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Abstract: This paper reports on the creation of a mathematical karuta, using a Japanese traditional playing 

card game to study mathematical terms in Japanese. Before creating Mathematical Karuta, the authors have 

compared the mathematics curricula of upper secondary schools in Malaysia and Japan and located 

differences. To close the gap, we designed learning material for students that enables them to continuously 

practice the content. The first author found that karuta makes it possible to read and listen to Japanese while 

his children were simultaneously playing kanji karuta. The authors discussed applying the features of kanji 

karuta to studying mathematical terms in Japanese. In this paper, the authors explain the usage of 

mathematical karuta and show some examples of the developed cards. 
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１. これまでの経緯 

 筆者らは、これまで、マレーシアと日本の後

期中等教育の数学教科書の学習項目を比較し、

両者の差異を調査してきた（佐々木・長谷川：

2019、佐々木・長谷川：2020）。調査を通じて

両者の差異は明らかになった。両者の差異を小

さくするために、数学教育の観点から、実際に

マレーシアの予備教育機関でどのように数学

が教えられているかを調査すること、日本語教

育の観点から数学の語彙の定着を図ることを

次に取り組む課題とした。 

 現在、理科系の専門語彙を学ぶための教材は

深澤・札野（2016）『科学技術基礎日本語 留

学生・技術研修生のための使える日本語（第 2

版）』、山崎他（2002）『科学技術日本語案内

（新訂版）』等がある。辞書は日本学生支援機

構大阪日本語教育センター （2016）『留学生

のための理科系専門用語辞典［数学・物理・化

学・生物］日本語―英語―アラビア語【改訂増

補版】』が網羅的だが参照するためのもので、

語彙の定着を図るためのものではない。 

マレーシア国内の予備教育課程で学ぶ学習

者は、日本語学習と並行して数学・物理・化学

（以下、数物化）を学ぶ。数物化の授業は文部

科学省から派遣された高校教員が担当し、教授

言語は日本語である。こうした状況で、学習者

が受ける数物化の語彙のインプットは、授業中

の担当教員の発話あるいはテキストに書かれ

た文字がほとんどである。事前に数物化の語彙

を学習する機会や口頭で数物化の語彙を練習

する機会も、口頭で問題を解く過程を説明する

ような機会もほんどない。こうした状況を鑑み、

筆者らは語彙の定着を図るための教材作成に

着手することにした。 

２. 「数学カルタ」の着想に至った経緯 

第一筆者が宮下久夫他（2010）『101 漢字カ

ルタ』を使って遊んでいる子どもたちの様子を

観察したところ、（1）101 枚の漢字カルタから

小学校で既習の漢字のみを抽出、（2）国語の

学習進度に合わせてカードを追加、あるいは好

きな漢字のカードを自主的に追加、（3）子ど

もはカルタを取るだけでなく読み札を読む役

割も担う、（4）繰り返し遊べる、（5）読み札

と取り札で『神経衰弱』もできる、ということ

がわかった。 

上述のように、カルタは読む練習と聞く練習

が同時にできる。しかも、繰り返し練習するこ

とができる。漢字カルタで遊ぶ子どもの観察か

ら、数学語彙の定着を図る練習としてカルタが

利用できるのではないかという着想を得た。 

３. 「数学カルタ」の試作 

第一筆者の着想を受け、数学教育・神経科学

を専門とする第二筆者が数学カルタを試作し

た。数学カルタの例を図 1 から図 3 に示す。い

ずれも左が読み札、右が取り札である。 

読み札には数式の説明が日本語で書かれて

おり、漢字・文字・記号全てにルビをふった。

取り札には数式が記載されている。 

読み手は読み札を読むことによって、数学の

語彙を読む練習となり、カルタに参加している

者にとっては、数学の語彙を聞く練習になると

同時に、その内容を表す数式を探すことによっ
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て、音声化された語彙と書かれた数式を結びつ

ける練習となる。 

学習者同士で数学カルタをすれば、授業で聞

く、あるいは教科書や問題文を読むという限ら

れたインプットしか受けられない状況を改善

することできる。また、カルタの読み手となる

ことでアウトプットの練習となり、数学語彙の

学習の機会を増やすことができる。 

3.1 数学カルタの例 

数学カルタは基本的に学習項目を読み札、数

式を取り札としている（図 1）。カルタの読み

手は「等差数列」、「和」という数学語彙を読

む練習となり、取り手は聞く練習となる。そし

て、聞いた内容の表す数式を思い起こし、その

数式が書かれた札を探して取る。 

 

 
図 1 学習項目（左）と数式（右） 

 

図 2 は、読み札が数式の日本語での読み方、

取り札が学習内容となっている例である。図 2

の読み札は等差数列の和を表す式が日本語で

書かれている。取り手は日本語で聞いた式から、

数式を思い出し、その数式が表す学習内容（等

差数列の和）が書かれている札を探す。図 2 の

組み合わせは、数式が視覚情報として現れない

ため、図 1 より複雑であり、ゲームとしての難

易度も上がっている。 

 

 
図 2 数式の読み（左）と学習内容（右） 

 

 

3.2 数学カルタを利用した「神経衰弱」 

トランプのゲームである「神経衰弱」を「数

学カルタ」を利用して行うと、記憶力を競うゲ

ームとしてだけではなく、数学の語彙の定着を

図る活動とすることができる。 

例えば、めくった読み札が図 3の左だったら、

その読み札と対となる取り札（図 3 右）を探す

前に「等差数列の和」を表す数式を言う、とい

うルールを加える。あるいは、読み札と取り札

がマッチしたら、取り札の数式を日本語で読む、

というルールを加えることもできる。こうした

ルールを加えることによって、単なる「神経衰

弱」ではなく、数式を読む練習となる。 

 

 
図 3 「神経衰弱」のペアとしての 

    読み札（左）と取り札（右） 

 

４. 今後の課題 

数学カルタの作成を続けるとともに、実際に

予備教育機関で試用してもらい、学習者、数学

担当教員および日本語担当教員からのコメン

ト得て、改良を重ねたい。また、数学語彙の学

習、数学そのものの学習に効果があるか、ある

としたらどのような点で効果があるかを検討

したい。 
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