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概要： 日本への理科系学部留学のため送り出し国で実施される中等教育のカリキュラムの中に

は，日本のものとの差異が大きいものがあり，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．高度外国人材育成を目指すためには，現状を知らなければならない．今回，マレーシア

の後期中等教育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． 
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1. はじめに 
 一般的に，理科系の学部レベルで日本への

留学のために留学予備教育機関に在籍してい

る学生は，生活や学修全般に向けた日本語を

学ぶのだが，それと同時進行で，日本の高等

学校のカリキュラムに準拠した理科系科目の

数学や物理，化学などを学んでいる．送り出

し国（普通は母国）で実施されている中等教

育のカリキュラムは様々であり，日本の高等

学校のカリキュラムとの違いが大きい場合，

限られた留学予備教育の期間内で，学習不足

の項目をできるだけ短期間に効率良く補わな

ければならない． 
本発表では，マレーシアの高等学校と予備

教育機関における数学のカリキュラムに関し

て，第二発表者（佐々木）による現地調査・

取材に基づいた分析を報告し，それを受け，

第一発表者（長谷川）による留学生受け入れ

大学での理科系基礎教育に対する考察を紹介

する．更にそれらをまとめて，母国の後期中

等教育から予備教育，そして日本の大学教育

へと続く「高大接続」のための円滑な数学カ

リキュラム構築を，そして高度外国人材育成

を目指すための定量的カリキュラム評価を試

みる． 
 
2. マレーシアと日本の教育体系の違い 
日本留学を念頭においた学生・生徒にとっ

て，マレーシアと日本とではどのように教育

体系が違っているのかを紹介する． 

2.1 マレーシアでの初等・中等教育，そして

準備教育 
マレーシアでの義務教育は，初等教育に限

られる．6 歳になる学年度から 12 歳になる学

年度までの 6 年間で，「国民学校」に通うこと

になる．中等教育は，義務教育である初等教

育に引き続くもので，3 年間の「前期中等学

校」と 2 年間の「後期中等学校」（以下，高校

と略記）の計 5 年間で行われる．高校での教

育の終了時に，「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．も

し順調に進級して全国共試験に合格した場

合，日本の教育体系と比べて１年間短い期間

で，中等教育修了（つまり，高校卒業）とな

る． 
そして，大学入学前には，中等教育修了者

を対象として，準備教育が 2 年間行われる．

更に，準備教育課程で学習した者を対象とし

た大学入学試験が，大学ごとに行われる（[1] 
文部科学省，2017）． 

2.2 日本留学のためのマレーシアでの予備教

育 
日本の大学の理科系学部へ留学しようと志

した場合，多くの場合，マレーシア国内の日

本留学のために特化した予備教育機関で学ぶ
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ことになる．2 年間の準備教育課程で，大学

生としての日常生活や履修登録，授業への出

席のための日本語を学習し，並行して，同級

生となるだろう学生と席を並べ伍していくた

めの数学や物理，化学などの理数科目を，日

本語で学習することになっている． 
 ただし高校卒業時点では，特殊な事情のな

い限り，日本語は未習であることがほとんど

である．たとい既習であったとしても，具体

的には「日本語能力試験Ｎ５」程度の日本語

能力であることが多く，予備教育課程で，日

本語の学習が進行してから日本語で理数科目

を学んでいる，というのが現状である． 
 
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に

は，専門語彙の分類，選定を行った [2]（佐

藤，2005），[3]（小宮，2016）がある．ま

た，留学生を対象とした教科教育・専門教育

において，専門概念の理解に踏み込んだ研究

は，[4]（田辺ほか，2018）以外には見られな

かった． 
因みに第一発表者（長谷川）は，1994 年度

から 2007 年度までの 13 年間，大阪外国語大

学（現在は，大阪大学）日本語日本文化教育

センターで，非常勤講師として，文部科学省

国費学部留学生の「理系数学」を担当した

（[5]～[22]）．その後，10 年間の富山高等専

門学校（留学生率約 5%）を経て，現在足利大

学（留学生率約 35%）に勤務している． 
 

４. カリキュラムの比較・その１ 
第二発表者（佐々木）は，同じ高校１年生

と高校２年生の数学に関して，マレーシアの

中等教育の教科書と日本の文部科学省検定済

みの教科書の，「項目」を比較した．  
日本の高校 1 年生，高校 2 年生に相当する

学年で用いる Form4，Form5 と呼ばれるマ

レーシアの教科書 Math および Math 
Additional の計 4 冊を調査した．なおマレー

シアでは，高等学校の数学教科書は，国定教

科書の 1 種類のみが存在する．比較対象とし

たのは，数研出版の数学シリーズ「数学 I」，
「数学 II」，「数学 III」，「数学 A」，「数学 B」

である．5 冊の教科書の学習項目を調査し

た．数研出版のこのシリーズの教科書を選ん

だのは，取材した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． 
マレーシアの教科書は 4 冊とも，章・節・

単元の 3 階層で構成されており，最下層の学

習単位は「単元」である．日本の教科書は，

章・節・単元・項目の 4 階層で構成されてお

り，最下層の学習項目は「項目」である． 
学習項目の対応は，取材したマレーシアの

予備教育機関で数学を担当した経験を持つ教

員（現在，NPO 法人職員）1 人と第二発表者

（佐々木）の 2 人で確認をした． 
 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，数学教育

学会秋季例会当日，大判の表で調査結果を紹

介する． 
 
５. カリキュラムの比較・その２ 
第一発表者（長谷川）は，更に語彙レベル

での比較を試みた．原則的に，啓林館の詳説

シリーズ「数学 I」，「数学 II」，「数学 III」，
「数学 A」，「数学 B」5 冊の教科書に現れる

数学の語彙を，約千個収集し，数学担当教員

としての立場から見た「*」（重要度・低）か

ら「*****」（重要度・高）までの，「主観的

な」（つまり，長谷川の個人的な）評価をつけ

てみた．これと，第二発表者（佐々木）の調

査結果を組み合わせて，数学教育学会秋季例

会当日，大判の表などで，結果を紹介する． 
 
６. 今後の課題 
理科系学部留学後に重要な学習項目を定量

的に評価することによって，送り出し側およ

び受け入れ側双方を円滑に接続する留学生教

育カリキュラムを，提案していきたい．高度

外国人材育成に寄与できると幸いである． 
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