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るという観点では、国際比較調査と同様で、教科書

に出来事を追い、時代背景の理解と共感する力を

採用の際の資料や現実の教育問題に対する提起や

養成する授業が展開されていること、それに対して、

提言、批判、といった主張を支えるデータといえる。

アメリカでは結果から時間を遡行して、原因を探る

最後に、比較研究では教授学習の方法やプロセ

因果律を分析する力を養成するという授業の展開、

スに着目し、学力調査や教育文化の検討と結び付

スタイルの違いを説明している。さらに、評価の対象

けた研究が行われている。比較対象の中心は教科

が、日本では大量の情報と目標に対する態度を基

書ではないが、ＴＩＭＳＳやＰＩＳＡなどの国際学力調

準にするのに、アメリカでは、情報を適切に情報を

査は各国・地域の教育にインパクトを与えている。こ

取捨選択した上で少数の効果的な情報提示と目標

うした国際比較調査の結果やその結果を生み出す

達成のために取る手段を評価の基準にしている点

要因としての教育環境や制度の比較の一部として、

に違いがあることを明らかにした。渡辺は、教科書

文化比較的観点から行われている。次節で、こうし

に「何が書かれているのか」ではなく、その記述様

た観点から行われた学校教育における文化の差異

式・叙述スタイルに着目することで、その文化で期

を明らかにした先行研究をレビューする。

待される思考や説明のスタイルが文化によって異な
ることを明らかにしている。学習者にとって、同一の

教育実践の国を単位とした文化比較を行った先

内容が学習目標であったとしても、どのように問い

行研究と課題

が出されるのかで、児童の学習方略や思考スタイル

教育実践の違いを国を単位として文化比較を行
った研究として知られるのは、授業のビデオ記録を

に与える影響は大きい。こうして教授学習過程の文
化的差異があることを明らかにした。

対象とした比較研究であるＴＩＭＳＳのビデオスタデ

また、塘は一連の研究（塘, 1995; 塘・真島・野本,

ィがあげられる。アメリカが自国の教育改善を目的

1998）で、日英の国語教科書に掲載される物語文を

に、学力の高さが際立った日本と産業国として注目

対象に、主人公の対人関係や行動様式、家族の描

に値するドイツとの比較を行った“Teaching Gap”で

写のあり方に、その文化が期待する規範が反映する

は、教科書が授業を理解する際の比較の補助資料

という仮説のもと、歴史・文化的視点から教科書分析

として取り上げられている。授業比較と教科書比較

を試み、教科書に反映する文化的実践の違いを明

を並行して行った研究も見られる。例えば、渡辺

らかにしている。こうした社会文化的アプローチの

(2004)は日米の歴史教科書における叙述スタイル

他にも教科書の記述内容に詳細な分析を行った研

の差異に着目し、動的な過程である授業と、静的な

究もみられる。特に算数科教科書対象にした研究で

教科書のテキストの両方を対象に比較を行っている。

は、教科書内の発問や指示に使用される文体、吹き

「時間の流れ」と「因果関係の理解」という歴史教育

出しなどの表現に焦点をあて、その「体様」が、日本

における超文化的な特徴を分析の枠組みに据え、

と韓国の算数科教科書で異なることが明らかにされ

教科書と授業における談話内容とそのスタイルの違

ている（金・吉田, 2005）。これは教科書記述に文化

いを検討した。

的差異がある可能性を示唆していると言えるが、文

その結果、日米ともに「何を」と問う質問が最も多

章から受ける印象やニュアンスによって判断してい

い点では共通しているが、日本では、「どのように」と

るものであり、記述内容を客観的に比較したり、評定

いう発問が多く、アメリカでは「どうして」という質問が

するなどの十分な検討は行われていない。また、そ

それぞれ 2 番目に多いことを明らかにしている。さら

もそもの目的が、韓国の教科書改善の指針を得るた

に、教科書内の記述についても同様の傾向がみら

めの検討であるため、日本の特徴を一方的に好意

れことを指摘した。その上で、日本では、時系列的

的に評価している点に課題が残る。
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合には、好ましい特性であると言える。また、比較対

レベルで差異があるのか、ないのか、そして、ある

象間での教科書の検定制度や使用程度、権威性に

場合、どのような差異があることを明らかにしていく。

ある程度の同意が得られていれば、教科書はより抽
象的な教育課程と教育実践を媒介する存在物であ

対象

るということができ、分析対象として十分に妥当な比
較分析が可能である。

対象とする国は、日本・香港・シンガポールの３つ
の国と地域である。いずれの国・地域においても、

教科書の編集には、教科教育や教育方法学、教

独自の教育課程が制定され、それに基づいて、検

育心理学と言った多様な教育の専門家が参与する

定が行われた教科書が使用される。ただし、日本が

だけでなく、実践者も貢献をしている。こうした教科

母国語で書かれているのに対して、シンガポール

書編集の背景を捉えると、ある国や地域の学習文化

は、バイリンガル制度にのっとり、第 2 外国語とされ

が反映されたものとして捉える事が出来よう。また、

る英語で書かれている。また、香港では、英語と広

具体的な学習内容や課題、過程が記述されている

東語の２つの教室言語があり、学校が選択をしてい

点においては、教育課程よりも、より実践に近いとい

る。

える。当然のことながら、教育課程や教育目標が反

いずれの国・地域も 2 社ずつを対象としたが、香

映されている。こうした教科書の持つ特性は、本研

港は英語と広東語の 1 社ずつである。教科書採用

究が射程としている、学校教育において期待される

のシェアについては各国・地域において十分な資

理解の在り様や教授学習の特徴を明らかにする対

料がない。そこで、各国・地域の現地の教員や教育

象として妥当であるといえる。本研究は、教科書をあ

関係者の協力のもと、シェアが高いと推奨された教

る学校教育における学習文化が期待する、特徴的

科書を本研究の分析対象とした。さらに、本研究で

な教授学習過程を表象している対象とみなし、検討

は単元を小数と小数の四則計算に限定している。限

を行うものである。

定の理由は、問題間構成を捉えるために詳細な分
析が必要であること、単元固有性を排除するために、
方法

同一の単元にする必要性がある。結果的に、国・地

本研究では、教科書の問題間構成に焦点をあて
る。出題形式と、特定の単元に絞ることで、問題が要

域によって学習学年や単元構成が異なるため、先
述のような単元が対象となった。

求する学習課題を同定し、どのように出題をされて

まず、対象とした単元を各国・地域の教科書から

いるのか、問題構成から相違点を明らかにしようとす

抽出した。日本・シンガポールが第 4、５学年、香港

るものである。次に、この問題構成の特徴を基にど

が第 4 学年から第 6 学年が対象となった。日本とシ

のような教授・学習過程やどのような数学理解のあり

ンガポールでは同学年で扱うことになるが、構成が

方を目指しているのかという教授・学習に対する考

異なる。日本では、小数の性質を４，５年と学習し、

え方を、教授・学習の志向性として、検討する。

加減法を 4 学年、乗除法を 5 学年で学習するが、シ

特に、本研究では、「東アジア型学力」として知ら

ンガポールでは第 4 学年で小数の性質と四則計算

れ、従来的な基礎学力を測定すると言われる（佐

の全てを一度学習し、第 5 学年で再度乗除法を学

伯・藤田・佐藤, 1996）ＴＩＭＳＳでの得点が高いこと

習する。このように、単元は限定し揃えているが、学

で知られるシンガポール、香港と“Teaching Gap”

習順序を含めて教科書内での単元構成は一致して

等で、国際的に高く評価されてきた日本の３つの

いない。尚、対象とした教科書は表１である。

国・地域の比較を行うことで、それらの国に、教科書
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㘃䈮ਃ䈧䈱࿖䊶ၞ䈮䈧䈇䈩㗴ᢙ䈱䉦䉟ੑਸ਼
ᬌቯ䉕䈍䈖䈭䈦䈢䈫䈖䉐䇮ᗧ䈭䉍䈏䉌䉏䈢䋨

䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᢎ⑼ᦠ䈮䉋䈦䈩䈲䇮ᢎ᧚䈻䈫ቢో䈮
⒖ⴕ䈚䈩䈇䉎႐ว䈏䉂䉌䉏䈢䇯䈠䈉䈚䈢ᢎ᧚䉅࿖䊶
ၞ䈮䉋䈦䈩⟎ઃ䈔䈏⇣䈭䉎䇯Ḱᢎ᧚䈫⸒䉒䉏
䉎䉅䈱䉅䈅䉎䈏䇮ᢎ⑼ᦠ䈫䉶䉾䊃⽼ᄁ䈘䉏䇮ኋ㗴↪䈫
ฬ೨䈏䈧䈔䉌䉏䈢䉅䈱䉅䈅䈦䈢䈢䉄䇮ᧄ⎇ⓥ䈱Ყセ
 2 㗴ᒻᑼ
㗴ᒻᑼ
ᢥ┨㗴
⸘▚㗴
ᄌ឵
ᄢዊᲧセ
ᢙ䈱䈚䈒䉂
࿑↪
ᚻ⛯䈐䊶ᚻ㗅
྾ᝥ

ቯ⟵
ౕ‛䉇ᢙ㊂䉕䈜න䈏䈧䈇䈢ᢥ┨ᒻᑼ䈱㗴
ᢙᑼ䈏ਈ䈋䉌䉏䉎䈎䇮྾ೣ⸘▚䈏ᢥ┨䈪ᜰ␜䈘䉏䈢㗴
ዊᢙ䈫ಽᢙ䈱␜ᄌ឵䇮䈶㊂䈱න䈱ᄌ឵䉕ᜰ␜䈚䈢㗴
⸥䈱ᄢዊ㑐ଥ䈱Ყセ䇮ਗ䇮ℂ⸃䉕᳞䉄䉎㗴
චㅴᴺ䈬䉍䈮㑐䈜䉎⸥ᴺ䈱ℂ⸃䉕᳞䉄䉎㗴
࿑䈱↪䇮䈶⺒⸃䉕ⴕ䈉㗴
Ṷ▚ㆊ⒟䉇ᣇᴺ䈱⺑䉇ℂ⸃䉕᳞䉄䉎㗴
ਈ䈋䉌䉏䈢ᢙ䉕྾ᝥ䈜䉎㗴

▚

䈍䈍䉋䈠䈱ᢙ䇮Ⓧ䉅䉍䉕䈜䉎䈖䈫䉕ਥ䈫䈜䉎㗴
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 3 ቇ⠌⺖㗴
ቇ⠌⺖㗴
ቯ⟵
ᒰ䈜䉎㗴ᒻᑼ
ᢥ┨㗴⸃ ᢥ┨㗴䈎䉌┙ᑼ䈚䇮⸃䉕᳞䉄䉎䈖䈫䉕ਥ䈢䉎⺖㗴䈫䈜䉎㗴 ᢥ┨㗴
⸘▚✵⠌ ⸘▚ᚻ⛯䈐䈱⠌ᾫ
ᢥ┨㗴䇮⸘▚㗴䇮
⸘▚㗴䇮ᄌ឵䇮ᢙ䈱䈚䈒䉂䇮࿑
⸥ᢙᴺℂ⸃ චㅴᴺ䈬䉍䈱ℂ⸃䇮⸥ᴺ䉇ᢙ㊂䈱ℂ⸃
↪䇮ᄢዊᲧセ䇮ᚻ⛯䈐⺑
ᢙ䊶▚ ᢙ䊶▚䈱▚ᣇᴺ䈱ℂ⸃䈫⠌ᾫ䇮ㆡ↪
▚䇮྾ᝥ

4䋺㱣2䋨2, N=855䋩=12.215, p<.01䋩䇯ᣣᧄ䈱․ᓽ䈮䇮
㗴䈱㗴䈏㘃㗴䈱㗴䉋䉍䉅ᄙ䈇䈖䈫䈏䈅䈕䉌䉏䉎䇯
䉲䊮䉧䊘䊷䊦䈪䈲䇮㗴䈫㘃㗴䈏ห⒟ᐲ㗴䈘䉏
䈩䈇䉎䇯㚅᷼䈲ᣣᧄ䈫ห᭽䇮㗴䉋䉍㘃㗴䈏ᄙ䈇䈏䇮
䈘䉌䈮 2 એ䈱㗴ᢙ䈫䈭䈦䈩䈇䈢䇯ฦ࿖䊶ၞ
䈱 㗴․ᕈ䉕ᝒ䈋䉎䈢䉄䈮ᱷᏅಽᨆ䉕ⴕ䈦䈢䈫䈖
䉐䇮ᣣᧄ䈲㗴䈏ᗧ䈮ዋ䈭䈒(p<.01)䇮㘃㗴䈏ᄙ
䈇ะ䈏䉌䉏䈢䋨p<.05䋩䇯䉲䊮䉧䊘䊷䊦䈲㗴䈏
ᗧ䈮ᄙ䈒䇮㘃㗴䈏ᗧ䈮ዋ䈭䈎䈦䈢(p<.01)䇯㚅᷼
䈲䇮ᦼᓙ୯䉋䉍㗴䈱㗴ᢙ䈏ᗧ䈮ዋ䈭䈒䇮㘃㗴
䈏ᗧ䈮ᄙ䈎䈦䈢䋨p<.01䋩䇯

䈫䉄䈢䇯
㗴᭴ᚑห᭽䈱ᚻ⛯䈐䉕⚻䈩䇮3 䈧䈱࿖䊶ၞ䉕
න䈮Ყセᬌ⸛䉕ⴕ䈉䇯䉦䉟⥄ਸ਼ᬌቯ䉕ⴕ䈦䈢䈫䈖
䉐䇮ᗧ䈭䉍䈏䉌䉏䈢䋨 㱣2 䋨 6, N=855䋩 =67.855,

p<.01䋩䇯ᱷᏅಽᨆ䉕ⴕ䈇䇮ฦ࿖䊶ၞ䈱․ᓽ䉕ᬌ⸛
䈚䈢䈫䈖䉐䇮ᣣᧄ䈲䇮ᢥ┨㗴⸃䈮㑐䈜䉎㗴䈏
ᗧ䈮ᄙ䈒䇮ᢙ䇯▚䈮㑐䈜䉎න⁛䈪䈱㗴䈏ᗧ
䈮ዋ䈭䈎䈦䈢䋨p<.01䋩䇯䉲䊮䉧䊘䊷䊦䈲䇮⸥ᢙᴺℂ
⸃䈱㗴䈏ᗧ䈮ᄙ䈒䇮⸘▚✵⠌䈱㗴䈏ᗧ䈮
ዋ䈭䈎䈦䈢䋨p<.01䋩䇯㚅᷼䈪䈲䇮⸘▚✵⠌䈱㗴䈏
ᗧ䈮ᄙ䈒䇮⸥ᢙᴺℂ⸃䈮㑐䈜䉎㗴䈏ᗧ䈮ዋ
䈭䈎䈦䈢䋨p<.01䋩䇯

㗴᭴ᚑ䋨䋲䋩㗴ᒻᑼ

㗴ᒻᑼ䈮䈧䈇䈩䈲⸥䈱䉋䈉䈭․ᓽ䈏䈠䉏䈡

ᰴ䈮䇮㗴ᒻᑼ䈫ቇ⠌⺖㗴䈮䈧䈇䈩䋵 䈮䉁
 4 ⸳ߏߣߩ㗴ᢙ

䉲䊥䊷䉵
ᨋ㙚

ᣣᧄ
᧲੩ᦠ☋
actionshape

䉲䊮䉧䊘䊷䊦
Mypals
Longman
㚅᷼
ᣂᎺ

㗴
36
37.5%
47
40.9%
122

83
39.3%
246

47.5%
124
51.0%
26
30.2%
19

49.2%
45
31.3%

32.8%

60
62.5%
68
59.1%
135
52.5%
119
49.0%
60
69.8%
39
67.2%
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⸘

㘃㗴
128

96
211

60.7%

115

254

257
500

50.8%

243

99

86
144

68.8%

58
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䈖䈉䈚䈢․ᓽ䈎䉌䇮䉲䊮䉧䊘䊷䊦䈲䇮Ṷ▚䉇㗴

䈚䇮╵䈋䉕⏕䈜䉎䈫䈇䈦䈢㗴ౝ᭴ᚑ䈮䈭䈦䈩䈇

䉕⸃䈒䈢䉄䈱䊦䊷䊦䉕ᱜ⏕䈮ㆡ↪䈚䇮㗴⸃䈠䈱

䉎䇯䈠䈱䈢䉄䇮㗴ౝ䈪䉴䊝䊷䊦䉴䊁䉾䊒䈱㗴⸃

䉅䈱䉕ㆀⴕ䈜䉎ജ䇮䉴䉨䊦䉕චಽ䈮₪ᓧ䈚䈩䈇䈒䈖䈫
䉕ᦼᓙ䈜䉎ᔒะᕈ䈏ᝒ䈋䉌䉏䉋䈉䇯

䉕ⴕ䈉䉋䈉䈭႐䈏ឭଏ䈘䉏䈩䈇䉎䈫䈇䈋䉎䇯৻䈧৻

㚅᷼䈱․ᓽ ਛ࿖䈪䈲䇮⸘▚✵⠌䈱䈢䉄䈱㗴䈏

䈔䈪䈭䈒䇮䈠䉏䈮ઃ㓐䈜䉎ផ⺰䉇ᕁ⠨䇮ⶄᢙ⸃䈱Ყ

ᄙ䈇䈖䈫䈏䈅䈕䉌䉏䉎䇯ᚻ⛯䈐䈮㑐䈜䉎⍮⼂䈲䇮න

セ䈱ᬌ⸛䈮䉋䉎ᅷᒰᕈ䈱ี䇮࿑⊛䉕↪䈚䈢

ర䈱೨ඨ䈪ት⸒⊛䈮ਈ䈋䉌䉏䇮ਅ㗴䈪䈲ᢙ୯

⸃䈫䈇䈦䈢ᢙቇ⊛ᕁ⠨䉕ⷐ᳞䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮

䈏ᄌ䉒䈦䈢䉍䇮᧦ઙ䈏ᄌ䉒䈦䈢䉍䈜䉎䈭䈬䈚䈩䇮ᄙ䈒

Ṷ▚ജ䉕▚ᢙℂ⸃䈱ో䈩䈫ᝒ䈋䈩䈇䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮

䈱⸘▚䉕ⷐ䈜䉎⺖㗴䈏㗴䈘䉏䈩䈇䉎䇯㐿䈐䈪䈇

䇸▚ᢙ⊛ᵴേ䇹䈏ᤋ䈘䉏䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯

䈧䈱ਅ㗴䈮⸅䉏䈭䈏䉌䇮䈠䈱㗴䈮╵䈋䉎䈣

䈋䈳䇮Ꮐ䈮㗴䈏ឝタ䈘䉏䇮ฝ䈱䈾䈫䉖䈬䉕⸘

࿑⊛䈱↪䉇䇮䉮䊜䊮䊃䈭䈬䉕ᝌ䈚䈩䇮ᢙ

▚✵⠌䈮ల䈩䉎䈫䈇䈉᭴ᚑ䈮䈭䉎䇯ᣣᧄ䈱ᢎ⑼ᦠ䈪

ቇ⊛ផ⺰䉇⋭ኤ䉕ଦ䈜䉋䈉䈭ᵴേ䉅ห᭽䈮䇮䇸▚ᢙ

䈲䇮ⷐὐ䈏㗴⸃ᓟ䈮䉁䈫䉄䉌䉏䉎䈱䈫䈲ኻᾖ⊛
䈪䈅䉍䇮㚅᷼䈱․ᓽ䈪䈅䉎䈫⸒䈋䉎䇯

⊛ᵴേ䇹䉕ଦㅴ䈜䉎ⷐ⚛䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎䈫䈇䈋䉎䇯䈖䈉
䈚䈩ቇ⠌නర䈫䈚䈩䈘䉏䉎ᢎ⢒⋡ᮡ䈏⽎䈘䉏䇮

䈖䈉䈚䈢․ᓽ䈎䉌䇮ቇ⠌⋡ᮡ䈪䈅䉎⍮⼂䉇Ṷ▚䈮

ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔䈱ᗧ࿑䈏ᤋ䈘䉏䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯

㑐䈜䉎ᛛ⢻䉕⠌ᓧ䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᄙ䈒䈱✵⠌㗴䈮ข

䈖䉏䈲䇮ၮ␆ၮᧄ䉕⸘▚ᛛ⢻䈱⠌ᓧ䈫ᝒ䈋䇮䉋䉍㜞

䉍⚵䉃䈖䈫䈪ቯ⌕䉕࿑䉐䈉䈫䈚䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉌䉏䇮ᢙ

ᰴ䈱ᢙቇℂ⸃䉕ᢙቇ⊛ᕁ⠨䉇ផ⺰䈫䉂䈭䈚䇮䈠䉏

ቇ䈱ቇ⠌䈮Ṷ▚ᛛ⢻䈱⠌ᓧ䉕ᦼᓙ䈜䉎ᔒะᕈ䈏ᝒ

䉕ቇᩞᢎ⢒䇮ᬺ䈪ታ䈚䉋䈉䈫䈜䉎ᗧᕁ䈏ᒝ䈒

䈋䉌䉏䉎䇯

ᤋ䈘䉏䈩䈇䉎䈫⸒䈋䉎䈣䉐䈉䇯ታ㓙䈮䇮䉨䊞䊤䉪䉺䊷
䈏ઃ䈘䉏䈩㗴⸃ਛ䈮䈧䈔䉌䉏䉎䉮䊜䊮䊃䈮䈧䈇

ᔒะᕈ䈱㆑䈇䈎䉌⠨䈋䉌䉏䉎ᢙቇቇ⠌䈱ᢥൻ⊛Ꮕ

䈩䈲䇮ᴡ㊁䋨2010䋩䈏䇸䊜䉺䊂䉞䉴䉮䊷䉴䇹䈫䈚䈩ಽᨆ

⇣䈱ᬌ⸛
೨▵䈪䈲䇮ฦ࿖䊶ၞ䈱㗴ะ䈎䉌䇮䈠䈱ᔒะ

䉕ⴕ䈇䇮⸃ㆊ⒟䈮䈍䈔䉎䊜䉺⍮䉕ଦㅴ䈜䉎䈫䈇
䈉ᗧ࿑䉕䈇䈣䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮⺑䈚䇮㆑䈇䉕⊒

ᕈ䉕⠨ኤ䈚䈢䇯䈚䈎䈚䇮䈠䉏䈡䉏䈱ᔒะᕈ䉕ઁ䈱

䈜䉎䈫䈇䈦䈢ᵴേ䉅䇮ਅ㗴䈫䈲䈮䇮䊜䉺䊂䉞䉴

࿖䊶ၞ䈏ᜬ䈚䈩䈇䈭䈇䈫䈇䈉䉒䈔䈪䈲䈭䈇䇯ᧄ
⎇ⓥ䈲㗴᭴ᚑ䈱Ꮕ⇣䉕ၮ䈮䈚䈩䇮䈠䈱Ꮕ⇣䉕↢

䉮䊷䉴䈏ᜰ␜䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱⚿ᨐ䈲ᧄಽᨆ䈫䉅৻⥌

䉂䈜⢛᥊䈮ᢎቇ⠌䈱ᔒะᕈ䈱㆑䈇䈏䈅䉎䈫⠨

䈚䈩䇮ᢙቇ⊛ᕁ⠨䉇ផ⺰䉕⚻㛎䈜䉎䈮䈫䈬䉁䈦䈩䈍

䈋䇮ᬌ⸛䉕ⴕ䈦䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈠䈱⚿ᨐ䈫䈚䈩䇮䈠䉏
䈡䉏䈱㗴᭴ᚑ䈎䉌䇮䈠䉏䈡䉏䈱ᔒะᕈ䈏䈘

䉍䇮㘃㗴䈮䈭䉎䈫৻⥸⊛䈭⸘▚✵⠌䈫䈭䉎䈢䉄䇮චಽ
䈭ቯ⌕䈮⥋䉌䈭䈇᭴ㅧ䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈖䈫䉕⺖㗴䈫䈚

䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈪䈲䇮䈖䈉䈚䈢ᔒะᕈ䈱㆑䈇䉕ᢎ

䈩ᜰ៰䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱ᜰ៰䉕ฃ䈔䉎䈫䇮㗴᭴ᚑ䈮

䊶ቇ⠌䈱ᔒะᕈ䈮䇸ᢥൻ⊛䇹Ꮕ⇣䈏䈅䉎䈫䈚䈩䉋䈇

⺖㗴䈲ᱷ䉎䉅䈱䈱䇮䉲䊮䉧䊘䊷䊦䉇㚅᷼䈫Ყセ䈜䉎

䈱䈣䉐䈉䈎䇮ฦ࿖䊶ၞ䈱ᢎ⢒ᐲ䉇ᖱ䈮䈧䈇䈩

䈫䇮⸘▚ᛛ⢻䈱⠌ᓧ䈫䈲⇣䈭䉎㕙䉕ᒝൻ䈚䈩䈇䉎

㑐ㅪ䈜䉎䈫ᕁ䉒䉏䉎䈮⸅䉏䈭䈏䉌ᬌ⸛䉕ⴕ䈉䇯

䈫⸒䈋䇮ၮ␆ၮᧄ䈎⊒ዷ⊛䈭ౝኈ䉇㜞ᰴ䈱ᢙቇ⊛

ᣣᧄ䈱㗴᭴ᚑ䈲䇮ዉ⺖㗴䈫䈚䈩ᢥ┨㗴䈏
㗴䈘䉏䈩䈇䈩䉅䇮ታ㓙䈮䈲Ყセ⊛ኈᤃ䈭㗴䈏䈘

ᕁ⠨䈎䈫䈇䈉ំ䉍ᚯ䈚䉕䉂䈞䈩䈐䈢ᣣᧄ䈱ᢙቇᢎ⢒
䈱ᢥൻ䊶ᱧผ⊛⢛᥊䈮ᓇ㗀䉕ฃ䈔䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉌䉏

䉏䈩䈇䉎䇯ቇᐕ䈏䈏䉎䈮䈧䉏䈩䇮࿎㔍䉕ᛴ䈋䉇䈜

䉎䇯

䈇නర䈪䈲䇮ዉ䈱⺖㗴䈪䉅Ṷ▚䈏࿎㔍䈭ቇ⠌⠪
䈏䉌䉏䉎䉋䈉䈮䈭䉎䈏䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮᭴ㅧ䈏න⚐

ᰴ䈮䉲䊮䉧䊘䊷䊦䈮䈧䈇䈩䈲⸥䈮㑐䈜䉎ቇ⠌
䈏ᄙ䈎䈦䈢䇯䉁䈢䇮Ṷ▚ᛛ⢻䈫⸒䈉䉋䉍䉅㗴⸃䈱

䈭ᢥ┨㗴䈎䉌䇮ᑼ䉕┙䈩䇮╩▚䉇ᥧ▚䈭䈬䈪⸘▚䉕

⸃ᴺ䉕䊌䉺䊷䊮ൻ䈚䈩ቇ⠌䈜䉎․ᓽ䈏ᝒ䈋䉌䉏䉎䇯

䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱ὐ䈮㑐䈚䈩ᴡ㊁䋨2010䋩䈲䇮㗴䉕ㅢ
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㗴䈫䈚䈩䇮⸃⺑䈏䈧䈇䈢㗴䈱․ᓽ䈫䈚䈩䇮ᢥ┨
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えられる。

を見出し、「東アジア型」とされる国と地域の文化的

以上、3 つの国・地域の教科書の問題構成と教育
制度や事情を合わせて考察した。教科書にすべて

差異を見出したことにある。これは本研究の成果と
言える。

の教育事情や制度が十分に埋め込まれているとは

また、教科書の分析方法について、印象論に依

言い難い。教育制度や中央集権的に指針を示した

拠したり、教授学習の実際を十分に吟味出来ていな

としても、それがいかほど実践の現場に浸透してい

かったりする教科書分析の先行研究の課題を克服

るのか、また、合致しているものかという意味では、

し、算数科教科書の問題を本文とみなし、量的な比

媒介的機能を果たす教科書は、その不一致を調整、

較を行い、統計的な処理を加えることでその結果の

または中和するという機能をはたしているとも考えら

妥当性を示した。こうした方法論を具体的に示し、実

れる。しかし、上記で考察したように、教科書の構成

践した点も本研究成果と言える。

の違いを理解する際に、各国・地域の置かれた教育

ただし、以前から指摘されるように教科書の使用

の課題に対して説得的な理由を与えてくれる。こうし

状況と合わせた検討は必要である。また、教科書使

て、本論の比較研究で明らかになった教授学習の

用に関する教師の認識を捉える必要がある。ただ、

志向性は、文化的差異とみなすことができると考え

実際に使用しているのか、といった程度や頻度とい

られる。

った表層的な違いを捉えるのではなく、こうした教科
書の構成の違いを踏まえて、教師がどのように教科

本研究の成果と限界、及び、今後の課題

書を使用し、授業のデザインを行うのか、その影響

本研究の成果と限界

本研究では、教科書の問題

や認識を捉える必要がある。本研究の成果は、こう

間構成を量的に比較することで同定された出題の

した使用のダイナミクスと合わせて検討することでよ

特徴を明らかにした。また、その比較の結果から、

り説得的な結論、または、教授学習の志向性に関す

各国・地域の教授学習に対する志向性を明らかにし

る文化的差異の考察が可能になると考えられる。教

た。さらに、その特徴を各国・地域の教育制度や事

科書を教育課程と授業実践の媒介として捉えるとい

情と合わせて検討することで、その差異が文化的要

う観点を超えられていない点で、限界がある。

因に起因することを考察した。

今後の課題

本研究の成果を踏まえたうえで、今

本研究の成果は、こうした教科書の問題構成から

後の課題を 2 点あげる。先に指摘したように、教科

教授学習の志向性に文化的差異があることを明らか

書使用に関する教師の実践的判断や授業デザイン

にしたことに加え、比較対象とした 3 つの国・地域の

への影響の検討があげられる。実際の授業観察に

差異を見出したことにある。日本との比較において

よって、渡辺によるアプローチのような教師の発問

は、主に欧米との比較がなされることが多い。しかし、

や発言の量、その質を検討することが可能であろう。

本研究で対象としたのは「東アジア型」とされる算

授業全体の展開と教科書の構成との対照を行うこと

数・数学において基礎学力が高いことで国際的評価

も必要である。こうした観点から、複数の教師の、複

が高く、注目される国・地域である。地理的な近さだ

数の授業事例を対象に分析を行えば、事例研究で

けでなく、文化や社会、歴史の共通点や類似性、ま

行う際に、「どれだけ教師に依存した授業であるの

た、学習文化の背景として儒教的な思想の影響など

か」という教師の固有性が捉えられ、文化的差異の

が取り上げられることが多く、相違点よりも共通点が

検討も可能になると言える。

取り上げられることが多い。しかし、本研究では、そ

次に、教科書の内容を詳細に分析する本研究の

の 3 つの国・地域に差異があること、また、その際が

方法論を検討することがあげられる。本研究は、「東

各国・地域の教育制度や事情とも関連していること

アジア型」の国と地域を対象として、共通点ではなく、
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相違点を浮かび上がらせることに成功したが、一方

部紀要 No.115, 9-20.

で教科書の構成の類似性がこうした問題間構成の

金香宣, 吉田稔. (2005). 韓・日の小学校の数学

分析に結びついている可能性がある。また、ＴＩＭＳ

教科書の比較とその分析（Ⅱ）-指導内容と教

Ｓで高得点を獲得する国・地域を対象にしたが、そ

科書の体様に焦点をあてて-. 信州大学教育学

もそもＴＩＭＳＳ型のテストに強い教科書構成であると

部紀要 No.116, 35-46.

いう見方もできる。元々の教科書の位置づけや使用

教科書研究センター. (2000). 諸外国における教

法、また、教科書に対する認識などが違えば、教科

科書制度及び教科書事情に関する調査研究報

書の編集にも影響がでることが考えられるため、例

告書. 著: 教科書研究センター, 教科書から

えば、ＰＩＳＡなどの異なる数学理解の側面を捉えよ

見た教育課程の国際比較 4 算数・数学編.

うとしていると考えられる国や地域での教科書分析

東京: ぎょうせい.
National Center for Education Statistics, U. D.

が必要であると考えられる。

(1999). Teaching Mathematics in Seven

上記 2 点を今後の課題とする。

Countries: Results From the TIMSS 1999
Video Study .
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