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Abstract: Our research target is the preparatory mathematics education programs in Malaysia, whose 
students are supposed to enter science and engineering courses in Japanese universities. Students, attending 
at such preparatory schools in Malaysia, study mathematics simultaneously with the Japanese language, 
physics, and chemistry, at a higher level than that of their upper secondary education. There exist, 
unfortunately, lacks even after two years of preparation. In order to fill these gaps effectively during the 
preparation programs and to attain smooth articulation, authors will propose lists of important items in 
mathematics, comparing the math curriculums in upper secondary education between Malaysia and Japan. 
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１. はじめに 

 一般的に、日本への理科系学部留学のための

予備教育機関の学生は、生活・学修のための日

本語を学び、それと並行して日本の高校のカリ

キュラムを意識した数学・物理・化学などを学

んでいる。しかし送り出し国で実施される予備

教育のカリキュラムの中には、日本でのカリキ

ュラムとの差異が残っているものがあり、予備

教育の期間内で不足項目を効率よく補う必要

がある。本発表では、理科系基幹教科である数

学のカリキュラムを取り上げる。特に、マレー

シアの予備教育機関での数学のカリキュラム

を取り上げ、後期中等教育から予備教育、そし

て日本の大学教育への円滑な「高大接続」のた

めの数学カリキュラム構築を目指したその評

価を試みる。 

 まず、大学入学までのマレーシアと日本の教

育体系の異同を確認する。そしてマレーシアの

後期中等教育の数学の教科書と日本のそれと

を比較し、学習項目の異同を調べる。 
２. マレーシアと日本の教育体系の異同 

マレーシアの義務教育は初等教育の 6 歳から

12 歳で、6 年間、国民学校に通う。中等教育は

前期中等学校（以下、中学）の 3 年間と後期中

等学校（以下、高校）の 2 年間の計 5 年間で、

中等教育終了時に全国共通試験が実施され、合

格者には教育修了証が授与される。大学入学前

に中等教育修了者を対象とした 2 年間の準備教

育が行われる。準備教育課程で学習した者を対

象に各大学の入学試験が行われる。（文部科学

省 2017） 
日本の教育体系と比較すると「高校卒業」時

点で、1 年の違いがある。単純に言うと、マレ

ーシアの場合、日本の高校 2 年生が終わった時

点で「高校卒業」となり、日本の「高校卒業」

とは 1 年のギャップがある。 
2.1 マレーシアでの予備教育 

マレーシアにおける日本留学のための予備

教育機関では、マレーシアの準備教育課程の期

間である 2年間で生活・学修のための日本語を

学び、並行して日本の高校卒業程度の数学・物

理・化学の理数科目を学ぶことになっている。 

 中等教育修了時点でほとんどの学生が日本

語未習である。既習の場合でも日本語能力試験

N5 程度の日本語能力であるため、実際には予

備教育課程である程度日本語学習が進んでか

ら日本語で理数科目を学んでいる。 

３. 先行研究とその課題 

日本語教育での数学教育に関する研究は、佐

藤（2005）、小宮（2016）が挙げられる。両研

究とも数学における専門語彙の分類、選定を行

っている。 
教科教育・専門教育において、専門語彙は重

要である。語彙を効率よく習得するためには、

その専門語彙が示す内容を理解していること

が前提である。留学生を対象とした数学教育に

おいて、その前提を確認するような研究は田辺

ほか（2018）以外は見られなかった。 
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４. カリキュラムの比較 

本研究ではマレーシアにおける高校数学の

教科書の学習項目と日本のそれとを比較・検討

する。以下、高校数学の教科書を単に「教科書」

と呼ぶ。 
まず、高校の数学教育カリキュラムを比較す

る場合、修業年数の違いに留意しなければなら

ない。マレーシアの高校は 2 年間で教科書 4 冊

（後述）を学ぶ。日本の高校は 1・2 年目で「数

学 I」「数学 II」「数学 A」「数学 B」を学び、

3 年目に「数学 III」を学んでいる。また、教科

書の記載内容にも注意が必要である。日本の教

科書の場合、中学で学んだ内容でも高校の教科

書に記載がある場合がある。しかしマレーシア

の場合そのようなことはない。例えば「平方根」

は日本の教科書に記載があるが、マレーシアの

それには記載がない。本調査ではこのようなケ

ースも「記載なし」と判断している。 
4.1 調査対象 

調査対象は、日本の高 1、高 2 に相当する

Form4、Form5 と呼ばれるマレーシアの教科書

Math および Math Additional 計 4 冊を対象とす

る。なお、マレーシアの教科書は国定教科書の

1 種類のみである。比較対象として数研出版の

「数学 I」「数学 II」「数学 III」「数学 A」「数

学 B」の 5 冊の教科書の学習項目を調査した。

比較対象を数研出版の教科書としたのはマレ

ーシアの現地の予備教育機関で教科書として

採用されているためである。 

4.2 調査方法 

マレーシアの教科書は、章・節・単元と 3 階

層で構成されており、最も小さい学習単位は

「単元」である。日本のそれは、章・節・単元・

項目の 4 階層で構成されており、最も小さい学

習項目は「項目」である。学習項目の対応はマ

レーシアの予備教育機関で数学を担当した経

験を持つ数学教員 1 名と第一筆者の 2 名で確認

をした。 
4.3 調査結果 

 以下、日本の教科書の「単元」についてマレ

ーシアの教科書に記載がないものを列挙する。 
「数学 I」実数、根号を含む式の計算、１次不

等式、１次不等式の利用、命題と証明、データ

の相関、表計算ソフトによるデータの分析 
「数学 II」３次式の展開と因数分解、二項定理、

整式の割り算、分数式とその計算、恒等式、等

式の証明、不等式の証明、複素数、２次方程式

の解と判別式、解と係数の関係、剰余の定理と

因数定理、高次方程式、直線上の点、平面上の

点、三角関数の性質、三角関数の合成、関数の

グラフと方程式・不等式 
「数学 A」集合の要素の個数、円順列・重複順

列、条件付き確率、三角形の角の二等分線と比、

三角形の外心，内心，重心、チェバの定理，メ

ネラウスの定理、円に内接する四角形、円と直

線、方べきの定理、2 つの円の位置関係、作図、

直線と平面、多面体、約数と倍数、最大公約数・

最小公倍数、整数の割り算と商および余り、ユ

ークリッドの互除法、１次不定方程式、分数と

小数 
「数学 B」ベクトルの内積、位置ベクトル、ベ

クトルと図形、ベクトル方程式、空間の座標、

空間のベクトル、ベクトルの成分、座標空間に

おける図形、数列、和の記号Σ、階差数列、い

ろいろな数列の和、漸化式と数列、数学的帰納

法、確率変数と確率分布、確率変数の期待値と

分散、確率変数の変換、確率変数の和と期待値、

独立な確率変数と期待値・分散、母集団と標本、

標本平均とその分布、推定 
「数学 III」は学校体系の異同から割愛する。 

５. 今後の課題 

4.3 に列挙した単元に加え、「数学 III」を予

備教育課程の 2 年間で全て学習することは非常

に困難である。並行して物理・化学、そして日

本語も学ぶことを考えると、単に「差異を埋め

る」のではなく、理工系学部に入学した後に重

要な項目とそうでない項目を峻別する必要が

ある。そのためには予備教育課程での数学教育

経験者および大学における数学教育担当者に

よる、学習項目の重要度の評価が求められる。 
その評価を踏まえ、予備教育課程あるいは大

学入学後の効果的な数学教育のカリキュラム

を今後提案していきたい。 
 
付記 

本研究は JSPS 科研費 JP16H03434 の助成を受けた。 

 

参考文献 
小宮千鶴子（2016）「理工系留学生のための数学の専門連

語の選定―数学用語の運用力の向上を目指して―」『早

稲田大学日本語教育実践研究』Vol. 4, pp. 25-44 
佐藤宏孝（2005）「数学における専門日本語語彙の分類―

留学生への数学教育の立場から―」『専門日本語教育研

究』Vol. 7, pp. 13-20 
田辺直之・高岡邦行・古喜正士（2018）「国定教科書か 
ら考察するミャンマーの理数教育」『日本語教育方法研

究会会誌』Vol. 25, No. 1, pp. 68-69 
文部科学省（2017）『世界の学校体系』pp. 62-65, 株式会 
社ぎょうせい 

Taqayuki Hassegawa
タイプライターテキスト
３３




