公式から, 数学を考える
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常々思うことだが, 生きる事と数学は切って
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も切れない縁で結ばれてしまったと思う。私が
高校の頃の先生が

数学の分類, 学びの順序
数学の分類としては以下のように分けられ

*1
る。

「数学と言うのは, 世界は神様が作ったもので
あるから, 何か法則があるはずと云う考えから

•「高等学校 数学基礎」 2 単位

始まった」
と言っていた。

—数学というものについて, いったん振

この言葉は曲解であるか, あるいは語弊があ

り返ってどのような学問であるかという

るだろう。そもそも, 数学は人が生きる上で必

ことを, 数学の内容とともに見つめなお

然的に存在せざるを得ないものであるからだ。

すのが目標

•「高等学校 数学 I」 3 単位

現に B.C.2200 年, 古代バビロニアでは

—数と式, 方程式と不等式, 2 次関数, 図
• 掛算表, 2 乗・3 乗表, 逆数表

形と計量

•「高等学校 数学 II」 4 単位
—式と証明・高次方程式, 図形と方程式,

• 平方根の近似値として (a に対し b が小さ

いろいろな関数, 微分法と積分法

いとき)

•「高等学校 数学 III」 3 単位

p
b2
a2 + b2 = a +
2a

—関数, 極限, 微分法とその応用, 積分法
とその応用

• 2 次方程式

•「高等学校 数学 A 」 2 単位
—平面図形, 集合と論理, 場合の数と確率

などを使ったという記録がある ([4] 参照)。

•「高等学校 数学 B」 2 単位

しかし高校時代の先生のその言葉は, 今でも

—数列, ベクトル, 統計とコンピューター,

私の記憶の底に興味深く残っている。

数値計算とコンピューター

世界を作った神様の「理」に挑戦し解き明かし

•「高等学校 数学 C 」 2 単位

ていく探究心, 好奇心から始まった数学と云う

—行列とその応用, 式と曲線, 確率分布,

学問は, 現在も留まる事なく進展し続けている。

統計処理

その数学の世界の中で, 公式とは人類が数学で

•「高等学校 理数数学」 標準単位なし

解き明かしてきた「理」の道筋であるはずだ。

—整数と高次方程式, 図形と方程式, 微分

今回は, 公式を通して数学を考えたいと思う。
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以下, 数学基礎・数学 I・数学 II・数学 III・数学 A・
数学 B・数学 C・理数数学と省略。

法, ベクトル*2

何度も唱えること) する事が可能。

• 学習対象に注意を集中しやすい。
数学基礎または数学 I が高校における必修科

• 学習情報を覚えこみやすい。

目で, 他の科目は選択科目と定められている。
大学受験において, 文系の場合, 私立大学受験

また, 学習曲線と呼ばれる式からも, 分散的に

では数学を受ける必要はなく, もしくは数学 (I・

覚えた方が効率的であると証明できる。学習曲

A・II・B まで) と地歴の選択ができるかのどち

線では RT を反応時間, N を練習量, a, b を課

らかである場合がほとんどである。一方, 理系

題によって変わる変数とすると RT = a N −b =

ではほとんどすべての大学で必須 (数学 I・数学

a
Nb

A・数学 II・数学 B・数学 III・数学 C まで) も

a, b の実測値をそれぞれ 1.40, 0.24 と求めた ([6]

しくは理科と選択をしなければならない。その

参照) 。

ため, 大学入試を考慮した上で文系と理系の区

の式が成り立つ。ピロリとアンダーソンは

RT = 1.40 N −0.24 =

別がなされる高等学校においては, 通常文系が
数学 I・II・A・B までを学習し, 理系はそこから

1.40
N 0.24

反応時間と練習量の関係から, 分散学習にお

更に数学 III・C を学習する。

ける学習の流れは「理」に適っているだろう。

学習を時系列で表すと, 数学 I・A を高校 1 年,

このようなところに数学的な式が出てくる辺

数学 II・B を高校 2 年, 数学 III・C を高校 3 年

りも, 数学の面白さを感じてしまう。

で行うパタ—ンが多い。文系でも理系でも数学

普通に考えても, 一週間毎日同じ授業だと気が

I から順に履修していく形をとり, 数学基礎を履

滅入るし, 勉強に追いつける自信もないのだが。

修する事は少ないようだ。

2

では何故, この順序で教えていくのか？

学習指導要領

系統的に考えると, 数学 I・II・III は数や式の

先に記した学びの順序は, 学校の教育課程に

分野。数学 A・B・C は図形や確率の分野に分か

依存すると考えられる。数学を学校で教える際

れる。数学 I・II・III を順序良く教えてから数

は, 学校が使用する教科書に則って行うことが

学 A・B・C を教える方法, またはその逆では駄

ほとんどだろう。また, 教科書の編成は, 文部科

目なのだろうか？

学省が関わるとともに, 定めた学習指導要領が

これは, 心理学の分野において, 検証がなされ

基となっていると考えられる。

ている。

まずは, 学習指導要領について述べる。

時間間隔を置かずに学習する方法を「集中学

高校数学における学習指導要領の目標欄には

習」と呼び, 時間間隔を置く勉強法を「分散学

「数学における基本的な概念や原理・法則の理

習」と呼ぶ。そして, 分散法の方が効率的と言わ

解を深め, 事象を数学的に考察し処理する能力

れている。主な理由としては,

を高め, 数学的活動を通して創造性の基礎を培
うとともに, 数学的な見方や考え方のよさを認

• 休憩中に学習した内容をリハーサル (短

識し, それらを積極的に活用する態度を育てる」

期記憶の忘却を防いだり, 長期記憶に転

と書かれている。

送したりするため, 記憶するべき項目を
*2

つまり噛み砕けば, 数学を理解して見聞を広
めましょうと言ったところだろう。しかし, 実

「理数数学」は理数数学 I, 理数数学 II, 理数数学探
究を全て含めている。

社会で高校レベルの数学が必要なのは一握りの
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職種のみである。数学的な見方が出来ても, そ

研究発表が終わった後「もう体育はやりたくな

の見方を生かし切れていないと思う。数学の授

い」と教師も子供も思うことが多いようだ ([2]

業で教えることは, 数学の世界の話が多く, 生活

参照)。

と切り離されている事が少なくない。そんな事

これでは, 指導要領とは, 最初に決めた結果と

で「積極的に活用する態度」が育つのだろうか？

なんら変わらない結果を求めるだけの出来レー

次に, 教科書について述べる。

スである。

教科書の順序は, 系統的にまとめられている

指導要領の編成が変わった近年では, 新たな

し, どの教科書にも順序にあまり偏りは見られ

方法を取るかもしれないが, もしこれが今まで

ない。

の実態なら, これまでやってきた事は安定して

これは教科書における学習の順序が, 大衆的,

いない土台の上を歩いてきたようにも感じてし

社会的に認められているとも考えられる。つま

まう。

り教科書, 学習指導要領を見れば, 大衆的に認め

誰もが歩いてきたからと言って, 踏み固めら

られている公式の順序は成立しているとも言え

れた地盤とは言い難い気もするが, 社会的に認

るはずだ。

められてしまった時点で, もう引き返せない状

まず, 教科書は学習課程に分かれる。数学 I と

態なのだろう。

数学 B は同じ教科書にはならない。

しかし研究開発校によって, 理想を裏付けの

近年では数学 I と数学 A や, 数学 II と数学 B

ある現実にした行為は称賛に値すると思う。

が一冊の教科書として発行される事なども珍し

3

くない。この場合は, 数学 I と数学 A の範囲を

まとめ
私は今回の学習を通して, 数学の世界は実体

教科書の前後で区切る事が多い。
近年では, 学習指導要領の順序に則った教科

が無いようで, それでも私たちの生活に馴染ん

書作りが規定になっている。ならば, 多数の検

でしまっていると感じた。

討を為された上で, この学習指導要領が成り立っ

数学だけではないが, 学習の世界ではさまざ

ていないと公式の適正な順序には成り得ないだ

まな考えの上で成り立ってきたものが, 形を成

ろう。

して私たちの前に存在していること。それは教

では, 学習指導要領はどのように編成されて

科書だけでなく, その知識からつながる全てへ

いるのか？

と形を成していくこと。当たり前のようで大切
な事を, 改めて感じさせられた。

文部科学省は「研究開発校」と呼ばれる指定
校を定めて, 実験を行うことになっている。一

ただ, 調べているうちに, 公式と言うよりも,

見すると, この方法には何の問題もないように

数学の授業体系についてのレポートになってし

見える。

まったのが残念だったが。次の機会があれば,

しかし, この方法自体が問題と言える場面が

数学から少し離れたような場面における数学の

存在する。

関係性を調べてみたいと思う。

研究開発校は文部科学省が望むような結果が
出るように研究し, 普通の学校では到底マネ出
来ないような努力のもと成し遂げるのである。
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