観点と問題が 1 ページに） 

・標準用教科書を上級用と比べると，ていねいにそして繰り返し，数の替わりとしての文

字の意味を記述していることがわかる。  

・基礎用教科書 7T には，文字や文字式についての記述は見られない。第 24 単元には，上

記の「正方形の赤，白のタイルでモビールを作る問題」が扱われているが，赤タイルの

数が 1，2，3，4，5，6 までの場合の白タイルの数を求める数表を取り上げているだけ

である。第 8 学年用教科書 8T の第 4 単元には，上の表に示した標準用教科書 7S の第 27

単元のうち，小項目 C（2 ページ分）を除いた全く同じ内容が 4 ページで載っている。  

 

エ）三平方の定理の扱い 

ａ）目標と構成  

教科書名  ［B］ : SMP Interact（Cambridge University Press 社，2003）

学年・ページ  9C（第 9 学年，上級用）・9 ページ扱い（pp.86-94）  

章の名称  第 13 単元 三平方の定理  

目標  ・直角三角形の 2 辺の長さを知っているときに，もう 1 辺の

長さを見つける。 

・ 直角三角形の辺の長さに関する問題を解決する。  

構成（小項目名と主な内容）  A 傾いた正方形…方眼上で定理を発見する。  

B 直角三角形の上の正方形…定理を面積の関係として示

し，問いの後，長さの関係 a2＋b2＝c2 として言い直す。

C 平方根を使って…2 辺の長さが既知のときの第 3 の辺を求

めることについて，例題風に記述。√を含む値は小数

第 2 位まで求める。  

D 三平方の定理を使って…全部問いの形で。  

E 三平方の定理の証明…4 つの直角三角形を 1 辺 a＋b の正方

形の 4 隅に並べ，内部に 1 辺 c の正方形を作る方法につ

いて，段階を踏んだ問いかけの形で。  

どんなことを学んだかな（評価の観点と問題が 1 ページに） 

ｂ）主な特徴  
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・全体的には，日本の教科書の扱いと似ている。ただし，三平方の定理の記述は，上級用

のシリーズにだけあり，基礎用，及び標準用のシリーズには記載がない。  

・ともかく同じような小問が沢山並んでいる。日常場面に関するものは，ヘリコプターの

位置に関する問いと円状のガラステーブルに関する問いの 2 問だけである。  

・定理の利用では，例題がなく，14 個の問いが列挙されている。問いの中味は，長方形の

対角線，2 点間の距離，座標平面上での四角形の面積，円からとれる 大の正方形の問

題（円形のガラステーブルに正方形の棚）等である。日本の教科書と比較すると，台形

の高さ（評価のページに問題として突然登場するが），円の性質に関する問題がない。  

・三平方の定理を空間図形へ利用する問題はない。  

・定理を述べた後，「ピタゴラスはギリシャの数学者であり神秘主義者であった」と書き，

「物をデザインしたり作ったりする時に，長さを求めるのに役立つ。」と続けている。  

 

②高等学校の教科書の分析 

SMP GCSE Interact シリーズには，「基礎準備編」「基礎編」「上級準備編」「上級編」があ

る。「基礎編」は 1，2 の 2 巻からなり，また，「基礎準備編」は中学校用 Interact シリーズ

から「基礎編」への移行のための教科書である。イギリスでは中学校での数学学習が内容

的にも程度的にも分化していることを受けて，生徒の既習内容に対応する教科書が作られ

ているということができる。これら基礎準備，基礎 1，基礎 2 については，解答付きのも

のと解答無しのものがある。「上級編」も 1，2 の 2 巻からなり，また，基礎編から上級編

への移行のための教科書「上級準備編」が用意されている。上級準備，上級 1，上級 2 に

ついては，解答無しのものはない。いずれの巻についても，いわば日本の教科書準拠の問

題集に相当する，生徒用のワークブックが用意されている。  

既に述べたように，単元の配列は領域の内容をばらばらにして配列されているが，目次

に続いて，単元間の関係を示す図が添えられていることが特徴である。  

この SMP GCSE Interact シリーズは，1 単元 10 ページ程度で記述されていて，単元の多

くは見開きの左ページ（偶数ページ）から始まる。単元の冒頭には目標が箇条書き風に書

かれ，単元末には自己テストが 1 ページ程度で載っている。記述の特徴としては，先にも

述べたように，数学的内容の解説がありそれに続いて多くの問題が並んでいて，いわば日

本の市販の高校参考書のような紙面構成である。  

基礎編 1 は 400 ページ，46 の単元からなり，基礎編 2 は 304 ページ，34 の単元からな

っている。基礎編 2 の第 27 単元には，三平方の定理が 8 ページ扱いで取り上げられ，中学

校上級用 9C に記されている程度の内容がまとめられている。その扱いは，壁に立てかけ

た梯子の高さやエスカレーターの水平距離が扱われる等，日常に関連する場面をより多く

取り上げていることが目に付く。上級準備の第 8 単元にも，三平方の定理が 9 ページ扱い

で取り上げられ，3，4，5 の比のロープで直角をつくること，長方形の対角線に歩道をつ

くる，ヘリコプターや鳥の飛行の水平距離等に関する問いが扱われている。単元末の自己

テストの直前には，「証明は，ある陳述が真であることを疑いもなく示す一歩一歩の議論で

ある。三平方の定理の証明には多くの異なった証明がある。前のページの活動は，…，形

式的ではなく視覚的であるものの，三平方の定理の証明である。」という記述がみられ，三

平方の定理を通して証明の意味を伝えようとしていることがわかる。  
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また，数についてのきまりを見出し，その考え方を一般化して式で表す等の内容もまた，

よく取り上げられている。  

上級編 1 は 376 ページ，30 の単元からなっていて，第 12 単元では「速さ，道のりと時

間」が扱われている。その小項目には，A 速さの計算，B 道のり・時間のグラフ，C 道の

り・時間の計算，D 複合単位，E 電卓での時間，の 5 つがあり，単元末には 4 つの大問か

らなる自己テストが 1 ページを使って載っている。  

 

４）教科書充実の工夫 

 

①内容とその扱いの特徴 

場面設定は一連の日常的文脈のもとで展開されるが，算数・数学的内容については単に

その内容の結論だけをすぐに示し，続いて多くの問いが連なる，という記述の仕方が一般

的である。例えば HEINEMANN 社の第 6 学年教科書では，空港を場面として設定して 2

桁の乗法・除法について記述する（pp.60-67）。その中で，「A10 型の飛行機は 1 フライト

で 26 人を乗せる。13 フライトでは何人の乗客を運べるか」と具体的に問いかけるものの，

直ちに 26×13 の筆算の仕方を示し，単なる計算問題 10 問と乗客数の文脈での問題 2 問が

それに続くという展開になっている。  

HEINEMANN 社の算数教科書では，対応するワークブックのページが欄外に示されてい

て，それが教科書と一体になって使われていることがわかる。これは，日本の教科書に関

してその教科書準拠問題集が多々存在する

ことと同様である。  

日常に関わりある問題をトピック的に取

り上げる「他の活動」のページが，単発的

に設けられている。例えば第 5 学年では，

「円」の題名のもと，瓶や鉛筆立て等の円

柱状の具体物を使い円でできる模様を描く

活動が示されている。第 6 学年の「電卓を

使ったわり算」では，わり算を含む計算結

果に現れる数の並びのおもしろさが，「ペン

トミノ」では，それを作ったりペントミノ

をある形に埋め込んだりする活動が扱われている。これらの例のように，トピックには興

味深いものがある。  

電卓の使い方や表計算ソフトを使った処理については，単元を設けて記述している。そ

れ以外の ICT（Information and Communication Technology）に関する記述は教科書には見ら

れないが，実際の授業では導入問題の提示や練習問題の子ども用ワークシート等について

ICT が積極的に活用されている。この傾向は特に小学校において顕著であり，それらは教

科書作成側により用意されることが多い。  

数学教科書 SMP Interact の第 7 学年基礎用 T シリーズでは，各単元の冒頭で生徒に具体

的な活動を行わせるような工夫がみられる。例えば第 5 単元の線対称では鏡を使って図の

対称部分を映し出したり，第 6 単元の分数では身の回に見られる分数を写真で示したりし

図１ 中学校用の教科書と準拠問題集  
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ている。そしてまた，各単元の 後の 1 ページを使って，その単元の評価の観点の文章記

述とそれに対応する評価問題が掲載されている。  

 

②児童・生徒の多様性への配慮 

HEINEMANN 社の算数教科書では，第 5，第 6 学年用教科書とは別に，それぞれの発展

的な内容をトピック的に取り上げた Extension Textbook が用意されている。両学年用とも

32 ページではあるが，例えば第 6 学年用には，ドット・ペーパーを使って図形をつくる，

ロシアのかけ算，図を並べて数の変化を調べる等，いわゆる問題解決的な問題が載ってい

る。  

数学教科書 SMP Interact は，先に述べたように基礎，標準，上級という 3 つのシリーズ

が用意されていて，学習内容そのものと記述の仕方を変えて生徒の多様性に対応している。

これは，第 7 学年の後半あたりからコース別の数学学習がごく普通に行われ，学習内容に

関する達成目標もそれに応じて異なるというイギリスの中等学校の実際に即している。  

SMP Interact の単元末には，いわゆる発展的な問題が若干載っている。なお，小学校教

科書 HEINEMANN MATHEMATICS，中学校教科書 SMP Interact，高等学校教科 SMP GCSE 

Interact とも，巻末に補充的な練習問題などの記載はない。  

5 年間の中等教育に続いて高等教育を目指すシックスス・フォームに対しては，GCSE

試験に向けて内容が構成されている。また，GCSE 試験と GCE の A-level 試験とのギャッ

プを埋める教科書も用意されている。  

   

③実社会とのつながり 

素材に関しては，イヤリングのビーズに関する問い，飛行機の翼の面積を縮図から測定

して求める問いのように，日本の教科書から見れば目新しいものがあった。統計に関する

問題では，「身長は頭の周の 3 倍である」の真偽をお互いに測って資料を収集し統計的に調

べる，墓石に書かれている文章から名前・没年と月日・年齢を収集し度数分布表やグラフ

で表す，個々人の身長を示し男女別のグループはどちらが高いといえるか，それをどう決

めるかという比較の問題等があった（SMP Interact，第 7 学年，標準用 S シリーズ，上級用

C シリーズ）。身体的なものに関する事柄がごく普通に取り上げられている点は，日本の教

科書にはみられない点である。また，先の（１）の３）に示したように，数の並びを示し

てその特徴を調べるという展開が大変目に付いた。  

 

（２）現地調査の結果から 

 

１）小学校（プリマス市，ホリー・クロス・カソリック小学校） 

参観授業：  ①第 4 学年（生徒数 27）：9 の段の九九，足し算の筆算  

  ②第 3 学年（生徒数 29）：統計（棒グラフ表示）  

第 4 学年の授業では，教科書は一切登場しなかった。前半の授業は，音楽に合わせて 9

の段の九九を 3 回コーラスで繰り返す復習から始まった。「9 の段の九九」に関する問題提

示は，パソコン画面上に教師の手書きによってなされた。後半の「足し算の筆算」では，

筆算方法の説明はホワイトボード上への手書きによっていて，子ども達は配られたワーク
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シートに記録，解答した。その後の問題練習では，パソコンから取り出した「標準・上級・

より上級」の 3 種類 10 問ずつの問題をボード上に映し出してやらせた。子ども達は自分自

身で 3 種類のどれをやるかを決め，ここで初めて方眼ノートを開いて熱心に取り組んだ。

問題練習中，教師は特別支援教員の補助も得て適切な机間指導を行っていた。  

第 3 学年の「クラスのみんなはどの休日が好きか」に関する統計の授業でも，教科書は一

切登場しなかった。若干の教科書は，国家カリキュラムの内容を詳細に記したニューメラシ

ー・ストラテジーの厚い印刷物とともに，教室脇のクローゼット内の本棚に並んでいた。問

題提示や棒グラフ提示は，インターラク

ティブ・ホワイトボードを使って行われ

た。子どもは画面に直接触れて解答する

のではなく，教卓上の教師用パソコンの

マウスを操作して解答した。ワークシー

トは，ネットからそのままの度数分布表・

棒グラフ及び授業を担当する教師自作の

ものの 2 種類が使われ，後者は，クラスの

子ども達の名前入りのデータ収集用のも

のであった。ノートは一切使われなかった

が，ワークシートのファイリングはどの子

どものものもきちんとしていた。 

 

２）中学校（プリマス市，クーンビ・ディーン中等学校（数学・情報を専門とする）） 

参観授業：  ①第 8 学年・中級（生徒数 25）：比の簡約  

 ②第 8 学年・上級（生徒数 22）：統計（代表値）  

（下記クイーン・エリザベス校でも第 7 学年，第 9 学年の授業を参観したが，

テスト答案の返却と解説であったので，ここでは省略する。）  

第 8 学年の「比の簡約」の授業では，教科書は登場しなかった。問題集のような冊子（プ

リマス大学が作成）が使われていて，演習問題としてその一部を指示し取り上げていた。

教師は同一部分をパソコンから取り出し画面に写し出して解説に使っていた。授業前半の

例題解説の時は，生徒各自は B4 判程度の

ホワイトボードに計算し，教師の「できた

かな」の問いかけにそれを教師に向けてチ

ェックを受ける，という形で授業が進行し

た。後半の問題演習のときはノートに計算

していた。  

第 8 学年の授業では，靴の大きさに関す

る度数分布表をパソコンから取り出しホワ

イトボードに映し出して，「代表値」につい

て考えた。生徒は一貫してノートを使って

いた。後半の練習では，授業冒頭に配布し

てあった問題集のような冊子（プリマス大

図２ ワークシートが貼られたノート

図３ 練習問題中心の冊子  
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学が作成）から問題を指定していた。宿題の指示は，ネット上での問題番号を指定してい

た。  

 

３）高等学校 

（プリマス市，クーンビ・ディーン中等学校（数学・情報を専門とする）） 

参観授業：  ①第 12 学年・シックスス・フォーム・A レベル（生徒数 20）：積分  

（デイボン市，クイーン・エリザベス・コミュニティカレッジ） 

参観授業：  ②第 13 学年・シックスス・フォーム（生徒数 4）：行列式の計算  

第 12 学年の積分の授業は，直線と放物線で囲まれた図形の面積を求める内容であった。

5 分程の休憩をはさんだ 2 時間続きのこの授業では，教師が問題をパソコンから取り出し

ホワイトボードに映し出し，それを例題に生徒との若干のやり取りもまじえて解法を解説

するという形で展開した。生徒はノートをとり，問題練習もノートを使っている。例題解

説と問題が載っている教科書も 2，3 人に 1 冊程度の割合で机の上に置かれていたが，それ

を手にした生徒は数人であり，問題演習の際は隣同士で教え合う姿が見られた。終盤には

過去の A-level の問題が提示された。  

第 13 学年の行列式の授業は，GCE の A-level 試験を目指した受験のための授業である。

受講生は 4 人（他の数人は受験のため不在）。教科書は特に使われず，過去の試験問題を

集めたプリントを例題に問答によって授業が展開された。 初はどうすればよいかわから

なかった生徒も，教師の問いかけや説明により徐々に問題を把握していった。生徒が「こ

こがわからない」とはっきりと発言する姿には好感が持てた。  

 

以上のように，イギリスにおける教科書の位置づけに関しては，日本のそれに比べると

授業や家庭において利用される程度がかなり低いということができる。特に小・中学校の

授業では，近年インターラクティブ・ホワイトボード等の ICT の活用が盛んであり，紙媒

体である教科書が使われている場面に出会うことはほとんどなかった。中学校や高等学校

でのいくつかの授業では教科書が用意されてはいたものの，ネット上で手に入れることが

できる「問題」を教師が提示し，解法を画面上やワークシートで確認し，それに続いて用

意されている練習問題を子どもたちに与えてその練習をするという展開が主流であるとい

うことができる。  

（國宗 進）  
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６．フランス 

 

フランスの教育課程は，小学校，中学校（コレージュ），高等学校（リセ）に分かれて

いる。標準修学年数は，それぞれ 5 年，4 年，3 年である．教科書検定はないが，法的拘束

力をもつ学習指導要領（プログラム）に指導内容が定められているため，教科書で扱われ

る内容も概してそれに準拠している。  

 

（１）教科書の特徴 
今回の調査では，各学年段階に相当する以下の複数のシリーズの教科書を購入した（括

弧内は出版社）。現在，学習指導要領の改定の時期と重なっているため 1，小学校の教科書

は昨年度（2007/2008 年度）までの学習指導要領に準拠したものである。  

 

小学校  

▪ Euro Maths（Hatier）  

▪ J’apprends les maths（Retz）  

▪ Cap Maths（Hatier）  

中学校  

▪ Phare（Hachette）  

▪ Triangle（Hatier）  

▪ Dimathème（Didier）  

高等学校  

▪ Transmath（Nathan）  

▪ Déclic（Hachette）  

 

１）体様  

小学校から高等学校まで，教科書の大きさは A4 もしくはレターサイズで，各ページは

カラーで印刷されている。小中学校の教科書は挿絵や図表が多く色彩に富んでいるが，高

校になると若干地味になっている。文字の大きさは小学校用のものは若干大きいが，中学

校以降は小さい。日本の教科書よりも小さい印象である。主にソフトカバーが用いられて

いるが，同じ教科書がハードカバーで販売されていることもある。また，日本の小学校の

ように上下の分冊にはなっておらず各学年一冊である 2。教科書のページ数は学年により

異なるが，学校段階が進むごとに増えている。筆者が参照した教科書では，小学校が約 150

ページから 200 ページ，中学校が約 300 ページ，高等学校はコース（科学コース，経済社

会学コース，文学コース）にもよるが約 350 ページから 500 ページであった。教科書の重

さは，小学校のもので約 500g あり，後期中等教育のものでは 1kg を越えるものもある。わ

が国の教科書と比べ概ね重い。価格は，小学校が€10～15（約 1,200～1,800 円），中学校が

€20（約 2,400 円）弱，高等学校が€15～35（約 1,800～4,200 円）であった。  

 

２）目次からみた教科書の構成  

以下では，教科書の目次と内容を概観して見られる教科書の章構成と各章の構成につい

て述べる。それぞれの構成は，中学校と高等学校は類似しているものの，小学校と中学校・

高等学校では大きく異なっている。そこで以下では，小学校と中学校についてのみ述べる。 

 

①小学校の教科書 

 

ア）章構成 

今回の調査で購入した三種類の小学校の教科書は非常に類似した章構成である。いずれ
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も一つの章が 1 ページもしくは 2 ページと非常に短く，教科書全体が 100 章前後で構成さ

れている。小学校では，週 5 時間，年間 180 時間の授業があるため，いずれの教科書でも，

1 時間から数時間の授業で一章をカバーできるように構成されている。小学校の学習指導

要領では「数的資料の活用」「自然数の知識」「計算」「空間と幾何」「大きさと測定」の五

つの柱が与えられているが，各章はこれらのいずれかの柱に対応するようになっている。

しかし，まとまった章が柱によって区分されているわけではない。100 章の中に五つの柱

がちりばめられている。これは，章の順序が授業で順番に利用できるように構成されてい

ること，数学的内容が五つの柱を交互に少しずつ学習するように各章が並べられているこ

と，教科書が生徒の参考書とならないこと（次の項目を参照），などが要因になっていると

考えられる。  

また，いずれの教科書も全体の章を複数の区分もしくは期間に分割していた。区分の数

は教科書によって異なるが（Euro Maths は 5 区分），それぞれの区分の 後には，大抵まと

めの演習問題があり，さらに数学の歴史に関する話題（Euro Maths），日常における数学の

話題（Cap Maths, Euro Maths）などがあることもある。例えば，Euro Maths の CM2（小 5

相当）3 の教科書では，「数学と遺産」というタイトルのもとで，「シモン・ステヴィンに

よる小数の歴史」「現代アートと幾何」「フラクタル」「パンタグラフを使った拡大・縮小」

「度量衡の誕生までの長い歴史」の話題が取り上げられていた。  

 

イ）各章の構成 

1 ページもしくは 2 ページからなる各章には，いずれの教科書も，二つの異なる活動が

図１ Euro Maths CM2, pp.152–153 
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割り当てられている。日常生活のなかで数学概念を予見・発見する「活動」と「演習問題」

である。数学概念の定義や公式，性質，解決の方法など学習内容をまとめた項目はない。

図１は，Euro Maths CM2（小 5 相当）において速さの概念が 初に扱われる章（「72．比べ，

予見するために平均を計算する」）である。発見活動の問いが見開き左ページの上半分に与

えられ，残りはすべて演習問題である。他の章もほぼ同様の構成である。  

この各章の構成は，小学校における教科書の役割を非常によく表わしている。教科書は

自宅に持ち帰ることがなく教室に据え置きであり，授業のみに利用される。さらに，小学

校では筆記による宿題が法によって禁止されており，教科書の演習問題を宿題に出すこと

はできない。その代わり，授業で学習した内容を簡単に復習することは許されている。す

ると授業の内容をまとめたものが必要になるが，児童は授業中に授業ノート（バインダー）

を作り，それを自習に利用するのである。したがって，教科書には授業で扱う内容のみが

必要であり，まとめは教科書に必要ないのである 4。  

 

②中学校の教科書 

 

ア）章構成 

中学校の教科書は，学習指導要領でみられる柱立てにより章が分類されている。学習指

導要領における柱立ては，「資料の整理と管理，関数」，「数と計算」，「幾何」，「大きさと測

定」の四つの柱からなり，今回調査した教科書では，すべての章がこの四つのいずれかの

柱に分類され，まとめられていることが多かった。例えば，Phare の第 3 級（中 3 相当）

では，第 7 章から第 11 章が「資料の整理と管理，関数」でまとめられ，章の表題はそれぞ

れ，「関数の考え方」「比例と線形関数」「アフィン関数」「統計」「確率」であった。  

いずれの教科書も章の数は 15 章前後であったが，目次にみられる内容の順序は教科書

により異なる。例えば，第 4 級（中 2 相当）の比例と速さに関する章は，Triangle では，

13 章中の第 5 章で扱われ，Phare では，17 章中の第 17 章で扱われている。さらに，教科

書に示された各章の順序は指導する内容の順序を反映していない 5。Phare と Triangle では

教科書の 初に指導の順序が提案されており，その順序は各章の順序と異なる。Phare 第 6

級では，1，9，2，10，3，15，…（それぞれは章番号）とバラバラの順番に指導すること

が勧められている。教科書の章立ては，学習内容の領域に応じて構成されているのである。

この点は，授業で実際に指導する内容を並べた小学校の教科書と大きく異なる。中学校で

は教科書が自習で用いられ，生徒の参考書となることが多いため，このような構成になっ

ているのであろう。  

 

イ）各章の構成 

今回の調査で購入した三種類の教科書の各章は，各節の名称は異なるものの，類似した

構成になっている。その内容と分量を以下に示す（括弧付は一部の教科書で見られたもの）。 

▪ （復習）：当該章で必要となる既習の内容の問い。1 ページ以下。  

▪ 活動：当該章で学習する概念を予見もしくは発見できるような問い。教科書及び章に

より 2 ページ程度から 4～5 ページ。  

▪ 講義：当該章の学習内容のまとめ。定義や定理，性質などが例とともに。2～3 ページ。 

▪ 方法：当該章で与えられている問いを解くために必要な方法のまとめ。2 ページ程度。 
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▪ 演習：演習問題。7，8 ページ程度。問題数は章にもよるが多ければ 100 問程度である。 

▪ （実生活，実社会との結びつき）：実生活との関連を活動や問いとして。1 ページ程度。 

各章の構成において興味深い点は，第一に，学習内容のまとめには，主に「講義」と呼

ばれる概念のまとめと「方法」と呼ばれる解法のまとめがあるところである。説明も丁寧

で詳しく，自習に十分用いることができるよう工夫されている。第二に，わが国と比べ演

習が非常に充実している。授業では扱いきれないほどの量である。演習はさらに様々な小

項目に分かれている。例えば，基礎的な繰り返しを必要とする演習問題，実生活・実社会

に係る問題が比較的多く含まれている応用問題，知識を確認する選択式の演習問題，など

である。これらの二点において，中学校の教科書の各章の構成は，授業のみで利用される

小学校の教科書と非常に異なる。生徒が授業外で自習に利用できるように工夫されている

ようである。  

 

３）特定分野に関する教科書の記述  

指導内容の構成はスパイラル型であり，一つの概念が学年を越えて扱われることが非常

に多い。小学校の教科書は，常に日常生活の問いを用い，形式的なものには極力触れず，

様々な数学概念に触れるよう構成されている。中学校になると，小学校の学習内容をより

数学の形式に則って学習する。高等学校では，中学校までに学習した内容をよりさらに厳

密な形で扱いさらに新しい内容が追加される。  

 

①小・中学校の教科書の分析  

 

ア）速さの概念  

「速さ」の概念は，「平均の速さ（vitesse moyenne）」の語で扱われる。小・中学校の学

習指導要領の一つの柱である「数的資料の活用」の「比例」の領域で扱われる概念である。

日本では小学校第 6 学年で速さの公式が導入されるが，フランスでは非常に時間をかけて

徐々に平均の速さの概念と公式が導入される。以下の表に示したように，CM2（小 5 相当）

で教科書に 初に言葉が出てきてから，明示的に平均の速さの公式が導入されるまで 4 年

かかる。スパイラル型カリキュラムの典型的な扱いとも言える。この点は日仏の大きな相

違点である。以下に，各学年で扱われる問いの例をあげる。  

 

CM2（小 5 相当）：「6．テオは両親とパリからバイヨンヌまで車で行きました。次のよう

に一時間ごとに走った距離を記録しました。一時間目：110km，二時間目：90km，三時

間目：105km，四時間目：95km。 a．4 時間で何キロメートル走りましたか？ b．こ

の距離における平均の速さはいくらですか？ c．パリとバイヨンヌ間の距離は約 750 

km です。この平均の速さを維持しつづければ，パリからバイヨンヌまで，どのくらい

時間がかかりますか？」（Euro Maths CM2，p.153，図１右ページ中央）  

第 6 級（小 6 相当）：「1．あるドライバーが 18 分で 24km 走りました。 1）この状況が

比例関係であると仮定すると，1km 走るのにどのくらい時間がかかりますか。 2）比

例係数を特定し，そして次の表を完成しなさい。〔表では，距離「24」「32」「空欄」に

対し，時間「18」「空欄」「21」が与えられている〕」（Phare 6e，p.114）  

第 5 級（中 1 相当）：「70．カタツムリが枝の上を移動しています。移動の時間（分）と進
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んだ距離（cm）が次の表に与えられています。〔表は 4，6，9 分に対しそれぞれ 26，39，

58.5cm が与えられている〕 1）a．このカタツムリの動きが一定に見えることを示しな

さい。 b．この状況の比例係数を求めなさい。〔以下省略〕」（Phare 5e，p.130）  

第 4 級（中 2 相当）：「23．1998 年 11 月 7 日ジョン・グレンの歴史的な二回目の宇宙旅行

からの帰還において，スペースシャトル・ディスカバリーは 580 万キロメートル飛行し

ました。この任務は 8 日間と 22 時間かかりました。スペースシャトルのおおよその平

均の速さを km/h の単位を用いて求めなさい。」（Phare 4e，p.23）  

教科書名  Phare（CM2 は Euro Maths）  

シリーズ番号（学年）・ページ  CM2（小 5 相当）  pp.152-153 

第 6 級（小 6 相当）  pp.109-122 

第 5 級（中 1 相当）  pp.115-132 

第 4 級（中 2 相当）  pp.279-291 

章・節の名称  CM2 比べ予見するために平均を計算する  

第 6 級  第 7 章  比例  

第 5 級  第 7 章  比例  

第 4 級  第 17 章  平均の速さ  

目標（数学的概念，数学的能力） CM2 平均の概念を扱う  

第 6 級  例と反例を用いて比例にアプローチする。比例係数を

特定する。縮尺の問題を解決する。百分率を適用する。 

第 5 級  表において比例を認識する。比例の 4 番目を特定す

る。割合を比べ，百分率を計算し用いる。地図や絵の縮

尺を計算し用いる。一定の速さの動きを認識する。  

第 4 級  平均の速さ，距離，時間を計算するために等式 v＝d/t

を用いる。速さの単位を変換する。 

 

イ）円の面積の公式  

円の面積の公式は第 5 級（中 1 相当）で導入される。しかし面積の公式と結びつきの強

い円周率と円周の長さは，それ以前に扱われる。現在，学習指導要領の改定と時期が重な

っているため少々複雑であるが，2008/2009 年度以降は，円周率と円周の長さが CM2（小

5 相当）で導入され，さらに中学校第 6 級（小 6 相当）で再度扱われる。今回の調査のた

めに購入した教科書においては，Euro Maths CM2 と Cap Maths CM2 ですでに円周の長さが

簡単に扱われていた。  

小学校の Euro Maths CM2 と，中学校第 6 級の三種類の教科書では，いずれも類似した

方法で円周の長さと円周率を導入している。円柱を転がす活動において円周の長さと直径

の関係を探り，円周の長さが直径の定数倍であることに結び付けている。小学校では明示

的に公式は与えられていないが，中学校ではいずれも公式が感覚的に認められ導入されて

いる。一方，第 5 級における円の面積の公式の導入方法は，教科書により異なる。Phare

では，方眼紙上の円の面積を，挟みうちによりその近似値を求めて，面積の公式に結びつ

けている。Dimathème では，円を分割して平行四辺形に並び替え，平行四辺形の面積から

円の面積の公式を導く。Triangle では，円の面積の公式に導く活動もなく，単に公式が与

えられている。また，円周の長さや円の面積を求めるには，近似値が用いられることもあ
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れば，を用いることもある。近似値を求める際には，電卓の利用が指示されていること

が多く，円周率を用いる計算は，計算技能の習得のためには利用されていないようである。 

円周の長さと円の面積に関しては日本の教科書と大差ないものの，円周率の扱いは大分

異なる。いずれの教科書（小学校を含む）も円周率の近似値との記号が同時に扱われる。

近似値は 3.14 などと決められているわけではなく，3 や 3.1，3.14，さらには電卓のキー

を利用する。近似値との記号が同時に扱われるのは，フランスでは厳密には「円周率」

という言葉が存在しないからであろう。はあくまで“pi”であり，それ以外の言葉は用い

ず，という名の一つの数（実数）として導入されている。  

教科書名  Phare（CM2 は Euro Maths）  

シリーズ番号（学年）・ページ  CM2（小 5 相当）  pp.198-199 

第 6 級（小 6 相当）  pp.217-232 

第 5 級（中 1 相当）  pp.259-276 

章・節の名称  CM2 第 97 章  円周の長さ  

第 6 級  第 14 章  長さ，質量，時間  

第 5 級  第 15 章  時間，周囲，面積  

目標（数学的概念，数学的能力） CM2 円周の長さとその直径との比例関係を発見し，数を発

見する。簡単な場合に円周の長さの公式を用いる。  

第 6 級  正方形・長方形の周囲，円周の長さ，数，測定単

位の変換，図形の周囲の長さの計算  

第 5 級  時間の変換，平行四辺形・三角形の面積の計算，円

の面積の計算，図形の面積の計算  

 

ウ）文字（アルファベット）の導入  

一般に，文字の扱いには二通りある。数学の定義や性質を示すための，つまり「数学言

語としての文字の利用」と，「計算における文字の利用」である。日本ではそれぞれ「文字

を使った式」と「文字の計算」などと呼ばれ，中学校第 1 学年でほぼ同じ時期に導入され

る。日本の教科書では，前者は後者のための道具のような位置付けと捉えられる。これに

対し，フランスではこれら二つの文字の利用が異なる学年で導入されることが少なくなく，

さらに必ずしも前者の数学言語としての文字の利用は後者の文字計算のためのみに導入さ

れるわけではないようである。実際，中学校の学習指導要領では，小学校で用いられてき

た日常言語から専門化された言語への移行を促すよう強調されており，文字の利用はその

一貫でもある。  

一般に教科書では，数学言語としての文字の利用が計算における文字の利用より若干早

く，第 6 級（小 6 相当）以降で扱われる。主に定義や性質を一般の形で記述するために文

字が用いられる。今回購入した三種類の教科書では，数学言語としての文字の利用の扱い

は，それぞれ異なっていた。Phare と Triangle では，第 6 級の教科書の比較的はじめの方の

章で文字が利用され始める。例えば，Phare では，第 2 章の小数の大きさの比較において，

a＜b など文字が初めて用いられる。一方，Dimathème 第 6 級では，数学言語としての文字

は基本的に使われず，第 5 級（中 1 相当）第 1 章から利用される。  

計算における文字の利用，それを問題解決に利用できるようになることは，中学校の柱

の一つ「数と計算」における目標の一つとなっており，第 5 級より扱われる。それは，い
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ずれの教科書でも，主に分配法則と方程式に関連して導入されている。  

 

文字を用いた計算（数学言語としての文字の利用は含まない）  

教科書名  Phare 

シリーズ番号（学年）・ページ  第 5 級（中 1 相当）  pp.29-44 

章・節の名称  第 3 章  文字計算  

目標（数学的概念，数学的能力） 文字表記，分配法則，等式が正しいか調べる  

 

エ）三平方の定理の扱い  

三平方の定理は，ピタゴラスの定理と呼ばれ，中学校第 4 級（中 2 相当）で導入される。

日本の教科書と異なる点は，まず，三平方の定理に関連する数学体系，特に平方根との繋

がりである。三平方の定理は平方根との結びつきが強いため，日本では平方根を十分扱っ

た後，三平方の定理を扱う。しかしフランスでは，平方根が第 3 級で本格的に導入される

ため，第 4 級では平方根を非常に簡単にしか扱わずに三平方の定理を扱う。そのため，a2

＝n の計算には電卓の√キーを使うこと，と学習

指導要領でも教科書でも指示されている。例えば

Phare では，平方根が必要になる場面で，「平方根」

の言葉が簡単に導入され，電卓の√キーを使うよ

うに指示されている。一方，Dimathème と Triangle

では，「平方根」の言葉は導入されず，電卓を用い

るように指示されているのみである。  

導入の方法は，扱われる問いなどの詳細は教科

書により異なるものの，日本の教科書とさほど変

わらない印象である。いずれの教科書も三平方の

定理を作図や複数の直角三角形等から予想させ，

それを証明したあと，定理の逆の証明に至ってい

る。一方，Phare では，三平方の定理の導入の活

動に作図ツールが利用されていた（図２）。この点

は Dimathème と Triangle では見られなかったが，

特筆すべき点であろう。現行の中学校学習指導要

領で強調されているテクノロジーの利用が反映さ

れていると言える。  

 

教科書名  Phare 

シリーズ番号（学年）・ページ  第 4 級（中 2 相当）  pp.201-218 

章・節の名称  第 12 章  三平方の定理とその逆  

目標（数学的概念，数学的能力） - 直角三角形において三平方の定理を用いることを学習す

る。  

- 三角形の 3 辺の長さを知ることにより，直角三角形か否

か判定する。  

 

図２ Phare 4e, p.202 
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②高等学校の教科書の分析  

高等学校の教科書の構成は，前述の中学校の教科書のそれと，ほぼ同じである。各章の

構成においては，中学校より「活動」の量が少なめで，「講義」と「方法」，そして「演習」

の分量が多くなった。より自学自習向けの教科書とされている印象である。  

指導内容に関しては，中学校までに学習した内容をより形式的・厳密に再度扱いながら，

新しい指導内容が追加されている。扱われる内容自体の量は，理科系生徒の必修である学

習内容を日本の数学Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ａ，Ｂ，Ｃと比べてみると，さほど変わらない。それぞ

れの数学概念がより深く扱われている分，フランスの高等学校の方が若干多いかもしれな

い。異なる点としては，日本の数学Ｃで扱われる行列がフランスでは全く学習対象となっ

ていないこと，フランスでは変換（等長変換，相似変換，複素平面の変換など）が高等学

校三年間を通して扱われること，などがあげられる。また，テクノロジーの利用が日本よ

り多い。特に，数式処理ソフト，作図ツール，表計算ソフト，グラフ電卓などの利用方法

と，それぞれを用いた活動や問いが教科書で与えられていた。  

実生活等に関連する内容は，今回の調査で購入した二種類のいずれの教科書でも，中学

校までと比べると減った。しかしながら，いずれの教科書でも数学史に関する話題は充実

している。例えば Transmath 第 2 級（高 1 相当）では，各章で学習する内容に関連する数

学史がその歴史背景とともに章扉に与えられている。第 1 章の「数．計算．方程式」では，

9 世紀の数学者アル・フワリズミが，当時のフランス，当時の世界の技術や建築の話題と

ともに紹介されている。これは，現行学習指導要領で数学史の重要性が新たに強調された

ためであろう。  

 

４）教科書充実の工夫  

以下では，ここまで触れなかったが，日本の教科書を充実する上で参考となるであろう

フランスの教科書の動向を，二点簡単に述べる。  

 

①「知識と技能の共通基礎」：義務教育で獲得すべき知識・技能  

フランスにおいても，発展的内容を扱うことと，すべての生徒に基礎基本を確実に習得

させることが問題となっている。その解決の方法として，2006 年より「知識と技能の共通

基礎（socle commun des connaissances et de compétences）」という考え方が，新教育基本法

（フィヨン法）に導入され，すべての生徒が義務教育修了時に習得していなければならな

い知識と技能が具体的に定めたられた。この共通基礎は学習指導要領に取って代わるわけ

ではない。2006/2007 年度以降に改訂された学習指導要領では，指導内容の中で共通基礎

に該当するものが見分けられるようになっている。いまのところ，共通基礎の教科書への

影響はまだ少なく，教科書の 初にあげられた各章と学習指導要領との対応の記述に，共

通基礎となっている内容が簡単に示されている程度である。しかし，今後さらに明確に教

科書の中身と共通基礎との対応が記述されると想定される。  

 

②他教科とのつながり  

中学校の学習指導要領では，指導項目に対し他教科との関連が指示されている。教科書

においても，それを反映して，具体的にどの教科と関連があるか，活動や問いなど，教科

書の様々なところに，それが見出される。例えば，次の Euro Maths 第 5 級（中 1 相当）の
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比例の領域の問いでは，タイトル部分に「生命と地球の科学（SVT）」とあり，当該の問い

がこの教科に関連することが示されている（Euro Maths 5e，p.129）。  

さらに，2005 年より中学校の学習指導要領に「収束テーマ（thème de convergence）」と

呼ばれるものが導入された。これは，理科系の各教科の学習を通して，自分たちが生きて

いる現代社会に対する大局的なそして首尾一貫した見方ができるようになることを学習の

大目標とし，それを具体的に示したものである。あげられたテーマは，「エネルギー」「持

続可能な環境と開発」「気象学・気候学」「世界に対する科学的まなざしにおける統計的考

え方の重要性」「安全」「健康」である。教科書では，これらのテーマと当該学年で学習す

る数学の内容と他教科の内容との対応が示されている。例えば Phare 第 4 級（中 2 相当）

では，「エネルギー」のテーマに対し，数学は「10 の階乗の利用－科学的表記」と「平均

値の計算」が対応しており，さらにこのテーマに対応する物理や生命と地球の科学，体育，

地理等の学習内容が与えられている。これらは学習指導要領にも記述されていることだが，

これにより前述の他教科との関連がさらに明確にされている。  

 

（２）現地調査の結果から 
2008 年 10 月下旬にフランスの公立の小学校と中学校を訪問し，教科書の現地調査をお

こなった。現地調査は，前述の教科書の調査から窺われた事柄を裏付けるものであった。 

 

１）小学校 

フランス南東部グルノーブル郊外エシロール市（Echirolle）のマルセル・ダヴィッド小

学校（Ecole Marcel David）を訪問し，3 名の教員にインタビュー調査をおこなった。学校

は，CP（小 1 相当）から CM2（小 5 相当）まで 5 学年で全 9 クラス（内 2 クラスは複式学

級）の構成で，3 名の教員（Ａ，Ｂ，Ｃとする）は，CM1（小 4 相当），CM1/CM2（小 4・

小 5 相当），CE2/CM1（小 3・小 4 相当）をそれぞれ担当しており，教員経験は教員Ａと教

員Ｂが 7 年，教員Ｃが 25 年であった。  

 

①教科書の選定と購入 

フランスでは，小学校の授業で利用されるものは，教科書や教材をはじめとして，鉛筆，

ノート，バインダーなど，すべて学校が用意しなければならない。したがって教科書も各

クラスの予算を使って購入される。各クラス，児童一人あたりに割り当てられる予算は，

〔訳〕  

68. 生命と地球の科学  

環境における緑の植物の数に応じて魚の呼吸

の回数を測る．  

水中の緑の植物の数  5 10 15 20 35

呼吸回数（回数／分） 128 102 85 69 50

1) この表は比例の表ですか？回答の根拠を説明

しなさい．  

2) 次の文を書き写し，完成しなさい．  

「．．．が増えると，魚の呼吸回数が．．．」  
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市町村で決定されるため，市町村の財政状況によって予算が異なる。  

マルセル・ダヴィッド小学校では，現在，教科書を新しいものに更新中であった。「更

新中」とは，予算の都合上，一度に児童の人数分の教科書は購入できず，二年度にまたが

って教科書を買い換えるからである。今年度は児童の半数分の教科書を購入し，残りは来

年度購入するとのことであった。したがって，現時点では教室内に二種類の教科書が据え

置かれている。新しい教科書を利用する際には，二人で一冊を共用するとのことである。

また，教科書の選定は，学校内で各学年を担当する教員が行なう。現在 CM1 に購入中の

教科書は，Euro Maths であった。選定の理由として，数学概念の発見活動が充実している

ことがあげられた。なお，学年により異なるシリーズ・出版社の教科書を用いている。  

今年度 CM1 の児童の人数分が用意されている教科書は，1996 年の学習指導要領に基づ

いた Bordas 社の Thevenet Maths であった。小学校の前学習指導要領は，2002/2003 年度か

ら施行されたため，この学校では，それ以降 5 年ほど古い学習指導要領に基づいた教科書

を利用していたことになる。インタビューでは，どの教員も古い教科書を用いることは，

予算の都合上致し方ないとの認識であった。教えるべき内容は学習指導要領に示されてい

るため，古い教科書を利用する場合，必要な部分のみ授業で利用し，その他の内容は，教

師自作のプリントや他の教科書のコピー等を用いるとのことであった。  

 

②教科書の利用方法 

教科書は教室に据え置きであり，児童が家庭に持ち帰ることはない。据え置きのため教

科書の演習問題を自宅で利用することはないのだが，そもそも小学校では，筆記による宿

題を出すことは法により禁止されている。そのため，教科書は児童にとって授業でのみ利

用するものという位置付けである。  

いずれの教員も，授業には教室にある教科書を中心に，他の教科書もコピーして利用す

るとのこと。教員Ａと教員Ｂによれば，人数分用意された古い教科書は，発見活動の部分

が不十分なため，主に演習に利用し，発見活動に関しては，現在購入中の Euro Maths や他

の教科書，インターネットなどを参照して，教材を作成するとのことであった。一方，教

員Ｃは授業で利用する教材をバインダーにまとめており，演習以外の教科書の使用頻度は

低いようであった。バインダーの中身は，利用している教科書もしくは他社の新旧の教科

書のコピー，自作の教材など様々であった。  

学習指導要領は国定であるため遵守しなければならないが，教科書の利用は完全に教師

の裁量にまかされている。そのためか，いずれの教員も，プリントの利用が多いとのこと

であった。教科書中心の授業と言うよりも，必要に応じて教科書を利用するようである。

しかしながら，教科書は教師にとって重要な役割を果たしている。授業の準備に参照する

書籍は，新旧の教科書，他社の教科書が第一であり，必要に応じて市販の問題集やインタ

ーネットを用い，教師用の教科書ガイドはあまり利用しないとのことであった。  

 

２）中学校 

フランス南東部グルノーブル市の国際都市中等学校（Cité Scolaire Internationale de 

Grenoble）を訪問し，1 名の教員（教員Ｄとする。教職経験 13 年）にインタビュー調査を

おこなった。この公立学校は，語学教育が通常の学習指導要領と異なるが，その他の教科

は通常の学習指導要領に基づいた教育が仏語で行なわれている。学校の規模は，第 6 級（小
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6 相当）から第 3 級（中 3 相当）までの 4 学年あり，各学年 5 クラスであった。教員Ｄは

今年度第 6 級，第 5 級（中 1 相当），第 3 級の数学を担当している。  

 

①教科書の選定と購入 

教科書は学校が選定・購入する。国際都市中等学校では，学習指導要領が改定されれば

予算が付き，すぐさま教科書を新しいものに買い換えるとのことであった。この点は小学

校と異なる。教科書の選定は数学科の教員会議で行なわれる。選定の際には，各章に「講

義」と「方法」の項目があることと，それらの説明が丁寧であることを重視しているとの

こと。以下で述べるが，これらの項目は授業で扱われることが少ないことからすれば，生

徒の自学自習に適したものを選んでいると言える。今年度の教科書は，第 6 級 Dimathème，

第 5 級 Transmath（Nathan），第 4 級と第 3 級 Prisme（Belin）であった。  

 

②教科書の利用方法 

教科書は教室に据え置きではなく，各生徒に一年間貸与される。国際都市中等学校では，

生徒が授業ごとに教室を移動するため，教室内に個人の教科書を置いておくことはできな

い。さらに，宿題が教科書から出されるため，生徒は教科書を自宅で利用する必要がある。

しかし教科書は重く，すべての教科の教科書を持ち運ぶのは大変である。そこで教員Ｄは，

生徒二人で一冊の教科書を交代で授業に持ってくるよう指示していた。授業で必要な場合

は，二人で一冊を共有するのである。  

教員Ｄによると，授業中には教科書を主に演習に利用するとのことであった。授業の

初に宿題の答え合わせをするために教科書を開き，それが終わると閉じる。授業の中心で

ある活動の間は閉じたままで， 後に演習があればまた教科書を開く，といった具合であ

る。筆者が参観した授業では，教科書を机の上に出している生徒は少なく，プリントが配

布されたため，教科書が使われることはなかった。教員Ｄによれば，授業によっては，教

科書の「活動」の部分を用いることもある。一方，教科書の「講義」と「方法」の部分は，

授業で扱うことは少ない。これらの部分については，一年の始めに，自習の際によく読ん

で理解するようにと生徒に伝えている。また教科書の「演習」部分については，３分の２

程度を授業と宿題で利用し，教科書に解答が付いている残りは生徒各自に任せている，と

のことであった。  

小学校と比較すると，中学校では生徒は頻繁に教科書を利用するようである。特に授業

外での利用が多い。宿題が禁止されている小学校と異なり，家庭学習が前提となっている。

そして，教科書自体，自学自習に適したものが選定されている。教科書の役割が小学校と

は大きく異なる。一方，教師にとっての教科書は，小学校と同様に，授業準備のため重要

な役割を果たしているようである。教員Ｄは，活動や演習などの授業の準備には主に教科

書を用い，教科書ガイドなどはほとんど利用しないとのこと。利用する教科書は，授業で

利用する教科書をはじめ，サンプルとして送られてきた他社の教科書などであった。しか

し，古い教科書を利用することは少ないとのことである。  

 

（３）その他 
以上，フランスの教科書の特徴を述べてきた。もっとも特筆すべき点は，小学校と中等

学校では教科書の役割が大きく異なるところではないだろうか。授業用の小学校の教科書
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と自学自習を前提にした中学校・高等学校の教科書，それぞれの役割に応じて教科書の内

容が構成されている。教科書の役割は，わが国の教科書の充実を図る上で常に念頭に置き，

議論されるべき事項であろう。  

また，今回複数のシリーズの教科書の分析を通して，教科書の多様性が見られたことも

興味深い点である。章構成，各章の構成，演習問題などそれぞれのシリーズにおいて異な

ることが多く，さらに数学概念へのアプローチの方法が異なることもあった。これは，善

し悪しは別として，教師の自らの指導方法に適した，そしてクラスの実態に適した内容と

アプローチを選択できるとも言えるであろう。実際，現地調査でインタビューしたいずれ

の教員も，授業の準備には複数の教科書を第一に参照するとのことであった。フランスの

教科書と比べると，日本の教科書は，教科書検定があるためか，画一的な印象を受ける。 

 

【注】  

1．  小学校の学習指導要領は，2008 年に改定され，2008/2009 年度より施行された。中学校は，

2008 年に改定され，2009/2010 年度より施行される。  

2．  第 1 級・ 終級（高 2・高 3 相当）では，一部が選択制になっているため，選択部分が分冊

となっていることもある。  

3．  本稿では，各学年の名称をそのまま用いるが，極力日本で対応する学年を付記した。参考

までに，その対応をここに記す。小学校は CP，CE1，CE2，CM1，CM2 からなり，日本の小学

校第 1 学年から第 5 学年に相当する。中学校は第 6 級，第 5 級，第 4 級，第 3 級からなり，日

本の小学校第 6 学年と中学校第 1 学年から第 3 学年に相当する。高等学校は第 2 級，第 1 級，

終級からなり，日本の高等学校第 1 学年から第 3 学年に相当する。  

4．  まとめが記載されている小学校の教科書も少ないが存在するようである。学校訪問でイン

タビューした教員Ｃは，まとめが掲載されている教科書を使っていた。まとめの部分をコピー

して配布し，生徒はバインダーにはさむとのことであった。  

5．  学校訪問した国際都市中等学校では，各章の指導順序を数学科で決定するとのことである。 

 

【参考文献・資料】  

1．  小学校の学習指導要領（教育省官報）：Bulletin Officiel, hors série n°3 du 19 juin 2008. 

2．  中学校の学習指導要領（教育省官報）：Bulletin Officiel, hors série n°6 du 19 avril 2007. 

3．  高等学校の学習指導要領（教育省官報）： Bulletin Officiel, hors série n°7 du 31 août 2000, hors 

série n°8 du 31 août 2000, hors série n°2 du 30 août 2001, hors série n°4 du 30 août 2001, hors série 

n°5 du 9 septembre 2004, hors série n°7 du 1er septembre 2005. 

4．  「収束テーマ」に関して（教育省官報）：Bulletin Officiel, hors série n°5 du 25 août 2005. 

 

（宮川 健）  
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７．ドイツ 

 

（１）教科書の特徴 

基礎学校に対しては 2004 年に，中等段階第一次終了時（第 10 学年）に対しては 2003

年に，KMK（ドイツ連邦文部大臣会議）から，教育スタンダード（Bildungsstandard）が公

布された。各州ではそれを基礎にして，各州の状況に合わせて学習指導要領（Lehrplan）

が公布されている。教科書は，各州の学習指導要領に基づいて，大学の教員を中心に，現

場教師の協力のもとで作成されている。  

ドイツでは，教科書の出版社は多いけれども，その内の大手 3 社は，Bildungshaus，

Cornelsen，Klett である。各出版社はさまざまな算数・数学の教科書を出版している。  

調査分析教科書の選択の方針は，どの教科書も，上に挙げた教育スタンダードを基にし

て作成されたもので，先進的なものを選択した。  

 

１）体様  

本報告書では，次の 4 冊の教科書の特徴を記述する。Ａ，Ｂは基礎学校用，Ｃはギムナ

ジウム用（小学校第 5 学年から中学校第 3 学年まで），Ｄは高校用である。  

Ａ：Das Zahlenbuch（第 1～4 学年用）  

Ｂ：WELT DER ZAHL（第 1～4 学年用）  

Ｃ：MATHEMATIK NEUE WEG（ヘッセン州用第 5，6，7，8 学年用，ラインランド・プフ

ァルツ州用：第 9 学年）  

Ｄ：Elemente der Mathematik（ベルリン，ブランデンベルグ州，メクレンブルグ－フォルポ

メルン州用：代数・解析幾何，解析，統計）  

 

 Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

判の大きさ A4 A4 A4 A4 

厚さ，  
ページ数  
 
 
 

1 年：7mm，120p 
2，3年：7mm，128p 
4 年：8mm，128p 
 
 

1 年：10mm，128p 
2，3，4年： 

7mm，136p
 
 

5 年：13mm，255p 
6 年：14mm，252p 
7 年：14mm，262p 
8 年：15mm，288p 
9 年：12mm，240p 

代数・解析幾何： 
10mm，148p

解析：25mm，472p
統計：12mm，204p
 

重さ  
 
 
 
 

1 年：342g 
2 年：359g 
3 年：355g 
4 年：358g 
 

1 年：468g 
2 年：420g 
3 年：416g 
4 年：420g 
 

5 年：642g 
6 年：650g 
7 年：689g 
8 年：704g 
9 年：608g 

代数・解析幾何：360g
解析：942g 
統計：458g 
 
 

体裁  ソフトカバー  ソフトカバー  ハードカバー  ハードカバー  

分冊  各学年 1 冊  各学年 1 冊  各学年 1 冊  各内容領域 1 冊  

色刷り  カラー  カラー  カラー  カラー  

挿絵・図表  
の使い方  

場面設定，例示  
 

場面設定，例示  
 

場面設定，例示，式

変形の説明，グラフ  
場面設定，例示，グ

ラフ  

活字の大きさ 
 

1 年：24pt 
2～4 年：12pt 

1～4 年：12pt 
 

5～9 年：10.5pt 
 

各巻とも 10.5pt 
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価格  
 
 
 
 
 

各冊：€19.5 
（約 2,300 円）  

 
 
 
 

各冊：€16.95 
（約 2,000 円）

 
 
 
 

5，6，7，8 年：€21.5 
（約 2,600 円）  

9 年：€23.5 
（約 2,800 円）  

 
 

代数・解析幾何：€13.95
（約 1,700 円）

解析：€29.95 
（約 3,600 円）

統計：€12.95 
（約 1,600 円）

  

ドイツの教育制度では，第 5 学年以上は，基本的に，基幹学校（ハウプトシューレ），

実科学校，ギムナジウムの三分岐型になっている。近年，上記の学校種への生徒の通学率

は大きく変化している。この報告書では，ギムナジウム用の教科書だけを取り上げる。そ

の理由は，ギムナジウムに通学する生徒数が他の学校種よりも多いからである。ちなみに，

2008 年の各学校種のおよその生徒通学率を調べると（括弧内は 1960 年），基幹学校 25％

（70％），実科学校 35％（11％），ギムナジウムが 35％（15％），総合学校 5％（0％）にな

っている。  

 

２）目次から見た教科書の構成  

ドイツでは，各州で独自の教科書がつくられ，使用されている。それは各州の学習指導

要領に対応するためである。各学校では，基本的に，自らの州で作成された教科書が使用

されている。  

 

Ａ：Das Zahlenbuch（第 1～4 学年用）について  

 

①章と節の構成の特徴について  

ア）単元（例えば，20 までの加法・減法，1000 までの数）ごとに内容が構成されている。 

イ）単元内容の学習後，「統合的練習」，「深化的練習」，「補充的練習」，「次の学年への見

通し」，「ミニプロジェクト」の単元が続き，いままで学習してきた内容が統合されたり，

深められたり，補充されたりする（スパイラルの原理）。  

「ミニプロジェクト」では，「もうすぐクリスマス」や「もうすぐ復活祭」を主要テ

ーマにして，2，3 時間で，パズルやプレゼントの箱作り，組合せの問題，折り紙，影の

観察などを題材にして学習する。  

ウ）学習内容が，「数と計算」，「図形」，「事実計算」のどの領域に属するかが色分けして

示されている（これらの領域の設定は，学習指導要領で決定されている）。  

 

②内容とその取扱いの特徴  

ア）問題だけが示されており，解き方やヒントは示されていない。  

イ）数学の基本的アイデアの重視，能動的・社会的学習，学習手段・表現手段の節約，環

境解明，生産的練習，一人ひとりの子どもへの配慮（自然な個別化，オープンな学習）

などの理念が基本に置かれている。  

ウ）第 1 学年の 1 か月ぐらいで，20 までの数が導入される。「五の力」と言って，5 が重視

され，数を構造的に捉えるように配慮されている。第 2 学年以降は， 初に復習の章があ

る。さまざまな本物の（あるいは，それに近い）生活や数学から題材が取り上げられてい
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る（写真や図を多用）。例えば，身長測定，オリンピック（陸上）の記録，家族旅行など。 

エ）第 3 学年の前半までに「千の基礎」が構成される（「千の基礎」とは，「数や量の観念，

演算の意味理解，千までの数の暗算，半筆算，概算の基礎」を言う）。文章題は第 3 学

年の後半から（子どもたちが文章に充分慣れるようになってから）本格的に取りあげら

れる。この場合，子ども自身に，ある場面から問題を作らせている。計算の仕方について

は，計算会議（4，5 人の学習集団）の場面が取り上げられ，さまざまな計算方法が示さ

れている（1 つの方法にまとめない）。個人差に合わせるため，各自の計算法を尊重する。 

オ）基本技能として，加減乗除の他に，次のような内容が挙げられており，早く計算でき

るという意味を込めて，稲妻計算という名称が与えられている。稲妻計算の練習形態は，

二人学習で，一人が問題を出し，もう一人がそれに答えるという形式を取っている。  

自分一人で練習するために CD-ROM（第 1/2，3/4 学年に分けて）が付随している。  

稲 妻 計 算 

第 1 学年  第 2 学年  第 3 学年  第 4 学年  

B1 
B2 
B3 
B4 
 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 

いくつ？  
数えること  
数の分解  
10(20)になるように

補う  
２倍する  
五，十の練習  
たし算九九  
半分にする  
まとめて数える  
ミニかけ算九九  

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
 
B8 
B9 
B10 

いくつ？（数の分解）

何十になるように補う

まとめて数える  
100 になるように補う

100 を分解する  
２倍する／半分にする

簡単なたし算やひき

算の式  
分解する  
乗法九九  
平方数の列  

B1 
 
B2 
B3 
B4 
 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10

百までの数の範囲内で

２倍すると半分にする

乗法九九－逆  
百を分ける  
千までの数の範囲内で

２倍すると半分にする

まとめて数える  
1000 になるように補う

簡単な加法と減法  
400 までの平方数 

10 倍 

何十の九九  

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
 
B6 
B7 
 
B8 
B9 
B10 

数の読みと書き  
…まで…歩で行く  
百万になるように補う

２倍と半分  
簡単なたし算やひき

算の式  
位を考えたひき算  
百までと千までの乗

法九九  
何十かける何十  
十のべきの乗法九九

見積もり  

 
カ）筆算は第 3 学年の後半から導入される。その前に，中世の頃の筆算（かけ算の場合，

格子かけ算）の仕方が示され（数学の歴史，文化面），筆算の仕方も簡潔に示されてい

る。また，計算法則や数の関係に基づく計算（半筆算）そして数感覚の育成や代数への

準備が重視されている。  

キ）数学を「パターンの科学」と捉え，特に初等数学の美しさを体験することが強調され，

その体験のために，数や図形に関するさまざまな美しいパターンが取り上げられ，（例：

美しい包み）実際的問題もパターン化されて提示されている。  

 

例：美しい包み（第 2 学年）  

ａ）  14＋8 ｂ）  39＋9 ｃ）  19＋80 

 25＋8  38＋8  18＋70 

 36＋8  37＋7  17＋60 

 47＋8  36＋6  16＋50 

 

ク）第 4 学年の 後に，数学の有用性（会計係，ガラス職人，医者，交通巡査，消費の助

言者，年金生活者など）が示されているとともに，数量化の限界（「星の王子さま」を

引用）にも言及されている。文化の中核としての数学の理解が図られている。  

 

③児童の多様性への配慮  
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できるだけオープンな問題が挙げられている。思考力や探究する力の育成のために，「探

求と発見」というコーナーがある。子どもたちはそれぞれ，自分の発達水準で取り組める

ように問題が設定されている。また，子どもたちは自分の解決方法や直観手段を自由に選

択できるようになっている。どれか 1 つの方法や考え方にまとめるようなことはしない（数

学の本質はその自由性にある）。練習も再生的・機械的練習ではなく，生産的練習である。 

 

④実生活とのつながり  

ア）教科横断的学習が行われている。また，できるだけ，子ども自身が体験する，本物の

場面（遊園地，台所，ドイツのアウトバーン，学園祭，州や都市の人口など）が取り上

げられている。また，絶滅種の問題，リサイクルの問題，エネルギーの節約の問題（水

の節約）など環境に関する問題も扱われている。  

イ）応用志向，構造志向の調和的達成のために豊かな算数的活動が取り上げられている。 

 

Ｂ：WELT DER ZAHL（第 1～4 学年用）について  

 

①章と節の構成の特徴  

ア）内容は単元ごとにまとめられているとともに，各内容に対して，一般的学習目標（例：

「数と創造的に付き合う」，「数や量の感覚を育成する」，「空間観念を発達させる」，「数

学化する」，「問題解決する」など）が示されている。 

イ）学年の 後に，「選択必修」があり，「アダム・リーゼ（15～16 世紀のドイツの数学者）」，

「古い単位」，「視覚的錯覚」，「ゲーム問題」などが取りあげられている。  

 

②内容とその取扱いの特徴  

ア）問題だけが示されている。解き方や考え方は示されていない。恐竜のキャラクターが

使われている（ほぼ各ページに）。  

イ）全体的学習が特徴である。すなわち，教材を細かく分解して，スモールステップに学

習するのではなく，さまざまな事態や内容を関連づけて，全体的（総合的）に内容が扱

われる。子どもは，感覚，感情，知性のすべてを総合して学習するように促される。  

ウ）計算の仕方に関しては，計算会議が行われ，さまざまな解決法が比較され，柔軟な計

算能力の発展が促される。子どもたちの意見交換が重視されている。  

エ）毎日の学習（宿題）のために，学習帳が用意されている。  

オ）個別化のための練習は，評価あるいは促進教材として扱われる。選択必修として，芸

術と数学，アダム・リーゼなどの話が載っている。大きな数では，都市の人口や恐竜の

話が取り上げられる。また，鯨の絶滅が取り上げられる。第 3 学年で，円柱，円錐，角

錐，角柱，球が同時に取り上げられている（面の形，頂点，辺，面の数）。第 4 学年の

後に，エッシャーの絵が扱われている。文化としての数学の理解が図られている。  

カ）数や量に対する感覚の促進や，空間観念の育成が重視され，「数学化する，構造を発

見する，創造性を活用する，知識を意識する」などの一般的学習目標も意識されている。 

キ）各問題には，「二人で解く問題」，「計算会議で解決する問題」，「個別化のための問題」，

「計算で，数に対する感覚を鋭くする問題」，「実際的問題を自分で集める問題」の印が
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つけられている。  

ク）第 4 学年の 後に，いままで学習した内容の総まとめが示されている。  

 

③児童の多様性への配慮  

生産的練習や能動的発見のための練習が用意され，個別化に対応している。個別化のた

めの問題も設定されている。例えば，第 4 学年で，260～770 までの数について，30 や 40

の倍数を書くような問題があり，30 と 40 の両方の倍数を求める問題がある。この場合，

すべてを求めなくても，その子なりの数を示せばよいように配慮されている。  

 

④実生活とのつながり  

教科横断的学習が行われている。例えば，生活にみられる建物や乗り物などが，写真や

図でふんだんに示されている。また，人間の心臓の働きや時刻表が扱われている。図の対

称性では，飛行機や寺院の対称性などが扱われている。「量と測定」に関して，指の幅，親

指と人差し指の幅，肘から指の先までの幅が長さを測るときに有用であることなどが扱わ

れている。  

 

Ｃ：MATHEMATIK NEUE WEG（ヘッセン州用第 5，6，7，8 学年用，ラインランド・プファル

ツ州用：第 9 学年）について  

 

①章・節の構成の特徴  

各章は内容別に構成されている。各章は 大，5 つぐらいの節で構成されている。  

 

 

②内容とその取扱いの特徴  

ア）各章は，大きく 3 つの部分に分けて構成されている。第一の部分（緑色）で，この章

で，「何が期待されているか」が解説され，導入問題が数題（3，4 題）提出される。第

二の部分（白色）で，「基礎知識」，すなわち，各章で も重要なことが見通しよく，簡

潔にまとめられる。ここでは，例題と練習問題が与えられる。第三の部分（緑色）で，

基礎知識を確かめたり，発展的な問題や興味のある問題，そして，新しい状況で知識を

深める問題が挙げられている。 後に，「確かめ（チェック・アップ）」では，各章で学

習したことが簡潔に復習される。これは自己評価に役立つ。  

イ） 近の新しい研究内容であるフラクタルや「タクシー距離」（中学校第 1 学年）に言及

されている。数学が人類の文化とともに起こり，文化の中心でもあることを強調している。 

ウ）1 つの状況に，必ず，いくつかの問いがある（問題系列）。  

学年  章 の 内 容 （例）  

第 5 学年  「数」，「計算」，「自然数に関する発見」，「配列とパターン」，「図形と作図」

第 6 学年  「分数と計算」，「対称と写像」，「小数の計算」，「確率」など  

第 7 学年  「利息計算とパーセント計算」，「三角形の作図」，「有理数」，「方程式と式」

第 8 学年  「式と方程式」，「一次関数」，「分数式と分数関数」，「実数」，「相似」など 

第 9 学年  「連立一次方程式」，「２次関数」，「放物線」，「三平方の定理」など  
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エ）問題解決能力の発展と訓練のために，問題変形の方略が示されている（図１）。問題

変形の方略とは，問題を発展的に展開させたり，理解をより深めたり，他の内容との関

連をつけたりするための方法である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 問題変形の方略  

 

③生徒・生徒への多様性の配慮  

ア）さまざまな問題が多様に出題されている。現実の問題や現実に近い問題が出題され，

問題を自分で選べる。  

イ）グループ学習の有効性が述べられている。  

 

④実生活とのつながり  

ア）各章の内容が実生活のどこに応用されているかが，目次において，次のような形式で

示されている。  

イ）応用，コラム，プロジェクトには，上記のほか，次のような事柄が挙げられている。 

応用：建物の屋根の形（教会の窓など），気球，ドイツの鉄道，ロボット，ゴミ，停止

距離，インターネットの料金，日本人の計算，雪の結晶などである。  

コラム：マンダラと数学，表計算，星型五角形，統計調査，バンジー・ジャンプ，株価，

隕石，古代エジプトの数学，点字，インターネット，ギャンブル，尺度，計算機，

数学史やその章に関わる話題（例：ピタゴラスやピタゴラス学派）などがある。 

プロジェクト：黄金長方形，線形計画，ピラミッド，サイクリング，パスカルの三角

形など。これらの題材を数時間かけてグループになって学習する。日本の「課題

学習」と同じようなものである。  

例：第 8 学年（中学校第 2 学年），第 1 章 代数の言語－式と方程式 （ ）内はページを示す 

応用：  平均速度（38），測定の間違い（26），多岐選択テスト（37）

サイコロの塔（13），数のパターン（15），利息（41），   

穴のあいた絨毯（13），荷物の大きさ（30），  

数のなぞなぞ（19，29，33）  

コラム：  

バーコード  

プロジェクト：  

バーコードと ISBN

問題変形のための

有用な問いと方略

ある定理のさま  

ざまな証明  

些細な  

変形を行います  

（揺り動かします） 

極端な場合を  

研究します  

…ならばどう

なりますか  

平面図形の命題を  

空間図形に変換します

仮定を変えます 

特殊な場合を  

研究します  

（条件を加えます） 

一般化します  

（条件を除きます） 
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そのため，各頁に，ふんだんに写真や図が載せられている。また，他教科との関係が

意識的に取り上げられている。音楽と芸術（絵画，音楽），数学と理科（気象，人間の

心臓など），数学と家庭科（水の使用量），数学と社会科（都市計画，古代ローマの銘，

日本人の計算など），数学と体育（理想的な体重）など，内容の合科的な取扱いがなさ

れている。また，実際の家の屋根や玄関の写真，楔形文字やマヤ遺跡の写真，牧場や線

路の写真，エッシャーの絵などが載せられている。  

 

３）特定分野に関する教科書の記述  

 

①小・中学校の教科書の分析  

 

ア）速さの概念  

教科書の中には，独立した速さの章や節はない。速さは理科（第 5 学年の物理で扱う）

で指導されている。その代わりに，算数では，比例の考えを使って，速さを指導している。

例えば，小学校第 3 学年では，「1 時間で 4km

歩くとすると，2，3，4 時間後には，何 km

歩いているか（表を作る）」や「列車は 30

分で 90km 進みます。15 分，5 分，1 分，

45 分，…で，何 km 進みますか」のような

問題が示されている。  

日本では，算数の内容として速さが扱わ

れているけれども，ドイツでは，速さを含

めて，速さや濃度など（異種の量の割合）

は，理科で扱われている。  

 

イ）円の面積の公式  

ａ）目標と構成  

教科書名  MATHEMATIK NEUE WEGE（ヘッセン州用）  

学年・頁  中学校第 1 学年 8 ページ（pp.206-213）  

章・節の名称  第 7 章・第 4 節：円の周の長さと面積  

目標  地球上の緯線や経線の長さの計算，自転車のスビードメー

ターを読むこと，丸いガラスの窓の面積の計算のために，

円周の長さや面積を知る。  

ｂ）主な特徴  

紙で作った円の半径とその重さで，面積と半径の関係を求めさせ，すぐに公式としてま

とめる。その後，円に内接する正方形と外接するそれの面積と円の面積を比べる。次に，

円をおうぎ形に 16 等分し，長方形状に並べて，面積を求める方法も考察させている。  

応用例として，直径 1dm（＝10cm）の半円の面積を求めさせ，すべてを加えるとどうな

るかを考えさせる問題（級数の和）がある。正方形に内接する円を 1 個，4 個，9 個，16

個と変化させ，円の個数と円の面積の関係を調べる問題もある（表の形で提示）。おうぎ形

1 時間 15km 1 時間 4km 
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の面積も扱う（公式も含めて）。円弧からできる面白い形の面積の問題もある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ）文字（アルファベット）の導入  

ａ）目標と構成  

教科書名  MATHEMATIK NEUE WEGE（ヘッセン州用）  

学年・頁  中学校第 1 学年 8 ページ分（pp.16-23）  

章・節の名称  第 1 章・第 2 節：グラフ，表，式  

目標  量の間の関係を表現するための手段として，文字と文字式

がともに導入される。  

ｂ）主な特徴  

「対応をグラフと表と式で表す」という節で，量の間の関係を表現するための手段とし

て，文字や文字式が導入される。  

日常のさまざまな場面（ボールの落下，歩行者の距離など）やグラフ，そして表と関連

づけながら，式が扱われる。式の読みも扱われる。その後，まとめがあり，応用問題とし

て，自動車の停止距離（反応距離と制動距離の和）や前腕の長さと身長の関係などの問題

などがある。比例，一次関数，２乗に比例などもともに考察の対象になる。表計算ソフト

も使わせている。  

日本との違いは，表やグラフとともに，ある事象を表現する手段の 1 つとして，式がと

りあげられている点である。  

 

エ）三平方の定理の扱い  

ａ）目標と構成  

教科書名  MATHEMATIK NEUE WEGE（ヘッセン州用）  

学年・頁   中学校第 2 学年 32 ページ分（pp.224-255）  

章・節の名称  第 8 章・第 1，2，3，4 節：三平方の定理と類似の定理。ド

イツの教科書では，定理などはそれを発見した人の名前で

呼ぶことになっている。  

目標  距離を計算したり，直角を作図するために三平方の定理が

利用されることが示されている。もっとも豊かな内容であ

り，代数と幾何を結びつける内容でもある。  
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ｂ）主な特徴  

古代から活用されていた定理であることや 300 程度の証明法があることなども書かれて

いる。例えば，古代エジプトの縄張師の話があり，ピタゴラス学派の話もある。  

導入では，鋭角，鈍角，直角の各三角形で，辺の上に立つ正方形の面積の間の関係を考

察させたうえで，三平方の定理を取り上げている。証明法としては，代数的方法，たち合

せの方法，ユークリッドの『原論』にある証明法などが挙げられている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応用にかなり力点が置かれている。例えば，直方体の空間対角線，屋根やトンネルの高

さ，坂や山の傾斜と高さや距離などが取り挙げられている。  

発展的内容として，「辺の上に立つ図形が正方形ではなく，長方形や正三角形である問題」，

「長方形を面積が等しい正方形に変形する問題」，「フェルマの定理」が挙げられている。 

日本では，直角三角形の場合だけを取り上げて，三平方の定理を取り扱っているけれど

も，ドイツの教科書では，鈍角三角形，鋭角三角形との比較のもとで，三平方の定理を扱

っている。また，日本では，上で述べたような発展的内容が扱われていない。  

 

②高等学校の教科書の分析  

数学は必修で，週 5 時間である（いわゆる，毎日，数学の授業がある）。今回分析した

教科書は日本の普通科の生徒用のものである。  

１）数学の内容で，各章が構成されている。  

教科書名  内     容 （例）  

線形代数と解析幾何  連立方程式，ベクトル，解析幾何  

解析  関数，数列と極限値，微分，積分，極値，指数・対数方程式など

統計  確率の基礎，二項分布と代表値，記述統計，推測統計  

２）視点，筆記試験の練習，コラムなどがある。視点には，グラフ電卓，偶然に関する検

証などがあり，コラムには，微積分の歴史，数学的モデル化，数学の文化，無限の話，

確率の歴史などがある。  

３）グラフ電卓，表計算，コンピュータの代数システムの新しい技術の使用を要求してい

る。これにより，オープンな問題設定，モデル化の問題，発見との関係が強化される。 

４）導入のための問題，問題と解答，発展的問題，情報，練習問題の形式で問題が配列さ

れている。  

５）基礎知識の習得に関する問題や筆記試験用の問題（卒業試験の問題を考慮している），

そして，特別に卒業試験の準備（アビテュア対策）のための問題が用意されている。  
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６）KMK（ドイツ連邦文部大臣会議）の指導要領に示されている，算数・数学のプロセス

に関連した資質・能力（推論する，問題解決する，モデル化する，コミュニケーション

する，協力する，記号を使用する）の育成のために，多種多様な練習問題が取り上げら

れている。  

７）実生活とのつながりに関して，実際の写真を掲載することによって，それに関する問

題が設定されている。LOTTO，たまねぎの成長の問題，ボーデン湖の面積，気候の変化

を連続的に示すグラフによって極大値や極小値などを取り上げている。  

８）線形代数と解析幾何において，幾何と代数の関係が次のように示されている。  

 

 

 

 

 

 

４）教科書充実の工夫  

 

①計算の基本技能について  

筆算や一位数の暗算だけに絞るのではなく，2 倍するや半分にする，数の分解（例：25

×4＝100），何十や何百になるようにする計算など，より広い範囲で捉えている。  

 

②実生活や実社会とのつながりについて  

本物の場面やできるだけ本物に近い場面を取り上げることが必要である。例えば，オリ

ンピックや学校における運動の記録などを活用する。また，他教科との合科的教材を開発

している。例えば，「ゾウの絶滅」について，理科と関連して，ゾウやその群れの生態そし

て頭数の変化などの情報などを取りあげて，ゾウの絶滅の危機を訴えている。  

 

③教科書の記述内容について  

「問題，その解き方（考え方），ヒント，答え，まとめ」と詳しく記述されていること

に対して，きびしい批判があり，問題だけの教科書を作るようになった（von E.Rohrl “Von 

der prinzipellen Schaedlichkeit der Schulbuecher（教科書の根本的な弊害）“ Mathematiklehrer 

1980）。ロールは，記述が丁寧すぎる教科書では，「誰も，自分の力で結果を探究するよう

に期待されていると，まじめに受けとるはずがない」と批判している。日本でも，戦前の

緑表紙教科書などは問題だけでできていた。詳しい記述は必ずしも，子どもたちの学習の

助けにはならない。もちろん，教師の指導力が重要となる。  

 

④数学的内容の理解に関して  

多くの写真や図が掲載されている。アレー図などの図的表

現様式が子どもの理解の助けにしている（表現様式間にある

いはそれらの内部で相互関連をつけることが大切）。  

     

幾何的事態Ｉ 幾何的事態Ⅱ

代 数 的 表 現 代 数 的 結 果

翻訳する  解釈する  
計算する  

（アレー図の例）  

●●●●●  

●●●●●  2×5 を表す
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⑤数学の文化的価値について  

数学が人類の文化とともに起こり，現在も，数学が文化の中心であること（特に，数学

の美しさ）が意識できるような教科書の構成している。  

 

（２）現地調査の結果から 

 

ドイツにおける算数・数学教科書使用に関して，現地調査を行うため，ドイツ・ベルリ

ン州において，授業視察並びに教員・教科書編集者・教科書出版社から聞き取り調査を行

った（平成 21 年 1 月 10 日～18 日）。  

なお，ドイツにおける教科書採択制度は各州で異なり，「無償貸与」「一定額負担貸与」

「一部無償給与」と様々である。ベルリン州は「一定額負担貸与」で，初等教育は€40（約

4,800 円），中等教育のギムナジウムは€100（約 12,000 円）の上限を設け，この金額内で教

科書の購入リストを作り，保護者に購入してもらうシステムである。ドイツ語，英語，数

学が基幹教科であるので，この上限金額で基本的には教科書を購入できる。訪問した学校

の中には，算数・数学の教科書を保護者に購入させず，学校で購入した教科書を貸し出し

たり，教科書を買わずに教科書会社発行の副教材を購入する学校もあった。  

以下，算数・数学の授業における教科書の使用の状況とインタビューを織り交ぜて述べ

る。また，授業観察した教師に教科書使用に関する質問紙を配布して得た回答を掲載する

（後掲資料）。  

今回の訪問調査における教科書会社や教師のインタビュー，及び質問紙から，授業にお

いて教科書をベースに用いながらも，教師の裁量により，教科書会社が潤沢に準備してい

る副教材を授業で使っていることがわかった。  

 

１）Ernst-Habermann-Grundschule（アースト・ハーバーマン基礎学校）  

第 3 学年の授業（男子 10 名，女子 11 名，計 21 名）で，「さいころの向かい合う面の数

の関係」であった。この授業の担当の教師は，教科書を親に購入させておらず，副教材と

して教科書会社発行の 2 種類ワークブックを保護者に購入させていた。この授業では，ワ

ークブックは机の上にも，机の引き出しにも準備させていなかった。授業後のインタビュ

ーによれば，教科書は高価なため教科書を購入せず，その代わりワークブックを購入させ

ているとのことであった。また，宿題は，ワークブックを保護者に購入してもらい 1 週間

で 3～4 日程度出すとのことであった。  

この授業では，黒板の前にいすのみを移動して輪になるよう

に指示をして座らせた。さいころの目のある面を氷と見立てて，

目の 1 つを穴，残りの目を熊とし，その反対側の面の目を魚に

見立て（たとえば，3 の目であれば，3 つの目のうち 1 つの目を

穴，のこりの 2 つの目を熊とし，その反対側の面の 4 つの目を

魚に見立てる），教師の大きなさいころを投げたとき，床面の魚

の数を児童に予想させた。  

この後，グループ形態になっている机に戻り，展開図を切り

出して組み立ててさいころの目を記入し，向かい合う目の関係
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についてワークシートにまとめ，発表して終わった。  

 

２）Friedrich-Ebert-Oberschule（フリードリッヒ・エバート・ギムナジウム）  

LK 数学（ギムナジウムの第 11/12 学年用）の選択授業

（男子 8 名，女子 1 名，計 9 名）で，「統計調査から，

あるバス停で 7 時に男女比が 2：1 になることが分かっ

ている。この条件で，バス停に 45 人並んでいるときに

この男女比になる確率を二項分布を使って求める問題」

であった。 

教 科 書 （ Bigalke/Köhler Mathematik13.2 Grund-und 

Leistungskurs: Cornelsen）は机上にあったが開かずに授

業が始まった。問題場面を OHP で示し，確率を予想させた後，机を移動して 3 つのグルー

プに分かれて問題の解決をしていった。インタビューによると，配布されたワークシート

の問題は，教科書にある問題を，より生徒の興味のあるように教師が作り変えたものであ

り，このようなことはよく行われているとのことであった。1 つのグループを発表させ，

その解決方法について議論したあと，教科書を開かせて，宿題のページを黒板にかいて授

業は終了した。  

 

３）John-F.-Kennedy-Schule（ジョンＦ .ケネディ学校）  

第 3 学年の授業（男子 9 名，女子 9 名，計 18 名）

で，「3 桁同士の繰り下がりのある減法」であった。こ

の学校は，州立の総合制学校であるが，英語による授

業であった。このクラスでは，教科書（Mathematics: 

Silver Burdett Ginn 社）を生徒へ貸し出しており，机上

に準備されて授業が始まった。  

授業の導入では，引き算の単語を英語とドイツ語で

確認した後，復習として 1 回繰り下がりのある 3 桁同

士の減法（217－186）を筆算形式で確認した。2 つ折りになっている黒板を開け，2 回繰り

下がりのある 3 桁同士の減法（345－187）を全員で話し合いながら解決した。練習問題と

して，教科書の問題を開くように指示し，2 題（283－135，924－367）を解く時間をとり，

挙手指名して黒板で解き方を確認した。この後，教科書の問題のうち，偶数番の 9 題をや

るように指示した。教師は机間指導しながら採点。終わった生徒にはワークシート（計算

問題 48 題）をやるように指示をした。ワークシートが終わらない児童は宿題となった。  

この授業のワークシートは教科書とは異なる教科書会社が発行しているものである。イ

ンタビューによると，この教師に限らず，異なる教科書会社の様々な教材，また，これらの

教材を自分の授業に合うように作り替えて授業に使用することが多いとのことであった。 

 

４）Süd-Grundschule（Süd 基礎学校）  

第 4 学年の授業（男子 12 名，女子 11 名，計 23 名）で，「3 口の減法」であった。この

クラスでは，教科書を生徒へ貸し出しており，机上に準備されて授業が始まった。  
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授業の導入では，児童を立たせて順番に指名して 1

×8，2×8，10×8，…と 2 つの整数の積を暗算で答え

させた。着席させたあと，口頭で a)24079，b)2900－

25，c)7×80＋3 を唱えて，ノートにかき，b) c)は計

算するように指示をした。答を黒板で確認したあと，

d)として，a)－b)－c)を計算するように指示した。な

お，a)～d)は教科書にある問題ではない。  

この後，教科書（Denken und Rechnen:westermann 社）

の大問 2 題（3 口の減法。12 題）をノートに解くように指示をした。答を確認したあと，

さらに，教科書の大問 1 題（かかれている 3 口の減法の計算の正誤を答え，誤りがあると

きは正しく直す。10 題）のうち，2 題を全員で正しいかどうか議論し，残りは各自で解く

ように指示をした。終わらなかった問題は宿題にした。  

 

（３）その他 

これまでの諸外国の数学教育に関する研究と本調査を通じ、教科書の社会的な意義とし

て次のようなことがあげられる。  

ア）教科書から，各国の各時代の算数・数学教育の文化的水準を知ることができる。また

歴史的変遷も理解でき，戦前・戦後の教科書からわかるように，教科書は各時代の教育

理念や社会を映しだす鏡といえる。  

イ）授業において主教材・副教材のいずれとして扱われるかに関わらず，子どもにとって

は貴重な学習材である。予習，復習，宿題などにも活用できる。教科書の工夫次第で（例

えば，実際状況を表すための図や写真の多用，学校の生徒数やクラブの人数や都市の人

口などの本物の数値を使用など），社会における児童の置かれている実態も理解できる

し，社会や環境問題も理解できる。その点でも有用な教育材である。  

 

（國本景亀）  
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８．フィンランド 

 

フィンランドには国定カリキュラムがあり，それに準拠して教科書が作成されている。

しかし，日本のような検定制度はなく，各教科書会社が国定カリキュラムに基づいて教科

書を編集している。算数・数学の出版社としては，WSOY 社，Otava 社，Tammi 社，Edita

社の 4 社が有名である。本稿では，WSOY 社発行の教科書を中心に分析を行うこととする。

その理由としては，次の 4 点があげられる。第一は，現地調査を通じて，WSOY 社の教科

書が比較的幅広く採用されているという情報を得たことである。第二は，小学校算数科用

として，英語版の教科書を出版している点である。第三は，現地調査で訪問した学校にお

いて WSOY 社の教科書が最も採用されており，授業分析や教師へのインタビュー調査と密

接に関連していた点である。第四は，現地調査の際，WSOY 社教科書編集部や執筆者への

インタビューが実現したことである。 

 

（１）教科書の特徴 

 

１）体様 

フィンランドの教科書のサイズは，小学校，中学校，高等学校の各校種とも，「縦 240mm

×横 185mm」のものが多く，日本の小学校および中学校用教科書よりもやや小さめの大き

さである。厚さは，日本の教科書よりも一般に厚い。例えば，小学校用教科書である

「Laskutaito」（英語版）シリーズ（WSOY 社）（注 1）の場合，各学年の教科書は A 巻と B 巻

の二分冊になっており，それぞれ約 1cm の厚さである。小学校用「Laskutaito」（英語版）

シリーズの 1 冊あたりの平均ページ数は約 175 ページであり，平均の重さは約 340g となっ

ている。価格は 1 冊あたり€17.6（約 2,100 円）である。1 学年あたり 2 冊（A 巻と B 巻）

になるため，計€35.2（約 4,200 円）となる。  

中学校用教科書「Laskutaito」シリーズ（WSOY 社）の場合，各学年とも 1 冊ずつであり，

各々の厚さは約 1cm となっている。1 冊あたりの平均ページ数は約 290 ページであり，平

均の重さは約 620g である。価格は 1 冊あたり€23.9（約 2,900 円）である。  

フィンランドの高等学校数学科には，「長い数学（advanced syllabus）」と「短い数学（basic 

syllabus）」の 2 つのカリキュラムがあり，それぞれに必修コースと選択コースがある

（Finnish National Board of Education, 2003, pp.122-132）。例えば，「長い数学」用の教科書

である「Matematiikan Taito」シリーズ（WSOY 社）は，計 13 冊から構成されている。1 冊

あたりの平均ページ数は約 168 ページであり，平均の重さは約 310g である。価格は 1 冊あ

たり約€14（約 1,700 円）である。同様に，「短い数学」用の教科書である「MAB：Lukiolaisen 

Matematiikka」シリーズ（WSOY 社）も，計 9 冊から構成されている。このように，高等

学校用教科書の特徴としては，冊数の多さがあげられる。  

色刷りについては，高等学校の「長い数学」用の教科書の一部に二色刷りの教科書があ

るが，小学校，中学校，高等学校の各校種とも，原則としてカラー刷りの教科書が多い。

また，表紙には，日本の教科書と同じように，やや厚みのある光沢のある紙が使用されて

いる。本文に使用されている紙も上質である。  
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活字の大きさについては，日本の教科書よりも小さい場合が多く，1 ページあたりの文

字数や情報量も，日本の教科書と比較して多いという印象を受ける。本文には，挿絵や写

真，図も多く掲載されており，子どもたちの理解を支援するための工夫がなされている。 

 

２）目次からみた教科書の構成 

目次からみた教科書の構成の特徴としては，次の 2 点があげられる。第一は，教科書の

紙面構成に関する特徴である。例えば，中学校用教科書「Laskutaito」シリーズの目次をみ

ると，原則として，見開き 2 ページで 1 つの内容を取り扱うように構成されており，いく

つかの関連する項目によって，1 つの章が構成されていることがわかる。各内容を取り扱

っている見開き 2 ページのうち，最初の 1 ページめ（左側）では，概念や定理，性質など

の説明が掲載されている。1 ページめでは，原則として 2 つの例題が示されており，これ

ら 2 つの例題の学習を通じて，生徒自身が定理や性質を発見できるように工夫がなされて

いる。一方，2 ページめ（右側）には，練習問題が掲載されている。練習問題は，「基本問

題」と「応用問題」の 2 つのタイプの問題によって構成されている。小学校用教科書

「Laskutaito」シリーズの場合にも，原則として，基本的な概念や計算の方法などが最初に

示された後，それらに関する練習問題が掲載されるという構成になっている。  

第二の特徴は，練習問題や宿題に関するページの充実である。例えば，「Laskutaito・第

4 学年・B 巻」の場合，巻末の「追加の練習問題」は，全 180 ページのうち，45 ページ（25％）

を占めており，「宿題」のためのページも 22 ページ（約 12％）となっている。「追加の練

習問題」や宿題のための練習問題は本文の学習と対応している。中学校用教科書「Laskutaito 

7」（第 7 学年用）でも，全 300 ページのうち，巻末の「追加の練習問題」は 66 ページ（22％）

を占めており，「宿題」のためのページも 34 ページ（約 11％）となっている。小学校用教

科書と中学校用教科書とも，全体のページ数の 3 割以上を練習問題のページに割いている

ことになる。高等学校用の教科書でも，数多くの練習問題が掲載されている。このように，

練習問題や宿題への対応の充実は，フィンランドの教科書の大きな特徴といえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿題のための練習問題（Laskutaito（英語版）第 4 学年・B 巻，WSOY，p.167）  
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３）特定分野に関する教科書の記述 

 

①小・中学校の教科書の分析 

 

ア）速さの概念 

 「Laskutaito」（英語版）（WSOY 社）における教科書の構成および目標は，次表の通りで

ある。  

フィンランドの教科書では，「速さ」の内容は 1 つの単元として明確には示されておら

ず，「時間」の内容に関連して扱われている。例えば，「Laskutaito」（英語版）の場合，上述

の表のように，第 4 学年から第 6 学年にわたって，「速さ」に関する内容が問題形式でスパ

イラルに取り扱われている。具体的には，各学年において，次のような問題が扱われている。 

 

［第 4 学年 B］（p.85）（注：番号は問題番号を示している）  

105．  ウミアサイヤ（鳥の名前）は，1 秒間に 25m 飛ぶことができます。1 分間ではどれ

だけ飛ぶことができるでしょうか。  

106．  カタツムリは，6 分間で 72mm 進むことができます。1 分間ではどれだけ進むこと

ができるでしょうか。  

107．  世界最速のヘビである「ブラック・マンバ」（ヘビの名前）は，1 秒間に 5m 進む

ことができます。最も速いイグアナは，1 秒間に 11m 進むことができます。10 秒

間では，イグアナはマンバよりもどれだけ先に進んでいることになるでしょうか。 

108．  音は空気中を 1 秒間に 340m 進みます。また，水の中を 1500m 進みます。3 秒間で

は，音は，空気中よりも水の中をどれだけ遠くまで進むことになるでしょうか。  

［第 5 学年 B］（p.95）（注：番号は問題番号を示している）  

21．  1 時間に 10km の速さで進む自転車に乗ると，Turku から Nauvo まで移動するには，

どれくらいの時間がかかるでしょうか。ただし，フェリーに乗っている時間は 15

分間とします。［教科書にはフィンランドの地図が示されており，Turku と Nauvo

は，フィンランドの都市の名前である。なお，Turku から Nauvo まで移動するには，

フェリーに乗る必要がある。］  

教科書名  Laskutaito（英語版）（WSOY 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 4 学年 B，pp.84-85 

第 5 学年 B，pp.94-95 

第 6 学年 A，pp.100-101 

章・節の名称  第 4 学年 B 「1 分は 60 秒に等しい」（pp.84-85）  

第 5 学年 B 「追加の話題：島々を結ぶ道（Optional Themes: 

The archipelago ring road）」（pp.94-95）  

第 6 学年 A 「追加の話題：カンガルー（Optional Themes: 

Kangaroos）」（pp.100-101）  

目標（数学的概念，数学的能力） 時間，距離，速さの相互関係に関する理解  

構成（小項目名と主な内容）    －  
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［第 6 学年 A］（p.101）（注：番号は問題番号を示している）  

48．  カンガルーは，1 時間に 40km のスピードで走ることができます。カンガルーは次

の距離を走るために，どれくらいの時間がかかるでしょうか。  

         a) 1km b) 8km 

49．  カンガルーの平地での最高時速は 60km です。このスピードで走る場合，次の時間

でどれだけの距離を走ることができるでしょうか。  

 a) 30 秒  b) 5 分  

 

小学校教師へのインタビューや WSOY 社の教科書編集担当者へのインタビューによる

と，「速さ」の概念は，算数・数学よりも，むしろ理科で正式に指導されることになってい

るとのことであった。  

 

イ）円の面積の公式 

「Laskutaito 8」（WSOY 社）における教科書の構成および目標は，次表の通りである。  

「Laskutaito 8」（第 8 学年用）では，まず最初に「円周率 π」が導入されている。日本の

小学校第 5 学年における円周率の導入と同じように，コップ，バケツなどの直径の長さや

円周の長さを測定させた上で，「(円周の長さ)÷(直径の長さ)」を計算させ，それらが一定

になることを確認しながら，円周率を導入している。その後，円周率が非循環の無限小数

になることや，その近似値が 3.14 になることを説明している。  

次に，円周が「(直径)×π」や「2×(半径)×π」で求めることができることを扱っている。

円の面積については，円を同じ大きさの扇形に分割し，それらを並べた形が平行四辺形に

近似できることに基づいて，円の面積の公式を導いている。つまり，円の半径を r とした

とき，平行四辺形の底辺の長さは 1/2×2π×r となり，高さは r となる。したがって，平行

四辺形の面積は π×r2 となる。円をより細かな扇形に分割すればするほど，平行四辺形の

面積が徐々に長方形の面積に近似されることになり，より円の面積に近づくことも説明さ

れている。  

さらに，円周や円の面積の求め方に引き続いて，扇形の周の長さや面積の求め方が扱わ

れている。それらの取り扱いは，日本のそれとほぼ同様である。  

 

 

教科書名  Laskutaito 8（WSOY 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 8 学年，pp.166-173 

章・節の名称  円  

目標（数学的概念，数学的能力） 円周率 π，円周の長さの求め方，円の面積の求め方，扇形の

面積および弧の長さの求め方  

構成（小項目名と主な内容）  78 円周率 π（pp.166-167）  

79 円周の長さ（pp.168-169）  

80 円の面積（pp.170-171）  

81 扇形（pp.172-173）  
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「円の面積」に関する説明（Laskutaito 8，WSOY，p.170） 

 

ウ）文字（アルファベット）の導入 

「Laskutaito 7」（WSOY 社）における教科書の構成および目標は，次表の通りである。  

単元の導入では，「関数マシーン」という装置（下図を参照）を取りあげて，文字の役

割や機能に関する理解を促している。「関数マシーン」とは，ある数を入力すると，ある規

則に基づく計算を行い，その計算結果を出力するという装置である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

関数マシーン（Laskutaito 7，WSOY，p.134）  

 

教科書名  Laskutaito 7 （WSOY 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 7 学年，pp.134-149 

章・節の名称  代数  

目標（数学的概念，数学的能力） 文字を用いて関係や法則を表現すること，文字式の計算  

構成（小項目名と主な内容）  62 関数マシーン（pp.134-135）  

63 変数と式（pp.136-137）  

64 文字式の値（pp.138-139）  

65 文字式の加法と減法（pp.140-141）  

66 文字式と数の乗法と除法（pp.142-143）  

67 文字式で事象を表すこと（pp.144-145）  

68 運動をしよう（pp.146-147）  

69 復習問題（pp.148-149）  
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教科書では，次のような例を通じて，数の代わりとしての文字の役割を理解させている

（p.134）。  

［例１］  関数マシーンは入力した数に 2 をかけます。次の数を入力するとき，どのよう

な数を出力するでしょうか。  

           a) 1   b) 6   c) 15   d) x 

次の小項目では，一辺が x の長さの正方形のまわりの長さを求めるような場面を例示し

ながら，簡単な数量関係を文字によって表現することを取り扱っている。そして，「乗法の

記号を省略する」などの文字式のきまりが指導されている。  

次に，「式の値」を求めることが扱われている。ここでも，「関数マシーン」の場面に基

づいて，次のような例をとりあげながら，文字に数を代入し，式の値を求めることの理解

を図っている（p.138）。  

［例１］  関数マシーンは入力された数に 4 をかけ，その答えから 5 をひきます。次の値

を入力するとき，装置はどのような値を出力するでしょうか。  

a) x   b) 3 

「式の値」に続いて，一次式の加法，減法が扱われている。ここでは，「同類項」とい

う用語も指導されている。その後，「一次式と数の乗法」や「一次式を数でわる除法」が取

りあげられている。そして，単元の最後では，文字式で様々な事象の数量関係を表すこと

が扱われている。単元全体を通じて，「文字の導入」に関して指導される内容や順序，その

難易度は，日本の中学校第 1 学年におけるそれとほぼ同じであると考えられる。  

 

エ）三平方の定理の扱い 

「Laskutaito 8」（WSOY 社）における教科書の構成および目標は，次表の通りである。  

教科書名  Laskutaito 8 （WSOY 社）  

シリーズ番号（学年）・ページ  第 8 学年，pp.156-165 

章・節の名称  三平方の定理  

目標（数学的概念，数学的能力） 三平方の定理の理解およびその応用  

構成（小項目名と主な内容）  73 三平方の定理（pp.156-157）  

74 斜辺の長さ（pp.158-159）  

75 直角をはさむ辺の長さ（pp.160-161）  

76 三平方の定理の練習（pp.162-163）  

77 直角三角形の応用（pp.164-165）  

「Laskutaito 8」（第 8 学年用）の場合，「三平方の定理」を扱う直前に，「互いに相似な

三角形の対応する角の大きさや辺の長さ」と「三角比」を扱うことになっている。日本の

場合，「三角比」は高等学校「数学Ⅰ」の内容であり，「三平方の定理」と「三角比」の教

材の配列が逆になっている点が大きな違いである。「Laskutaito 8」の場合，「三平方の定理」

の説明において，三角比との関連が取りあげられているわけではないが，三角比を一般的

に取り扱った後に「三平方の定理」を扱うことになっており，日本の教科書における取り

扱いとは大きく異なる点といえる。  
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「三平方の定理」の説明（Laskutaito 8，WSOY，p.156）  

 

「三平方の定理」の導入においては，「斜辺の長さが 5 で，直角をはさむ二辺の長さが

それぞれ 3，4 であるような直角三角形」について，直角三角形の 3 つの辺をそれぞれ一辺

とするような 3 つの正方形の面積の関係を調べる課題が示されている。この課題を通じて，

「三平方の定理」を説明している。その後，「三平方の定理」を利用しながら，直角三角形

の辺の長さを求める問題や，具体的な場面における問題解決への応用題が取りあげられて

いる。このような展開は，基本的には，日本の教科書の展開とほぼ同様である。なお，フ

ィンランドの教科書では，「三平方の定理」にかかわる計算について，電卓の積極的な利用

を促す記述が多い。  

 

②高等学校の教科書の分析 

既に述べたように，フィンランドの高等学校数学には，「長い数学」と「短い数学」と

よばれる 2 つのカリキュラムがある。「長い数学」は，いわゆる理系用のカリキュラムであ

り，「必修コース」と「選択コース」として，次のような内容がそれぞれ扱われている。 

（必修コース） 「関数と方程式」，「多項式関数」，「幾何」，「解析幾何」，「ベクトル」，「確

率と統計」，「微分」，「無理関数と対数関数」，「三角関数と数列」，「積分」 

（選択コース） 「数論と論理」，「数的方法と代数的方法」，「より進んだ微分・積分」 

一方，「短い数学」は，いわゆる文系用のカリキュラムである。「長い数学」と同様に，

「必修コース」と「選択コース」があり，次のような内容によって構成されている。 

（必修コース） 「式と方程式」，「幾何」，「数学的モデルⅠ」，「数学的解析」，「統計と確

率」，「数学的モデルⅡ」 

（選択コース） 「経済数学」，「数学的モデルⅢ」 

「短い数学」では，実生活との関連という視点から,「数学的モデル」や「経済数学」
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が扱われている点が興味深い。例えば，必修コースの「数学的モデルⅠ」に関する教科書

「MAB: Lukiolaisen Matematiika 3・Matemaattisia malleja Ⅰ」（WSOY 社）では，「数学的

モデル」，「線形モデル」，「指数モデル」，「日常生活とモデル」という章が設けられている。

また，「経済数学」に関する教科書「MAB: Lukiolaisen Matematiika 7・Talousmatemattikka」

（WSOY 社）では，「百分率と経済」，「利子と預金」，「貸付と定期返済」，「投資と利益」

といった章が設けられている。このように，「数学的モデル」や「経済数学」に関する教科

書では，数学の新しい内容の導入とともに，実生活との関連を積極的に取り扱いながら，

数学の有用性や意義を認識させたり，数学に対する関心を高める工夫がなされている。 

 

４）教科書充実の工夫 

 

①児童・生徒の多様性への配慮 

生徒の多様性への配慮としては，次の 3 点があげられる。  

第一は，教科書における多様な練習問題の工夫である。教科書本文には，児童・生徒の

習熟度の程度に応じて，数種類の難易度の練習問題が掲載されている。授業では，児童・

生徒の習熟の程度を評価しながら，教師が適切な難易度の練習問題を提示している。また，

児童・生徒も，自分自身の理解度を自己評価しながら，自分に合った練習問題を自己選択

するのが一般的であり，いわゆる「個に応じた指導」が充実している。さらに，前述のよ

うに，教科書の巻末にも，宿題のための練習問題をはじめ，補充的な練習問題や発展的な

練習問題など，数多くの練習問題が掲載されている。教科書における練習問題の充実は，

フィンランドの教科書の大きな特徴といえる。  

第二は，教師用指導書におけるワークシートの充実である。例えば，WSOY 社版の小学

校教師用指導書の巻末には，追加の練習問題などの副教材が多数掲載されている。WSOY

社版の指導書における副教材の場合，「S」「M」「L」「XL」の 4 段階の難易度（「XL」が最

も難）の練習問題や補助教材が用意されている。教師は，児童・生徒の習熟度に合った副

教材をコピーして，授業中に積極的に活用している。  

第三は，同一の教科書会社が複数の難易度の教科書を出版している点である。例えば，

Otava 社の中学校用教科書「PII」シリーズには，2 つのレベルの教科書がある。「PII」シリ

ーズの場合，取り扱われている内容はほぼ同じであっても，説明の仕方や例題，練習問題

の難易度が異なっている。生徒の実態に応じて，適切な教科書の選択ができるようになっ

ている点も特徴である。  

 

②実社会とのつながり 

WSOY 社発行の小学校算数科教科書「Laskutaito」（英語版）シリーズでは，「Optional 

Themes（追加の話題）」という特設ページを設けている。例えば，第 5 学年 B 巻の場合，

「分数」，「データ処理と確率」，「測定」という 3 つの章に引き続いて，「Optional Themes」

という章が設定されている。「Optional Themes」では，新しい内容を取り扱うわけではなく，

既習事項の応用や復習，いわゆる数学的な考え方を育成するための話題がとりあげられて

いる。この「Optional Themes」では，子どもたちの実生活に関する話題が多く，実生活と

数学とのつながりや，数学の有用性を感得させるための教材の工夫がなされている。  
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 また，教材の取りあげ方や指導学年にも特徴がみられる。例えば，フィンランドでは，

「負の数」は小学校第 4 学年で指導されている。日本における負の数の指導学年が中学校

第 1 学年であることを考えると，フィンランドではかなり早期に負の数が扱われることに

なる。例えば，WSOY 社発行の「Laskutaito」（英語版）シリーズでは，下記のように，温

度計を用いながら，負の数を導入している。フィンランドでは，気温が零下になることも

多く，実生活における必要性，有用性という視点から，負の数を早期に導入しているもの

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「負の数」の導入（１）（Laskutaito（英語版）第 4 学年・B 巻，WSOY，p.90） 

  

ただし，負の数を早期に導入しているものの，その取り扱い方には特徴がある。つまり，

小学校第 4 学年では，「負の数をたす加法」や「負の数をひく減法」は扱われず，下記の教

科書のように，加数や減数は正の数に限定されている。負の数を早期に取り扱ってはいる

ものの，実生活で必要になる計算に限定している点が特徴的といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「負の数」の導入（２）（Laskutaito（英語版）第 4 学年・B 巻，WSOY，p.91） 

 

さらに，高等学校のカリキュラムにも特徴がある。例えば，前節３）②でも考察したよ

うに，高等学校の「短い数学」では，「モデル化」に関する内容が強調されている。この点

も特筆すべき点であろう。  
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（２）現地調査の結果から 

ここでは，タンペレ市で参観した小，中，高等学校の授業を事例としながら，フィンラ

ンドの学校における教科書使用の一例について報告する。 

 

１）小学校（タンペレ市・カロネン小学校） 

参観授業：  ①第 4，5 学年合同の複式学級（第 4 学年：「かけ算」（2 位数×2 位数，

3 位数×2 位数），第 5 学年：「百分率」）  

 ②第 4 学年：「負の数」  

第 4，5 学年合同の複式学級での授業では，教室を 2 つに分割した上で，第 4 学年児に

対しては「かけ算」に関する指導が行われ，第 5 学年児に対しては，「百分率」の指導が行

われていた。教師は，まず，第 4 学年児を対象に，「12×24」を例にしながら，かけ算の仕

方を例示した後，教科書の練習問題に取り組ませていた。第 4 学年児が「かけ算」の練習

問題に取り組んでいる間，教師は，教科書会社（WSOY 社）のインターネット教材をスク

リーンに投影しながら，第 5 学年児に対して「百分率」の概念の指導を行った。具体的に

は，縦の辺と横の辺がそれぞれ 10 等分された正方形（小さな正方形 100 個に分割されてい

る）を利用しながら，「0.01」が「1％」にあたり，「0.1」が「10％」にあたることなど，

百分率の概念を指導していた。その後，第 5 学年児には百分率に関する教科書の練習問題

を解答させていた。第 5 学年児が練習問題に取り組んでいる間，今度は，第 4 学年児のほ

うに教師は戻り，遅れがちな子どもの個別指導にあたっていた。  

「負の数」に関する第 4 学年児対象の授業では，まず，温度計の模型が教師から児童に

配布された。導入では，まず，「3℃から 4℃下がると何度になるか」という課題が提示さ

れ，児童は温度計の模型を利用しながら，「－1℃」になることを各自で確認した。「4－5」

や「1－4」の結果を確認した後，「－2℃から 3℃上がると何度になるか」という課題が提

示された。児童は，温度計の模型を利用しながら，「1℃」になることを確認した。その後，

「－3＋4」や「－2＋4」といった類題が扱われた。これらの学習に引き続いて，教師は教

科書の練習問題を解答するように指示した。児童は教室後方に置いてある解答を参照しな

がら各自で答え合わせを行い，余力のある児童は，追加のワークシートの問題に取り組ん

でいた。さらに，授業の後半では，コンピュータ室に移動して，教科書会社（WSOY 社）

が配信しているインターネット教材に取り組んでいた。  

両方の授業において，教師は教科書を積極的に活用しており，特に，教科書の練習問題

や教師用指導書の巻末に掲載されているワークシートを活用していた。また，教科書会社

が配信しているインターネット教材も効果的に活用していた。追加のワークシートは，教

師用指導書に掲載されているものをそのままコピーして配布しているとのことであり，教

師自らが作成することはあまりないとのことであった。  

授業後の教師へのインタビューによれば，フィンランドでは，教科書の編集に多くの現

場教師が参画しているとのことである。その結果，教師の多様なニーズが教科書の構成や

記述に反映しており，教師にとって使いやすい教科書が作成されているとのことであった。

また，教師用指導書も充実しているとのことである。さらに，WSOY 社へのインタビュー

調査によると，教科書会社も，教師のニーズを定期的に調査し，できるだけそのニーズに

基づいて教科書の紙面づくりを工夫しているとのことであった。  
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小学校用の算数科教科書は，基本的に書き込み式になっており，児童は，練習問題の答

えを教科書に直接書き込んでいた。小学校の算数の授業では一般的であり，学習のプロセ

スが教科書に残る仕組みになっているようである。  

 

２）中学校（タンペレ市・クラッシッリネン中学校） 

参観授業：  ①第 8 学年  ：「指数法則」  

 ②第 9 学年  ：「三角比」  

「指数法則」の授業では，前時の宿題の答え合わせに続いて，教師によって，「(ab)n＝

anbn」や「(a／b)n＝an／bn」，「am・an＝ａm＋n」といった指数法則が説明された。その後，

教科書の練習問題を解答するように指示があった。教師は机間指導を行いながら，個別に

指導を行っていた。  

「三角比」の授業でも，前時の宿題の答え合わせに続いて，「正弦（ sin）」，「余弦（cos）」，

「正接（ tan）」の説明が教師によって行われた。その後，下図の直角三角形において，

sinα＝4／5（＝0.8）になることをもとにしながら，αにあたる角の大きさや x の長さを求

めるという問題が提示された。授業の後半では，生徒たちは，三角比に関する教科書の練

習問題に取り組んでいた。なお，この授業において，生徒たちは電卓を積極的に活用しな

がら問題に取り組んでいた。  

 

 

 

4      5                        

 

                        α  

                     x 

 

教科書の利用について，参観した授業を担当していた 2 人の教師にインタビューしたとこ

ろ，概念や定理，性質の説明に関しては，内容によって教科書の利用の仕方が異なるとのこ

とであった。しかし，練習問題については，基本的には，教科書に掲載されている練習問題

をよく利用するとのことであった。 

 また，訪問校であるクラッシッリネン中学校には，特別支援教員が配置されており，遅

れがちな生徒は，希望に応じて，特別支援教員の部屋に出向き，補充的な指導を受けるこ

とが可能である。  

 

３）高等学校（タンペレ市・ヘルバンタ高等学校） 

参観授業：  ①「短い数学」（単位量あたりの考え，比の利用）  

 ②「長い数学」（線形性）［教科書を使用せず，プリントを配布］  

「短い数学」の授業では，前時の宿題の答え合わせの後，教師が「単位量あたりの考え」

や「比の利用」に関する教科書の例題を順次とりあげながら，その説明を行っていた。ま

た，各例題に関する教師の説明に引き続いて，生徒たちは，教師が指定した教科書の練習

問題に取り組んでいた。練習問題に解答する際には，電卓も積極的に活用していた。参観
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した授業を担当していた教師へのインタビューによれば，高等学校においても教科書は重

要な役割を担っている，とのことであった。  

なお，フィンランドでは，小学校と中学校の教科書は学校から支給されるが，高等学校

の場合，生徒自身で教科書を購入することになる。そのため，一般の書店にも高等学校の

教科書のコーナーがあり，生徒は書店で教科書を購入するのが一般的になっている。  

「長い数学」の授業は「線形性」に関するものであり，大学の数学との接続を意識した

授業であった。この授業では大学初級の内容が取り扱われており，大学教員と共同で作成

した補助資料に基づいて授業が展開されていた。受講者数は 7 名であり，習熟度の高い生

徒が受講しているとのことであった。  

 

（３）その他 

WSOY 社では，インターネットを通じて，教科書の補助教材を配信している。インター

ネットを通じた補助教材には，様々な説明教材や追加の練習問題などが含まれる。児童・

生徒は，パスワードを入力することによって自由にアクセスすることが可能である。上述

の現地調査でも述べたように，教科書の説明や練習問題を補うために，インターネット教

材も積極的に活用されている。  

 

【注】 

1． WSOY 社発行の小学校用教科書「Laskutaito」（英語版）は，フィンランド語版教科書

「Laskutaito」を英語に翻訳したものであり，内容は同じである。 
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5．  Marjatta Koivisto, Merja Salonen, Ann-Mari Sintonen, Tuula Uus-Leponiemi & Risto Ilmavirta, 

Laskutaito in English 6A, WSOY, 2006. 

6．  Marjatta Koivisto, Merja Salonen, Ann-Mari Sintonen, Tuula Uus-Leponiemi & Risto Ilmavirta, 

Laskutaito in English 5B, WSOY, 2007. 

7．  Teuvo Laurinolli, Erkki Luoma-aho, Timo Sankilampi, Kirsi Talvitie & Outi Vähä-Vahe, 

Laskutaito 8, WSOY, 2007. 

8．  Teuvo Laurinolli, Erkki Luoma-aho, Timo Sankilampi, Riitta Selenius & Kirsi Talvitie, Laskutaito 

7, WSOY, 2008. 

 

（山口武志）  
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９．韓国  

 

（１）教科書の特徴 

韓国の教科書は，国（教育科学技術部）が定める教育課程に準拠しており，初等学校

の数学科教科書は，日本と異なり，教育科学技術部が著作権を有する「１種教科書」であ

り，1 種類である。中学校及び高等学校での数学科教科書は，民間の教科書会社が教育科

学技術部長官の検定を受けた「２種教科書」である。  

韓国では，2009 年度より中学校及び高等学校第７次改定教育課程による新しい教科書

が適用されるので，本稿では中学校及び高等学校に関しては第７次教育課程による教科書

を取り上げる。韓国の教科書の特徴は，生徒の習熟度に応じて多様な練習問題を取り入れ

ている点である。初等学校では，教科書とワークブックが併用されており，第７次改定教

育課程からは中学校以降でもワークブックが併用されることになっている。  

 

１）体様  

韓国の教科書の体様を，小・中・高等学校から 1 つずつ選び，下表に整理する。初等学

校は，「数学 1‐上」（2000 年，ソウル：天才教育社）を，中学校は「中学校数学 7‐

上」（2001 年，ソウル：斗山社），高等学校は「高等学校数学 10‐上」（2003 年，ソウ

ル：斗山社）を取り上げる。第７次教育課程では，中学校の検定教科書は 16 社，高等学校

の検定教科書は 12 社で，それらのうち斗山社は発行部数が多いものである。ちなみに，

2009 学年度から使用される第７次改定教育課程による検定教科書は，中学校で 27 社，高

等学校で 18 社に増えている。 

 

 小学校  中学校  高等学校  

判の大きさ  縦 257mm×横 187mm 縦 258mm×横 188mm 縦 258mm×横 188mm

厚さ，ページ数  120 ページ（1 年下） 131 ページ（9 年下） 224 ページ（10 年上）

重さ（紙）  約 275g 約 275g 約 275g 

カバーなどの体裁  ソフトカバー  ソフトカバー  ソフトカバー  

分冊  
1 年 2 学期で学期ご

とに 1 冊  

1 年 2 学期で学期ご

とに 1 冊  

1 年 2 学期で学期ご

とに 1 冊  

色刷り  4 色  2 色  2 色  

挿絵・図表の使い方  

写真は少ないが，挿

絵・図表は我が国と

同程度  

写真は少ないが，挿

絵・図表は我が国と

同程度  

写真は少ないが，挿

絵・図表は我が国と

同程度  

活字の大きさ  10.5pt 10.5pt. 10.5pt. 

価格  

教科書 620-800₩ 

（約40～50円）

ワークブック 630-840₩

（約40～50円）

1500₩（約90円）前後 3500₩（約210円）前後
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２）目次からみた教科書の構成  

ここでは，斗山社による中学校の教科書を例に述べる。中学校の教科書では，教育課

程の内容に沿って単元別に学習内容を決め，大単元・中単元・小単元の構成をとってい

る。例えば，中学校第 1 学年 1 学期の場合，「文字と式」の大単元には，「文字と式」，

「一次方程式」，「一次方程式の活用」の中単元がある。さらに，「文字と式」の中単元

には，「文字の使用」，「一次式の計算」の小単元がある。  

教科書の構成について，次のような特徴がある。  

○導入の部分  

－  大単元の導入の際，子どもの興味を持たせるよう，挿絵とともに，学習内容に関わ

る歴史的な事柄や身のまわりの生活素材を紹介している。  

－  中単元の導入の際，学習内容の意味理解を助けるよう，親しみのある文章，絵，漫

画などを示している。  

○小単元の本文  

－  探求型の質問：これから学習する内容を自ら発見し，探求できるようにする。  

－  例題と問題：例題で問題の解決過程を学び，例題と類似な問題で学習する内容を学

ぶ。  

－  例と参考：例で学習内容を具体的に適用してみる。参考で学習内容に対する補充説

明や注意すべき内容を確認する。  

－  発展・深化：子どもの学習能力によって自己主導的学習を促進する創意的な学習機

会を与える意味で深化内容を与える。  

○まとめ  

－  確認問題：学習内容を確認するための問題を通じて中単元の学習内容をまとめる。 

－  問題解決：大単元と関わる多様な問題を解決する。  

 

３）特定分野に関する教科書の記述  

 

①小・中学校の教科書の分析 

 

ア）速さの概念 

韓国では，日本と異なり，速さの内容は理科（科学）で取り扱われる。韓国では，物

理的概念として速さ（速力）を取り上げているのに対して，日本では，数学的概念である

割合の一つの場合（異種の二量の割合）として「人口密度」などとともに扱われる。 

ａ）目標と構成 

教科書名  科学，実験観察（科学ワークブック）（国定教科書）  

学年・ページ  第 5 学年 A，pp.33-44，  第 5 学年 A，pp.24-31 

章・節の名称 4．  物体の速さ  

目標（数学的概念，数学的能力） 1．  様々な物体の運動を観察し，速さを定性的に比較する。 

2．  物体が移動した距離とかかった時間を測定し，速さを

求める。  

構成（小項目名と主な内容） 1．  動いているものと動いていないものを探してみましょう。
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2．  オモチャ車で競争をしてみましょう。  

3．  様々な速さを比較してみましょう。  

4．  3 種競技をしてみましょう。  

5．  一定の時間間隔ごとに動いた距離を表してみましょう。 

6．  物体の速さと安全に対して調べてみましょう。  

ｂ）主な特徴 

この主題は物体の速さの比較と速さの測定で構成されている。「同じ距離を行くとき

にかかる時間」を比較したり，「同じ時間で移動した距離」を比較したりする活動を通じ

て速さの大きさを定性的に比較し，物体の速さを求めることが主な活動である。時間と動

いた距離の関係のなかで速さの概念を導入し，実生活で経験する物体の速さと関連付け速

さの大きさを感じるように展開する。  

また，動いている物体の動いた距離と時間を測定したあと，物体が動いた距離をかか

った時間で割り，物体の速さを分かることができることを指導する。この主題で色々な物

体の速さは単に「速い，遅い」という用語を使って比較する。  

「留意点」では，速さを計算して比較する活動をするときには，子どもが計算過程で

困難を感じないように簡単なケースの計算のみ含むとしている。  

 

イ）円の面積の公式 

日本では，円周率，円の面積，円柱の表面積や体積は異なる領域（量と測定，図形，

数量関係），異なる学年（第 5 学年，第 6 学年，中学校）で指導されるのに対して，韓国

では同一学年で首尾一貫して指導されている。  

ａ）目標と構成  

教科書名  数学，数学ワークブック（国定教科書）  

学年・ページ  第 6 学年 B，pp.61-76，  第 6 学年 B，pp.63-78 

章・節の名称  円と円柱  

目標（数学的概念，数学的能力） 1．  円周率と円の面積－円でその直径と円周の測定を通じ円周

率を理解し，円周と円の面積を求めることができる。 

2．  円柱の表面積と体積－円柱の表面積と体積を求めるこ

とができる。  

構成（小項目名と主な内容） 1．  円周と円周率を調べてみましょう。  

2．  円周を求めてみましょう。  

3．  円の面積を求めてみましょう。  

4．  円柱の表面積を求めてみましょう。  

5．  円柱の体積を求めてみましょう。  

ｂ）主な特徴 

直径に対する円周の比率として円周率を理解するようにする：丸い物体の円周を様々

な方法で測定し，円周と直径の比率を求める活動で円周率を理解するようにする。丸い物

体の円周を様々な方法で測定した結果をもとに円周率は一定であることを理解させ，円周

率の近似値として 3.14 を使うようにする。  
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具体的な操作活動を通じ円周と円の面積を求める方法を理解するようにし，円周と円

の面積を求めることができるようにする：直径と円周率を使って円周を求める方法を分か

るようにし，多様な円の円周を求めることができるようにする。円の面積は方眼紙上で円

をかかせ，その円のなかに入る方眼の数を数えさせるか，円に外接する正方形や内接する

正方形の関係を使って，概略的に調べるようにする。また，円を小さい扇形に切り貼りし

て長方形にする活動を通じ，円の面積を求める公式を理解させる。このような活動をもと

に円周と円の面積を求める公式を活用し，様々な円の円周と円の面積を求めることができ

るようにする。  

「学習・指導上の留意点」では，円の面積は具体的な操作活動を通じて多様な方法で

求めるように指導するとしている。  

「深化課程」として，円と円周率等に関わる生活のなかでの様々な問題を解決するよ

うにしている。  

 

ウ）文字（アルファベット）の導入 

文字の導入のあり方は日本と類似しているが，文字の表記の決まりに関する説明が詳

しく，また扱う文字式が多項式にまで及んでいる点で日本よりも進んでいる。 

ａ）目標と構成 

教科書名  数学 7‐上：斗山社教科書（検定）  

学年・ページ  第 7 学年 A，pp.94-135 

章・節の名称  Ⅲ . 文字と式  

1．文字と式  

①文字の使用  

②一次式の計算  

2．  一次方程式  

①等式  

②一次方程式の解き方  

3．  一次方程式の活用  

①一次方程式の活用  

目標（数学的概念，数学的能力） 1．  文字を使って式を簡潔に表すことができる。  

2．  式の値を求めることができる。  

3．  一次式の計算ができる。  

構成（小項目名と主な内容） 1．  文字の使用  

－文字を使った式を書くことができる。  

－文字を使った式をより簡単に表すことができる。  

－与えられた式の文字に数を入れて，その式の値を求め

ることができる。  

2．  一次式の計算  

－項の意味が分かる。  

－一次式と数の乗法，除法ができる。  
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－同類項の意味を知り，これを使って多項式を簡単にす

ることができる。  

ｂ）主な特徴 

生活周辺で観察できる数学的状況を文字を使った式で表すようにする：文字を使って

生活周辺で観察できる状況を式で表すようにする。式で表すときには乗法記号と除法記号

を省略した方が便利であることを分からせ，このような表現に馴染むようにする。  

乗法記号を省略するときには，次のようにできる。  

－数と文字の乗法では乗法記号を省略し，数を文字の前に書く。  

－文字と文字の乗法では乗法記号を省略する。  

－同じ文字の乗法は累乗で表す。  

－1 や－1 と文字の乗法では 1 を省略する。  

－0.1×a は 0.a ではなく，0.1a と書く。  

－括弧がある式と数，あるいは括弧がある式と文字の乗法では乗法記号×を省略し，

数は括弧の前に書く。  

除法記号÷は省略し，分数の形で表す。  

式の値を求めることができる。  

式の文字にある値を代入してその式の値を求めさせる：式の値を求めるときには文字

に代入する数を簡単に与え，複雑な計算にならないようにする。式の値を求めるには式に

対する意味を理解することをもっと強調しなければならない。  

一次式の加法と減法の原理を理解し，その計算ができる。  

多項式の意味を知り，多項式に関する用語の意味が分かる。  

－具体的な式を通じ，多項式，多項式の項，係数，常数項，次数等の意味が分かるよ

うにする。また，単項式は多項式の特殊なケースであることが分かる。  

(数)×(多項式)，(多項式)÷(数)を計算する。  

－分配法則を使って(数)×(多項式)を計算するようにし，(多項式)÷(数)は逆数を使

って計算するようにする。  

一次式の意味を知り，同類項を集め一次式の加法と減法をするようにする。  

－次数が 1 である多項式が一次式であることを知るようにする。同類項どうしの和あ

るいは差を求めるときには分配法則を使って各項の係数の和または差に文字を掛け

るようにする。一次式の加法と減法を上手にできるようにする。一次式の加法と減

法では一つの文字に関する一次式のみ扱う。生徒の水準により式の複雑さを調整

し，提示することも可能である。  

「学習・指導上の留意点」では，  

－多様な問題状況を通じ文字使用の必要性を分かるようにするとしている。  

－一次式の計算は一つの文字に関する一次式を扱い，一次方程式を解く際役に立つ程

度で扱うとしている。  

 

エ）三平方の定理の扱い 

内容の取り上げ方は基本的に日本と変わりはないが，生徒の習熟の程度に応じて，証

明を工夫したり，深化課程で三角形の角と辺の関係を扱っている点で異なっている。 
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ａ）目標と構成 

教科書名  数学 9‐下：斗山社教科書（検定）  

学年・ページ  第 9 学年 B，pp.26-55 

章・節の名称  Ⅱ . 三平方の定理  

1．  三平方の定理  

 ①三平方の定理  

2．  三平方の定理の活用  

 ①平面図形への活用  

3．  立体図形への活用  

目標（数学的概念，数学的能力） 1．  三平方の定理を知り，これを証明することができる。 

2．  三平方の定理を簡単な図形で活用できる。  

構成（小項目名と主な内容） 1．  三平方の定理  

－直角三角形の三辺の長さの関係を知る。  

－三平方の定理の逆を知る。  

－三角形の角の大きさと三辺の長さの関係を知る。（深

化課程）  

2．  三平方の定理の活用  

①平面図形への活用  

－座標平面上の二点の距離を求めることができる。  

－平面図形で長さと面積を求めることができる。  

3．  立体図形への活用  

－立体図形の長さ，面積，体積を求めることができる。 

ｂ）主な特徴 

三平方の定理を証明し，その逆を直観的に理解するようにする：直角三角形の三辺の

長さの間の関係を表す三平方の定理とその逆を理解するようにする。三平方の定理は可能

な簡単な方法で証明し，定理の意味を把握し，これを活用することに重点をおく。ただ

し，生徒の水準によっては証明方法や活用方法を異なるようにすることができる。三平方

定理の逆は証明なしで，問題状況を通じ簡単に扱うようにする。  

三平方の定理を使って平面図形での辺の長さと座標平面上での二点の距離，立体図形

での線分の長さを求めるようにする。  

「学習・指導上の留意点」では，  

－三平方の定理の証明は簡単に扱うようにし，活用に重点をおくようにしている。 

－三平方の定理の逆は証明なしで，問題状況を通じ簡単に扱うようにしている。  

 

②高等学校の教科書の分析 

韓国の高等学校数学では「国民共通基本教育課程」の 10 段階が高等学校第 1 学年まで

で適用される。高等学校第 2，3 学年では選択中心教育課程が導入される。選択中心教育

課程は，教養育成と実生活関連科目として「一般選択科目」と生徒の進路及び適性と素質

開発関連の「深化選択科目」に分かれる。  
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「一般選択科目」としては『実用数学』がある。『実用数学』は主に大学への進学を

中心としない生徒を対象に，諸外国の「消費者数学」のように実生活との関連を積極的に

取り扱う。「電卓とコンピュータ」「経済生活（銀行や保険）」「生活統計（世論調

査）」「生活問題解決（最適化問題）」などの実用的な側面を扱う。  

「深化選択科目」には『数学Ⅰ』『数学Ⅱ』『微分と積分』『確率と統計』『離散数

学』の 5 科目がある。『数学Ⅰ』『数学Ⅱ』『微分と積分』は互いに関連性をもっている

ので順次的に学習するようになっている。『確率と統計』は情報化社会で必要とする多様

な統計資料や情報を処理し，現象を理解できるように確率や統計の基本的な概念や原理を

扱う科目である。また，『離散数学』は実生活と関連した離散的な状況の問題を解決する

ために必要とする基本的な数学の概念や原理を学習する目的をもつ科目である。『確率と

統計』や『離散数学』は時代的な要求にあわせ，生徒に多様な選択科目を提供する試みと

して第７次教育課程ではじめて開設された。  

大学への進学を中心とする多くの高等学校の文系では『数学Ⅰ』までを扱い，理系で

は『数学Ⅰ』と『数学Ⅱ』そして『微分と積分』『確率と統計』『離散数学』のうち一つ

を選択するカリキュラムを編成している。  

 

４）教科書充実の工夫 

 

①内容とその扱いの特徴 

必要に応じて電卓やソフトウェア，インターネットを使って学習内容の確認・探求す

るようにガイドしている。また，基礎・基本的な内容が確実に習得されているかを評価す

るための問題（遂行評価問題）も設けている。  

 

②児童・生徒の多様性への配慮 

第７次教育課程では「国民共通基本教育課程」として 1 学年から 10 学年までを 10 段

階にし，各段階別二つの下位段階を設け，段階型水準別教育課程で構成されている。した

がって，生徒の習熟度に応じて多様な練習問題を工夫してある。また，教科書に「深化課

程」を設け，学習した数学的知識を実生活に活用するように工夫してある。なお，第７次

改定教育課程では，「深化課程」は削除された。その理由の一つとして，段階型水準別教

育課程は初期の意図のように機能しなかった点があげられる。第７次の段階型水準別教育

課程では，例えば 8 学年の生徒が 7 段階の補充型学習や 8 段階の深化型学習を行うことが

可能であったが，実際にはすべての生徒が学年に対応した段階の学習を行い，水準別授業

も明確にはなされなかったという反省がある。そこで，第７次改定教育課程では，授業に

おいて個々の生徒に応じた水準（補充型，基本型，深化・発展型）での学習を徹底するよ

う勧告している。これに応じて，個々の生徒の能力に対応可能な教科書が作成されてお

り，現地調査の項で示されるように，生徒の習熟度に応じたクラス編成が組織されてお

り，教科書とワークブックでは補充型や深化・発展型に対応する問題が一層充実してい

る。  

 

③実社会とのつながり 
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単元の導入の際，その単元の内容と実世界との関わりを物語，歴史，漫画等で紹介し

ている。本文でもテクノロジーを使って解決できるような実生活問題を扱っている。まと

めの前には，深化課程等で問題解決を通じ実世界とのつながりを工夫している。  

 

（２）現地調査の結果から  

 

１）調査の概要 

韓国における数学科教科書使用に関して教育活動におけるその位置付けや使用状況等

について現地調査を行うため，平成 20 年 11 月 2 日（日）から 5 日（水）まで釜山特別市

において授業視察並びに授業担当教員・学校関係者から聞き取り調査を行った。現地調査

にあたって，金富充教授（釜山大学校師範大学学長）に，訪問学校や聞き取り対象者の選

定と紹介において全面的な協力を得た。  

訪問校，教師名，担当学年，学校に関する基本情報は以下の通りである。  

 

学校名  教師名  学年  学校及び授業の性格・位置付け  

富與初等学校  崔粉南  

梁奎模  

小 1 

小 6 

ヘウンデ区の中心地に 10 年前の 1998 年に開校。児童の家

庭は社会的なステータスが高い。児童数は 1724 名，学級数

は 53 で，教員数は 66 名（男性 11 名）で，各学年は 8～10

学級。学級数が 43 以上を大規模校とみなし，教頭が 2 名と

なる。釜山市の初等学校の 1 学級の平均児童数が 24～27 名

であるのに対して，本校は 1 学級約 31 名である。参観した

授業は，教科書準拠の学習指導案に基づく授業であった。 

余明中学校  金利彦  中 3 トンゲ教育区に，1984 年に開校した公立の男子校であ

る。釜山市では，70％が男女共学であるが，近年は生徒指

導や保護者の希望により別学の学校が増える傾向にある。

高等学校では共学が 20％くらいである。生徒数は 1071

名，学級数は 29 で，規模の大きな学校。教員数は 66 名

（男性 11 名）である。本校は教育区の予算で「数学博物

館」を開設し，土日等に児童・生徒に開放している。  

金谷高等学校  徐銀兒  高 1 本校は，2002 年に開校した男女共学の公立高等学校で

ある。各学年 10 クラスの規模の大きい学校である。大学

の「随時入試」の実績に関して公立学校では韓国で第一位

である。その背景に，数学の深化課程でグループ活動を組

織し，ポートフォリオ評価を実施していること，また，本

校の数学科の教師が独自に編集したワークブックを副教材

として使用し，水準別授業をバランス良く実施しているこ

とがあげられる。  

 

初等学校の教科書は国定（１種教科書）で，第 1 学年のみが第７次改定教育課程によ

るものである。執筆者は，教育人的資源部（現在の教育科学技術部）が編成する作成委員
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会（大学の教員と初等学校の教員からなる）である。小学校では，既に第７次教育課程よ

り，教科書とワークブックの 2 冊がセットになっている。  

中学校は，第７次改定教育課程より，初等学校と同じく教科書とワークブックの 2 冊

がセットになっているが，まだ第 1 学年のみである。しかし，教科書とワークブックは，

同じ会社のものではなく，自由に組むことができるとのことである。高等学校は次年度か

らである。現在の高等学校では，教科書に深化問題だけがあり，補充問題は含まれていな

い。  

 

２）授業視察 

 

①富與初等学校 

参観した授業は，第 1 学年が 1 年 7 組（28 名）で，内容は「10 になる足し算と 10 か

らの引き算」，第 6 学年は 6 年 5 組（34 名）で内容は「円周と円周率」であった。この

ように，この学校では，学級担任がその学級で授業をしている。教師は，学習指導案を準

備し，それに基づいて授業を行った。指導案には，教科書とワークブックの対応するペー

ジが示されており，授業が教科書を基本としていることが窺われる。  

第 1 学年の数学の授業では，「10 からある数を引く」問題が取り上げられた。まず，

オルガンで歌を斉唱した後に授業が始まった。最初の問題場面は，「あめが 10 個あっ

て，なん個か食べたら 6 個のこりました。」というもので，それを，卵のケースに入った

ボール，ブロック，紙の升目，数直線，数の式で表して考えるものであった。一人ひとり

に教具とワークシートが与えられており，机の上に教科書は置かれていない。授業形態は

一斉授業で，教師が一連の活動を指示しながら，順番に問題が取り上げられていく。黒板

の左にある大型の液晶画面は，釜山のすべての学校に整備されており，児童のワークシー

トの活動を投影機で映し出す際に使用されていた。本時の課題に関するワークシートを仕

上げた後，授業の最後に，教科書とセットのワークブックを使用して，類似の問題を自力

で解いていた。ワークブックの使用時間は 5 分程度であった。授業後，児童は教室の後方

にある個人ロッカーに教科書やワークシートを収納していた。  

 

②余明中学校 

参観した授業は，第 3 学年で，指導内容は「二円の位置関係」であった。この内容

は，第７次改定教育課程で高等学校第 1 学年から中学校第 1 学年への移行がなされ，移行

措置のための授業であった。この点で，参観した授業は日常的な数学の授業であるとはい

えないと思われる。実際，教科書の内容はこの時点ですでにすべて終了しているとのこと

であった。そのため，この授業では教科書は使用されていなかったが，生徒の中には教科

書を机上に閉じたままで置いている者もいた。通常は，教科書を基本として，ワークシー

トを並行して使用している。  

この学校では，教科担任が学級教室で授業をしていた。授業を参観した教師は，これ

まで 22 年間すべて男子校で教鞭を取っている。授業形態は一斉授業で，生徒を指名しな

がら黒板に二円の位置関係を書かせながら，場合分けを行っていた。日本の中学校でもあ

りがちであるが，生徒は自発的に挙手をして発言することはまれであり，生徒が授業に参
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加するように支援することに教師は苦労しているようであった。参観した授業は移行措置

に対応する内容であったが，通常の授業では，生徒は塾で授業内容を先取りして理解して

いるので，授業に対して真面目に取り組まないことが多いとのことであった。そのため，

教科書通りの内容で授業をすると生徒は集中しないので，ワークシートなどに工夫した内

容を取り入れて指導することが多い。  

授業の中盤で，教師は，ワークシートを配布し，生徒に二円の位置関係の関係を中心

間の距離と二円の半径を用いた式表示をさせるとともに，教室に備えられている大型の液

晶画面で，GSP（スケッチパッド）を使用して二円の位置関係を示してみせた。このよう

に，参観した他の授業においてもそうであったが，授業でテクノロジーを利用することは

通常のようであった。 

 

③金谷高等学校 

本校では，数学科の教師が独自に編集したワークブック「Step by Step」を副教材とし

て使用している。この副教材は，無償給与で，校費で賄われている。釜山市から「学力向

上プロジェクト」として 3000 万ウォン（約 180 万円）が支給されている。  

週 5 時間の数学の授業で 3 時間は教科書を，2 時間はこの副教材を使用して，水準別

（補充，基本，深化）の授業をしている。そのために，3/5 の時間で数学のカリキュラム

をカバーしているが，普通の高等学校では数学が 4 時間であるので，少しスピードが速い

だけである。教科書は，基本の説明，例題，練習問題で構成されているが，練習問題は水

準別に分かれていない点が問題であり，その問題をこの副教材は改善している。本校の水

準別授業は，深化クラスが 1，補充クラスが 1，基本クラスが 3 の 5 つのクラスに分けら

れている。  

韓国では，水準別授業を推進している他の高等学校もあるが，そこではすべての授業

が水準別であり，また補助教材などを作成していない。本校は，全ての生徒が 3 時間の共

通の授業を受けている点に特色がある。「同じ進度，別水準」というのが本校の特徴であ

る。他の学校では，生徒は塾で水準の差を補わなければいけないが，本校ではそのような

必要がない。韓国では生徒の評価に関して 2 種類の評価：「定期テスト」と「遂行評価」

を行っている。前者は教科書から，後者はワークブックから，7 対 3 の割合で行ってい

る。特に，「遂行評価」では，生徒が解く問題を選択することができ，選択によって得点

に差をつけているのも本校の特色である。  

副教材の使用については，現在，学校運営委員会で認められれば使用してよいことに

なっている。副教材の使用が問題になったのは，商業的な問題集にかかる費用に関してで

あったが，本校では無償なので，そのような問題は生じない。但し，放課後の自律学習で

は，学校運営委員会で認められた商業的な副教材を使用している。  

学校は，男女共学と言われていたが，授業は別学であった。1 年では理系・文系の区別

なく，男子クラス 5，女子クラス 5 で，それぞれで補充，基本，深化クラスに分ける。2

年以降は，人文，社会，自然に希望に応じて分けられる。生徒は，自分の水準に応じて，

「数学教室」に移動して授業を受ける。  

参観したクラスは 1 年の男子クラスで，「深化クラス」は黒板に「92 ページ～93 ペー

ジをしなさい」と書かれてあり，生徒は「Step by Step」の問題を自力解決し，教師は机
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間巡視をしていた。「基本クラス」では，分数関数の値とそのグラフについて，教師が講

義形式で説明を行っていた。ここでは，教師が「深化」から問題を選んで，それを生徒に

説明していた。扱っている内容は，深化クラスとは異なっていた。5 時間の数学の共通の

3 時間では共通の内容を学ぶが，水準別になるとワークブックでも差が出てしまうという

ことであった。「補充クラス」は，1 クラスをさらに 2 つに分けて授業を行っている。こ

のクラスでは，無理関数のグラフの特徴について，教師がマイクを使って講義をしてい

た。生徒は，真面目に教師の説明を聞き，ノートを取っていた。黒板，ホワイトボード，

プロジェクターを用いながら，丁寧に説明していた。また，机間巡視を行い，個々の生徒

の活動に支援を与えていた。基本的には，ワークブックの内容を扱うが，今回は，教科書

の基本的な内容について生徒の理解が不足しているため，教師が自分で作成したワークシ

ートを用いて，教科書で学んだ基本的な概念を再度説明していた。  
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10．中国 

 

中国では国が教育課程を定め，小中学校に「九年一貫教育」及び「学段」という学習段

階を導入している。第 1～3 学年を「第一学習段階」と，第 4～6 学年を「第二学習段階」

と，そして，第 7～9 学年を「第三学習段階」とし，学年別ではなく学習段階別に数学の内

容標準（スタンダード，筆者注・以下同様）を設けている。なお，教育課程を規定するも

のは，小中学校の「全日制義務教育課程標準」（2005 年から実施，以下課程標準と略す）

と，高等学校普通科の「普通高中課程標準」（実験中，現行は教学大綱）である。 

教科書は民間が検定制度に基づいてそれを作成し，「全国中小学教材審定委員会」によ

る検定に合格したものが供給される。小中高で使用する「課程標準」準拠算数・数学科の

教科書を，算数科用が 6 社，中学校数学科用が 9 社，普通高等学校数学科用が 5 社（内人

民教育出版社から A 版と B 版の 2 セットを作成している）それぞれ制作・供給している 1。 

教科書の採択は基本的に省または自治区の教育行政機関である教育庁が「選定委員会」

の結論を受けてその地域で使用するものを決定する。北京市など直轄市（政令指定都市に

相当）の場合，区などの教育行政機関が決定する。  

本調査では人民教育出版社が制作・供給している「義務教育課程標準実験教科書数学一

年級上～同六年級下」（小学校段階用 1 学年上と下の 2 分冊計 12 冊，2007 年～2008 年版），

「義務教育課程標準実験教科書数学七年級上～同九年級下」（中学校段階用 1 学年上と下の

2 分冊計 6 冊，2007 年～2008 年版）及び「普通高中課程標準実験教科書数学①～数学⑤」

（必修 B 版 5 冊，2004 年～2006 年版），「普通高中課程標準実験教科書数学選修 1-1～数学

選修 4-9」（選択必修または選択 B 版， 2008 年 10 月現在計 20 冊，2005 年～2006 年版）2

を用いることとする。  

 

（１）教科書の特徴 

 

１）体様  

小学校用が A5 判で，中学校用が B5 判，高校用が A4 判でそれぞれ作製されている。小

中学校用が基本的にカラーとなっており，高校用が 2 色刷りである（黒と青，赤，黄，紫

などからの 1 色）。価額は小中高用のすべては裏表紙などに掲載している。小学校用が 5

元（約 65 円）前後，中学校用及び高校用が 10 元（約 130 円）前後である。ただし，小中

学校用の場合，カラー刷りと内容が同じであるものを黒の 1 色で作製されたり，繁体字で

作製されたりするものもある。教科書が有償であることなどから考えると，保護者の負担

軽減をはかろうとすること（価額は黒 1 色のものがカラーのもののおよそ半分くらい）や，

香港またはマカオでの使用を視野に入れていることなどがあるからと推測できる。  

小中高用のすべてがソフトカバーであり，活字の大きさは，本文に限ってみると，小学

校第 1～3 学年用がおよそ 16 ポイント，同第 4 学年用がおよそ 14 ポイント，同第 5～6 学

年用がおよそ 12 ポイント，中学校用のすべてがおよそ 12 ポイント，高校用のすべてがお

よそ 11 ポイントである。また，本文の部分には中性紙程度の紙を使用しており，ページ数

及び重さは，分冊によって相違があるが，小学校用が 110～130 ページと 149～176g，中学
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校用が 145～180 ページと 279～355g，高校必修（2 単位分。選択の場合，2 単位分と 1 単

位分の 2 種類がある）用がおよそ 130～170 ページと 350g 前後である。挿絵や図表の使用

頻度は小中高の順で高中低となっている。  

物理的な厚さでは，小学校用は約 5mm，中学校用と高校用は 5～9mm である。但し，小

学校及び中学校の最終学年の下冊はどちらも薄くなっており，内容の 3 割～4 割に当たる

部分は「総復習」となる。卒業試験の準備等がその学年の下半期の大きな目標だからである。 

 

２）目次からみた教科書の構成  

 

①全体的な特徴  

まず小中高を通していえることを 1 つ挙げる。即ち，どの分冊の最初にも「編集者の話」，

または「学習者へのことば」，あるいは「学習者への手紙」という前書きがあり，編集方針

や理念を説明し学習の案内をすると同時に，数学のよさ・美しさ・有用性などを謳え，学

習者自らの成長や日々の生活及び今後の学習生活などに数学が如何に重要であるかを聞か

せている。  

小中学校は九年一貫教育を実施し，算数・数学科には「数と代数」，「空間と図形」，「統

計と確率」及び「実践と綜合応用」の 4 領域を設けている。高校は必修 10 単位分を 5 分冊

にまとめている。それぞれの構成は次の通りである。  

 

②章・節構成の特徴 

小学校算数科用教科書の場合，章が短く節が少なく設定されている。1 つの節には学習

の場面が 1 ページ全体スペースの２分の１から３分の２くらいを占め，残りのスペースで

は「做一做」（やってみましょう）という確かめの部分となる。この次に，練習問題約 1

ページ分があって，さらに，獲得した知識を現実的な問題場面に適用するなどという実践

活動または綜合応用に相当する部分の約 2 ページ分が続く。最後にこの節の練習問題を 2

～3 ページ載せている。  

練習問題が多いというのは中学校用または高校用も同様である。中国の教育現場に昔か

ら「精講多練」（講義する＝教える部分を少なめな精華ばかりにして練習を多めにする）と

いう考えを珍重され，そのため昔から練習問題を多く用意されてきている。  

中学校数学科用教科書の場合，1 冊に章を 4～6 個設けている。1 つの章に節を 2～4 個

設けている。章の扉が導入の場面の提示に利用されるが，各節では簡単な導入があってす

ぐ概念の定義に入るくらい。例題で新しい概念の適用を経て，「探究」という部分に入って，

新しい概念の性質を調べたり，例題等によってその性質を問題の解決に用いたりする。さ

らに，行った探究活動に疑問を投げかけるなどの活動としての「思考」が続き，まとめた

り新しい概念についての理解を深めたり，例題等を用いて確かめたりする。思考活動の次

に節の練習問題を約 2 ページ載せている。節の練習問題は 3 つの部分から構成され，復習

定着用，総合運用用及び発展探究用の 3 つである。章末に，トピック 1 ページ，数学活動

1 ページ，章のまとめ約 1 ページ，復習用練習問題約 2 ページ（節の練習問題と同様 3 つ

の部分から構成される）が載せられている。  

高校数学科必修用教科書の場合，練習問題は A と B で構成されること，章末に数学活動



Ⅲ．算数・数学の教科書 

175 

がないことの他，中学校用と似ている。  

 

３）特定分野に関する教科書の記述  

 

①小・中学校の教科書の分析 

 

ア）速さの概念 

ａ）目標と構成 

教科書名  義務教育課程標準実験教科書 数学  

シリーズ番号（学年・頁）  四年級上冊（第 4 学年上半期用）pp.45-63 

章・節の名称  第 3 章 二位数と三位数の乗法  

目標（数学的概念，数学的能力） 乗法の学習に具体的な場面として扱い，速さ及び時間と

道のりの相互関係を理解し，公式 速度×時間＝距離を用い

て計算できるようにすること。  

構成（小項目名と主な内容）  章の扉に章の名称の他，移動している馬車・自転車・自

動車・電車・高速電車（新幹線）・飛行機の絵や写真（各々

の下にその速さが表示されている）を載せ，全体の下に「他

の何かの乗り物の速さが知っていますか？」と問いかけて

いる。  

乗法の学習は暗算によるものと筆算によるものの 2 つに

分けて展開され，前者に二位数や三位数と一位数の乗法，

後者に通常の二位数と三位数の乗法となっている。  

「李おじさんがある都市から汽車に乗って北京に行った

が，汽車は 1 時間 145km の速さで進み，12 時間後に北京に

到着した。この都市から北京までの距離はいくらでしょう

か？」の場面で筆算による乗法の学習を展開した。この場

面に含まれる乗法の実現に概算（145 を 150 とする），電卓

及び筆算の 3 つの方法を提示している。  

練習問題 13 題を挟んで，名称と表記を含めて速さ（速度）

の概念を導入し，速さ，時間及び道のりの関係をまとめる公

式まで展開した。なお，時速の他，分速も扱った。さらに，

その後の練習の中で音速を例にして秒速まで扱った。 

ｂ）主な特徴 

速さの本格的な導入は上記の通り第 4 学年の上半期であるが，その基礎作りが第 2 学年

の下半期から始まった。例えば，  

二年級下冊 p.71，章「万以下の数の認識」の節「千以下の数の認識」の練習に「飛行機

が毎秒およそ 250m を飛ぶ」を読ませる場面，  

三年級上冊 p.9，章「測定（長さと重さ）」の節「キロメートルの認識」の練習に「移動

手段（歩行，飛行機，自転車，自動車の 4 つ）と 1 時間移動できる距離（15km，800km，

4km，80km）を結びつかせる」場面，  
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三年級下冊p.33，「三位数割る一位数」の練習に，「聖火リレーの日速を求める」場面，  

 同  p.40，「統計」の練習で 5 種類の動物（猫，豹，ライオン，象，馬）の時速の

確認とその比較の場面，  

 同  p.61，「二位数と二位数の乗法」の練習に，三種類の動物（鯨，カンガルー，

豹）の秒速から移動した距離を求める場面などなど。  

また，導入後もそれをいかす学習や，それについての練習は第 6 学年まで絶やさないこ

とは大きな特徴として挙げられる。例えば，  

四年級下冊，「四則演算」に練習問題 2 問（場面＝スキー，高速道路を走行する自動車）， 

 同  「小数の加法と減法」に 2 場面（自由落下物体，400m リレー）など，  

第 5 学年，「小数の乗法」に 3 場面（ダチョウとリカオン，登校，自転車と歩行），  

 同  「小数の除法」に 7 場面（汽車，稲妻，光速及び地球と月との距離，ジョギ

ング，ジャンプする蛙，山登り，蜘蛛と亀と蝸牛），  

 同  「循環小数」に 6 場面（400m 走，汽車，地球・赤道と飛行機，バスとトラ

ック，燕と鳩，駅伝），  

 同  「一次方程式」に 4 場面（自転車，豹と象，太陽系の星の移動，学校から 2

人の帰宅）など，  

第 6 学年，「分数の乗法」に 7 場面（蜂鳥の飛行，山の成長，牛朗星と織女星＝アルタ

イルとベガの移動，血液の流れ，ラジコン飛行機，リニアモーターカー，烏

賊の泳ぎ），  

 同  「分数の除法」に 3 場面（競歩，ジョギング，人工衛星と宇宙ロケット），  

 同  「比と比の応用」に 2 場面（宇宙飛行船，ライオンと豹）などなど。  

 

イ）円の面積の公式 

ａ）目標と構成  

教科書名  義務教育課程標準実験教科書 数学  

シリーズ番号（学年・頁）  六年級上冊（第 6 学年上半期用）pp.67-76 

章・節の名称  第 4 章（円）の第 3 節 円の面積  

目標（数学的概念，数学的能力） 円の面積を求める公式の導き方を理解し，円の面積等の

計算にその公式を使用できるようにすること。  

構成（小項目名と主な内容）  章の扉から一貫してある公園にある円形の花壇と円形の

噴水池を使用している。  

「円形」の面積をどのようにすれば求められるか，「円形」

を計算のできる形に変形できるかという問いかけから節が

始まり，「ボール紙に円を描いて，それを偶数個分に等分し

切り放してから並べてみる」という実験を提示する。挿絵に

ボール紙の作業をする者の他，コンピュータの画面上でこの

実験を行っているものも映している。切り方によって平行四

辺形に近い結果や長方形に近い結果になっている。ここから

円の面積の求め方を公式にまとめる。 
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なお，円周率の近似値としては 3.14 を使用し，また，第

4 学年及び第 5 学年で既に文字の使用を学習したので，円の

直径や半径及び円周率と面積などそれらのすべてを文字に

よる表記をしている。  

ｂ）主な特徴 

求め方の利用または活用として，様々な関連する図形の問題の他，実際的な場面を多く

取り入れている。例えば，CD や DVD ディスクの面積，円形テーブルの面積，円形の島の

面積，丸太の断面の面積，（陸上競技用）トラックの設計，畑に噴霧器の設置，（モンゴル

の住まいである）ゲルなど。また，最初に行った実験に関連して「極限」の観念をしみこ

ませること。  

 

ウ）文字（アルファベット）の導入 

ａ）目標と構成 

教科書名  義務教育課程標準実験教科書 数学  

シリーズ番号（学年・頁）  四年級下冊（第 4 学年下半期用）pp.27-49 

五年級上冊（第 5 学年上半期用）pp.44-78 

七年級上冊（第 7 学年＝中学校第 1 学年用）pp.53-77 

章・節の名称  第 3 章  計算法則と計算の工夫  

第 4 章  簡単な一元一次方程式  

第 2 章  整式の加法と減法  

目標（数学的概念，数学的能力） 第 4 学年では「文字で数を表すことがある」ことを知っ

てもらうこと。  

第 5 学年では簡単な一元一次方程式の学習の基礎作りと

して，極簡単な単項式（２次まで）と一次多項式を扱うこ

とができるようにすること。  

第 7 学年では単項式，多項式及びその上位概念としての

整式の意味を理解し，３次までの整式の加法と減法ができ

るようにすること。  

構成（小項目名と主な内容）  ３段構えで文字を導入し，文字式学習のスムーズな進行

をはかろうとしている。  

第 4 学年では，四則演算のまとめにおいて，加法及び乗法

の交換法則と加法に対する乗法の分配法則の表記に文字の使

用を導入する。方法としては，言葉の式による表記，△・☆

の式による表記及び文字の式による表記などを学習者の発言

の形で登場させる。なお，加法と乗法の交換法則はそれぞれ

第 1 学年と第 2 学年で学習済みである。 

第 5 学年では，1 回の移項（移項の表現を使わない。直接

両辺に同じ数を足したりまたは両辺から同じ数を直接引い

たりすること）で bax  に変形できる程度の一元一次方程
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式の学習のために，累乗を含めて二次の単項式と一次の多

項式を実際の場面から導入し，乗法の記号×を・で略記した

り省略したり，指数を用いて累乗を表現したりするなど式

の扱いを中心に据えている。なお，方程式を解くには基本

的に逆演算を利用している。  

第 7 学年では，整式の加法と減法の学習に入る前に，文

字式に関するこれまでの学習を踏まえ，単項式，多項式及

び整式の概念を本格的に導入する。この学習は概念の形成

及びその意味理解が重要な目標とされ，学習活動が係数及

び次数を含め単項式の概念の導入から始め，次第に多項式

→多項式の項→定数項→多項式の次数の導入に展開され，

最後に単項式と多項式をまとめて整式の概念の導入に収束

していく。  

なお，この学習は有理数の学習の次に行われる。また，

その後の整式の加法と減法は三次までという比較的複雑な

多項式の程度のものも含まれる。  

ｂ）主な特徴 

比較的早い時期において「知ること」から始まって，簡単な式変形についての操作（式

の扱い）を経由し数学的な概念の形成に発展していくという流れが参考の価値がある。ま

た，上記第 7 学年の他，第 8 学年の「整式の乗法と除法及び因数分解」（八年級上冊第 15

章，pp.141-176），「分数式」（八年級下冊第 16 章，pp.2-43，この学習は次の第 17 章反比例

関数に直接つながっている），そして，第 9 学年の「二次根式（二次無理式，   など平

方根や立方根は第 8 学年で学習済み）」（九年級上冊 pp.2-27）までに，中学校段階における

文字式についての学習は続いており，この学習がかなり重要視されていると考えられる。 

 

エ）三平方の定理の扱い 

ａ）目標と構成 

教科書名  義務教育課程標準実験教科書 数学  

シリーズ番号（学年・頁）  八年級下冊（第 8 学年＝中学校第 2 学年下半期用，pp.70-89）

章・節の名称  第 18 章 勾股定理  

目標（数学的概念，数学的能力） 直角三角形における 3 辺の関係について成立つ三平方の

定理及びその逆定理を理解し，それらを様々な実際問題の

解決や直角三角形の判定などに用いることができるように

すること。  

構成（小項目名と主な内容）  「三平方の定理」，「三平方の定理の逆定理」及び「数学

活動」の 3 つの節で章が構成される。  

「三平方の定理」での学習はピタゴラスが友人の家の床

に敷いているタイルに対する観察から展開している。直角

二等辺三角形のタイルで正方形等の模様がつくられ，1 つの

3 2,2　
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ｂ）主な特徴 

三平方の定理の学習を二次無理式，相似及び円についての学習の前に据えているので，

これらの学習にとても役に立つ道具としていかされると考えられる。また，学習の展開及

びその後にある練習問題等はほとんど現実的な場面である（上記の他，家作り，湖の測定，

金属部品の加工，電信柱，水草の高さ，航海などなど）。  

 

以上のように「円の面積の公式」及び「三平方の定理」の扱いは日本の教科書とほぼ同

三角形の 3 辺をそれぞれ 1 辺とする正方形の面積の大きさ

には，2 直角辺にかかわる 2 つの面積の和が斜辺にかかわる

1 つの面積に等しいという。つまり，特殊なケースからの導

入である。  

次に方眼紙においてより一般的な直角三角形についての探

究活動を経て，『周髀算経』に記載している「趙爽弦図」と

いう図及び関連する証明方法による証明に展開する。 

その後，直角三角形の辺の長さにかかわる実際問題 2 題

への適用を経て，数直線に 191から までの平方根の表記に

三平方の定理を適用して節を終える。なお，単元の練習問

題の次にトピックス（選択）として上記と異なる証明方法 3

つを提示している。  

「三平方の定理の逆定理」での学習は，まず，3 辺の長さ

が 3，4，5 であれば直角三角形が描けることから展開し，

命題として一旦逆定理をまとめてから証明に入る。証明は

実際「探究」という活動で行われ（直角三角形の合同を利

用），それから実際問題の解決に同逆定理を適用する。  

「数学活動」での学習は 2 つある。1 つは文献等を講読し

他の証明方法を見つけて，それについてのレポートをまと

めること。もう 1 つは工夫して揚がっている凧の高さを求

める活動であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趙爽弦図を用いる証明（朱実と黄

実の和は 1 辺が c の正方形の面積に

等しい）  
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じであるが，「速さの概念」及び「文字の導入」の扱いは時間を多く掛けていること，ゆっ

くりと展開することなどの面において，日本の教科書での扱いとの相違が明確的である。 

 

②高等学校の教科書の分析  

数学科の教科書は必修用 5 分冊と選択用 21 分冊，全部で 26 分冊がある。  

必修の 10 単位分（1 単位が 18 時間）を数学①～数学⑤との 5 分冊にまとめており，1

つに 2 単位分（36 時間）の内容で構成される。具体的には，次の通りである。  

数学①：集合，関数の概念，基本的な初等関数Ⅰ（指数・対数・冪関数）。  

数学②：立体幾何入門，平面解析幾何入門。  

数学③：アルゴリズム入門，統計，確率。  

数学④：基本的な初等関数Ⅱ（三角関数），平面ベクトル，加法定理。  

数学⑤：加法定理等の応用（解三角形），数列，不等式。  

選択部分に 4 つの系列があって，系列 1 にモジュール 2 つ，系列 2 にモジュール 3 つが

あり，1 つのモジュールに 2 単位分の内容で構成され，1 分冊として作られている。系列 3

と系列 4 はそれぞれ 6 つと 10 個のトピックで構成され，1 つのトピックに 1 単位分の内容

が含まれ，1 分冊として作られている。具体的には，次の通りである。  

選択系列 1（1 冊 2 単位分の 2 分冊あり）  

選修 1-1：  常用論理用語，円錐曲線とその方程式，

導関数とその応用。  

選修 1-2：  統計案例，推理と証明，数の拡張と複

素数，流れ図。  

選択系列 2（1 冊 2 単位分の 3 分冊あり）  

選修 2-1：  常用論理用語，円錐曲線とその方程式，

空間ベクトルと立体幾何。  

選修 2-2：  導関数とその応用，推理と証明，数の

拡張と複素数。  

選修 2-3：  計数原理，統計案例，確率。  

選択系列 3（1 冊 1 単位分の 6 分冊あり）  

選修 3-1～3-6 の題目は次の通りである。  

数学史，情報セキュリティと暗号理論，

球面幾何，対称と群，オイラー公式と閉曲

面の分類，角の三等分と数域の拡張。  

選択系列 4（1 冊 1 単位分の 10 分冊あり）  

選修 4-1～4-10 の題目は次の通りである。  

幾何における証明，行列と変換，数列と差分，座標系とパラメータ方程式，不

等式，初等整数論入門，最適化と試験設計入門，OR とグラフ理論，リスクと意

思決定，スイッチ回路とブルー代数。  

 

４）教科書充実の工夫  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リスクと意思決定分冊の表紙 
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①内容とその扱いの特徴 

小学校用の場合，挿絵やストーリーを多く使用することが大きな特徴といえよう。そも

そも第 1 学年から第 6 学年までの 6 年間の間，「学習者が常に数学王国（数学楽園）で様々

な活動をし，役に立つ道具を多く手に入れ，それらによって自らますます賢く成長してい

く」という設定であった。  

また，小学校用の場合，漢字の代わりに絵または絵文字を使用する箇所は数多く見られる。 

様々なストーリーの使用によって算数・数学科の学習を通して「人間形成」という大き

な目標の実現を狙っている。これは中国の学校数学の特徴の 1 つである。具体的には例え

ば，三平方の定理を用いて揚がっている凧の高さを考えるという場面では，「友人Ａと友人

Ｂの 2 人が凧揚げをしている。2 人が揚がっている凧の高さを知りたいが，あなたはこの 2

人を手伝うことができるか」（人助けを聞かせる）という設定であった。  

さらに，一部分の内容について，時間を多くかけてその習得を狙っていることは小中学

校用に共通している特徴といえ，例えば本稿で取扱っている「速さ」や「文字の導入」な

どはそれに当たる。  

一方，具体的な内容の扱いの特徴は数多く見られるが，小学校における乗法の導入と高

校における関数の扱いを例にしてみよう。  

乗法の学習は第 2 学年上半期に九九に伴って始まる。1

つ前の教育課程から，「一部分の学習者が被乗数と乗数の

区別に難儀を感じる」，「中学校に入ったら被乗数も乗数

も因数として扱う」などの理由で，被乗数と乗数の区別

をなくし，最初から因数として扱うこととした（右の絵

参照）。これについて現場の授業等を観察したことがある。

この処理は数計算の場合大きな差支えがないかもしれな

いが，量の扱いではやはり不具合があって，教師たちの

丁寧な対応によって乗り越えているところである。  

高校では集合の対応関係として関数を扱っている。こ

のための準備か定かではないが，小学校の低学年から集

合の考えが常に多くの場面に使われている。  

 

②児童・生徒の多様性への配慮 

小学校用ではそれほど明確に見えてこないが，中学校用や高校必修用では練習問題など

において明らかに得意な者とそうでない者のために用意がされている。  

一方高校選択履修用の場合，将来「文科系に進むもの」，「理科系に進むもの」及び「数

学により興味のあるもの」という 3 つの設定の下で，上記（１）の３）の②で示される 4

つの系列計 21 分冊を作成することとなっている（まだ供給されていないものが 1 冊ある）。

系列 1 は人文系，系列 2 は理工系へ進むもののためにそれぞれ設置され，また，系列 3 と

系列 4 は数学に更なる興味をもつもののために設置されるものである。履修の形態も 16

単位から 24 単位くらいまでと想定している。このように，必修の充実に進路の多様化への

対応を加えている。  

 

二年級上冊 p.47 

乗法を最初から  

因数×因数＝積 で学習する  
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③実社会とのつながり 

小学校用から高校用まで実世界の様々な場面を非常に多く使用している（上記（１）の

３）を参照）。  

 

（２）現地調査の結果から 

 以下に示す 3 校は北京市にある国立または公立の学校であり，いずれも中国では超一流

の学校である。 

 

１）小学校（北京師範大学附属実験小学，第 3 学年） 

 

①教師にとっての教科書 

人民教育出版社からの教科書を使用している。主要教材として使用し，教科書で教えて

いる。学習者の実態に合わせて内容の調整（作り直す・補充など）を行い，今まで使用し

たものを参考にしている。課程標準に準拠するものであるので，教師個人はその内容の取

捨選択ができない。教師用指導書及び補助教材を使用する。但し，補助教材を作成する業

者は認可制 3 で，教科書を作成するものでなければ認可されないのが普通である。この点

に関して中学校用と高校用の場合も同様である。したがって，授業で使用している教科書

と同じ出版社からの補助教材を使用するのは普通である。  

教科書にある練習問題を授業中の確かめ及び放課後の宿題に使用する。宿題は 1 日 30

分以内に完成できる分量にしている。  

教科書について，「わかりやすく簡潔にまとめられ，生き生きした事例を多く入れてほ

しい。あまり厚くないものがよい」という要望がある。  

  

②学習者にとっての教科書 

補助教材と一緒に机に出して，教師の指示

にしたがって交互に使用したりしている。鞄

に入れて登下校のとき持ち歩いている。学区

制なので基本的に徒歩で登下校するが，学区

外からも大勢来ている。学区外からの学習者

は公共交通機関を利用する他，マイカーで送

り迎えされているのも少なくない。鞄は普通

リュックタイプを使用するが，小さなソフト

キャリーケースを使っている児童も少しいる。 

 

③その他 

デジタル・コンテンツを多く使用するよう

である。教室前方の天井から大きなモニターが吊り下がっている。スクリーンではないの

で照明を落とさなくても画面がはっきりと見える。教師はデジタル・コンテンツのよさと

して可視的，生き生きとしたことなどを挙げているが，使用しすぎると学習者の想像力が

落ちるのではないかという心配もしている。  

校門の近くで放課の子どもを待っている

保護者たち  
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なお，小学校では国語，数学，英語など主な教科の場合，専科制である。例えば数学を

教える教員は担任の仕事をするが，他の教科の指導をしない。これらの教員が担当する教

科により多くの時間を注ぐことができ，また小学校でも普通教科単位で教材研究活動を行

っている。  

 

２）中学校（北京師範大学附属実験中学，第 1 学年） 

  

①教師にとっての教科書 

一次方程式を応用問題への適用という演習型の授業であり，教師が自作したプリントを

使用して授業を展開している。時々プロジェクターとスクリーン及び実物提示装置を使用

し，生徒に発表させたり，準備してきた内容を示したりして展開している。但し，対面調

査では「教師にとっての教科書」について上記小学校とほぼ同じ返事であった。  

教科書について，「200 ページ以内にまとめられ，知識の発生過程を示してほしい」とい

う要望がある。  

なお，中国の場合，小中高のすべてにおいて基本的に教師の集団による教材研究活動を

定期的に行われ，そこでおよそ次の 1 週間分の指導案の基本についての合意を達成する 4。

そのため，教科書に対する一般的な見方は小中高という学校段階の間を通して見ても，また

同じ学校段階における教員同士の間を通して見てもさほど大きな差異がないと考えられる。 

  

②学習者にとっての教科書 

鞄に入れて登下校のとき持ち歩いている。鞄は普通リュックタイプを使用する。登下校

の手段は，歩行・自転車及び公共交通機関の利用が普通である。なお，教科書を範囲とす

る「中考」という北京市全体の統一高校入学試験があるので，生徒たちは教科書と教科書

に準拠した補助教材等を真剣に取組んでいると見られる。  

 

③その他 

デジタル・コンテンツを多く使用する。教師同士の間の交流や，ネットにアップロード

されているものも非常に多いので，比較的手に入りやすい。  

 

長方形周の長さについての学習  照明を落さずに使用されるモニター  
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３）高等学校（北京四中，第 1 学年） 

 

①教師にとっての教科書 

人民教育出版社 A 版の教科書を使用している。「教師にとっての教科書」について基本

的に上記小学校及び中学校とほぼ同じである。但し，進学校であるので，授業で使用する

補助教材の他，生徒に多くの参考書等を紹介する。なお，教科書の内容に対する取捨選択

ができないが，指導を展開する順番の調整ができる。  

宿題は 1 日 1 時間程度の分量を出す。  

 

②学習者にとっての教科書 

教科書は机に出して使用するが，サイズが大きくて，他にノート等も使用しているので

机のスペースがやや窮屈になっている。鞄に入れて登下校をし，普通リュックタイプの鞄

を使用する。登下校の手段は，自転車及び公共交通機関の利用が普通である。なお，教科

書を範囲とする「高考」という全国統一大学入学試験があるので，生徒たちは教科書と教

科書に準拠した補助教材等を真剣に取組んでいると見られる。  

 

③その他 

大学入試は最高の目標なので，デジタル・コンテンツ使用の頻度はそれほど高くない。

但し，作成したり交流したりする活動は教師同士の間にあるし，数学科のホームページに

40 個のコンテンツがアップロードされている。  

 

【注】  

1．  諏訪哲郎他，沸騰する中国の教育改革，東方書店，2008 

2．  教育部，2009 年基礎教育課程標準実験教学用書目録，2008 

3．  新聞出版総署・教育部，中小学教輔材料管理辨法（小中学校用補助教材管理方法），2001 

4．  杜威，中国の教育現場における数学科の教材研究活動について，文部科学省研究費補助金

研究成果報告書「算数･数学教育における創造性の育成に関する内容や指導法の国際比較研究」

（研究代表者：瀬沼花子），2007 

 

（杜 威）  
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11．台湾 

 

台湾では中央政府が教育課程を定め，小中学校をそれぞれ国小（国民小学の略称，筆者

注・以下同様）及び国中（国民中学の略称）と称し，それに「九年一貫教育制度」を導入

している。小中学校の算数・数学科に 3 つの「学習段階」を設けており（教科別に段階の

分け方に相違がある）1，第 1～3 学年を「第一学習段階」と，第 4～6 学年を「第二学習段

階」と，そして，第 7～9 学年を「第三学習段階」としている。算数・数学科の教育課程に

学年別ではなく領域別且つ学習段階別に能力指標を設けている。  

現行教育課程を規定するものは，小中学校の「国民中小学九年一貫課程綱要」（2004 年

度から全面実施，以下課程綱要と略す）と，高等学校普通科の「普通高級中学課程暫行綱

要」（2006 年度新 1 年から実施）である。小中学校の算数･数学科に数と量，幾何，代数，

統計と確率，連結の 5 領域を設ける。 

連結とは関連の意味であり，数学自身の内在的な関連，数学の文化社会との関連，数学

の他教科との関連などを指している。連結の中身に，具体的に察覚，転化，解題，溝通及

び評析の 5 つの側面がある。察覚とは気付くことである。転化とは場面から数量及びその

関係等を確認し数学的に表現すること，数学化することである。解題とは問題を解くこと

である。溝通とは数学的コミュニケーションのことである。評析とは処理した結果を場面

に合わせて解釈・検証し，問題を発展させることである。 

なお，小中学校の算数･数学科に設定する学習段階は，当初から第 1～3 学年，第 4～5

学年，第 6～7 学年及び第 8～9 学年の 4 つであった 2 が，2006 年の改訂版から現行の３段

階となり，さらに，2010 年度から実施となる次期の教育課程では，それが第 1～2 学年，

第 3～4 学年，第 5～6 学年及び第 7～9 学年の４段階に変わることとなっている 3。  

教科書は民間が検定制度に基づいてそれを作成し，「教育部教科図書審定委員会」によ

る検定に合格したものが供給される。2008 年度用合格したもの 4 をまとめると，小中高で

使用する「課程綱要」準拠算数・数学科の教科書の作成元は次の通りである。  

即ち，算数科用を 6 グループが供給している（仁林，牛頓，南一，康軒，翰林及び教研

院 5。内仁林と牛頓が第 4 学年用を供給していない，また，教研院が第 5 学年及び第 6 学

年用を供給していない。なお，教研院以外の 5 つのグループはすべて民間の出版社である）。

中学校数学科用を 5 つのグループ（仁林，南一，康軒，翰林及び教研院）が供給している。

普通高校数学科必修用を 7 つの出版社（三民，全華，南一，泰宇，康熹，翰林及び龍騰）

が，同選択用を 6 つの出版社（全華，南一，泰宇，康熹，翰林及び龍騰）が供給している。 

本調査では，小学校用の場合，康軒（康軒文教事業）が制作・供給している「教育部審

定・国民小学第一冊数学 1 上～同第十二冊 6 下」（小学校段階用 1 学年上と下の 2 分冊計

12 冊，2007 年～2008 年版），中学校用の場合，康軒が制作・供給している「国民中学第一

冊数学 1 上・教育部審定，2008 年版」，翰林（翰林出版）が制作・供給している「国民中

学数学 1 下・教育部審定，同 2 上，いずれも 2008 年版」，教研院（前出）が制作・供給し

ている「教育部審定・国民中学数学第 4 冊，第 5 冊，第 6 冊，いずれも 2008 年版」（中学

校段階用 1 学年に 2 分冊計 6 冊），そして，高校用の場合，全華（全華図書）が制作・供給

している「高中数学一～同四（必修，2006 年～2008 年版），高中選修数学Ⅰと同Ⅱ（選択，
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いずれも 2008 年版）」を用いることとする。なお，2008 年は高等学校において旧課程（「高

級中学課程標準（1995 年教育部が改訂告示）」）から現行課程への移行の最終年に当たり，

現場では両方のものが同時に使用されることを想定し，龍騰（龍騰文化事業）が制作・供

給している旧課程準拠の「教育部審定・高級中学数学①～同④（必修），同数学甲上・甲下・

乙上・乙下・幾何学上・幾何学下（選択）」を参考することとする。  

 

（１）教科書の特徴 

 

１）体様  

教科書の大きさ，挿絵の使用，文字の大きさなど日本の教科書と似通っている面が多い。 

小中高用のすべてが B5 判くらい（やや大きめ）で作製され，カラー製版である。価額

については，採用が決まってから採用側と供給側との話し合いによって決められる 6 ので

一律ではない。価額を教科書に一切掲載しない。公表しない出版社や供給グループもある。

ここにホームページで値段を公表している二社の供給価額（参考価額または直接当出版社

に注文する場合の価額）を紹介する。康軒が「優恵價」（お買い得価額）として，小学校用

を 90～125 元（約 180～250 円），中学校用を 100～125 元（約 200～250 円）（但し，第 3

学年下半期用が特別 60 元（約 120 円）である）と掲示している 7。また，翰林の場合，小

学校用を 112～147 元（約 220～290 円），中学校用を 149～215 元（約 300～430 円），そし

て高校新課程必修用を 247 元（約 490 円），同選択用を 216 元（約 430 円）と 247 元（約

490 円），高校旧課程必修用を 240～246 元（約 480～490 円），同選択用を 96～274 元（約

190～550 円）とそれぞれ掲示している 8。  

小中高用のすべてがソフトカバーであり，活字の大きさは，本文に限ってみると，小学

校第 1 学年上～第 2 学年上の 3 冊がおよそ 20 ポイント，同第 2 学年下・第 4 学年上下の 3

冊がおよそ 18 ポイント，第 3 学年上がおよそ 16 ポイント，第 3 学年下がおよそ 18 ポイン

トとおよそ 16 ポイントの両方使用，同第 5 学年と第 6 学年用がおよそ 16 ポイント，中学

校用 3 社のすべて及び龍騰が供給する高校旧課程用のすべてがおよそ 14 ポイントである。

また，本文の部分にはやや厚めで文字が書きやすいように粗目をつけている上質紙を使用

しており，ページ数及び重さはそれぞれ，小学校用が 112～168 ページと 239～360g，中学

校用が 161～202 ページと 300～400g，龍騰が供給する高校旧課程必修用が 208～240 ペー

ジと 424～488g，同選択用が 112～228 ページと 241～461g である。なお，全華が供給する

高校新課程必修用のページ数は 246，268，220 及び 272 であり，同選択用のページ数は 232

と 176 である。  

小学校用は挿絵や図表を多く使用しているが，中学校用は教研院のものが少し使用する

程度で，他の 2 社が供給しているものは一切使用していない。龍騰が供給する高校旧課程

用の場合も一切使用していない。なお，小学校第 3 学年下までの 6 冊において，学習者が

使用する部分にある漢字のすべてに「注音符号」という漢字の発音記号を振っている。  

物理的な厚さでは，小学校用は 5～8mm，中学校用は 8～10mm，龍騰が供給する高校旧

課程必修用は 10～12mm，同選択用は 5～11mm くらいである。  
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２）目次からみた教科書の構成  

 

①全体的な特徴  

小中高を通してどの分冊の最初にも「編集者の話」を載せており編集の方針や理念など

を説明している。康軒が供給する小学校用には「編集者の話」の次に「学習者へのことば」

という前書きがあり，学習方法等の案内をすると同時に，数学の有用性などを強調し，学

習者に自らの成長や日々の生活及び今後の学習生活などに数学が重要であることを述べて

いる。翰林及び教研院が供給する中学校用にも「編集者の話」の次に「学習者へのことば」

という前書きがあり，数学が自然界及び人類社会における様々な問題の解決にとても役に

立つと記述していると同時に，予習復習の方法やノートの取り方など数学学習の仕方を具

体的に述べている。  

 

②章・節構成の特徴 

小学校算数科用教科書の場合，章が短く「活動」と称する節が少なく設定されている。

1 分冊に章およそ 10 個，1 つの章に活動が 3 つから 5 つくらい。活動の 1 つがおよそ見開

き 2 ページ分か見開き 4 ページ分となり，「做做看」（やってみましょう）という簡単な確

かめが最後に載せている。教科書に「習作」という問題集がセットで使用されるので，教

科書自体に練習問題が章に見開き 2 ページ分程度である。（「習作」とは通常意味での補助

教材ではなく，本来教科書にある練習問題をまとめ綴じた教科書の分冊を，各出版元が教

科書とセットで作成され供給するものである。もちろん教科書と同様検定を受けており，

また，教科書と同様有料である。価額が教科書より 2 割くらいやすい。中学校用も同様） 

中学校数学科用教科書の場合，第 3 学年下半期用が 1 冊に章を僅か 2 つのみを設け，内

第 2 章が復習であり，1 冊全体スペースの 7 割くらい占めている。卒業試験または高校入

学試験があるからと推測できる。残りの 5 冊は 1 冊に章を 3～4 個，1 つの章に節を 2 つ～

5 つ設けている。章または節の厚みも内容によるもので一律ではない。章の扉が導入場面

の提示に利用されること，項目または単元（分量がおよそ見開き 2 ページ分くらい）の最

後に「随堂練習」という確かめの部分を記載すること，節の最後に「自我評量」という自

己評価シート（分量が見開き 2 ページ分くらい，通常の練習問題とまったく同じである）

を載せていることにおいて，3 社はまったく同じである。一方展開の仕方においてそれぞ

れの特徴が読み取れるのである。康軒の場合，知識を伝達するのみの部分があってから例

題に入り，「随堂練習」で終了する。翰林の場合，例題から始まり，例題の解決過程におい

て知識をまとめ，「随堂練習」で終了する。また，教研院の場合，場面を用いて知識をまと

めてから「随堂練習」へ，さらに例題と「随堂練習」の繰り返しで終了する。  

なお，龍騰が供給する高校旧課程数学科用（必修と選択）教科書の場合，上記教研院の

ものとほぼ同じで，即ち，場面を用いて知識をまとめから「随堂練習」へ，さらに例題と

「随堂練習」の繰り返しで終了する。  

 

３）特定分野に関する教科書の記述  

 

①小・中学校の教科書の分析  
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ア）速さの概念  

ａ）目標と構成  

教科書名  康軒文教事業 数学  

シリーズ番号（学年・ページ） 国民小学第九冊（第 5 学年上半期用）pp.87-96 

同  第十一冊（第 6 学年上半期用）pp.79-94 

章・節の名称  第 7 章 時間の計算  

第 6 章 速さ  

目標（数学的概念，数学的能力） 速さの観念を形成できること。  

距離・時間及び速さの関係を理解し，それを実際問題の

解決に利用できること。  

構成（小項目名と主な内容）  第 5 学年の「時間の計算」は三節構成で，「活動一，時間

に関する乗法」と「活動二，時間に関する除法」及び「活

動三，物体運動の速さ」の 3 つである。活動三において，2

つの場面で「誰が最も速いか」という課題を扱う。  

その 1 つの場面では，野うさぎ・ダチョウ・ガゼル及び

豹が 1 分間走る距離を絵で提示し「どちらが最も速いか？

なぜそれが言えるか？」を問いかける。学習者の議論を通

して「走った時間が同じであるので，走った距離で比較す

る」という結論に達する絵などによる描写。  

もう 1 つの場面では，5 人分の 800 メートル走の結果を表で

提示し，「どのようにしたら最も速い人を選べるか」を問いか

ける。学習者の議論を通して「距離が同じであるから走った

時間で比較する」という結論に達する絵などによる描写。 

これらの次に「まとめ」（言葉で提示）の部分と「做做看」

（3 問）が続く。  

第 6 学年の「速さ」は「活動一，平均速度」，「活動二，速

さ単位の換算」，「活動三，距離，時間と速さの関係」及び「活

動四，速さの応用」の 4 節で構成され，「課題→解決活動→

まとめ→確め」という流れは上記第 5 学年と同じである。活

動一では，「平均 1 単位時間の進んだ距離」として速さを定

義し，式「距離÷時間＝速さ」をまとめる。なお，時速・分

速及び秒速を扱うこととなっている。活動三では，汽車やロ

ボットの話題を用いて「速さ×時間＝距離」と「距離÷速さ

＝時間」の 2 つの式をそれぞれまとめる。活動四では，旅人

算や流水算など典型的な算術の文章題を数多く扱っている。

ｂ）主な特徴  

第 5 学年での基礎作りがあったが，3 式「距離÷時間＝速さ」，「速さ×時間＝距離」及

び「距離÷速さ＝時間」を集中的に扱うこと，（速さを求める学習が距離を求める学習より

先に行う意味で）乗法より除法を先に扱うこと，（康軒が供給する教科書自体は全体的に練
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習の部分が少ない特徴がある中）練習の量が多く程度の高い旅人算や流水算などを扱うこ

とは大きな特徴として挙げられる。  

 

イ）円の面積の公式  

ａ）目標と構成  

教科書名  康軒文教事業 数学  

シリーズ番号（学年・ページ） 国民小学第十一冊（第 6 学年上半期用）pp.105-118 

章・節の名称  第 8 章 円の面積  

目標（数学的概念，数学的能力） 円の面積を求める公式の導き方を理解し，円の面積等の

計算にその公式を使用できるようにすること。  

扇形を認識し，中心角の大きさ及び円の面積の求め方を用

いてその面積を求めることができるようにすること。 

構成（小項目名と主な内容）  4 つの節「活動一，非直線平面図形の面積」，「活動二，円

の面積の公式」，「活動三，扇形の認識」及び「活動四，円

の面積の公式の応用」で構成される。  

活動一では課題及び方形化という解決方法（方眼紙使用の

活動を経由）を確認する。活動二では円を描くこと及び描い

た円を実際測量することによって円周率（3.14 使用）を導入

してから，円を等分してできた小さい扇形を並べる作業を行

う。公式「半径×半径×円周率」をまとめるまでの過程は日

本の教科書とほぼ同じであり，最後に確かめの練習に入る。

活動三では扇形及びその中心角を確認し，半径の長さが

同じである円との比較を通して，円のどれくらいに当たる

かを扱い，扇形の面積を求める準備を整える。なお，本文

では扇形面積の公式を出さずに，数値を用いて具体的に面

積の計算をする程度だが，章のまとめで扇形面積の公式及

びその周の長さを求める公式を提示している。  

活動四では円にかかわる変形的な問題及び実際問題等に

円の面積の公式等を適用する。  

ｂ）主な特徴  

方形化という方法や極限の観念などの確認及び扇形を扱う程度は特徴的であり，また，

最初に方眼紙を使用し円の面積のおよそのイメージをつかませることも特徴的と言える。 

 

ウ）文字（アルファベット）の導入  

ａ）目標と構成  

教科書名  康軒文教事業 数学  

シリーズ番号（学年・ページ） 国民小学第十冊（第 5 学年下半期用）pp.33-48  

同  第十二冊（第 6 学年下半期用）pp.71-86 

国民中学第一冊（中学校第 1 学年上半期用）pp.154-161 



Ⅲ．算数・数学の教科書 

190 

章・節の名称  第 3 章 数量関係  

第 6 章 式と等式  

第 3 章（一次方程式）の第 1 節 文字の式  

目標（数学的概念，数学的能力） 文字で数量を表すことがあることを知ること。  

簡単な単項式と多項式を扱うことができ，簡単な一次方

程式を解くことができるようにすること。  

文字を利用し様々な数量の関係を文字の式で表すことが

できるようにすること。  

構成（小項目名と主な内容）  小学第十冊第 3 章の数量関係では，等式にある未知数を

□，△，？などで表すことから，ローマ字 A と B で表すこ

とに渡っている。但し，この扱いは紙面 16 ページの内僅か

2 つの例題（文章題，p.46）のみであった（A と B はそれぞ

れ 1 つの式に 1 回使用されている）。  

小学第十二冊第 6 章式と等式では，簡単な一次方程式に

つながる準備として，一次の単項式及び一次の多項式（単

項式及び多項式の名称を使用しない）を扱う。様々な数量

を文字の式で表すことから，文字式の特殊な書き方（主に

積の書き方，つまり，乗法計算記号×の代わりに・を使用し

たり，記号×を省略したりするなど）を経て，簡単な文字式

の値を求めることへつなぐ。これらを基に等式や簡単な一

次方程式へ発展し，等式の両辺に対して，同じ数を足した

り引いたり，または同じ数で掛けたり割ったりすることに

よって方程式を解くことにする。なお，ここで扱う一次方

程式にある未知数の係数がほとんど 1 であるもので，後半

に係数が 3 か 4 である ax＝b のものも扱われている。  

中学第一冊第 3 章第 1 節文字の式では，扱う式が小学第

十二冊で扱うものよりやや複雑になるが，種類と次数等は

変わらない。また，1 辺の長さが a である正方形の面積を a

×a と表すのみで，累乗の指数の使用は扱わない。これは後

半で扱う方程式が小学校 6 年次で扱ったものと種類が同じ

で，分母を払ったり，括弧を外したり，移項したりするな

ど若干複雑になっただけのものしか扱わないからである。  

なお，翰林が供給する国民中学第 2 学年上半期用第 1 章

多項式と乗法公式 pp.4-57 では，単項式及び多項式の概念を

正式に導入している。  

ｂ）主な特徴  

実際小学校第 6 学年からの導入であるが，中学校第 1 学年まで簡単なものしか扱わない

ことが特徴的である。  
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エ）三平方の定理の扱い  

ａ）目標と構成  

教科書名  翰林出版 国民中学数学  

シリーズ番号（学年・ページ） 2 上（第 2 学年上半期用）pp.92-108 

章・節の名称  第 2 章（平方根と勾股定理）第 3 節 勾股定理  

目標（数学的概念，数学的能力） 三平方の定理を理解し，直角三角形における様々な計算

や座標平面上 2 点間の距離に関する計算に三平方の定理を

用いることができるようにすること。  

構成（小項目名と主な内容）  合同な直角三角形 4 つを並べ（下の図参照），できた図形

における面積の関係に対する観察等によって定理をまとめ

る。三平方の定理の応用として，直角三角形の辺の長さ・同

斜辺における高さ・正方形や長方形の対角線の長さ及び座標

表示による平面上 2 点間の距離などの場面を扱う。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）主な特徴  

中学第 2 学年という早い時期で扱うことが特徴的であり，また，座標平面上 2 点間の距

離まで比較的程度の高いものを扱っている。  

 

 以上のように，「文字の導入」の扱いは日本の平成元年版指導要領時代のものに似ている

が，「速さの概念」，「円の面積の公式」及び「三平方の定理」で扱う内容の程度の面におい

て日本の教科書との相違が明確的である。 

 

②高等学校教科書の分析 

新課程 9 では高校 1 年次と 2 年次全員に必修 16 単位分（2 学期制半期週 1 時間＝1 単位）

を課すことになっており，使用する教科書は 4 分冊で供給される。3 年次は選択履修とな

り，全部で 6 単位分が設けられ，教科書は 2 分冊で供給される。全華（全華図書）が供給

している教科書はすべて 3 章構成であり，その主な内容は次の通りである。  

 

直角三角形 4 つでできた

大きな正方形の面積と「甲」

正方形の面積との関係から

三平方の定理をまとめる  
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必修用 高中数学一： 数と座標系（整数から複素数まで扱う），数列と級数（等差数列，等

比数列，等比級数及び循環小数，数学的帰納法を扱う），多項式（整

関数，高次方程式及び高次不等式を含む）。 

同 高中数学二： 指数関数と対数関数，三角関数の基本概念，三角関数の性質と応用。 

同 高中数学三： ベクトル，空間における直線と平面，円と球の方程式。 

同 高中数学四： 円錐曲線，順列・組合せ，確率と統計（Ⅰ）。 

選択用 高中選修数学Ⅰ： 確率と統計（Ⅱ），行列，不等式。 

同 高中選修数学Ⅱ： 整関数の極限とその導関数，導関数の応用，整関数の積分。 

 

４）教科書充実の工夫 

 

①内容とその扱いの特徴 

小学校用の場合，挿絵やストーリーを多く使用することが大きな特徴といえよう。例え

ば，環境保護活動という設定の中で数計算や比の学習が行われるなど。  

また，小学校用の場合，漢字の代わりに絵や絵文字を使用する箇所は数多く見られる。 

さらに，一部分の内容について，時間を多くかけて（場合によってスパイラル部分も入

れて）その習得を狙っていることは小中学校用に共通している特徴といえる。例えば康軒

の分数の学習は小学校第 3 学年上半期から始まって中学校第 1 学年の上半期まで続いてい

ることはその 1 例である。  

分数学習の基本的な流れは「導入及び簡単な同分母分数の加減→同分母分数加減の応用

→同分母仮分数と帯分数の加減→同分母分数の加減とその応用（これまでの繰り返し）→

約分と通分→異分母分数の加減→分数の乗法→分数の除法→分数の四則計算（これまでの

繰り返し）→百分率→分数の演算（有理数の範囲で分数の四則計算を行う＝これまでの繰

り返し）となり，その具体的な取組みは次の通りである  

 

第 3 学年上  第 10 章  分数 pp.119-130：導入から簡単な同分母分数の加法と減法まで。  

第 3 学年下  第 7 章  分数 pp.85-94：同分母分数加法と減法の応用及び分数による連続量の

扱い（同分冊の第 2 章で小数を学習）。  

第 4 学年上  第 9 章  分数 pp.99-112：仮分数と帯分数の導入，仮分数と帯分数を含む同分母

分数の加法と減法，分数を整数で掛ける乗法。  

第 4 学年下  第 9 章  分数の加法と減法 pp.96-105：分数の合成と分解，仮分数の加法と減

法，帯分数の加法と減法，分数の加法と減法の応用。  

第 5 学年上  第 8 章  等値分数 pp.97-108：通分と約分（同分冊の第 2 章で約数と倍数を学習）。 

第 5 学年下  第 6 章  異分母分数の加法と減法 pp.75-84：通分，異分母分数の加法と減法。 

 同  第 8 章  小数の除法と分数 pp.103-116：小数と分数の互換など。  

第 6 学年上  第 2 章  分数の乗法 pp.19-32：既約分数，分数と分数の乗法，整数を分数で掛

ける乗法，帯分数と帯分数の乗法。  

 同  第 9 章  分数の除法 pp.119-134：同分母分数の除法，整数を分数で割る除法，異

分母分数の除法，分数の除法の応用，余りのある分数の除法（商が帯分数の場合）。 

第 6 学年下  第 1 章  分数と小数の四則 pp.4-16：分数の四則演算，分数と小数の混合計算，
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四則の応用。  

第 6 学年下  第 2 章  比率と百分率 pp.17-32：比率，百分率，小数・分数と百分率の互換，

円グラフ，百分率の応用。  

中学校第 1 学年上 第 2 章 分数の演算 pp.82-151：約数と倍数，最大公約数と最小公倍数，

分数の加法と減法，分数の乗法と除法及び分数の四則演算（この 4 項目はいず

れも小学校で学習済みのものであるが，負の数を含めて扱っている）。  

  

②児童・生徒の多様性への配慮  

小中学校用の教科書及び習作ではそれほど明確に見えてこないが，少人数（35 名）学級

を進めることで学習者の多様性などを対応しようとしている 10。高校の場合，例えば龍騰

が供給する高校旧課程選択用では文科系向きと理科系向きに別々作られている。因みに，

同選択用数学甲（上下 2 分冊）が理科系用，同乙（上下 2 分冊）が文科系用である。しか

し，新課程ではこの文理系向きで教科書を準備し学習指導を展開することを止めている。 

 

③実社会とのつながり 

小学校用から高校用まで実世界の様々な場面を導入や文章題などに多く使用している。 

 

（２）現地調査の結果から 

台湾では教科書の採用が各学校で学期ごとに決めることになり，学校の中では学年ごと

及び教科ごとに決定する。（様々なテストで不利を蒙らないようにするためなど）1 つを主

に使用するが他社のものも参考にしたいことや，（常に同じものではなく別のものも使って

みたいなど）代わり代わりに使いたいことなどで結果として，1 つの教科において全学年

で同じ出版元のものを使用する学校がなく，学年ごとに別々のものを使用するのは普通に

なっている。また，最近小学校では低中高学年段階別に採用し使用することも出ている。

なお，以下に示す 3 校はすべて台北市内にある公立学校である。  

 

１）小学校（台北市大安区新生小学校，第 6 学年）  

 

①教師にとっての教科書  

見学した授業は期末試験後の補講であるが，試験で表れた問題が多かった速さ・円周の

長さ及び円の面積・分数の除法などを中心に自作したプリントで展開した。なお，2008 年

度上半期用教科書の採用は，第 1～2 学年が南一，第 3～4 学年が翰林，第 5～6 学年が康軒

であった。  

教科書及びセットになっている「習作」は主要教材として使用し，教科書で教えている。

教科書を最低基準と見做し，学習者の実態に合わせて内容の調整（作り直す・補充など）

を行い，今まで使用したもの及び採用していない他社のものを参考にしている。課程綱要

に準拠するものであるので，教師個人はその内容の取捨選択ができないが，指導の順序等

の調整はできる。教師用指導書及び他の補助教材を使用する。  

教科書及び習作にある練習問題を授業中の確かめ及び放課後の宿題に使用する。宿題の

分量は 1 日 30 分～1 時間以内に完成できるもの，習作であれば 2 ページ程度である。  
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教科書について，「例題と練習問題の間，難易度のバランスが取れるように作ってほし

い」という要望がある。  

  

②学習者にとっての教科書  

補助教材と一緒に机に出して，教師の指示にしたがって交互に使用したりする。鞄に入

れて登下校のとき持ち歩いている。学区制なので基本的に徒歩で登下校する。鞄は普通リ

ュックタイプを使用するが，小さなソフトキャリーケースを使っている児童も少しいる。 

 

③その他  

デジタル・コンテンツを自ら製作し使用するが，それほどの頻度ではない。  

同小学校の校舎を建築した当時，「数学校舎」という校長のアイディア取り入れた。具

体的に壁やフロアなどに数学的な図形や，数学的に捉えるための様々な印を入れてある。

階ごとにフロアの模様が違い，柱も四角いものと丸いものの両方であった（下の写真）。  

 

２）中学校（台北市立景美国民中学，第 2 学年）  

 

①教師にとっての教科書  

見学した授業は一元二次方程式の解を求める公式であったが，公式がまとめられた後の

練習に数社の教科書から抜粋したものをプリントで提示した。なお，2008 年度上半期用教

科書の採用は，第 1 学年が康軒，第 2 学年が翰林，第 3 学年が教研院であった。  

解の公式を導く途中で x2 の係数 a の条件 a＞0 について，「翰林では○○と書いてあるが，

康軒や教研院が△△とも書いてある」というような発言が度々あり，教師も学習者も翰林

以外の教科書を持っているし使用している様子を窺わせる。  

指導の順序等の調整はできる。教師用指導書及び補助教材を使用する。  

教科書にある練習問題を授業中の確かめ及び放課後の宿題に使用する。宿題の分量は 1

日に 30 分程度のものである。  

教科書について，「コストや重さなどから考えるとあまり厚く作らない方がよい」とい

う考えであった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面的な模様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

立体的な模様 
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②学習者にとっての教科書  

鞄に入れて登下校のとき持ち歩いている。鞄は普通リュックタイプを使用する。登下校

の手段は，歩行・自転車及び公共交通機関の利用が普通である。  

 

③その他  

デジタル・コンテンツを使用するが，講評の時くらいでしか使わない。  

学校の中に PTA のオフィスがあり，メンバーが駐在している。校務会議や教科書の採用，

さらに校長の選挙など学校の運営等にかかわっている。  

 

３）高等学校（台北市立中正高級中学，第 2 学年）  

 

①教師にとっての教科書  

球の授業であったが概念から方程式まで扱った。なお，2008 年度上半期用教科書の採用

は，第 1 学年が南一，第 2 学年が翰林，第 3 学年が全華であった。  

進学校であるので教科書のみではとても足りない。教師自身がもっている参考書や役に

立つと思うものなどを生徒に紹介している。教科書の内容に対する取捨選択ができないが，

指導を展開する順番の調整ができる。  

宿題の分量は 1 日 4～5 題程度である。  

授業中生徒の発言や発表を促すために，教室そのものを 1 つの 2 次元空間とみなし，抽

選によって座標を決めて指名を行っている。比較的効果が発揮しているし，生徒たちもよ

ろこんで抽選を見守りながら指名を素直に受けている。  

 

②学習者にとっての教科書  

教科書を鞄に入れて登下校をし，普通ショルダーバックを使用する。登下校の手段は，

自転車及び公共交通機関の利用が普通である。  

 

③その他  

大学入試は最高の目標なので，デジタル・コンテンツの使用はほとんどない。その入試

に左右され，理解を中心に授業を展開する余裕はあまりないようである。また，大学入試

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景美国民中学の授業風景  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

中正高級中学の授業風景  
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の出題範囲は教科書とされているので，前出のように，試験における不利を蒙らないよう

に，教師も学習者も数社のものを同時に使用していることが非常に多い。  

 

【注】  

1．  教育部，国民中小学九年一貫課程綱要 2006 修正版，2006 

2．  教育部，国民中小学九年一貫課程綱要，2003 

3．  教育部，97 年国民中小学九年一貫課程綱要，2008 

4．  国立編譯舘，国民小中学 97 学年度上学期教科図書一覧表，2008 

 同  国民小中学 97 学年度下学期教科図書一覧表，2008 

 同  普通高級中学 97 学年度教科用書一覧表，2008 

5．  教研院が「国家教育研究院籌備処」の略称であり，2000 年 5 月から始まった組織で，「国家

教育研究院」の成立を準備し，その成立までに一部分の業務を先駆けて行う機関である。「籌

備処」とは「設立本部」の意味であるが，実際ハードの面のみではなく，「国家教育研究院」

の業務そのものをも担っている。これがあくまでも 2004 年度から全面実施となる新教育課程

の前準備の 1 つとなり，これまでの国定教科書作成の機能も「国家教育研究院籌備処」に残さ

れている。したがって，「教研院」作成の教科書は実際これまでの国定教科書の変身であり，

それらを通常「部編本」，つまり，「教育部が版元で作成したもの」と呼ばれている（国家教育

研究院籌備処ホームページ http://www.naer.edu.tw/参照，閲覧日：2009 年 1 月 25 日）。  

6．  筆者が平成 20 年 12 月 22 日～同 26 日の間，台北市大安区新生国民小学・台北市立景美国

民中学・台北市立中正高級中学・国立編譯舘・国立台湾師範大学理学院数学系などで行った対

面調査で確認。  

7．  http://www.k9books.com.tw/k9books/model_index.cfm?CONSULATENO=17（閲覧日：2009 年 1

月 25 日）  

8．  http://www.hle.com.tw/service/dm.htm（閲覧日：2009 年 1 月 25 日）  

9．教育部，普通高級中学課程暫行綱要，2005 

10．教育部，教育部補助執行降低国民中小学班級学生人数計画硬体工程経費原則（国民小中学

校クラス定員を減らす計画の執行にかかわる経費の配分支出等の原則），2007 

 

（杜 威）  
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12．まとめ 

 

日本とアメリカ，カナダ，イギリス，フランス，ドイツ，フィンランド，韓国，中国，

台湾の 9 か国・地域（以下，国と略称）の算数・数学の教科書の比較調査を行った。これ

らの比較調査対象国は，算数・数学の教科書を多様な観点から比較するために，主要国及

び経済協力開発機構（OECD）の生徒の学習到達度調査（PISA）及び国際教育到達度評価

学会（IEA）の国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）での理数教科の成績上位国から選

択された。本調査研究においては，各国の教科書は，それぞれの国における特徴のある教

科書から数種類選択され，事例的に分析された。また，教科書使用の実態を調べるための

現地調査も行われた。  

 

【算数･数学の教科書の体様の比較】  

算数・数学の教科書は，日本は約 200 ページであるが，ほとんどの国が 250 ページを超

えている。比較対象国の義務教育終了時の中学校第 3 学年の数学教科書のページ数等をま

とめると表１の通りである。日本は約 200 ページであるが，その他の国は，ほとんどが 200

ページを大きく超えており 300 ページに達する国もある。なお，アメリカは，2 冊とも 3

学年用（第 8～10 学年，9～11 学年）であるが，いずれも 1000 ページ近く，1 学年平均 300

ページを超えている。イギリスは，このシリーズの中 1 は 392 ページ，中 2 は 232 ページ

であり，中学校 3 年間では平均すると約 270 ページである。  

 

表１ 算数・数学の教科書の体様の比較（中学校第 3 学年相当） 

国  教科書会社名  教科書名  価格  
ページ数

（頁）  
大きさ  

カラー

有無  

日本  東京書籍  新編 新しい数学 ３  545 円  210 B5 カラー

日本  啓林館  未来へひろがる数学  ３  545 円  184 B5 カラー

アメリカ  
Wright Group/ 
McGraw-Hill 

UCSMP Algebra 
Gr.8-10 

$63 
（約 6,000 円）

930 
260×207 

mm 
カラー

アメリカ  
Wright Group 
/McGraw-Hill 

UCSMP Geometry 
Gr.9-11 

$63 
（約 6,000 円）

1021 
260×207 

mm 
カラー

カナダ  
Nelson Education 
Ltd. 

Mathematical Modeling Book 1
C$59.95 

（約 4,600 円）
338 

258×210 
mm 

２色  
(黒と青)

イギリス  
Cambridge Uni-
versity Press 

SMP Interact・標準用  
£9.5 

（約 1,300 円）
184 B5 カラー

フランス  Hachette 
Mathématiques 3e Collection 
Phare 

€18.5 
（約 2,200 円）

319 Letter カラー

ドイツ  Schroedel Mathematik Neue Wege   
€23.5 

（約 2,800 円）
240 A4 カラー

フィンランド WSOY Laskutaito 9 
€23.9 

（約 2,900 円）
285 B5 カラー

韓国  ㈱斗山  数学 ９（上･下 2 冊）  

3210₩ 
(1700, 1510)

（約 190 円）

（100円, 90円）

276 
(145, 131) 

258×188 
mm 

２色カラー
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中国  人民教育出版社  
義務教育課程標準実験教科

書数学九年級（上･下 2 冊）

18.92 元  
(10.44, 8.48)

（約 250 円）

（140円, 110円）

322 
(180, 142) 

B5 カラー

台湾  
国家教育研究院

籌備処  
教育部審定・国民中学第 5
冊・第 6 冊（第 5･6 の 2 冊）

160 元  
(100, 60) 

（約 320 円）

（200円, 120円）

351 
(161, 190) 

B5 カラー

 

算数・数学の教科書使用の実態調査から，ページ数の違いは，各国の教科書の役割や扱

い方に起因していることが伺われる。日本では，教科書の内容は教育内容と一致している

ので学校で教科書の全ての内容に触れると考えられており，他方，アメリカなどのページ

数が多い国では，教科書の内容は教育内容よりも多くの内容を含んでいるので学校では教

科書の一部の内容に触れればよいと考えられている。また，家庭学習の役割や副教材の有

無なども教科書のページ数と関係しており，家庭での教科書利用が期待されると教科書の

ページ数が多くなり，教科書のページ数が少ないと副教材が多くなっている。 

 

【各国の算数･数学の教科書の概観】  

日本：  小学校の算数教科書では，児童が算数的活動をするための方策，例えば，複数の考

えを挙げたり，イメージを持たせる図を活用するなどの優れた工夫が見られるが，中

学校・高等学校と学校段階が上がるほど数学の例題や問題だけになる傾向がある。教

科書の内容や練習問題はすべての児童･生徒を対象としている。また，日本の教科書は，

他の国と比べるとページ数が少なく，問題練習のための副教材が活用されている。  

アメリカ：  算数･数学の教科書はページ数が多い。これは各州の異なる基準を満たそうと

するため，及び難易度の異なる問題で多様な水準の児童・生徒に対応するためである。

教師はその一部を取り出して指導している。教科書には，実世界とのつながりや社会

的有用性に関するページがいたるところにあり，また，算数・数学と人間のつながり

や数学が現在でも発展していることに触れている。さらに，電卓，グラフ電卓，コン

ピュータを積極的に活用し，ウェッブ上で自学自習ができるような配慮をしている。 

カナダ：  小学校の算数教科書の冒頭に「教科書の見方･使い方」が記され，学習の方法を

詳細に学習者に示している。また各単元の最初には必ず「単元の導入」のページがあ

り，その単元で学習する内容を概観し見通しを持たせるとともに，その学習の重要性・

有用性を解説し重要語を示している。また，必要な既習事項を必ず復習してから単元

の内容に進むようになっている。中学校の数学教科書では，一次方程式や図形の求積

などの従来的な内容と並行して，実生活との関連が深い離散グラフや行列を扱ってい

る。  

イギリス：  小学校の算数教科書には，「他の活動」という共通項のもとで，算数を利用し

たり経験を拡げたりするためのページがある。場面設定は一連の日常的文脈のもとで

展開されるが，算数の内容についてはその結論だけをすぐに示し，続いて多くの問い

が連なっている。中学校の数学教科書には，基礎用，標準用，上級用という 3 つのシ

リーズが用意され，学習内容の程度と記述の仕方を変えて生徒の多様性に対応してい

るものがある。扱いの程度は，上級用が日本の教科書の内容に近い。  
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フランス：  小学校と中学校では教科書の役割が大きく異なり，その役割に応じて内容が構

成されている。小学校の教科書は授業で実際に利用できる活動と演習問題が中心であ

り授業での利用を前提にしているのに対し，中学校の教科書は学習した概念や方法の

丁寧なまとめや授業で扱えないほど多くの演習問題などが与えられ自学自習での利用

を前提にしている。  

ドイツ：  小学校の算数教科書では，内容を学習した後に，「統合的練習」，「深化的練習」，

「補充的練習」，「次学年への見通し」，「ミニプロジェクト」の章がある。また，実生

活とのつながりのために，実際の場面や教科横断的学習が行われている。中学校の数

学教科書では，各内容に対して，一般的学習目標が示されて，問題だけが示されてい

る。選択必修があり，芸術と数学，エッシャーの絵，鯨の絶滅などを取り上げ，文化

としての数学の理解が図られている。  

フィンランド：  小中学校の算数･数学教科書は，練習問題や宿題に関するページが充実し

ている。子どもの多様性への対応も充実しており，例えば，習熟度に応じた多様な練

習問題が教科書には掲載されている。また，教師用指導書におけるワークシートや副

教材も充実している。さらに，実生活と数学の関連を重視しており，例えば，算数に

は，そのために「追加の話題」という特設ページが設けられている。  

韓国：  算数･数学の教科書は，教科書とワークブックの 2 冊がセットになっており，生徒

の多様性に応じて，補充型，基本型，深化・発展型の学習ができるように様々な水準

の問題が準備されている。高等学校の「実用数学」，「確率・統計」，「離散数学」の科

目にも見られるように，数学と実世界とのつながりが初等学校から高等学校まで一貫

して重視されており，指導内容は領域横断的で扱う範囲も広い。国が開発した教材デ

ータベースをもとに，インターネットやソフトウエアを利用した授業が活発である。 

中国：  算数･数学の教科書では，各分冊の始めに「学習者への手紙」等を設け，学習者に

数学のよさ・美しさ・有用性などを謳え，自らの成長や日々の生活及び今後の学習生

活などに数学が如何に重要であるかを聞かせている。そして，人間形成における教科

の役割の実現を図ろうとしている。また，日常や実際の場面を多く使用しており，絵

など漢字以外の手段による視覚的な表現を多く使用している。  

台湾：  算数･数学の教科書では，各分冊の始めに「学習者へのことば」等を設け，学習者

に学習方法等の案内を行い，数学の有用性などを謳え，数学が自然界及び人類社会に

おける様々な問題の解決にとても役に立つと示している。そして，特定の内容につい

て時間を掛けてゆっくりと学習を進めている。例えば，分数の学習は 5 年間 3 つの学

習段階を経ている。また，大きな文字を使用して字が見えやすくしたり，字が書きや

すい紙を使い，第 3 学年までは漢字にルビを付すなど使用上への配慮をしている。  

 

【算数･数学の教科書の比較研究からの提言】  

日本の算数・数学の教科書は，先に述べたように算数的活動を強調するなどの優れた点

が見られるが，一方で，他の国の教科書と比べると，次の点での一層の検討や改善が望ま

れる。  

・算数・数学の教科書の役割や教科書観を検討する  

・算数・数学を学ぶ意義を明示する  
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・児童・生徒の多様性への対応を検討する  

・実世界との関連を積極的に取り入れる  

・他教科との関連を密にする  

・ICT を積極的に活用する  

これらの点についてさらに述べると次の通りである。  

 

（１）算数・数学の教科書の役割や教科書観 

算数・数学の教科書は，学校教育においてどのように扱うべきなのかについては多様で

ある。フランスの小学校のように教科書はあくまでも学校教育で活用されるとする国もあ

る。さらに，そこには，国によって教師の教科書利用に関して自由裁量の巾がある。他方，

学校教育だけではなく家庭での活用も期待されている国もある。日本においては，教科書

は宿題として利用されている。また，日本のように教科書の内容は全て指導されるとする

国と，アメリカやカナダなどのように教科書の内容の一部が指導される国もある。  

算数・数学の教科書のあり方については，このような教科書の役割や教科書観という前

提があることを確認する必要がある。日本で昔からある「教科書で教える」のか「教科書

を教える」のかを含めて，算数・数学教育における教科書とはということを検討する必要

があると思われる。  

 

（２）算数・数学を学ぶ意義 

算数・数学教科書における算数・数学を学ぶ意義の扱いについては，国によって異なっ

ている。日本の算数・数学教科書には算数・数学を学ぶ意義については明示的に述べられ

ていないが，カナダや中国や台湾では，学習者に向かって算数・数学を学ぶ意義が教科書

で明示的に記述されている。ドイツでは，文化における数学の意義が扱われている。アメ

リカでは，児童・生徒に加え保護書向けの文章も入っている教科書もある。  

算数・数学の教科書の章構成において，算数・数学を学ぶ意義が明示的に扱えるような

工夫が必要である。日本では，算数・数学を学ぶ意義を児童・生徒が見失っているという

ことが国内外の調査から明らかにされている。算数・数学の文化における位置づけととも

に，そのような算数・数学を学ぶ意義について，教科書に明示する必要がある。  

 

（３）児童・生徒の多様性への対応の検討 

算数・数学の教科書において，各国が児童・生徒の多様性に対応している。イギリスや

フィンランドでは児童・生徒の学力レベルに応じて複数の教科書を準備しており，カナダ

では多くのページ数を確保していることで多様性に対処しており，アメリカやフランスや

ドイツやフィンランドや中国や台湾では練習問題のページが多く，しかも，それらが児童・

生徒の難易度に応じられるようになっているものもある。日本や韓国は，練習問題を副教

材の形で準備している。アメリカでは，男女両者が算数・数学に興味・関心を持つような

配慮をしており，またマイノリティのためにスペイン語の辞書を付けている教科書もある。  

児童・生徒への多様性への対処は，それぞれの社会や文化の状況に応じて考える必要が

ある。日本のようにある程度の共通性を大事にする国では，教科書のページ数を増やし，

それを練習問題に割り当てて，そこで多様性に対処することが考えられる。また，すでに



Ⅲ．算数・数学の教科書 
 

201 

小学校の算数教科書に見られるような複数の考え方を挙げることも有効であろう。  

 

（４）実世界との関連 

算数・数学の教科書では，ほとんどの国が，実世界との関わりを強めている。ドイツで

は豊富な実世界の内容が扱われ，カナダでは，実世界との関わりが深い離散数学や行列の

内容が義務教育で扱われ，韓国でも同様な内容が高校で積極的に扱われ，フィンランドで

は実世界の話題のための追加のページがあり，アメリカやフィンランドでは，実世界の問

題を数学で扱うための方法としての数学的モデル化が扱われている。  

算数・数学の社会的な有用性については，より多くのページを割く必要がある。とりわ

け，日本の中学校，高等学校の数学の教科書にはこのことが求められている。日本の中学・

高校生は，数学の社会的有用性の意識が国際的に低いことが国際調査で明らかにされてい

る。今回の教科書の比較調査でも諸外国は積極的に実世界の事柄を取り入れていることが

明らかになった。実世界の内容だけではなく，実世界の問題を数学で扱うための方法とし

ての数学的モデル化も，重要な内容とすることが必要である。  

 

（５）他教科との関連 

算数・数学の教科書では，多くの国が，他教科の内容を扱っている。フランスでは，他

教科との連携が図られている。日本はほとんど見られない。  

算数・数学は，それ自身固有の内容を持っているが，他方で他教科で積極的に利用され

ていることを示す必要がある。算数・数学は，その方法が他教科の問題解決に有用である

だけではなく，数学の言語的な側面，すなわち，数式などの記号による表現，グラフによ

る表現，表による表現，図形による表現が他教科の学習と密接に結びついている。算数・

数学の学習を促進し，さらに算数・数学の有用性の意識を高めるためにも算数・数学と他

教科の連携が必要である。  

 

（６）ICT の積極的な活用 

算数・数学の教科書では，多くの国が ICT を積極的に取り入れている。カナダでは三平

方の定理の検証にコンピュータが使われ，イギリスでは電卓や表計算ソフトが使われ，フ

ランスでは図形の作図にコンピュータが使われ，フィンランドや韓国ではインターネット

教材を使っている。アメリカでは，電卓，グラフ電卓，コンピュータが積極的に活用され，

さらにウェッブ上で自学自習ができるような e-learning の機能も充実している。  

算数･数学の教科書で，電卓やコンピュータの数値計算機能，描画機能を活用するだけ

ではなく，インターネット教材を利用した内容を積極的に取り上げる必要がある。特に，

平成 20，21 年改訂の学習指導要領では，小中高校を通して統計的内容の充実が図られてい

る。そして，そこでは，コンピュータを利用した統計的活動が推奨され，さらに，実世界

のデータを活用するにはインターネットの活用が欠かせない。  

 

なお，今回の比較調査を通して，上記のほかに印象的なことをまとめておく。  

フランスの算数･数学の教科書では，小学校と中学校で教科書の機能が異なっている。

フランスでは，小学校では教科書が授業で使われることが前提で作られ，中学校では教科
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書が自習で使われることも考えられている。教科書のあり方を，児童･生徒の発達に応じて

考えることを示唆している。  

ドイツの算数･数学教科書では，問題の系列で教科書が構成されている。一般には，例

題，説明，練習問題という系列が多いが，児童･生徒が問題を解く活動を通して，概念理解

や能力習得を目指すということは，算数･数学教育はどうあるべきかを問いかけている。  

フィンランドでは，算数･数学の教科書の作成に多くの教師が関与し，教科書会社も教

師のニーズに積極的に応え，そこで，教師が教科書を積極的に活用している。教科書の作

成と使用が密接に結びついており，教科書作成における教師の関与の重要性を示している。 

 

（長崎栄三） 
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