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は じめに
小学校算数科 0中 学校数学科 でのカ リキ ュラム を検討 する場合、代数 に関 してはどの程度 ま
で取 り扱 うかが議論 の中心 になるのに対 して、図形 に関 しては、何 を目指 して どんな内容 を ど
のような方法 で取 り扱 うのか とい うように、議論 が多岐 にわたる ことが多 い。 それ程、図形指
導 のあ り方 については、戦前 か ら今 日まで一貫 して、学習指導上の問題点 の 1つ で ある。
2002年 か ら小学校、中学校 で完全実施 され る新教育課程 においては、週 5日 制 の実施 に伴 う

総時間数 の減少や総合的 な学習 の時間 の創設等 々の理 由 によって、教科学習 に当て られる時間
が大 きく減少 した。算数 0数 学科 において も、学習内容 の「削除、縮減」、あ るい は取 り上 げる
学年 を遅 らせ るとい う改訂 が行 われた。特 に図形領域 をみた場合、小学校 では、合同 を初 め と
「面 白い内容 がほ とん ど削除統合 さ
す る図形 の関係的 な見方 に関わる内容 がほ とん どな くな り、
れた と言 うほかはな く、図形領域 はどう考 えて も厳選 の行 き過 ぎ」(中 原、1998)に なってい る。
また、中学校 での学習内容 か らは、円周角 の定理 を除 く「円の性質」 が全 て削除 されていて、
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「図形 の面 白さをどこで伝 えるか」 (藤 森・羽田・榛葉、1999)が 問題 になってい る。 これ まで
永 い年月 をかけて培 ってきた図形概念 の形成 に関す る系統等 は、 どこかへ飛 んで行 ってしまっ
た感 が ある。 このよ うな現実 を眺 めるとき、具体的 なカ リキ ュラム編成 は各実践者 が行 うもの
ではあるが、自分 の考 え、特 に納得 のいかない ものについて積極的 に提案 してい くことが、我 々
数学教育 に関係す る者 の課題 で ある ことを痛感する。
本稿 は、中学校数学科 での図形指導 の改善 について追究する ことを目標 とする研究 (小 関、
1987:国 宗、1994;国 宗・ 長崎、1996;国 宗・ 羽田 0榛 葉、1999)の 一環 で あ り、次 の(lX2)を
ね らい としてい る。

(1)戦 前 の、特 に1920年 頃か ら1940年 頃 の中学校 での幾何教授 の実際 を明 らかにする こと。
(2)(1)に 基 づいて、今 日の図形 指導 の改善 に関す る示唆 を得 る こ と。
(1)に

ついては、当時 の「 日本中等教育数学会雑誌」 (以 下、
「中数雑誌 」 と略記す る)に 掲載

されてい る幾何教授 に関する論考 を網羅的 に検討 し、 い くつかの視点 を設 けて事例的 に記述す
るとい う方法 をとる。(2)に ついては、(1)で の具体的 な主張等 に基 づ き、観点 を決めて改善点 を
まとめる。
1919年 (大 正 8年 )に 創刊 された この中数雑誌 は、当時 の中等教育 の数学教育 に関す る雑誌

の うち、全 国的 な もの としては唯― の ものであった (小 倉・鍋島、1957)。 これが まず、本稿 に
おいて中数雑誌 に着 目す る理 由で ある。なお、小学校向けには大 日本学術協会 (後 にモナス と
改名 )に よる『算術教育』が1923年 (大 正 12年 )か ら発行 され、中学校 に関 しては1930年 (昭
和 5年 )に 、東京高等師範附属中学校 を中心 とする『数学教育』、及 び広島高等師範附属中学校
を中心 とする『学校数学』 とい う 2つ の雑誌 が 出てい る。
また、上の(1)で の「 1920年 頃か ら1940年 頃」とい う限定 は、中数雑誌 が創刊 された1919年 (大
正 8年 )か ら、1942年 (昭 和 17年 )の 要 目改正前 の頃 までを対象 とす る こ とを意味 してい る。
この20年 間 のち ょうど中間の時点 で ある1931年 (昭 和 6年 )に 教授要 目が改正 され、
「幾何図形」
が新 たに登場 して、特 にその前後 に直観幾何 と論証幾何 についての多 くの議論 が行 われてい る
今 日の中学校 での図形指導 において、第 1学 年 での直観的な扱 い と第 2学 年以
降 の論証的な扱 い との関連 は依然 として問題 で あるが、 この時期 の活気あ る議論 がその解決 の
(島 田、1968)。

参考 になると考 えたので ある。
なお、
「 1940年 頃」以降 については、1943年 (昭 和 18年 )発行 の 1種 検定教科書『数学第 1類・
第 2類 』に関す る研究 の範疇 において、別 の視点 か ら行われ る必要が ある と考 えられる (長 崎、

1991;宮 崎、1968)。
ここで、当時 の中学校 が置 かれていた位置 について、簡単 にみてお く。義務教育 は小学校の

6年 間で ある。初等後教育 は、初等教育 の一部 で ある高等小学校、及 び中等教育 で ある中学校、
高等女学校、実業学校 において行 われた。 その在籍数 は次 の表 の通 りで ある。 (文 部省、1972.
に基 づいて作成 した。)
年

度

高等小

中学校

高等女

実業学校

758

79

17

13

12

34

36

29

53

68

68

907
1052

９０

1919(大 正 8)
1931(昭 和 6)
1942(昭 和 17)

小学校

215

(単 位 は万人 )
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当時 の日本人 が小学校 を終 えた時点 での進路 は、 ほぼ次 の 5つ の コース に分 かれていて、学
校階段梯 の比較的上級 に進 むのはA、 Bだ けであった (寺 崎、1985)。
A.中 学校 →高等学校 (ま たは大学予科)→ 大学 [男 子 のみ]

B.中 学校 0高 等女学校・ 実業学校 →専門学校 [中 学校 は男子 のみ]
C.中 学校・ 高等女学校・ 実業学校
D.高 等小学校 (=小 学校高等科)ま たは青年学校普通科→青年学校本科
[男 子 のみ義務制 ]
E。

小学校卒業後、直 ちに実業・ 家業な どにつ くコース

長崎 (1990.3)￨ま 、1942年 頃 には小学校卒業生の約 8%だ けが中学校 に進学 した と試算 して
い る。

1。

日本中等教育数学会創立の頃の幾何教授

ここで はまず、1931年 (昭 和 6年 )の 中学校教授要 目の改正 に先立 つ、 およそ10年 間 の幾何
教授 に関す る議論 や実践等 をまとめる。中数雑誌 で い えば、 1919年 (大 正 8年 )の 創刊号第
巻第 1号 か ら1930年 頃 までの巻 を対象 とす る。

1

その時代 は、1911年 (明 治44年 )改 正の「中学校教授要 目 (数 学)」 に基 づ く教育 が行われて
いた。
「算術、代数、幾何、三角法」 と分 けて記 されてい るが、
「常 二 (こ れ らの)聯 絡 ヲ図 リ
テ教授 シ特 二算術 二関 スル複雑 ナル事項 ハ代数及幾何 ヲ授 ケル場合 二之 ヲ教授 スベ シ」として、
融合主義が若干反映 された ものになってい る。幾何 に関す る内容項 目は、次 の通 りで ある。
「第三学年

直線

角

平行線/直 線形

三 角形

平行四辺形/円

第 四学年 比例、比例線/相 似形
第五学年

平面、平面 卜直線

二面角 立体角/多 面体、角柱

角錐

/曲 面体、円柱 円錐 」
この時期 の特徴 として、島田茂 (1963)は 、1911年 の要 目 とその実施直後 の数種 の教科書 を
分析 して、
「極端 な分科主義 が終 りとなったのは、だいたい この時期 とみてよいのではなかろう
か」 と述 べ てい る。
なお、 この教授要 目は、菊池大麓、藤沢不U喜 太郎 の思想 と方法 によって決定 され 日本 の数学
教育 を統一 した といわれてい る1902年 (明 治35年 )の 「中学校教授要 目」 の改定版 で ある。菊
池、藤沢 による1902年 の教授要 目においては、1886年 (明 治 19年 )以 来第 1学 年 で毎週 1時 間
ずつ扱 うことになっていた「幾何学初歩」 がな くな り、1901年 か ら欧米 で始 まっていた数学教
育改良運動 の精神 に逆行 した ものになっていた。

(1)幾 何教授 についての主な議論
厳密な幾何教授 に対す る反省
1919年 (大 正

8年 )に 日本中等教育数学会 が発足す る。 それはその前年 12月 の全国師範学校

中学校高等女学校数学科教員協議会の開催が きっかけになっていて、 その様子 は中数雑誌創刊
号 (1919)の 雑報 に掲載 されてい る。 その中で、中学校 にお ける数学教授 について「今特 に改
善 を要する主要なる点」として、幾何教授 に関 しては以下 の こ とが挙 げられてい る。(本 稿 では、
以下、中数雑誌 に掲載 された論考 の引用 にあた っては新 かなづかいによる。)
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Πl)幾 何 の初歩教授 の困難 を軽減するため其緒論 に於 ては

l 図形 に親 ましむる こと。

l―

0
0

作図用具 の使用 に慣 れ じむる こと。
公理的事項或 は簡単 なる定理 にして証明 の必要 を感 ぜ じめ難 き事項 を実験的方法其他

によ りて認 めじむる こと。
lul 証明 の必要 を悟 らしむる こと等 の方針 によりて教授す其後 に於 て も実験実測 は定理 を

索 め其理会 を助 け又其応用 を知 らしむる等 の 目的 を以て適宜之 を加味すべ きもの とす但 し之 を
以 て証明 に代 ふ る こ とは避 くべ し。

(2)論 理的思想の涵養 にのみ偏 せず空間 に関す る観察力及想像力 の養成 に注意す る こと。
(3)作 図題 に於 ては幾何学的方法 の外分度器物差三 角定規 を併用 して簡単 に作図する方法 を
も授 くる こと。
に)全 系統上須要 ならざる定理及手練 を要す る複雑 なる問題 は之 を省略す る こと。
(5)比 の無理数 の場合 の証明 は近似値 を以て論 じ餘 りに深入 りせ ざる こと。

(6)立 体幾何 に於 ては一層球面 に関す る知識 を正確 にし且透視画投影画 の基本原理 をも説明
する こと。
」
これは、文部省諮問題 の内の 1つ 「師範学校中学校及高等女学校 の幾何教授 に於 て幾何学入
門 を課 し其他此教授 に於 て実験実測 を加味す る方案如何」 に対す る、 日本中等教育数学会 の回
答 で あった。
また、第 1回 総会 での講演 において、理学博 士 中川鐙吉 (1919)は 、「幾何学 に於 ては厳格 な
ことを貴 ぶ」が、中学校程度 の幾何 ではそれを「取去 りた い」とし、
「証明中の或事 が少 し位不
「出
十分 で も幾分 それを軽 く見 て黙許 したな らば宜か らうと思ひます」と語 ってい る。 そして、
来 る丈 け此幾何学 なるものの負担 を減ずるや うに御尽力 を仰 ぎましたな らば、誠 に一般 の中等
教育 を受 ける学生の大 に幸福 とする所 で あ らうと存 じます」 と講演 を終 えてい る。
第 四回総会 での講演 では、理学博 士河合十太郎 (1922)が ユー クリッドの厳密性 を徒 に崩す
べ きではない と語 った記事 もあるものの、上 に引用 した改善点 のように、 また中川 の提言 に代
表 されるように、必要以上 に厳密 な幾何教授 に対す る改善 の動 きが優勢 で あ り、実際 に改善 さ
れつつ あった。当時、幾何 の初歩教授 の処遇、特 に実験実測 の扱 いが 中心的 な論点 で あった こ
とがわかる。
幾何教授 の内容
では、 その時代 に扱 われた内容項 目はどのような ものであったので あろうか。
第 1回 総会 では中学校数学科教授要 目について検討 し決議案 を出 してい る。 その中の「幾何
教授要 目」 については、次 の通 りである。
「第二学年 (毎 週二時)
幾何学緒論/三 角形、多角形、平行四辺形 ./円 弧、中心角、弓形 。
第三学年 (毎 週 二時)
切線及割線、内接円及外接円、二つの円 。
/軌 跡、作図題 ./面 積 ./比 例線、相似形
第 四学年 (第 一学期第二学期毎週二時、第二学期毎週三時)

.

相似形 (続 き)/鋭 角 の三 角函数、直角三 角形 の解法 (対 数 を用ひず)./面 積 の比、円
周率 ./直 線及平面 。
/二 面角、立体角 ./角 柱、角錐 。/円 柱、円錐、球 ./応 用問題 (対 数 を用
ひて直角三角形 を解 く問題 をも含 む).」
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第 3回 定期総会記事 (1921)に は、第五学年数学教授要 目についての決議案 も見 られる。
幾何学の初歩教授
幾何学 の初歩 の扱 いの実際 は、当時 の幾何教授 に関す る中心的 な論点 で あった。
曽田梅太郎 は「
、点 の定義 よ り入 って定理 とその証明 の形式 を教授 し終 わるまでを幾何学入門
とし之れを幾何学 の基礎 と名 づ け」 て、12時 間で扱 った とい、指導展開の概要 を示 してい る。
そ こでは「
、用語 の意味 を明 らかにする ことと之 を正確 に言 ひ表 はす こ と」を強調 してい る(曽
田、1926)。 この事例 は、以下の小項(3)で 取 り上 げる国元東九郎 の実践 よ りず っ と論証的で あ り、
論証幾何教授 にしばられてい る感 が ある。
曽田はまた、数学 において実験実測 を行わせ る場合 について言及 して、 それは次 の 3通 りが
ある としてい る (曽 田、1930)。
「

1.或 数的事実 を発見せん とする場合
2.或 数的事実 を検証 せん とす る場合
3.或 数理 を証明せ ん とする場合」

で ある。そ こでは、三角形 の内角 の和 の性質 を例 にして、第 1は 内角 の和 が180度 で ある ことを
測 って発見す る方法 を、第 2は 測 った り、または紙 にかいた角 の部分 をビ リビ リ集 める方法 を、
第 3は 三角形 を折 り曲げ各頂点 を一点 に集 める方法 をあげてい る。そして、
「第 1及 び第 2は 多
くは測定 によるもので あって主 として帰納的実験 をなす もので物理 的 の性質 を応用するか、実
測計算 によるかで ある。第 3の 場合 は数学 に於 ける証明を具体的直観的 な らしめて理解 を助 け
印象 を深か らしめん とす るものである。」 とし、特 に
「第 3の 実験 は最 も有効 な ものであって、 …正 に数学的 の実験 といふべ きであ らう」
と主張する。 したがって、数学 にお ける実験実測の価値 目的 は
「

1。

数理 を認識 し、2.数 量の直観 をなし空間概念 を養 い、3.工 夫考案倉J造 の力 を養 い、

4.数 学 と実用 との関係 を一層明 かな らしめることが 出来 る」
ことにある としてい る。
山本政治 は、幾何学入門 において、
「実生活 と関係深 く、而 も生徒 に とり最 も興味あ りと思は
れるのみを選んで」、
「或 は直観 により、或 は実験、実測、作図、模型 の製作等 の種 々の作業 に
よって」問題 の解決方法 を攻究 させた とい う (山 本、1926)。 そ こで は、
「生活上必須 な知識技
能 を得 じめる」と同時 に、
「生徒 の観察力、空 間的想像力、数学的考察力 を養成す る こ と」を教
授 の主眼 にし、
「絶 へず理論幾何 を学 ぶ土台 を築 くことに注意 した」として、各節 の終 わ りに
「総
括」 としてそれをまとめてい る。実際、幾何学入門教授細 目 (30時 間)の リス トを示 してい る。
その、節 のタイ トル は、
「 2点 間 の距離、方角、点 と直線 との距離、 2点 間 の距離 と間接測定、
縮図 と拡大図、幾何模様、面積、立体 と其体積、総括」 で ある。
曽田、山本 による 2つ の論考 か らすると、幾何学入門 それ 自身 を独 自に取 り扱 お う としてい
るとい うよりも、論証幾何 の前段階 としての位置付 けが極 めて大 きい ものであった とい うこと
がで きるであろう。
数学教授 の改善 に対す る提言 もみ られる。高等師範附属中学校 を経 て京都師範 で教鞭 を とっ
ていた堤政助 は、次の理 由か ら日本 の中学校数学教育 は改善 が必要で ある とい う (堤 、1922)。
教授 の実際 は伺 えないが、 その理念 が よ く現 れてい る。
「

1.世 界 の大勢 に伴 はねばならぬ。
2.国 民 の生活状態 の変遷 に伴 はねばならぬ。
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3.中 学教育 を受 くる者の数及種 の変化 に伴 はねばならぬ。
4.中 学教育 を受 くる者 の心理的発達 の状況 に伴 はねばならぬ。
5。

中学教育 の 目的 に伴 はねばな らぬ。」

そして「
、従来 の中学数学教育 は理論的 に組立て られた数学事項 の初等数学 を知 らしむるを主
としたるものの様 で あるが、然 し吾々は寧 ろ生徒全体 の心理的発達状況 より考 へ従来 の如 く厳
正 なる分類的教材 を廃 し直接生活 に関係 ある ことより出発 し又之 を実地 に応用 させ る訓練 に重
きを置 きて」とい う立場 に立ち、最 も主要 な改善点 は「教材の選択及配列な りと考 え」、次 のよ
うに言 う。
「

1.数 学全部 を一の有機体 とする こと。
2.函 数概念 を以て数学教授 の骨子 とする こ と。
3.直 覚能力 の養成 に重 きを置 くこと。」

「幾何学的教材 も初年級 より導入 し初 めは断定的 に叙述 し証明 を与 へず直覚 に訴 ふ る様 にし」
さらには、
「我 々実際教職 にある者 は速 に改善 せ られん ことを叫ぶ」 ことを勧 めてい る。
1922年 (大 正 11年 )10月 に行 われた総会 では、
「中学校 に於て第二学年 より幾何 を課するの可
「代
否」が論題 に上 ってい る(広 島高師附中数学研究会、1923)。 その賛否 は中学校第 1学 年 よ り
「既 に実行 の期 に入 って居 る」が、特 に「幾何学 の初歩教授 を如
数科」を課すか どうか と同様、
何 にすべ きかについては何 れの学校 も共 に苦心」 してい るとある。
また、
「用器画 と幾何科 との連絡 について」 の問題 も上 がってい る。「用器画 には図画科 とし
て美的情操 の養成、工 夫、考案、創作力 の涵養等 の重大な任務 がある」 にもかかわ らず、それ
を忘れ、
、幾何学 での作図題 と異 なる所
「単 に幾何学 に於 ける作図題 を清書 す る ことを能 とし」
がない とい う記述 が見 える。
この用器画 については、佐藤良一郎 の「幾何学 と用器画 との関係」 とい う論文 が ある。 そ こ
では、
「幾何学 の考 へ る図形 は論理 的 に思惟 された図形 で、用器画の取扱 ふ図形 は感覚的 に表現
された図形 で」あ るとし、用器画 は「幾何学的原理 十審美的意匠或 は幾何学的原理 X審 美的意
「中等教科 としての幾何学 の教授 に於
匠 と理解 さるべ き」 としてい る (佐 藤、1923)。 そして、
ては、図形 を実際 に具体的 に道具 を用ひて画 くとい うこと」 にもっと注意 を払 う必要が ある と
し、用器画 は「数学 の教師 に受持 たせ る方が有効 でないか と思 ひます」 としてい る。
教材 の扱 い方 の違 いか ら、数学 と他教科 との関連 が問題 になっていたのである。
教授 の過程 に関す る提言
当時 の論考 の中 には、かな り生徒の側 に立 った今 日的 な教授 の実際 も幾 つか 目にする こ とが
で きる。
矢舗大治郎 は、幾何学教授 の方法 について、
「証明の詳細 な述 べ方や書 き表 し方 よりもその証
明 の大方針 を述 べ させ「
仮設、
」書 き表 し方 を練習す るのは早 くとも三 角形 の合同定理 を終 って、
終結、証明等 の形式的な事項 を教 えた頃にな りませ う。」として、 日述す る ことの重要性、記述
を急がない ことを主張 してい る (矢 舗、1927)。
さらに、教科書 に取 り上 げられてい る問題 を各方面 か ら取 り扱 いたい として、
「 問題 の色 々の
証明方法及び これ等 の比較 は勿論各種 の逆定理及 び裏定理の作成及 び これ等 の証明、更 らに こ
の問題 の変化及び これに伴 う上記各種 の事項等」 を扱 うことを主張 してい る。
また、三 階源市 は、
「教科書 の証明形式 も記述 の形式一天張 (マ マ)に せず、実際 の思考過程、
数学倉J造 の思考過程 に改 める必要」が ある とい ってい る (三 階、1926)。
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掛谷宗一 は、練習問題 が いかに研究的課題 となるかについて、
「 目的を予 め示 さないで其 の結
果 を学 ぶ者 自身 に求 めさす」ことの効果 を指摘 し、
「同一 の問題 で も目的 を隠 して結果 を見出 さ
うとすれば研究的問題 になる。」 と述 べ てい る (掛 谷、1929)。
矢舗 や掛谷 の主張か らは、 口述 の重視、多様 な証明法 を取 り上 げる こ と、 また、近年 の
「間
題 の発展的 な扱 い」 の理念 と同様 の考 え等、今 日的な知見 を読 み取 る ことがで きる。
また、田中良運 は、イギ リスの幾何教授 に関す る報告 を紹介 してい る。 そ こでは、対称 の重
視 と共 に、次 のような扱 いの 3段 階 を紹介 してい る (田 中、 1929)。

A.経 験的 の段階
B.演繹的 の段階
C.組織化 の段階

主 として口頭 で扱 う。 12.5歳 まで。

12.5歳 か ら15歳 まで。
16歳 か ら17歳 まで。

指導段階 に関す る当時 の着 目が うかが える。
さらに「
、英米 の中等程度 の教科書 も程度 は可 な り低 い…吾 々 も教科書中か ら餘 り価値 のない
六 か しい問題 を除去 して、 もっと実社会 に活用 され るや うな材料 と問題 とを多 く取入 れるや う
工夫 しな くてはな らない」(曽 田、1930)、 「初歩 の教授 に於 ては先 づ事物 を示 して真実 なる直観
を得 じめ、然 る後其 の説明 に及 ぶのが最 も自然 の道 で ある」(森 安、1927)、 「実用的教材 に依 っ
て こそ初 めて、数学 の論理性 を知 る こ とが出来、科学的精神 を発揚す る ことがで きる」(勝 野井、
1939)、

「抽象的思考力養成 の第一の方法 は、具体的体験、直観的体験 の尊重」 (片 岡、1939)と

い う諸説 にみ られ るように、実用性、具体性 が強調 された。
幾何学教授 の価値 の検討
先 に も引用 した堤政助 は、幾何学教授 の価値 やその改善 について考究 してい る (堤 、1928)。
「数学教育 の理想 は自然科学 の教育 と相並んで人間性中の真理 への 自発性 に培 かひ 自然及 び
社会 を数学的 に考察 し得 る様 に教養す るにある」、換言すれ ば
「科学的精神 に培 い数学的知識 を
収得す る方法 を会得せ しむる様 に導 くにある」 とい う。そして、幾何学教授 の価値 として、次
の こ とを上 げてい る。
「

1.幾 何学的教材 の直観的取扱及 び論理 的取扱 ひによって科学的精神 を養成す る こ と。
2。

空 間 に関す る観察力、想像力 を養成 し実際的知識 を付与す る こと。」

教授 については「
、現行 の教科書 には十数年前迄 に行 はれて居 りました様 な形式陶冶一点張 り
の「 ユー クリッ ド」流 の教科書 は一 も其 の影 を認 めませぬが・¨多 くの教科書 は…大 して改良 も
出来 て居 りません。」 といい、改良 に関す る 2点 の提言 をしてい る。
「第一

論理幾何 に入 る前 に予備的事項 をもっ と徹底 的 に加 え徹底 的 に教授す る様 に改善す
る こ と。

第二

論理幾何 に入 りて も直 に出来上 りたる定理 を掲 げて之 を証明す るが如 き こ とな く成
るべ く生徒各 自の直観、作図又 は実験実測等生徒 の 自力 によって定理 を発見せ じめ且
つ証明 を工夫せ しむる様 に仕組 み且 つ取扱 ふ様 に改善す る こと。
」

「幾何 の予備教授 の 目的 は直観、実験、実測、作図等 によって幾何 に於 て取
第一 については、
扱 ふ全般の輪郭 を与 へ基礎的観念 を明確 に して幾何形体 を分解 してその間 に存在す る性質関係
を発見 せ しめそして此等 の性質関係 は何故 に現 はれて来 たので あるか といふ ことを知 らうとす
る欲望 を起 さじめ漸次証明 の必要 を感 ぜ じめる様 にと期す る ことにあ ります」 とし、 これ を課
す る ことに よって達成すべ き10の 目的をあげてい る。以下 はその中の 2つ で ある。
「 8.実 験実測 か ら真理 を帰納せ しむるとか、特別 の場合 か ら一般 の場合 に押 し拡 めて研究
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す るとかの精神 を起 さしむる こと。

9.実 験実測 か ら真理 を帰納す るのみならず何故 か と云 ふ疑間 を起 さしめ進んで演繹的 に
証明す る ことの必要 を感 ぜ しむる こと。」
さらに、事例 として、三角形 の内角 の和、 3中 線、円 に内接す る四辺形 についての教授 が述
べ られてい る。
なお、形式陶冶論争 に関す る長 田教授の講演記録 (広 島高師附中数学研究会、1923)や 、 そ
れに対す る国枝元治 の反論 (国 枝、1924)等 も、 この時期 の記事 にみ られる。

(2)小 倉金之助 の「数学教育 の意義」
小倉金之助 の論考 は、 この時期 の主張 の中で も傑出 してい る。近代 日本思想史 において も、
「数学 を、人生や社会 と関連 づ けて考 えようとした点で、小倉金之助 はとび抜 けた存在」(鹿 野、

1999)と して評価 される。
「実在的空間、即 ちその内 には物
小倉 (1922)は 、物理学 と幾何学 との関連 を考究 する中で、
質 が存在 し、重力、熱、光、電気等 の現象 も化学現象 も生活現象 も起 り得 る空間」 を「 自然空
「 ユー クリッド幾
間」 といい、 その性質 を研究す る学問 を「 自然幾何学」と呼 ぶ ことにす ると、
何学 を第一近似の自然幾何学 と見倣 した もの と言 ひ得 るだ らうと考 へ られ ます」 とい う。 そし
て、
「幾何学 の歴史 を眺めまする と、先ず自然 か ら生れた素朴 な 自然幾何学が、端麗 にして形式
的抽象的 な公理幾何学 に移 り変 りそして今 や徹底的自然幾何学 が生れたので あ ります」 と位置
付 けてい る。
続 いて、あの「数学教育 の意義」が報告 されてい る (小 倉、1923)。 「数学教育 の意義 は科学
「先 づ直接 に大 自然 か ら科学 を学
的精神 の養成 にあ り」、 それが いかに達成 されるか とい うと、
ぶべ き」 で あつて、 それはすなわち「図形 の観察、実測及 び其 に附帯せ る計算 か ら初 むべ き」
と主張す る。 この論文 では、当時 の分科主義 を「愚論」と断 じ、「平面幾何 と立体幾何 とを分離
「眼
するが如 きは これ直覚 の育旨
力 を無視 した もの」で あるとい う とともに、「受験 の為 め」そして
前 の便不U安 逸 の為 め」 とい う点 で、「今 日の教育 こそ却 って悪 い意味 に於 ての実用主義 で あ る」
とも批判 してい る。

13)国 元東九郎 の直観幾何教授
女子学習院 の国元東九郎 による直観幾何教授 も注 目に値 す る。
国元 は、1922年 に京都 で開かれた 日本中等教育数学会総会 で「最 も疑惑 を招 きつつ あ る直観
幾何」 について、 むしろ小学校 に関す るものではあるが「幾何学入門 に代 へ る事 が出来 るとい
う立場 か ら」、直観幾何教授 について報告 してい る (国 元、1923)。
まず、直観幾何 の 目的 として、次 の 2点 を挙 げてい る。
「形式的意義

立体 の外面的及内部的直観 によって明確 なる空間的概念 を作 り空間観察眼想
像力 を涵養せ しめる こと

実質的意義

美術工芸的職業 に必須 なる幾何知識 を附与す る こと 」

そして、演繹的推理 の形式 を採 ってい る「論理幾何即 ち公理幾何」に対 して、
「直観幾何」を
「直観 によ り実験 によって帰納的 に幾何学的性質 を研究す るもので、心力 の発達幼稚 な児童生
徒 に課す る学課 で ある」 と規定 する。
児童 が生活 でまず触れ るのは立体 で あるか ら、直観幾何 の対象 は「先 づ立体 でなければな ら
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ない」と断言 し、
「分解 し総合す る間 に 自 ら空間 に関す る明確 なる概念 が築 き上 げられ これが基
礎 をなしてよ く想像判断推理 の如 き高等 なる精神作用が敏速 に正確 に活躍す るのである」 とす
る。 そのために、 日測す る、実測す る、回転す る、切断す る、書 く、結果 の簡明 な言語発表及
び記述、形体 の作成等が、極 めて重要な作業 として練習 され る こ との重要性 を説 いてい る。 そ
して、直観幾何 の要 目を挙 げてい る。その編成 にあた っては ドイツの T.Treutleinの 案 に大 き
く負 ってい るとい う。 また、教授 の実際例 も紹介 し、実施後 の私見 として、次 の 5点 を主張す
る。 (表 現 は筆者 が簡略化 した。)

1.先 ず自然物人工物 で導入す る。
2.(1つ の立体 だけでな く)直 六面体・ 正四角柱・ 立方体 について先ず外部直観 を試 み、
面・ 線等 の研究 に入 る。

3.切 断 を重要視す る。模型 は各種 の切断を施 してお く。
4.平 行四辺形菱形 は、正四角柱 の断面 として導入す る。
5.推 理の方法 を導入 して、論理幾何 との連絡 を円滑 にす る。
また、
「論理幾何教授 を控 へた場合却 って邪魔 になる」とい う批判 に関連 して、
「『実測 といふ
ものが 中々精密 には行 かぬ、模範形体 といって も測 って見 ると案外不正確 だ。絶対的 な精密 も
正確 も結局 は各人 の心象 にある。早 く華 かなる論理幾何 の間 に入 りたい。』とい う予期的快感 を
抱 か しめる」 ことがで き、直観幾何教授 がむしろ論証幾何 の学習 に入 りやす い状況 にしてい る
のだ と断言す る。
中数雑誌 の第 2作 (国 元、1925)で も、 さらに直観幾何 と論証幾何 との関連 に言及 してい る。
なお、 この掲載 の時点 では、単行本『直観幾何教授 の理論 と実際』 (国 元、1925)は 既 に世 に出
てい る。
「論理幾何」においては、「直観的方法 を考慮 して論証 との連絡 に注意 し、定理の発見性質 の
帰納 には大 に直観的実測的方法 を採用す る必要が ある」とし、 また、「既 に直観幾何 に於 て取扱
はれた容易 なる定理 は全然 これを省略す るか又 は軽 く通過 して宜 しい」 と明言す る。 また、社
会生活 にもっと眼 を開いて「教材 の社会化生活化 といふ こ とを考慮す るのが現下 の急務 ではあ
るまいか」 と指摘す る。
実際例 を示 した後、直観幾何 の研究 の進 んだ上級 の生徒 は、
「実測 が近似的な ものであ り直観
も不正確 な ことが ある ことを体験 して、 自 ら進んで個 々の実験 の相互 関係 に就 て或 は実験 の結
果 に就 て論証 を求 めん といた します。」 と述 べてい る。
そして、直観幾何 と論理幾何 との相互の交渉連絡 に留意 して初 めて、『人』を作 るための「全
幾何学」 た りうるとい う。
国元 の これ ら 2論 は、
直観幾何教授 についての実践的な主張が多 く盛 り込 まれてい ると共 に、
当時、直観幾何 と論証幾何 との関連、特 に直観幾何教授 が論証幾何教授 に与 える影響 が精力的
に議論 されていた ことを示 してい る。
なお、国元 に関す る近年 の研究 としては、岡本光司

(1984)、

山本信也 (1999)の 研究 が ある。

岡本 は、国元 の 『直観幾何教授 の理論 と実際』 を詳細 に分析 し、 また、各学年 での教材 と指導
順序及 び教材間 の関連 を図解 してい る。山本 は、国元 の直観幾何教授 の特質 を トロイ トライ ン
のそれ と比較 し検討 し、 また、国元 の著作論文 リス トを示 してい る。
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(昭 和

宗

6年 )教授要 目改正の頃の幾何教授

ここでは、1931年 (昭 和 6年 )の 教授要 目改正の頃か ら、1942年 (昭 和 17年 )の 新 たな要 目
改正が行 われ る前 までのおよそ10年 間 の論考、中数雑誌 でい えば1941年 (昭 和 16年 )ま でに刊
行 された ものを対象 とす る。

(1)1931年

(昭 和

6年 )の 教授要 目

要 目改正の気運
1901年 のペ リーの講演 に始 まる欧米 での数学教育改良運動 の影響 や、 デモ クラ シーの思想、
自由主義的教育論 な どと相 まって、数学教育 の改造 については大正期 か ら叫 ばれていた。文部
当局 も1918年 (大 正 7年 )頃 と1924年 (大 正 13年 )に 数学科 の要 目を改正 しようとしたが、実
現 しなかった。 ようや く、1931年 (昭 和 6年 )1月 の中学校令施行規則 の改正公示 を受 けて、
2月 に「中学校教授要 目」が改正 された。 その年満州事変が始 まり、 それに先立 つ1927年 には
大恐慌 が起 こっていた とい うのが、当時 の社会状況 で ある。
その当時 の状況 を、小倉金之助・鍋島信太郎 は、「 この改造運動 の中心 となった中等教育数学
会 のような大 きな団体 で も、指導者 たちの間 にはっきりとした指導方針がな く、多 くは微温的
で強 い改造 の意識 を持たなかったのではなかろうか」 と手厳 しく評価 してい る (小 倉・ 鍋島、
「昭和六年 の要 目は数学教育改革 の世界的思潮 を、 よ く言 えばきわめて穏健
塩野直道 も
に取 り入れた とは言 えようが、真 の数学教育再建 の気塊 もなければ高 い理念 もな く」 と、同様

1957)。

の趣 旨の ことを述 べ てい る (塩 野、1947)。
大 きな歴史的 な流れか らみれば小倉・ 鍋島や塩野 のように評価 され る1931年 の要 目改正では
あ るが、幾何教授 について は、第 1学 年 に新 たに「幾何図形」が位置付 けられた ことによって、
中等学校 での実際 の教授 は、以下 で詳述す るようによい方向へ向かってい った と考 える ことが
で きる。松原元一 も、 日本中等教育数学会 の活動 に関 して「見 るべ き議論 の多 かった ことは否
む ことはで きないであろう」 と評価 してい る (松 原、1987)。
「中学校教授要 目」
新 たな「 中学校教授要 目」 の記述 は、次 の通 りである。
本要 ロハ算術・ 代数・ 幾何・ 三 角法 ノ区別 ヲナサズ単 二教授内容 ヲ列挙 スルニ止メタ リ而 シ
テ其 ノ取扱ハ或ハ之 ヲ分科 シ或ハ之 ヲ総合 スル等教授者 二於テ任意工夫 スベ キモ ノ トス
第一種及第二種 ノ両課程 を第 四学年 ヨ リ分 ツ場合 二於 ケル要 ロヲ甲 トシ第三学年 ヨ リ分 ツモ
ノ ヲ乙 トス
[甲 ]

第一学年 整数・ 小数・ 分数/正 数・ 負数/一 次方程式/幾 何図形
第二学年 二次方程式/直 線形/円
第二学年 分数方程式/比 例/相 似形/鋭 角三角函数
第四学年 増課教材 基本教材 ノ補充/級 数/対 数
第五学年 増課教材 平面及直線/多 面体/曲 面体/三 角函数及其 ノ応用
/全 課程 ノ総括及補充
[乙 ]

第 一 、第 二 、第 四、第 五 学年 は [甲 ]に 同 じ
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第三学年

分数方程式/比 例/相 似形
増課教材

基本教材 ノ復習及応用/鋭 角三角函数

注意
一 、歩合算・ 軌跡・ 作図題・ 求積等ハ本要 ロニ列挙 セル事項 二聯関 シテ適宜之 ヲ授 クベ シ
ニ 、第一学年 二於 ケル幾何図形 ヲ教授 スルニハ立体 ノ観察測定、平面図形 ノ作図、模型 ノ作
製等二依 リテ空 間二関 スル観念 ヲ明瞭 ニ シ且後学年 二於 ケル学習 ノ基礎 タラシメンコ トニ
カ ムベ シ
三 、教材ハ成 ルベ ク実際生活 二適切ナルモ ノヲ選 ブベ シ
四、教授 ノ際常 二函数観念 ノ養成 二留意 スベ シ
五 、珠算ハ適宜之 ヲ課 スル コ トヲ得
要 目改正の趣 旨
この要 目改正の趣 旨は、 日本中等教育数学会第 13回 総会 での文部省督学官森岡常蔵 による講
演記録 に示 されてい る(森 岡、1931)。 それによれば、 この改正 は、中学校 についての従来 の
「画
一 的 な課程」 を変 えて、原則 として第 4学 年 か ら、必要 によっては第 3学 年 か ら、 2種 の課程
を設 ける ことがで きる道 を開 いた ものであ り、
「殊 に中学校 の制度 の点 か ら見 て大 きな改正」で
あつた。
「今回 は中学校 の課程 を画一 的 にす る事 を罷 めました」 と断言す る森岡の発言 か らは、
従来 の中学校課程 の画一性 とこの改正の新規性 とが十分 に伝わ って くる。
ところで、戦前 の中学校 は、1886年 (明 治19年 )・ の中学校令 では
「中学校 ハ稼業 二就 カン ト欲 シ又ハ高等 ノ学校 二入 ラ ン ト欲 スルモノニ須要 ナル教育 ヲ為 ス
所 トス」
として 2重 の 目的が示 されていたが、1899年 (明 治32年 )制 定 の中学校令 では
「 中学校 ハ男子 二須要 ナル高等普通教育 ヲ為 ス ヲ以テ ロ的 トス」
とな り、高等普通教育機関 となった (寺 崎、1985)。 その後、生徒数 の激増 によって生徒 の多様
性、特 に卒業後 の進路 の多様性 が顕在化 して、進学 を目標 に漫然 と一般教養教育 を行 うこ との
不合理 さが指摘 され、 この1931年 に学科課程 に大改革 が行われた とい うことが できる。
この改正では、教科 の授業時間数 が減 ってい る。 それについて、広島高師附属中教官 を経 て
広島高師教官であった新宮恒次郎 は「新要 目の如 く、数学教授時間数 を減少 し、延 いては数学
その ものを軽視す るの傾向を示 さじめた ものは、従来 の偏皮頁 な数学教育 一形式的陶冶万能、
否 もっ と卑近 にも受験準備教育 に没頭 した非教育的数学教育 を施 した其 の結果」 (新 宮、1930)
で あるとして、 その原因 を教授 の不適切 さに帰 してい る。
このような当時の状況 の中 に、近年 の中学校 や高等学校 にお ける多様化対応 に近 い ものを、
また、教科 の授業時間数減 の方向 につ なが るものを見 いだす ことができる。
なお、受験準備等 に明 け暮 れる数学教育 に対す る批判 は、
「中学教育 の真 目的 を犠牲 にして上
級学校入学 のための準備 に苦心 しつつ あるは誠 に憂 ふべ きこと」(堤 、1922)、 「現下 の中等学校
に於 ける数学教育 の有様 を見 ると、…ひたす ら入学準備 に忙殺 され」(曽 田、1930)、 「私 の二三
観察 した中等学校 に就 いて考察す るに、 …甚 だ熱意 を欠 いてい るや うに見受 けられるのは、実
に遺憾 とする所 」 (小 倉、1932)、 「私 は数学教育 が難問へ難問へ と深 く漁 り、学校教育本来 の使
命 とか け離 れて進んだ過去 の偏皮頁 な数学教育 を教育的良心 を以て嫌悪 し、受験準備教育 に没
頭す る非教育的数学教育 の施 される こ とを憂ふ る」(西 崎、1939)、「数学無用論 が台頭す るの も、
その原因の一半 は現在 までの数学教育 自身が負ふべ きもの」 (丸 山、1940)な どのよ うに、中数
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雑誌 の随所 に見 る ことができる。
なお、改正の経緯等 については、佐藤良一郎 (1933)や 島 田茂 (1968)の 著作 に詳 しい記述
が ある。
新要 日の評価
「教育 の理想、数学教育本来 の所説 に
改正 された要 目の内容 について は、新宮恒次郎 をして、
従 い、与論 の趨向を察 し断然改 めん とす る新要 目案 に満腔 の敬意 と賛成 とを表す るものであ
る。」 (新 宮、1930)、 「後世数学教育史 をものする人 が あれ ば、 日本 の数学教育 に於 ける1931年
は特筆大書 され、画期的時代 と賞賛 され る こ とであらう。」 (新 宮、1932)と 言わせ る程 に、 ま
た、武 田登三 をして、「吾人 は絶大 なる讃美 の辞 を惜 まぬ者 で ある」 (武 田、1931)と 言わせ る
程、好意的 に受 け止められた。 また、小倉金之助 も「文部省 の進歩的 な改正」 と表現 してい る
(小 倉、 1932)。

その新宮恒次郎 は、直観幾何 の系譜 を概観す る中で、大正 時代 の後半 か ら1931年 (昭 和 6年 )
の要 目改正 に至 るまでの間 に、次 の点 で「数学教育 は可成 り改造」された と述 べてい る (新 宮、
1932)。

「 1.幾 学入門 の出現 とな り、幾何学教授 の階梯 として実験的幾何学が証明幾何 の初 めに加
へ られた こと。

2.其 の結果中学校 でならば、第二学年 か ら始 められた幾何学が第二学年 か ら始 め られる
や うになった こ と。

3.直 観幾何 その ものが 出現 して、学年 を超越 して幾何 が課 せ られ、特 に小学校方面 に幾
何 の導入が叫 ばれ るや うになった こと。」
「 中学校第一学年 に於 て直観
そして、1931年 の中学校、師範学校 の教授要 目の改正 に伴 って、
」こ とを、特 に賞讃 してい る。
幾何 を課 し、第二学年 か ら初歩的証明幾何 を始 めるや うになった。
「幾何学入門 にした所 で、それす ら行 はれていなかった方
その一方、教育界 の実情 については、
「算術 を一層軽視 し、基本課程 を第二学年
が多 くはなか らうか」、 また、新要 目の実施 によって
で終 へ る こ とが公認 された為、中学校第 四学年、第五学年 を通 じて入学準備 に没頭す るに好都
合」 と考 えられ始 めてい るとし、改正の精神 に則 つた指導が行われてい るか どうかについて否
定的 な見解 を述 べてい る。
「専門数学 の下 へ の単 なる延長 で あ
武 田登三 は、中等教育 における数学指導 のあ り方 として、
るや うな数学 を捨 てて、中等国民 の生活 に即 したる一種 の中等数学或 は民衆数学 なるものを建
設 しなければならぬ と思ふ。」(武 田、1931)と 明確 に主張する。それは、「専門数学 としての代
数学 や、幾何学 を教授す る者 は多 いが 中等教育 の真 の 目的 に立脚 せ る所 の数学 を教 ふ る者 は比
較的少 ない」 とい う現状認識 に基 づいてい る。
そして、新要 目を旧要 目 と比較 し、「最 も注 目に値 す る点」 として次 の 3点 をあげてい る。
「(I)数 学各分科 の融合的取扱 を認 めた こと
lIIl

第一学年 よ り幾何図形 を取扱 ふ こと

平面幾何 は第三学年 にて、代数 は第 四学年 にて大成 す る」
数学教育改良運動 の成果 である融合的取 り扱 いが歓迎 された こと、 また、幾何教授 の改善 が
llnl

大 きな問題 になっていた ことが よ くわかる。
また、上のlmlに 関連 して、「形式的陶冶、論理的思考力 の養成 は勿論大切 な ことで はあるが、
従来 の幾何 の様 に、斯様 に超世間的、超生活的の問題 について多 くの時間 と労力 とを費 さなけ
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ればな らないで あらうか」と疑間 を呈 してい る。 さらに、
「基本課程 の幾何」として 5点 を上 げ、
その 4点 目では「
、作図題 は定理の応用 として興味深 い ものであるか ら随時成 るべ く多 くの問題
を課す る こと。
但 し吟味 は略す る こ とを普通 とし、
解析 は解法発見 の一手段 として授 ける こと。」
とい ってい る。定理 の活用場面 での作図題 の利用 に関す る提案 で あ り、傾聴 に値す る。

(2)新 登場 「幾何図形」の教授
この改正で新 たに「幾何図形」が登場 した。1902年 (明 治35年 )の 要 目改正で「幾何学入門」
がな くなって30年 ぶ りの直観幾何 の再登場 で あ る。
「幾何図形」の 目標 と内容
松尾正夫 は、新要 目の第 1学 年 の幾何図形「教授 の 目標」として、次 の 7点 をあげてい る (松
尾、1931)。 なお、0以 降 の 目標 は、論証幾何 の準備 としての 目標 であると位置付 けてい る。
「l―l 図形 に関す る観念 を明確 にして図形 の知識 を豊富 にする ことに依 て空 間 に関する観察
力、想像力、鑑賞力 を養成す る こ と

0

図形 を観察 し測定 し作図す る ことに依 て図形 に親 しませ 図形 に興味 を覚 えさせ ると同
時 に、数学 を作業化す る ことに依 て勤労 の精神 を養 ふ こと

0

図形 に関す る生徒 の既有観念 や知識 の程度 を探 って不正確 な所 は批正 し、更 に新観念
や新知識 を加 へ て これを系統立てて、論証幾何 の基礎 を作 る こと

lul 幾何学 に用ひる用語 に慣 れさせて正確 な発表 の練習 をなす こと

0

早 く幾何学全体 の輪郭 を与 える こと

い

実験実測 の結果 のみに満足 せず、演繹的 に証明す る ことの必要 を自 ら感ぜ じめるや う
に漸次導 くこと

ltl 幾何図形 の知識 を豊富 にすることに依 て算術代数 に於 ける題 材 の選択 を自由 にして、

他教科 との連絡 を計 る こと」
論証幾何の準備 としての 目標 だけではな く、「幾何図形」に固有 の 2つ の 目標l―
てい る ことを大 きく評価 したい。

l、

0を 明示 し

この1931年 の要 目改正 によって今 日の中学校数学科 での学習指導 の原型 がで きあがった とい
われるが、幾何教授 についてはまさにそう位置付 ける ことがで きるであろう。数学 の週授業時
数 は 3時 間であ り、幾何図形の他 に「算術、正数負数、一次方程式等」 を扱 っていて、 この点
で も現在 に近 い状況 にあった。
松尾 はまた、幾何図形 には20〜 30時 間 を当てた い として、全24時 間の教授細 目を具体的 に示
してい る。以下、項 目のみ列挙す る。記号/は 、 1時 間 ごとの区切 りを示 してい る。

2学 期 幾何/図 形/直 線/円 /角 /垂 線、斜線/角 の単位/対 頂角/平 行線/多 角形/
図形 の合同/平 行四辺形、矩形、正方形 、菱形、梯形/面 積 (2時 間)
3学 期 弧、弦、中心角/正 多角形 の作図/図 形 の対称/相 似形/角 柱 (2時 間)/角 錐/
円柱、円錐、球 (2時 間)/公 理、定理、定義
このような教授事項 の選択配列 については、
「実生活 に関係深 く興味 が ある と思 はれ る問題、
実験実測作業 に適当する問題、幾何学全般 の輪郭 を知 るに適 当す る問題」 を選択 し、 また、次
の 3点 にも注意 を払 った としてい る。
「l―l 公理及 び生徒 が証明 の必要 を感 じない程度 の定理 は成 る可 くとって これを直観的 に実
験的 に扱 うや うにした こと
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幾何入門では平面幾何立体幾何の両者 を融合 して 自由に研究出来 る便宜 が あ りますか
ら、連絡 して都合 のよい所 では成 る可 くそれに努 めた こと

0

演繹的幾何 に入 ってか らでは反って取扱難 い、而 も是非共 どこかで知 らせて置 きた い
と思 はれる重要な材料 を採用 した こ と」

近年の中学校第 1学 年 での図形学習 に極 めて近 い原型 を、 この松尾 の実践 に見 いだす ことが
で きる。特 に、合同 については、三 角形 の合同条件 を実験的 に定理 としてまとめその利用 は論
証幾何 に譲 る点、相似 については、
「地図等 の拡大縮小、縮図法 に依 る距離高 さ面積 の実測等」
の扱 い に止めている点 は参考 になる。なお、模型 の扱 い についてはそれを示す ことか ら学習 を
展開す るが、模型 を作 る ことは立体 の終盤 においてで あ り、 この点 については改善の余地 が あ
ると考 える。
立体 の作製・ 分解 の強調
前 田正雄 は「
、幾何図形教授 の主 目的 は従来 の幾何学入門式 の もの と異な り直観 に依 リー形式
的証明 をなさずに一平面及 び立体 の図形 の性質 を生徒 自身 に具体的 に知覚せ しむるにある」 と
し「
、生徒実験 と言ふ ものは当方が予期 してい る事項以外 に其過程 に於 て其 の結果 に於 いて得 る
所 が多 い ものであ り、之れが又非常 に尊 い ものである」 として、特 に立体 の「作製、破壊」 を
強調す る (前 田、1933)。 「 自身 の実験 に依 って、今 日の語 を以てすれば労作 に依 り、換言すれ
ば作業 に依 って所謂 Arbeitstlnterricht"に 依 って既有 の知識 と論証幾何 との間 に横 はる Gap
を作 らず に滑 らかに教授 を進行」 させ る ことがで きるとい う。そのために、多 くの具体例 を示
してい る。以下、項 目名 のみ列挙す る。

A.平 面図形 の製図

モールス符号、点字、楽譜、縮図、紋、視力表、羅針盤

附 バラ

モ ンの塔、 グラフ

B.模型 の作製

針金糸 ボール紙等 にて出来 る軌跡、紙細工 による立体、針金細工、 ブリ

キ細工 による立体、色紙使用 の旗、粘土細 工 による立体
そして、結論 として次 の 5点 を上 げてい る。
「

1.従 来 の幾何学入門 に於 て見受 けられ し定義 の集団の如 き観 を呈 してはな らぬ こと。
2.器 具 は定木、 コンパ スに限定 せず に物差 で も分度器 で も其他 あらゆる器具 を使用す る
こと。

3.図 形 は平面図形 を主 とせず に立体図形 も大 い に取 り入れる こ と。
4.直 観 に依 つて得 たる知識 を基礎 として高学年 にお ける論証幾何 の内容 に憧憬 を持 た し
めるや う誘導する ことが必要 である。
5。

自然界 に於 ける図形 に関す る生 きたる事象 は適当 に取 り入れる こと。
」

前 田が強調す る模型の作製 と分解 は全 く同感 で あ り、 また、例示 された具体的で社会 との関
係 も強 い材料 については、今 日的 にも研究 に値 するものである。
立体か ら始 める
武 田登三 は「第一学年 より幾何図形 を取扱 ふ こと」 に関 して、生徒 の心理的発達 を十分考慮
に入れて「従来 の幾何学体系 に大変革 を加 えねばならぬ」とし、 そのために、
「生徒の立場 か ら
考 えるときに何等疑問 も、必要 も、興味 も感 じない様 な 自明 の事柄」について、
「公理的取扱の
範囲 を従来 よ り大 に拡張すべ き」で ある とい う (武 田、,1931)。 それによって「幾何入 門 と理論
幾何学 との連絡 が 円滑 に」 なるとい う。
そして、
「幾何教授 は吾人 の生活 に密接 の関係 ある立体の観察 か ら始 めねばな らぬ」
「常 に立
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体 か ら離 れない こと」 といい、新要 日では第 1学 年 と第 5学 年 にしか立体 に関す る ことが現 れ
ない ことを批判す る。
石橋豊 もまた、立体 か ら教授 を始 めることを主張す る。
「平面図形 はそれ 自身 としての価値 を
有 す るもの もあるが大抵 は立体 の中 に於 て其 の図形的特質 を発揮 してい るものである。此 の点
よ りして図形研究 は大胆 に物 に当 って行 くや うにするのが よい と思ふ。 …最初 か ら模型若 し く
は其 の 目的 のために特 に作 られた物体 を用ひるのでは真 の取扱態度 ではない と思 はれる。」 (石
橋、1940)と い う立場 に立 ってい る。

(3)新 要 目に基 づ く実践報告 とその問題点
この項 では、新教授要 目に基 づ いた実践事例 を学校種別 に検討 し、当時指摘 された実践上 の
改善点等 につ いて考 える。以下、中学校、高等女学校、高等小学校、工業学校 での実践 につい
てみてい く。
中学校 での実践
松尾正夫 は、1931年 (昭 和 6年 )の 教授要 目改正か ら 5年 程経過 した時期 にお ける私見 を述
べ てい る (松 尾、1937)。 まず、
「中学校 の数学教育 は如何 にあるべ きかの解決 は責任 ある教育
を行 ふ上の先決問題 で ある」 とい う指摘 が 目につ く。中学校 での数学教育 の 目標論 が まだ確立
されていなかったのであ ろ う。
教科内容 に関 して、
「第一学年 に非形式的な幾何図形 を加 へ、第二学年 に鋭角 の三 角関数 を進
出せ しめた こと」は「大 きな収穫 で あった」としなが らも、幾何教授 については、
「幾何図形の
扱 ひに於て徒 に幼稚 な実験実測 に終止 して小学校 の程度 を一歩 も出 ないや うな結果 に陥 り勝 で
ある。」「形式的幾何の基礎 を作 る、所謂過渡的過程の役 目を果す ことをも念頭 に置 かな ければ
な らない」 と指摘 してい る。実験実測 だけに終 わ らない教授 を目指 していて、当時 の「幾何図
形」教授の実際は、様々な レベルで行 われていた ことが伝 わって くる。
高等女学校 での実践
高橋亮助 は、小樽市高等女学校での実験実測 に関す る実践 を報告 してい る (高 橋、1935)。
高等女学校生徒 の実情 として、男子 のよ うに「入学試験や社会生活の競争 の為 め」 の数学 の
勉強が必要ではないので、数学学習 に対す る必 要感 は「数学その ものの特質 か ら来 る興味 か ら
のみ喚起 せ られると言ふて も過言 ではない」、 そして、 その最 も効果的なのは
「数学 の現実的実
際的効果 を知 らしめつつ教授する ことで ある」 とい う。
高橋 は「幾何学教授 は幾何学 の演繹的姿態 の明確 にして形式的構造 の整然た るところを鑑賞
させ理解 させ、思者の完全 と明確 とを要求す る態度及び独創的に解決す る態度 を養 う事 を主眼
とする」とい う立場 に立 ってはい るが、上 で述 べた ような意味 か ら、高等女学校 においては
「組
織的 なメー トル法度量衡 関係、円周率 の計算、製図、物理学、裁縫公式、比例及び三 角函数 と
問接測量等」 が重要な教材 になるとする。
この報告 では、 その教材配列や実施細 目を詳細 に紹介 してい る。算術、代数、幾何 の各分科
において実験実測 が積極的 に位置付 けられ、例 えば第 4学 年第 2学 期 にお ける 5時 間扱 いのピ
タゴラスの定理の展開 については、次 のよ うになってい る。
「

1.玄 関敷石 につ き本定理 の暗示的観察 をなさしむ。
2.各 辺 が 3、 4、 5、 なる様 に縄 を張 りて三角形 を観察 せ しめ庭球 コー ト等 の直角 を験
せ しむ。
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3.方 眼紙 に図を描 か しめて実測的 に本定理 を誘導す。
4.定 理の証明、説明用模型 の切抜 き」
「中堅社会層 に入 る女性 の教育 を担当す る女学校 に
なお、女子教育 に関 して、内藤美城男 は、
於 ては広 く、高 い、道徳的、文化的、 そして科学的教養 と強健 なる身体 への錬成 が行 はれねば
な らぬ と思ふ。 …女子中等数学教育 に於 ては狭 く数量 中心 に偏せず、広 く数・ 量・ 形 の数学全
面 を通 して陶冶が行 はれねばな らぬ」 とし、女学校 において 1年 か ら図形 を扱 うことを提唱 し
てい る。
「幾何図形 …の中の適当なるものを初年級 に繰上 げて算術教材 との融合 を図る」ことを
主張 して、教材配当試案 を示 してい る (内 藤、1940)。
高等小学校 での幾何学教授
大阪一二 は、高等小学校 の幾何学教授 について報告 してい る(大 阪、1935)。 高等小学校 での
教育 は、義務教育 となった戦後 の中学校 での教育 を考 える上で もっ と参考 にす るべ きである と
い う指摘 もあるだけに、やや詳 しくみてお く。
1927年 (昭 和

2年 )に 小学校算術教科書 が改訂 されたが、高等科 の算術 が最 も大 きな変化 を

受 けていて、「教科書 が改訂 され るや否 や、其 の取扱上 に於 て猛烈 な反対 があが」つた とい う。
「教材其 の もののむつか しい ところより来 る困難、論理的証明をせ しめん とするときに伴 って
来 る教材配列系統 の不統一、教材 の過剰等」がその理由で あ り、 また、教師 は次のような気持
ちを持 ってい るとい う。 (表 現 は筆者 が簡潔化 した。)

1.高 等科 に幾何学 を導入す る精神 を疑 ってい る こと。小学校数学教育 の 目的 に疑問。
2.教 材 その ものに対す る熱心 さを欠 いてい る。教材 に対す る疑問。
3.教 授方法 についての困迷。
4.い ずれ教科書が改訂 される等、 その うちに局面 が打開 されるであろう とい う日和見状
態 で暮 らしてい る こと。
大阪 は「小学校 に幾何学 を導入せ る ことは其 の真精神 に於 て大 いに賛成 す る」 とい う立場 を
表明 し、教師が「過去 の数学教授態度 を打捨 て新 しい観点 に立 って教授 を進め」 る こと、 そし
て「児童心理 に即 し実験的 に実測的 に教授 を進め論理体系 に変へ るに実験法的体系 を打立てる
ことによって」効果 が上 げられる とい う。
そ こで、定理 を取 り扱 う過程 として、次 の「六階梯」 を通 る ことが必要 で あ ると主張す る。
「

1.定 理の発見確認
2.定 理の変化関係 の解明
3.定 理 の各変化 に対す る言語発表、式 の発表即 ち定理の言語化、式化
4.定 理の函数的関係 の考察
5。

定理の有用化

6.定 理の由来史」
上記 の 1に 関 して、小学校 においては定理の「確認 の為 に苦 しんでい る」 とい う。定理 の確
認 の方法 としては、
「 1.論 理的証明 による方法

2.実 験的証明 による方法
3.論 理的証明 と実験的証明 と併 せ用 い る方法」
の 3つ が ある とし、教科書 では「見 よ」「検 せ よ」
「証 せ よ」 といつて、 その過程 は「直観 より
実験 へ、実験 より論理的証明へ」とい う順序 で流 れてはい るが、「口には要求 し得 るけれ ども到
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底実行出来 ない ものが高等科 の幾何学 の論理的証明で あ ります。」 と断言す る。
そして、
「広 い意味 の実験法 こそ高等科 の幾何教授 の解決策」と述 べ てい る。 この「広 い意味
の実験法」については、
「時 には論理的証明 によ り時 には実験実測 をな し時 には模型 を使用 し時
には直観 により教授 を進むるもの」 と規定 してい る。
また、六階梯 の 3は 言語発表、言語化 の重要性 を主張す るもので、 そのね らい とす るところ
は、
「 自己の思想 を完全 に発表 する能力 を養 ふ とともに或一つの真理 を発見 した場合如何 に これ
を他 に伝達す るか或文化価値 を後代 に伝達す る場合如何 にして これをなすや等文化伝達上 の重
大 なる意味 を有す るもの」 だか らで あ るとしてい る。
「広 い意味 の実験法」よるべ きとい う主張 は、傾聴 に値 する。
高等小学校 での実践 に基 づいた、
また、言語発表、言語化 の重要性 の指摘 は、昨今 の数学的 コ ミュニケーションの強調 を街彿 と
させ る。
工業学校 での実践
「説明 の程度」を次 のように報告 して
水内金太郎 は、工業学校 での幾何図形 の教授 について、
い る (水 内、1932)。
「(i)幾 何図形 の性質。

)適 当の物 を示 して、点、線、面 の概念 を得 る。
伍0 同様 にして、直線、平面 の概念 を得 る。
(五

(ivl

直線 の概念 か ら、逆 に二点間 に於 ける点集合 の公理 を示す。

(v)線 分、線分 の延長 を定義 して、直線 の定義 は点集合 によって与 へ る。
lvil

直線 か ら、平面 を定義 する。」

そして、「 これは一年生 が大な る興味 をもった もの」「小学校 に於 ける幾何教材 を巧 に利用す
る ことを怠 ってはな らない」 と付 け加 えてい る。
また、定義 の教授 について、
「適当な二三 の定義 の内容 を比較検討 して、定義 は多 くの同種類
°
の ものか ら其 の物 の特徴 を抽出 して得 た断定 で ある ことを考 へ させ る」 としてい る。定義 その
ものの意味 を考 えさせ る指導 として、注 目に値 す る。
なお、水内金太郎 は別 の稿 で、高等小学校卒業 を入学資格 とす る 4カ 年卒業 の生徒 に対す る
教授 について報告 してい る(水 内、 1936)。 その実施要 目は程度 が高 く、 どのような学校 での実
践 なのかは不明で あ る。報告 の中で、垂直二等分線 とい う題 日は「 どの教科書 にも見当た らな
い と思 う」が、
「 これを三 角形 の合同の次 に課 して後来非常 に便利」で あ り、作図 について は特
に項 目を設 けず に、「作図題 は定理の応用 として随所 に取扱 った」 と述 べ てい る。

14)幾 何教授 に対す る新 たな提言
1930年 代 も終盤 になると、実践 に基づ いた改善 についての新 たな提言 がみ られる。緊迫 した

世界情勢 の影響 も大 きいが、1935年 (昭 和 10年 )か ら刊行 が始 まった『尋常小学算術』(緑 表紙
教科書)の 精神 が、中学校教育 にも大 きな影響 を与 えた ことは見逃 せ ない。なお、緑表紙教科書
についての賛意 は、
「昭和十年新算術書 が発行 せ られてか ら小学校 の算術教育 は非常 な進歩改善
が行 はれた。」 (林 、1940)の ような表現 で、 しばしば中数雑誌 の中 に見 る ことがで きる (清 田、

1937:丸 山、1940)。
取 り上げる問題 の見直 し
田中良運 は立体幾何教授 の改善 を提 言す る(田 中、1938)。 田中 は、中等学校 での立体幾何教
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授 の 目的 は、次 の 2点 で ある とし、論証 による立体幾何 の部分 を少 な くして「用器画教材 の採
用」 を主張 してい る。
「

1.論 理 的思考 に慣 れさせ る。
2.空 間的直観力、空間的想像力 を養 ふ。」

当時 の幾何教授 に関 しては、
「

1.所 詮「幾何図形」が導入 され、直観的 に扱 ふ ことが可能 になった こと
2.実 験実測 の手段 が重んぜ られるに至 った こと
3.生 徒 に自明 と考 へ られ る多 くの定理 を公理的に認めるや うになった こと」

とい う点 に「著 しい改善 は認 められ る」ものの、「論証 による平面幾何教授 の現状 に不満 で ある
とし、 その理 由 として、次 の 3点 をあげてい る。
「1

2
3

精神的軽業"を 要求す るや うな技巧 の勝 った証明問題
意味 が了解 されない面倒 な作図問題
運動 の観念 を拒否す る為 に、困難 な逆証 を要求す る軌跡問題

等が幅 をきかせてい る」
なお、軌跡 に関す る論考 は幾 つか掲載 されてい る (荒 川、1919;堀 、1935:上 野、 1936:藤
野、1937;ガ ヽ
倉、1938)。
水内金太郎 は定理 とその扱 い について述 べ てい る(水 内、1937)。 その中で、平行線 の性質 か
ら多角形 の内外角 の和 の性質 を学習 し、 2辺 とそのはさむ角 の合同の ところで「定理」 の語 を
用 いた とい う実践報告が ある。現在 の平行線 と角か ら多角形 の外角 の和 までの扱 い等、現在 の
中学校第 2学 年での論証 の初期指導 とほ とん ど同様 の展開やその考 え方には驚 かされる。
「中学校、実業学校、高等女学校 を一括 し、教科 に於 ては統合教科 を採用」とい
鎌 田芳雄 は、
う新たな改定の動 きの中、改善 についての私見 を述 べ てい る (鎌 田、1939)。 「工夫倉J造 の力 を
「幾何学全系統 の中 に直観幾何 の材
養成す る陶冶材 として、数学 は絶好 の材料 となる」といい、
料 を適宜織 まぜ、法則発見発明 の方法 として論証幾何 と共 に対等 の位置 を与 え幾何学研究 の一
方法 たる ことを明確 にして進 む ことが必要 で ある」 と述 べ てい る。 もっとも、 その具体化 につ
いては何 も言 っていない。
実験実測 の一層 の強調
越智政雄 は、数学 での実験実測 には、
「

1.直 観 を助 けて定理法則 を生徒 に発見せ しめる。
2.証 明法 を発見せ しめる。
3.験 証的、実証的性質 を有 して、生徒 に確実 なる知識 を与 へ る役 目をなす。」

「一般 には第三の、数学 の諸種 の定理 を説明又 は験証する為 の実験実測 に終
等が考 えられ るが、
始 してい る傾向が ある様 に思 はれ る。」と指摘 し、実験実測 を広 く採用す る ことを主張す る (越
THE、

1940)。

小林衛 は、実験実測 を実行す るための打開策 として、次 の 3点 を提唱する (小 林、 1940)
「 1.低 学年 に於 て実験幾何 を設 ける事

2.命 題 の終結 を抹消すべ し
3.実 験実測的処理 を必要 とする問題 を多 くせ よ」
第 2の 提案 は、 それによって「生徒各 自をして発見 させ る様 にすべ き」 とい うもので あ り、
「発見的実験 を大 い に行 はせ る様 に」 した い と主張 してい る。

中学校 での図形指導 の改善

真鍋義光 は、幾何 にお ける実験実測 で は、次 の「操作」 を行 う として い る (真 鍋、 1941)。
「(1)先 ず其侭観察 す る こと

(2)教 具 を利用 して 図形 を移動 させた り又紙上 に図形 を沢 山描 く
(3)長 さ、角度等 を測 る
(4)方 眼紙や樟 を利用 して面積体積 を測 る
(5)紙 を折 る。切 る。重 ねる。並 べ る。立体幾何 では紙 の代 りに立体 を用ふ。」
この中で も特 に

(5)は「生産 的 な方法」で ある として い る。 また、実験実測 によって図形の性質

等 を発見す る ことを主眼 にして、三 角形 については正三 角形、二等辺三角形、一般 の三 角形 へ
と進 め、四角形 において も正方形か ら入 リー般形 へ と向か うような展開 を唱導 してい る。
越智、小林、真鍋 の主張 は、 いずれ も発見 の方法 としての実験実測 の強調 で あった。
また、内藤美城男 は、女子中学校 における実験実測 を「数理思想啓培 の為 の実験実測」と
「女
子 の 日常生活 を合理的 に導 く為 の実験実測」 の両面 か ら、実践事例 を添 えて検討 してい る。特
に後者 については、「手軽 に気安 く正 しく測 り得 る技能」を得 させなければならない としてい る
(内 藤、1941)。

幾何図形 の強調
黒 田孝郎 は、数学教育 の意義 は科学的精神 にある といわれなが らもそれが20年 近 くの間、理
想 に とどまってい るのは、入学試験 とい う現実があるか らとしてい る。そして、
「幾何図形 は成
功 した といふ言葉 はきかれ」ないが、幾何図形 において こそ、
「現今国家 が切実 に要望 し、数学
教育多年 の理想 で あった科学的精神 の養成 が実施 されなければならない」 と主張する (黒 日、
1941)。

数 学の学力 とは
岩本俊千代 は、数学教育 の 目的 を考察 してい る (岩 本、1937)。 当時 の中数雑誌 に掲載 されて
いる論考 としては異色 で ある。
岩本 は、技術 を現在 よりも広 くとらえてい る。 つ まり、
「数学 の力」を「数学的な知識、数学
的 な技術、数学的な態度」の 3種類 に区分 し、「数学的 な技術」には次 の ものが含 まれるとする。
「計算 の技術、発見 の技術、批判 の技術、発表 の技術」
そして、
「数学的技術 の錬磨、数学的態度 の要請 なるものが数学教育 の中心 となるべ きもの」
で あ り、
「数学的態度 は、数学的技術 を通 じて涵養すべ きもの」 で あるか ら、
「 方法 の面 か ら見
て数学的技術 の錬磨 を数学教育 の中心 に置 くのが適当」と主張する。 また、「数学的技術 の訓練
は数学的知識 の獲得 を目標 として錬磨 はすれ ども、 それは単 に 目標 で あって、 その主 目的 は科
学的研究、科学的態度 の養成 に置 くべ きもの」 とい う。
さらに、
「教授者 自身 の態度 の問題」 として、「兎角技術訓練 を数学 に限定 したが り、一般 自
然現象社会現象 の中 に数学的関係 を見出 さ う とする ことが少 な過 ぎる」、「価値批判的 な態度 を
もつべ き」、
「物 を発展的態度 で眺 める」 こ とが重要 で ある とする。 このような点か らすると、
「幾何 の組織 の如 きは非常 な改革 の余地 を残す もの」 と指摘す る。
岩本 の「数学 の力」 の規定 は今 日的である。 また、技術 を、計算、発見、批判、発表それぞ
れの技術 を含 む として広 くとらえてい る点 は注 目に値す る。
なお、岩本 は別 の稿 で、当時 (1940年 頃)の 教育 の改善 は「体験 と結 びついた知識 の獲得 と
い う要求」 であ り、 その体験 は「健全 で あ り且 つ基本的でな くてはな らない」 とす る。 ここで
い う基本的 な体験 とい うのは、
「具体的特殊的 な ものを通 して得 られた知識 が、一般的な ものへ
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の発展性 を賦与 せ られ るや うな体験 でな くてはな らない」ので、「生産活動 に参画す る ことを中
心 としての体験」 こそ、健全 で あ りかつ基本的な体験 として最 も適する とい ってい る (岩 本、
当時 の社会状 況 は、 この岩本 の論考 に続 く前 田光 (1941)の 説 が極 めて国家主義的色彩
の強 い ものである ことによって想像す る ことがで きる。

1941)。

G)1942年

(昭 和 17年 )の 教授要 目

前項(4)で 述 べた ような論考 が ある中、1942年 (昭 和 17年 )3月 に「 中学校教授要 目」が改正
され る。 この教授要 目改正 に至 るまでの経緯、 そしてそれ以降、1943年 (昭 和 18年 )3月 15日
か ら刊行 が始 まる 1種 検定 の中学校用数学教科書 『数学第一類・第二類』編纂 の経緯、 そして、
1944年 (昭 和 19年 )の 初 めての国定 の中学校 用数学教科書 で ある文部省著作『中等数学第一類・

第二類』編纂 の経緯、等々については、長崎栄三の詳細 な一連 の研究 が あ る (長 崎、1990.3、
1990.9、 1991、 1992、 1993、 1995)。

ここで は、内容項 目のみを列挙す る。
「注意」 は、関係す る項 だけをあげてある。
「中学校教授要 目」
第一学年
第二学年
第二学年
第 四学年
第五学年

第一類
第二類

統計的処理

文字 ノ使用 卜公式

測量、測定

図形 ノ書 キ方

第一類
第二類

整式

第一類
第二類

多項式

分類式

平行 卜相似
軌跡

直角三角形

第一類
第二類

函数 ノ変化

円 と球

対数

円運動 卜三 角函数

個数 ノ処理

三角形 卜三 角函数

自然数 卜級数

系列 ノ観察処理

投影図及透視図 球面上 ノ図形
円錐曲線

一 次方程式

図形 ノ合同 図形 ノ対称 卜回転
平方 卜平方根 二次方程式

不等式

第一類
第二類

正数、負数

連続的変化 ノ考察処理

図形 ノ切断

統計 図表 ノ考察
カ ト運動 トノ考察

注意
思考 ノ表現ハ常 二正確簡潔 二為 サ シムルヤウ訓練 スベ シ
四 問題 ハ徒 二多 キヲ望 マズ持久的二考察 スルノ態度 二徹 セシムベ シ
七 図形ハ之 ヲ正確 二画 ク習慣 ヲ養 フベ シ
八 他学科 ロ トノ関連 二留意 シ特 二理科 トノ連繋 ヲ密 ニ スベ シ
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3.図 形指導改善 に対す る示唆
ここでは、中数雑誌 の記述 を中心 とした前項 までの考察 に基 づいて、今 日の図形 に関す る学
習指導 の改善 に役立 つ と考 えられ る指摘 をまとめ、それ に対す る筆者 の考 えを述 べ る。それは、
以下 の①〜⑩ の10項 目で ある。

総体的 にみれば、図形指導 に関する意義やねらい、指導内容や重点の置 き方等 についての以
下 の指摘 は、今 日の中学校 での図形指導 において、 そのほとんどが取 り入れ られ改善 されてい
るとい うことができる。今 日、問題 になってい るのは、スローガ ンで はな く、授業実践 をどう
するかにある。

中学校 での図形指導 の改善

(1)図 形指導 のね らい
作業化 によって勤労の精神 を養成する
松尾正夫 (1931)は 、「幾何図形」指導 のね らい を 7点 あげ、特 にそのなかで、直観幾何指導
に固有 のね らい として、次 の 2点 をあげていた (2.(2)を 参照)。
①

1.空 間 に関する観察力、想像力、鑑賞力の養成
2.図 形 に親 しませ興味 を覚 えさせ る こと、数学 の作業化 による勤労 の精神 の養成
このね らいの 2の 後半部分、「数学 を作業化 する ことによって、勤労 の精神 を養 う」とい う点
は、今 日の図形の直観的な扱 いのね らい として語 られ る ことはほ とん どない。立体 を作 つた り
分解 した り、作図 した り、 とい う実際的活動 の中 に、勤労 の精神 につなが るものを見 いだそう
とい うもので ある。図形学習 によってそ こまで陶冶 されるか どうかは気 になるものの、数学 と
社会生活 との乖離 がなにか と喧伝 され る今 日、留意 しておきた い指摘 で ある。なお、 これは昭
和 26年 の学習指導要領 には明示 されてい る。
また、国元東九郎 (1923)は 、直観幾何 の 目的 として形式的意義 と実質的意義 をあげ、後者
を、
「美術工芸的職 業 に必須 な幾何知識 を与 える こと」 としていた (1.(3)を 参照)。 ここに も、
職業 に対す る日配 りが ある。
なお、1998年 (平 成 10年 )12月 公表 の学習指導要領 での中学校 における図形指導 のね らい は、
次 のように述 べ られてい る (文 部省、1999)。
・ 図形 の概念形成、性質 の理解 について
ア 基本的 な図形 の概念 や性質 を理解 す る
イ 図 に表現 した り、正 しく作図 した りす る能力 を身に付 ける
ウ 図形 についての知識 や技能 を活用す る能力 を伸 ばす
・ 論理的 な思考力 の育成 について
ア 図形 に対す る直観 や洞察 の能力 を伸 ばす
イ 数学的 な推論 の理解 と論理 的 に表現す る能力 を伸 ばす

(2)立 体 に関す る学習指導
「幾何図形」 に関す る論考 が多 くみ られた中で も、特 に空間図形 の指導 に対す る提言が 目に
着 いた。
②

平面図形 と立体 とを融合的 に扱 う

松尾正夫 (1931)は 、平面図形 と立体 とを融合的 に扱 うことに努 めていた。 また、前 田正雄
(1933)は 、立体 の構成、分解 の重要性 を強調 していた (2.(2)を 参照)。
空間図形 がそれぞれ 1つ の章 として別 々
平面図形、
今 日の中学校第 1学 年 の数学教科書 では、
に記述 されてい る。内容項 目や用語・ 記号 に落 ちがない ようにとの配慮、 また記述 の し易 さが
その主な理 由で ある と考 えられるが、授業者 がその教科書 の記述 の1買 に授業 を流 してい ったの
では、確 かで豊 かな学習指導 は望 めない。
例 えば、展開図上で辺の平行や垂直 を確認 し、 それを組 み立てた場合 について、空間での辺
の平行 や垂直 を調 べ るとい う学習が ある。 これは、観察 した り作製 した り等、生徒 の実際的活
動 を中心 にした授業 を行 お う とすれば、 2次 元 の平面 での、 そして 3次 元空間での考察 が交錯
す る こ とを示 してい る。平面図形 と空 間図形 とが融合的 に扱われ る こ とは、 ご く自然な授業展
開 なのである。実際の授業 では、 そのような授業計画 を作成す る ことが重要で ある。

国

③

宗

立体 の学習か ら始 める

国元東九郎 (1923)は 、直観幾何 の対象 は「 まず立体」 と断言 した (1.(3)を 参照)。 武 田登
三 (1931)は 、図形指導 は生活 に密接 に関係す る立体 の観察 か ら始 め、立体 か ら離 れない と主
張 し、 また、石橋豊 (1940)は 、模型等 ではな く物 に直接 に当たってい くと主張 した (2。 (2)を
参照)。
上の② で考 えた融合的 な扱 い をする場合 の 自然 な帰結 ではあるが、立体 の学習か ら始 める こ
とが必然 で あろう。 まず立体 を作製 し、 それを観察 した り、構成、分解 を繰 り返 して、図形 に
関す る概念 を得 てい くような授業展開を した い。なお、立体 の作製 をどこで行 うかについては、
い ろい ろな場面 が考 えられるが、生徒 自 らが立体 を手 にし、 それに基 づいて学習 を進めてい く
とい う立場 に立 つ ならば、作製 は展開の冒頭 で行 うこ とが望 ましい と考 える。
④

具体例 を豊 かに提示す る

「幾何図形」の指導 に関 して、例 えば紙、針金、 ブ リキ、粘度 を使 った
前 田正雄 (1933)は 、
細工等、 また、点字、楽譜、縮図、紋、視力表等、多 くの具体例 を取 り上 げた (2.(2)を 参照)。
また、高橋亮助 (1935)は 、数学 の現実的実際的 な効果 を知 らせて指導 してい くことが、数学
学習 の必要感 を喚起す るとい う (2.(3)を 参照)。
今 日の学習指導 で も、例 えば 3点 で平面 が決定す る ことに関連 して三脚 を取 り上 げた り、 ね
じれの位置 にある 2直 線 に関連 して立体交差 を取 り上 げた りとい うように、実生活 か らの話題
をい ろい ろと示 してい る。 また、例 えば向か い合 って乗 るブランコか ら平行 四辺形の条件 を見
いだそうとした り、 つ りあいか ら三 角形 の重心 の学習 に入 った りしてい る。 このような数学 と
実生活 との関連 を一層取 り上 げる ことが重要である。

(3)直 観的扱 い と論証指導 との関連
明治 の「幾何入門」以来今 日まで、図形指導 を行 うに当たって、図形 の直観的扱 い と論証指
導 との関連 をどうす るのかは、終始変 わ らぬ大 きな論点 である。直観幾何、論証幾何 それぞれ
に固有 な指導 についての検討 とともに、直観幾何 において論証幾何 の土台 をどう培 うか、論証
幾何 において直観的 な扱 い をどう取 り入れるかについての問題点 は多 い。
皆 で認 めたものに基 づいて推論 を進める
大阪一二 (1935)は 、 ある性質 を確 かめるのに、論理的証明で、実験実瀕Jで 、模型の使用 に
⑤

よって、直観 で、 とい うように、時 に応 じて指導 を進めてい くことを提案 し、 それを「広 い意
味 の実験法」と呼 んで い る (2.(3)を 参照)。 山本政治 (1926)も 同様 の扱 い を提案 していた (1.
(1)を 参照)。

今 日、 中学校第 1学 年 での図形指導 においては、直観的 な扱 いが 中心 で あ り、そ こでは実験
実測、作図や作製等 が一層積極的 に行われる こ とが重要である。
中学校第 2学 年 での図形 の論証 の初期指導 において、 いわゆる公理 として何 を位置付 けるの
か とい う点 については、各種 の教科書や い ろい ろな実践記録 をみて も、共通理解 がほぼ得 られ
てい るもの と考 える。例 えば、三 角定規 を使 って同位角 に当たる部分 を等 しくして 2直 線 をか
けば、それ らは平行 になるとい うように、 いわゆる公理 とするのは、作図 によって確 かめた こ
とが らであった り、ガヽ
学校 での学習 によって既 に確 かめ られてい る ことが らであった りする。
この点 については、厳密 さを強 く求 めた戦前 の論証指導 は、1950年 代以降の実践研究の積 み重
ねによって、今 日ではその多 くが改善 されてい るとみる ことがで きる。
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その一 方で、あ る命題 の証明 の厳密性 と、別 の命題 の直観的 な確 かめ との間 のア ンバ ラ ンス
については、全体 を見通 して再検討す る必要が ある。
⑥

証明の必要 を感 じない定理 は直観的 に実験的 に

松尾正夫 (1931)は 、生徒 が証明 の必要 を感 じない定理 は直観的 に実験的 に扱 ってい る (3.
(2)を 参照)。 また、田中良運 (1937)は 、生徒 にとって 自明 と考 えられる定理 は公理的 に認 めて
い るとい ってい る (2.(4)を 参照)。 証明 の必要 を感 じない事項 を実験的方法等 によって認 める
ことは、中数雑誌創刊号 (1919)に も現 れてい る (1.(1)を 参照)。
これは、前項 で考 えた ことと同様、厳密性 が強調 された戦前 の指導 を思 う とき、 また今 日的
には全 ての同年齢 の生徒 が学習す る ことを考 えると、 うなづ けない こともない。 ただ、 この場
合、 どの命題 が、生徒 は証明 の必要 を感 じないので直観的 に実験的 に、あ るい は公理的 に扱わ
れたのかが、細 かな議論 として残 ってい る。生徒 が証明の必要 を感 じない ままでその まま通 り
過 ぎて しまったのでは困 る中心的 な命題 の場合 は、授業者 の方か ら意図的 に働 きかけてきちん
と証明 してお くことも必要 で ある。 また、論証 による学習指導が進 んで くると生徒 自 らが「な
ぜ」 を問 うようになって くるが、 その段階 で、あ る時 は実験的 にある時 は証明せ よとい うので
は、生徒 は戸惑 うで あろうし、系統的 な学習指導 は行われないで あろう。
証明 の必要性 をどう感 じさせ るかは、現在 で も実践上 の大 きな課題 で ある。
⑦

実験実測 によって発見す る

小倉金之助 (1923)は 、図形 の観察、実測 か ら始 めよといち早 く主張 した (1.(2)を 参照)。
国元東九郎 (1925)は 、論証幾何 にお いて定理の発見 や性質 の帰納 に大 い に直観的実測的方法
を使 うことを主張 した (1.(3)を 参照)。 また、越智政雄 (1940)や 小林衛 (1940)は 、定理 を
説明す るための実験実測だけでな く、発見す る手段 として実験実測 を行 うことを主張す る (2.
(4)を 参照)。

今 日、実験実測 による方法 を重視 した授業実践 はよ く行われ てい るであろ う。 1998年 の学習
指導要領公表以来、従来 も重視 されていた「数学的活動」が改 めて強調 されてい る。学習指導
の過程 を豊かにする上で も、実験実測 を一層積極的 に取 り上 げた い。
③

作図題 を定理の適用問題 として位置付 ける

水内金太郎 (1936)は 、作図題 を定理 の適用問題 として扱 ってい る (2.(3)を 参照)。
今 日、中学校第 1学 年 で扱 われる基本作図 は、 その作図の方法 の学習が 中心 になってい る。
なぜ その方法 で よいのかの検討 については、紙 を折 った り等 の具体的操作 による確 か めに とど
まっていて、作図の学習が単 に図をか くことだけに終 わ りがちで ある。そして、第 2学 年 にお
いて、例 えば角 の二等分線 の作図が正 しい ことを、三 角形 の合同条件 に基 づいて証明 してい る。
基本作図を一 まとま りとして第 1学 年 では取 り扱 わず、水内 も指摘す るように、合同条件 の学
習 の後 に、 その適用題 の一つ として機 に応 じて取 り上 げるのはどうであろうか。
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⑨

言語発表、言語化 を重視 する

矢舗大治郎 (1927)は 、証明 の詳細 な述 べ方書 き方 よりも、 その大方針 を述 べ る ことの重要
性 を指摘 した (1.(1)を 参照)。 また、大阪一二 (1935)は 、定理 を取 り扱 う過程 において言語
発表 を明確 に位置付 けてい る (2.(3)を 参照)。
数学学習 では、学習者 が ある命題 を証明で きた段階で、 その学習者 自身 の思考活動 は既 に終

国 宗

進

わってい るものの、 自分 が行 った証明が本当 に真 であるかを再確認す るために、 また、他者 に
説 いて聞かせ るために、 それを言語化 する必要が あ る。 それだけに、証明 を書 き付 ける とい う
活動 には、大 きな意味 が ある。実践上の問題 としては、記述 とともに口述 も十分 に取 り入れ る
ことは、従来 か ら指摘 されてい る通 りで ある。
⑩

結論 を生徒が見 いだす

掛谷宗― (1929)は 、結論 を学習者 に委 ね る ことを指摘 し、堤政助 (1928)は 、直観、作図、
実験実測等 によって生徒 に自力 で定理 を発見 させ よと主張 する (1.(1)を 参照)。
これは、 いわゆる証明問題 よ りも決定問題 の形 で学習 を進 めようとい うものであ り、今 日で
もよ く指摘 される点 である。結論 を発見 し証明す るとい う学習 の過程 をとる ことは、結論 がわ
かってい るものの証明 より生徒 に抵抗 を与 えるだけに敬遠 される傾向 もみ られるが、 より真 の
学習が行 われ るし意欲 の喚起 にもつ ながるだけに重視 したい。
おわ りに
本稿 は、「はじめに」で述 べた ように、中学校数学科 での図形指導 の改善 について追究す る研
究 の一環 で あ る。 その研究 の中で、筆者 らは既 に、中学校 3年 間 を見通 した図形指導 について
提言 し、現在 それを授業研究 を通 して検討 してい るところである (国 宗・ 羽 田・ 榛葉、1999)。
そ こでは、図形指導改善 の基本的 な考 え方 として、次 の 5点 を示 してい る。
①

図形指導 のね らい を明確 にする

②

第 1学 年 の内容 を、空間図形 と多角形 の角 とで構成 する
基本作 図を単独 では扱 わない

③
④
⑤

小学校 で学習 した性質 は既知 として、 その逆の追究 か ら始 める
作図等 を通 して直観的 に確認 した ことを定式化 する

その 目指 す方向は、従来 の図形教育 と同様、論証 を中心 とした学習 は第 2学 年 か ら行 い、 そ
の前段階で ある第 1学 年 では、直観的 な扱 い を中心 としなが らも小学校以来 の筋道立てて考 え
る態度 の育成 を一層心掛 ける とい うものである。
今後 は、本稿 で検討 した戦前 の幾何教育 の知見 を踏 まえ、小学校 や高等学校 での図形指導 も
視野 に入れて中学校 3年 間の図形 カ リキ ュラム を作成 し、授業研究 を通 して検討 を加 えて、図
形指導 の改善 に資す る ことを目指 したい。
本稿 をま とめるにあた り、長崎栄三氏 には参考文献 の指摘等、種 々の示唆 をいただいた。 こ
こに謝意 を表 したい。
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