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数学教育における日本語表現はどうあるべきか 

――言語におけるバリアフリー化の必要性―― 

  

 

1. 本研究の必要性とねらい 

今までの教職経験の中で、授業を行っている際に数学が

出来ない・不得意という生徒のうち、少なくない人数が「数

学が」わからないのではなく、「教科書の記載や日本語で表

現されている内容そのものが」理解できていないのではな

いか、と思われる場面が昨今増えてきたように感じる。また

2017 年告示の学習指導要領においては「主体的・対話的

で深い学び」が掲げられている1ところであるが、これとて

文面あるいは会話による日本語での意思疎通が出来てい

ることが当然の前提となっていよう。 

本研究では、数学教育を行うため、すなわち数学の理解

を阻害しないために、最も基本的な教材教具であろう「日

本語表現」はどのようにあるべきかという視点から、現在使

われている日本語表現の問題点を拾い上げ、わかりやすい

授業をおこなうためと、適切な評価を行うためにどのよう

に改善していくべきかを提案する。 

 

2. 研究の実際 

(1) そもそも日本語は背景や常識という知識を持たないと

解釈が困難となる言語である 

a. 構文上の例 

一例として、例文 

・ a.「佐藤は 札幌 と 小樽 に行く」 

の下線部を任意の語に変更することを考える。 

・ b.「佐藤は 江別 と 岩見沢 に行く」 

等が考えられる。他にも 

・ c.「佐藤は 鈴木 と 小樽 に行く」や、 

・ d.「佐藤は 淡々 と 申請 に行く」 

なども日本語として十分に正しい表現であろう。 

では地名・同伴者・様子・目的等々にどう区別を付けてい

るのかということを考えてみるとここに明確な根拠はなく、

単なる経験値でしかない。 

対して英語等の言語では文型自体からそれが同伴者で

あるのか、目的地なのかを判断する材料が十分に得られる。

「数学は英語でやる方がわかりやすい」あるいは「日本語は

                                                      
1 文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 総則編』 
2 Edward Twitchell Hall, Jr.『Beyond Culture』(１９６７) 

数学に向かない」という話が時々聞かれるのはここに起因

するのではなかろうか。これを改善する方法はないかとい

うのが本研究である。 

 

b. 実際の日本語の使用でありそうな場面と、その混乱 

このように、日本語話者は日常的にかなり端折った表現

をしており、その解釈は読者(聴者)に委ねられる言語であ

る。より正確には、読者の解釈というよりは、読者の持って

いる世界観や経験値などに依存することになる。これを

high contextな言語と呼ぶ2。 

典型的なのは、たとえば職員室にて、 

生徒Ａ 「コンコン、失礼します。あれ本田先生がいない。 

あー鈴木先生、本田先生を知りませんか？」 

鈴木 「本田先生？うん、知ってるよ。」 

生徒Ａ 「どこにいますか？」 

鈴木 「本田先生の居場所？それは知らないなぁ。」 

生徒Ａ 「????」 

のパターン。似たような、事前の「知識」「背景」「経験値」

「推察」等々(以下、本稿ではこれらをまとめて単に「常識」と

いう単語で仮称する)が必要な例を考えてみる。 

ただし上例は、例としてわかりやすいように生徒側がハ

イコンテクストな発言をしているものである。対して本稿で

扱うのは、教える側がハイコンテクストなコンテンツの使用

をしていることにより、生徒側に意図が十分に伝わらなくな

ってしまうパターンである。 

架空の例ではあるが、言うなれば 

鈴木 「いやー本田先生に電話来てるんだよなー、ここ 

  にも居ない、おーい誰か本田先生を知らない?」 

生徒 B 「知ってまーす」 

鈴木 「お、助かる。で、本田先生どこにいた？」 

生徒 B 「????」(なんで鈴木先生、突然そんな事を聞く?

居場所なんか知らないよ？) 

の「????」が授業中に起こっているのである。 

過去、このような日本語会話のハイコンテクスト仕様は

https://www.mext.go.jp/content/220221-mxt_kyoiku02-100002180_003.pdf


海外から疑問視されていたようで、古くから3それを指摘す

る書籍も存在している。 

 

c. 数学において発生する場合 

以下、中学数学において同様の認識不良が発生しえる例

を示す。一例として、「直線 a と bは平行」や「平行な直線は

どれか」という表現がある。これは「平行という単語は、二

者(以上)の関係性を表すための言葉である」という知識か

ら暗に「２本の組み合わせを考える(答える)ものである」と

いう思考の飛躍を求めている。たとえば、 

(ア) 直線 a と bは点線である 

(イ) 直線 a と bは平行である 

上記２表現の間には文型上の違いは全くなく単語のみが異

なるだけであるが、文全体の本来の意味や構成が全く異な

る。つまり、 

(ア) に関して、 

・ aと b、個別の「状態」を表す文章である 

(が、たまたま a と b の状態が一致しているので、

まとめて１表現で表している)   …のだろう。 

(イ) に関して、 

・ a と b、二者に関して、それら互いの「関係」を扱っ

ている文章である …のだろう。 

ということは、受け手が「常識」に基づき推測しているに過

ぎない。(たとえば(ア)は「直線 a は点線であり、それはそれ

としてそれとは全く関係なく、直線ｂも同様に点線である」

のように書き換えが可能であるが、(イ)についてはこのよう

な書き換えが不可能。) 

 

すなわち「本田先生を知っているか?」から「知り合いかど

うかではなく本田先生の所在把握について判断せよ」とい

う認識を求めるのと同様に、「個々の状態ではなく二者の

関係について考えよ」という言外の期待値を読み取れなけ

れば、出題者の意図に沿った「回答」(「解答」以前に)はでき

ないのである。 

 

(2) 数学の能力を測るに際して、日本語取り扱いの能力が

混入してしまう場合 

a. 実際に伝達不良として出現した場合 

以下、実際に授業の場面で生徒の理解不良が発生して

いた例を挙げて、それをもとに問題点を考察していく。 

設問文として、 

                                                      
3 既出の『Beyond Culture』が 1967年発行。 

・ Q1. 下図の直線のうち、平行であるものを選びな

さい。 

・ Q2. 下図の直線のうち、点線であるものを選びな

さい。 

 

の２問があるとして、「Q1 の方は、解答に書くべきなのが 1

本だけであるはずがない(２者以上の関係性を問うている

のだ)」ということを純粋に文型から区別する手段は無いの

である。 

「常識」を無意識に編み込んだ発想であれば、Q1 に対し

て「１本だけの解答は存在し得ない」ということが想起でき

るが、それが欠落していればそのような複雑な絞り込みは

できない。従ってこの設問に対し 

「Q1. 平行であるものは？ → A1. 直線 a 」 

という誤答が起こることになる。(２者以上の関係を示す

「平行」と、単体の直線の状況を示す「水平」の混同が起こっ

ている。一般的にはその時点で「が、この解答はあり得ない」

というフィルタリングが発生するはずだがそこに向かわな

い。) 

同様の例を他にも示す。AB＝ACの

二等辺三角形があるとして、 

(図の二等辺三角形 ABCにおいて) 

・ Q3.頂 角を答えよ。 

・ Q4.等しい角を答えよ。 

・ Q5.赤 い 角を答えよ。 

これらも文型上はほぼ違いがなく、特

に Q4 と Q5 の類似性が顕著である。「"頂角"というモノ」

「"等しい角"というモノ」「"赤い角"というモノ」を探せ、と問

うているに過ぎない、という解釈ができてしまう。Q3～Q5

の中で、Q4 に限り複数の角を比較してそれらの関係を考

察して解答せよ、というのは、数学能力を測る問いとして適

切に出題ができていないとも考えられる。少なくとも、「ど

の出題の時に複数の関係を考察すべきなのかを判断せよ」

a 

b 

 

c 

 

 

d 

A 

 

 

 

 

B     C 



はこの段階の4数学における本質ではないはずである。 

 

b. 問題以前に混乱を来す例 

以下更に、実際に生徒が誤認していた例を幾つか示す。

例えば教科書では定理を「二等辺三角形の底角は等しい」

と定めている。 

 

一方、内角の和に関しては「三角形の内角の和は 180°」(で

ある)としている5。 

 

ここで 

・ 二等辺三角形 の 底 角 は 等しい 

・ 三 角 形 の 内角の和 は 1 8 0 ° (である) 

上記 2 つの文を並べてみると、両者「   の   は   」と

ほぼ同じ文型をしている。両者ともに普遍的な断定表現で

あると解釈する余地が十分にある。 

 

そのため、「二等辺三角形を描いたらば、すべての三角形

で底角は同じ角度にできあがる」という次のような理解が

発生する。 

 

                                                      

4 設問そのものが、その文章を読み取る能力も含めて設定されているいわゆる文章題などはまた別の事柄。 
5 底角、内角いずれも 東京書籍『新しい数学 2』(2021年発行版)、以下教科書の引用参照についてはすべて同社版。 
6 CUEMATH『Geometry Theorems』 

(なお英語圏では底角の定理を「The base angles of an 

isosceles triangle are congruent.」のように書く6こと

が多いようである。) 

 

c. もっと一文が長くなる場合 

・ Q6. (下図で)直線ｌとｍは、∠ｘが何度のときに、平行と

いえるか。 

これも構文だけを見ていくと、文面を削ぎ落とせば 

○○は、(補足情報)△△か。 

あるいは 

○○は、(補足情報)といえるか。 

ということになる。従って、問題文をここまでの解像度で認

識してしまう生徒が導った解答は「△△である/ではない」

あるいは「△△といえる/いえない」であり、角度が問われて

おり角度の検討が必要だということまで踏み込まない。こ

こから、 

A. はい(orいいえ) / いえる(orいえない) 

等の誤答がでてくることになる。 

 

d. 問題そのものの「意図」が不明になった例 

他、関数領域での例としては、下記で見受けられた。 

(車両価格１８０万円、１年間あたり燃料費１６万円の B自動

車を購入し使用した場合のグラフの問題で、) 

 

A          D (AB=AC、 

    DE=DF) 

 

 

 

B     C E            F  

「二等辺三角形の底角は等しい」 

↓ 

ふむふむ、底角はぜーんぶ同じなんだな…、 

∠Bも∠Cも∠Eも∠Fも同じ角度なのね！ 

 

ｌ 

 

 

ｍ 

 

x 

50° 

https://www.cuemath.com/learn/geometry-theorems/#Triangle-Theorems


「Q:このグラフの傾きは、B車についての何を表しています

か。7 → A:お金」 

(ただし実際には、この問題では正答「1年間あたりのガソ

リン代」を 4択から選ばせている。) 

 

(3) 「適当に答え」ているのかどうか？ 

ここまでいくつか、「常識」が共有できていないために起

こりえる誤答の例を示した。 

このような解答に対し「適当に答えている」「しっかり考え

ていない」と思われがちである。しかしそうではないことが

ある。このような解答が導かれる流れとしては、なぜその解

答になったかをよく聞いてみると 

a. 問題文を読む(≒見る≠出題意図を汲み取る) 

b. 文型的に理解をする 

c. 文章中の単語要素に着目し 

d. その単語自体や、既存の知識内でその単語に関係の

ある又は関係のありそうな単語(等)を判定して検討

抽出し、 

e. 解答として提示する 

という、きわめて「しっかり考える」プロセスを辿っている

のである(と思われる8)。本人としては「しっかり考えて」解

答を導いているのである。もう少し詳しく言えば、上記の流

れの中を細分化すると、d.の「関係ありそうな」を判定する

作業の中では更に 

・ こういう(この問題と似た)文の時によく出てきた 

・ よく見かける(≒記憶によく残っている) 

・ その結果から解答を導く 

といったことが判定要素として使われている。これらは、 

・ 構文解析をして 

・ 収集したデータを基に、似たような文書の中での単

語の出現頻度の分析をし、 

・ そこから解答を導く 

という処理であり、現在「OK Google,」等の処理として

AI がやろうとしていることまさにそのものである。(一例と

してGoogleは1日あたり数ペタ(1015))バイト≒数千兆文

                                                      

7 国立教育政策研究所「平成 28年度全国学力・学習状況調査調査問題数学 B」 
8今回聴取した中ではおそらく思考の言語化を不得意ととしている例が多く、どのような経過でそのアウトプットに至ったかを聞き取って

も明確に説明できない場合が多いため、「思われる」と表現した。 
9 Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat 『simplified data processing on large clusters』 
10 日本経済新聞 2018年 7月 9日『グーグル、最大 100ペタ FLOPSの AI専用スパコン提供へ』 ※筆者注:100ペタ FLOPSは 1

秒間に 1017回の演算を行える能力 
11 マーサージャパン『株式会社メルカリ CHRO木下達夫インタビュー』(2020) 以下抜粋『まずは “分かりやすい”コミュニケーション
を目指すことだと思います。(略)ローコンテクストなコミュニケーションへの転換が必要です。実はメルカリでは(略)ここ数年、この課題
に直面してきました。(略)日本のハイコンテクストカルチャーは通用しなくなってきました。』 

字相当の参照データをもとに 9学習を行い、１００ペタ

FLOPS10のコンピュータの処理能力を活用して同様の作業

を行っているとしている。) 

したがって、このような解答は「しっかり・ちゃんと」考え

ていないのではない。このような解答を手法Ａ、「常識」を踏

まえた解答を手法Ｂとするとして、どちらの手法を選択した

のか、ということに過ぎない。従って、このような生徒に「ち

ゃんと考えよ」という助言は全く無意味であろう。 

 

3. 実践の例 

(1) 表現から誤解・誤認の可能性を排除する必要性 

ここまで、教科書等をはじめとして、解釈の違いによる誤

認・誤解が発生している例を紹介した。ここまで見てきたよ

うに、数学について活動を行うこと、および数学の能力を測

るにあたって現在のやり方・表現ではそれ相応に数学以外

の能力が影響を与える事になる。この問題を少なくしてい

く方策を考える。 

なお教育の世界ではまだ考慮されていないようであるが、

民間ビジネスの世界では、意思伝達・共有を明確にする目

的、すなわち誤解や誤認を低減させる目的、誰にでも分か

る日本語を目指す視点からすでに日本語による文章表現

自体のローテクスト化を目指している例もある11。 

 

(2) ではどう設問/記載するか？ 

(数学的な言語・表現のユニバーサルデザイン化) 

人間の処理速度で構文解析等統計処理によって解答選

出をするには限界がある。また不明瞭な日本語設問からで

は、解答の正確性を高めるためにはたとえば「 (図の中

で)Q1. 平行なものは？」という設問に対して、問題の「主

旨・意味づけ」といったことを「考察」し、どのように解答を

書けば良いのかというプランを「産み出す」必要が出てくる。 

この「意味づけ」を読者(解答者)側に委ねないためには、

設問や定義の段階で誤解が生じない表記にする必要があ

https://dl.acm.org/doi/10.1145/1327452.1327492
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32753200Z00C18A7000000/
https://www.mercer.co.jp/our-thinking/interviews/mercari.html


る12。先の例題等について、改変や表現をわずかに変える

だけで授業時に生徒が「ああなるほど」と理解できたことの

例を示す。 

 

 誤解を生じかねない 生じにくいであろう 

Q1 (図の直線のうち)平行

であるものを選べ。 

平行な直線の組み合わ

せを選べ。 

(なお、角を扱う場合は類似の記載が教科書にも存在す

る。が、なぜ角は「等しい角の組を」なのに、直線は「平行

であるものを」なのか？)↓ 

 

 

Q2 (図の直線のうち)点線

であるものを選べ。 

←問題なし 

Q3 (図の二等辺三角形

ABCで)頂角を答えよ 

←問題なし 

Q4 (図の二等辺三角形

ABC で)等しい角を答

えよ 

(図の二等辺三角形

ABC の中で)等しい角

の組み合わせを答えよ 

Q5 (図の二等辺三角形

ABC で)赤い角を答え

よ 

←問題なし 

Q6 直線ｌとｍは、∠ｘが何

度のときに平行といえ

るか。 

直線ｌとｍが平行になる

のは、∠ｘが何度のとき

か。 

 直線 aと直線bは平行 直線aは直線bに平行

13 

 二等辺三角形の底角

は等しい 

１つの二等辺三角形に

おいて、２つの底角は

等しい 

 三角形の内角の和は

180° 

すべての三角形で、内

角の和は 180° 

                                                      

12 なお、まさにハイコンテクストな記載から主旨や必要事項を抜き出す事自体を目的とするもの、顕著な例としては方程式単元の文章

題などは本稿の主旨と異なることに留意頂きたい。 
13 本件についても、英語表現は「line a is parallel to line b」という表現をとることが多いようである。 

→ CUEMATH『Parallel lines』 、 MATH is FUN『Parallel Lines, and Pairs of Angles』  等 

 

教科

書 

(1次式の減法) 

ひくほうの式の各項の

符号を変えて 

(本件についてはいま

だ改善案を見つけられ

ず 

 

  

 …－(－２ａ＋３) 
↓   ↓ 

＝…＋(＋２ａ－３) 
というイメージでなく 
 …－(－２ａ＋３) 

↑_____↑交換 

＝…＋(＋２ａ－３) 
という理解。「先生、両
方ともマイナスの時
は？変えても変わらな
いよ」 

 

→交換
exchange

ではなく変更
change

のみである、と明示す

る単語がない？日本語

の「変える」には「交換」

を含んでいる。) 

教科

書 

２乗すると 9になる数 

→「結局、2 乗したの？

してないの？」 

2乗したときに９になる

数 

 

(3) 試行と結果 

一例として、Q1 に関して検証を行ってみたことを紹介す

る。(もちろん実際に授業で教える段階では両者の表現を使

い分けてどちらが優れているか試行するわけにはいかない

ので、テストケース的に、余剰時数にて評定外の小学校内

容の理解度チェックミニテストと称して行ってみたもの) 

問題文を「平行であるものを選びなさい」としたものと

「平行な直線の組み合わせを選びなさい」としたものを出題

し、誤答件数を数えてみた。母数はいずれの出題において

も３８名となった。なお生徒には主旨や、２種類の問題が存

在することは伏せている。 

結果、前者設問では３８名中４名が「a」のように１本だけ

を答えたのに対し、後者設問ではそのような誤答が存在し

なかった。下に解答例を掲載する。 

 

https://www.cuemath.com/geometry/parallel-lines/
https://www.mathsisfun.com/geometry/parallel-lines.html


 

↑前者設問では、このような回答が３８名中４名あった。こ

こからは、本当に「平行」の概念そのものを理解していない

のか、それとも文の読み取りや解答提示方法といった「テク

ニック」が欠けていることに起因するのかが判らない。(最

後までそれらを教えなくて良いという意味ではない、念の

ため。) 

言い換えれば、問題主旨の読み取り失敗により誤答方向へ

バイアスがかかった可能性を排除できないということにな

る。 

 

 

↑対して後者設問では、1 本だけを答えた生徒はゼロであ

った。) 

 

(4) 考察 

後者形式で問うことで、ハイコンテクストを読み取る力や

「//」を用いて表現する力とは別の、少なくとも「平行」とい

う様態を認識する力はおそらく身についているのだろうと

は判断できる。このような記述をすることで、対象内容につ

いて正確な判断が出来ると考えられる。 

つまるところ、出題者側がその文で生徒の何を見たいの

かあるいは学ばせたいのか、たとえば 

a. 純粋な、知識や技能なのか 

b. 題意の発見能力なのか 

c. その両方を組み合わせた能力なのか 

をはっきりさせ、それに応じた文面で記載することが必要に

なってくる。 

たとえば a.であれば対象は「//の使い方を理解している

か」「平行という状態を認知理解できているのか」といった

各項目に分解され、それぞれに対応する出題は「直線aとb

は平行です。このことを記号で表しなさい」と「図の中から

平行な直線の組み合わせを選びなさい(本テストケース)」

等になろう。 

 

4. 今後の課題 

(1) そもそも数学というのは絶対的に正しいものではない、

という大前提が伝わっているか？ 

数学に関する者の中では当たり前に認識されていること

であるが、数学で正しいとされていることの大部分は、特定

の状況下やルールにおいてのみ、それを正しいと「している」

ものが殆どである。それは「自然数において」といった狭い

範囲の限定の場合もあり、広くは論証の正しさの定義とは、

といった範囲に及ぶ場合もある。 

対して、超えて「数学とは普遍的絶対的に正しいもの、あ

るいは正しくあるものであるべき」と誤解をしている者は多

い。 

例えば数学においての証明の成立は、ある事柄が普遍

的に成立することが論証された場合にのみ正しいとされて

いる(している)。証明の正しさはそういう「数学における」ル

ールに基づいて判断しているに過ぎない。 

一方で、ある事柄を否定する根拠がまだ見つかっていな

い事をもって「正しい」とする文化が確かに存在する。 

これらはどちらが誤っているという話ではなく、そもそも

どちらもあり得る話の所、諸々の理由により数学では前者

に基づいているという話でしかない。 

この部分が、現在の数学教育では軽く扱われすぎている

のではなかろうか。「今は、こっちのルールでやっているだ

け」という理解をさせることをしていないので、(ある程度の

理解力がある生徒はそれこそハイコンテクストな文化の中

で無自覚にそのルール採用を感じ取れるとしても、そうで

ない)生徒は 

T 「2 つの偶数の和が必ず偶数になる理由を説明しな

さい」 

S 「…ならない場合なんて無くない？ 解答"偶数どう

しを足して奇数になることがないから"」 

T 「うーん、そうじゃなくって」 

S 「え、でも先生、２つ足して奇数になるパターンって

何か有りますか？？？」 

T 「ないけどさ」 

S 「じゃこれマルですよね？間違ったことは書いてない

のにどうしてバツ？？」 



(所謂数学的証明の正しさまで否定しているのでは

なく、それはそれとして、自分のこの論旨はなぜダメ

なのかという視点) 

という定番のやりとりへ進むのではなかろうか。ハイコンテ

クストな日本語環境の中で、これはそもそも、その場におけ

る「理由(論拠)」や「正しい」の指し示すもの自体が既に共有

できていないのである。 

本研究ではそこまで踏み込めていないが、日本語のロー

コンテクスト化の延長線上のものとして、今後はこのような

「限定的な世界」であることを伝えていくことについても検

討が必要かと思われる。 

 

5. 参考文献等 

引用元、参考文献等については都度、当該頁脚注に示し

た。 


