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概要： マレーシアでは，後期中等教育は 2年間で終了し，日本へ留学する計画の生徒は，通常

現地で約 2年間の予備教育を受ける．数学に関しては日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）による日

本留学試験（ＥＪＵ）を受験し，大学へ入学願書を提出する．筆者たちは留学生出身国における

数学教育の調査を進めてきたが，今回クアラルンプールにある，日本の主に国立大学理工系学部

1年次入学のための予備教育機関である帝京マレーシア日本語学院の取材協力を得た．高度な工

夫のもとでなされている数学予備教育の現状を報告し，課題を検討する． 
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１．はじめに 
筆者たちはここ数年間，大学学部レベルの留

学生受け入れにおける円滑な高大接続教育を目

指して，留学生出身国における数学教育の調査

を進めてきた[1][2][3]．2019年末，マレーシ

ア国の首都クアラルンプール市にある日本留学

予備教育機関として最大手のひとつ「帝京マレ

ーシア日本語学院」の取材協力を得た．マレー

シア一般の後期中等教育の概容ならびに帝京マ

レーシア日本語学院で行われている予備教育の

概容を紹介し，日本の受け入れ大学での対応策

を検討する． 
 
２．マレーシアの後期中等数学教育 

マレーシアの中等教育は，中学校３年間と高

等学校２年間の計５年間からなっている．進学

希望者はその後，約２年間の大学入学前の準備

教育課程を経て，大学に入学する制度になって

いる（詳しくは，文献[1][2]を参照されたし）． 
筆者たちは，マレーシアの高校数学の国定教

科書がどのくらい日本の高校数学の検定教科書

をカバーしているかを，５つの観点で評価した

[2][3]．結果を紹介すると，次の表のようにな

る． 

数学Ⅰ 39％～52％ 

数学Ａ 20％～26％ 

数学Ⅱ 32％～41％ 

数学Ｂ 19％～25％ 

数学Ⅲ 12％～16％ 

数学Ⅰ～数学Ｂ 29％～38％ 

数学Ⅰ～数学Ⅲ 25％～33％ 

ただし，現時点で「行列」の分野は，日本で

は高校数学の学習範囲から除かれているが，マ

レーシアでは，若干であるが，学習している．

他の分野はすべて，日本での学習範囲がマレー

シアでの学習範囲を包含している． 
 

３．ＥＪＵ（日本留学試験）について 
ＥＪＵ（日本留学試験，Examination for 

Japanese University admission for 

international students）は，独立行政法人 
日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）が，「外国人

留学生として，日本の大学（学部）等に入学を

希望する者について，日本の大学等で必要とす

る日本語力及び基礎学力の評価を行うことを目

的に実施する試験 」（直接の引用部を「（斜

体）」で表示，以下同様）で，年に２回，国内

外において実施している試験である[4]（[5]

で，最新情報に更新されている）． 
 ＥＪＵで出題される「科目」〔「目的 」；試験

時間〕は，「日本語」〔「日本の大学等での勉学

に対応できる日本語力（アカデミック・ジャパ

ニーズ）を測定する 」；125分〕，「理科」〔「日

本の大学等の理系学部での勉学に必要な理科



 

 

（物理・化学・生物）の基礎的な学力を測定す

る 」；80分〕，「総合科目」〔「日本の大学等での

勉学に必要な文系の基礎的な学力，特に思考

力，論理的能力を測定する 」；80分〕，「数学」

〔「日本の大学等での勉学に必要な数学の基礎

的な学力を測定する 」；80分〕となっている． 
留学生を受け入れている日本国内の多くの大

学・学部・学科が，入試要件としてＥＪＵの受

験を課している．  
数学については，「受験者は，受験希望の大

学等の指定に基づき，文系学部及び数学を必要

とする程度が比較的少ない理系学部用のコース

1，数学を高度に必要とする学部用のコース2

のどちらかを選択する 」ことになっている． 
なおＥＪＵには「シラバス」があり，数学で

は次の1～18の出題項目を指示している．この

内コース１の出題範囲は1から6までの項目

で，コース２の出題範囲は1から18までのす

べての項目である[4]． 

1. 数と式 … 数学Ⅰ 
(1) 数と集合 

(2) 式の計算 

2. ２次関数 … 数学Ⅰ 
(1)２次関数とそのグラフ 

(2)２次方程式・２次不等式 

3. 図形と計量 … 数学Ⅰ 
(1) 三角比 

(2) 三角比と図形 

4. 場合の数と確率 … 数学Ⅰ 

(1) 場合の数 

(2) 確率とその基本的な性質 

(3) 独立な試行と確率 

(4) 条件付き確率 

5. 整数の性質 … 数学Ａ 

(1) 約数と倍数 

(2) ユークリッドの互除法 

(3) 整数の性質の応用 

6. 図形の性質 … 数学Ａ 

(1) 平面図形 

(2) 空間図形 

7. いろいろな式 … 数学Ⅱ 

(1) 式と証明 

(2) 高次方程式 

8. 図形と方程式 … 数学Ⅱ 

(1) 直線と円 

(2) 軌跡と領域 

9. 指数関数・対数関数 … 数学Ⅱ 

(1) 指数関数 

(2) 対数関数 

10. 三角関数 … 数学Ⅱ 

(1) 一般角 

(2) 三角関数とその基本的な性質 

(3) 三角関数とそのグラフ 

(4) 三角関数の加法定理 

(5) 加法定理の応用 

11. 微分・積分の考え … 数学Ⅱ 

(1) 微分の考え 

(2) 積分の考え 

12. 数列 … 数学Ｂ 

(1) 数列とその和 

(2) 漸化式と数学的帰納法 

13. ベクトル … 数学Ｂ 

(1) 平面上のベクトル 

(2) 空間座標とベクトル 

14. 複素数平面 … 数学Ｂ 

(1) 複素数平面 

(2) ド・モアブルの定理 

(3) 複素数と図形 

15. 平面上の曲線 … 数学Ⅲ 

(1) ２次曲線 

(2) 媒介変数による表示 

(3) 極座標による表示 

16. 極限 … 数学Ⅲ 

(1) 数列とその極限 

(2) 関数とその極限 

17. 微分法 … 数学Ⅲ 

(1) 導関数 

(2) 導関数の応用 

18. 積分法 … 数学Ⅲ 

(1) 不定積分と定積分 

(2) 積分の応用 

 

４．数学予備教育・帝京マレーシア日本語学

院での取材 
帝京マレーシア日本語学院は，文部科学省準

備教育課程指定校ならびにマレーシア教育相認

定校である．文部科学省準備教育課程指定校と

は，「中等教育の課程の修了まで一二年を要しな

い国について 」，「我が国の大学に入学するため



 

 

の準備教育を行う課程 」を有する学校であり，

準備教育課程指定校で教育を受けた年数は中等

教育を受けた年数として加算される．マレーシ

アでいえば，後期中等教育が2年であるため中

等教育の課程の修了までが11年であるが，帝京

マレーシア日本語学院を修了すれば，12年の中

等教育の課程を修了した者となる．日本国内の

日本語学校は七百を超えるとされるが，準備教

育課程を持つ学校は約五十しかない（その内現

在入学を受け付けているのは約三十校）．更に，

海外の民間では，帝京マレーシア日本語学院の

１校のみである（準備教育課程に関する文部科

学省のＨＰ資料による）． 
帝京マレーシア日本語学院の『2019年度 学

院要覧』によれば，例えば日本留学準備教育課

程20ヵ月コースでは，文系が「日本語」1,920

授業時間（1授業時間は45分間），「日本事情」

116授業時間，「数学」278授業時間，「社会」

338授業時間，「英語」38授業時間，計2,690授

業時間で，理系が「日本語」1,526授業時間，

「日本事情」116授業時間，「数学」526授業時

間，「物理」316授業時間，「化学」316授業時

間，「英語」38授業時間，計2,838授業時間で

ある． 
本節では，以下，取材に基づいた帝京マレー

シア日本語学院での数学教育の概要を紹介す

る．帝京マレーシア日本語学院では，ＥＪＵの

出題傾向の分析ならびにシラバス・カリキュラ

ムの作成を行い，マレーシアの後期中等教育で

学習しない範囲を考慮しながら，授業を進めて

いる．例えば，優先順位が高い分野としては

「ベクトル」，「微分法」，「積分法」で，低い分

野としては「背理法による証明」，「媒介変数と

極座標」を挙げている． 
ただし，毎年11月に行われる２回目のＥＪＵ

受験後，終了までの数週間は，日本の大学での

数学学習に必要な学習分野を選定し，指導を行

っている（例えば，数学的帰納法，関数の連続

性，平均値の定理など）． 
 

５． 大学入学前教育について 
ＥＪＵを入試の一部として課している大学に

とっては，留学生受け入れの数学教育の態勢と

して，ＥＪＵの出題内容・出題形式による影響

の調査をすることは，不可避であろう．大学に

入学してからの指導はもちろんであるが，入学

前の指導が，制限付きであってもある程度可能

であれば，学生の学習履歴を考慮した指導がで

きる（例えば『春休みの友』的な課題）． 
  
６．まとめ 

マレーシアにおいて，日本留学を計画してい

る生徒とそのサポーターたちにとって，ＥＪＵ

が大きな挑戦の壁となっていることが浮き彫り

となった．受け入れ大学の関係者にとっても，

ＥＪＵは重要な調査対象あろう． 
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