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学部進学予備教育における数学の
学習内容に関する調査
― 修了生へのアンケートから ―

甕　隆博

【キーワード】･ 学部進学予備教育、修了生アンケート、数学、統計、複素数

1. はじめに
　東京外国語大学留学生日本語教育センター（以下、JLC）は、文部科学省より日
本政府国費学部留学生の予備教育を委託されている。これは、日本政府が支給す
る奨学金による留学制度の一つで、この制度の留学生は、日本の国立大学に進学
することを前提に、1 年間の予備教育を受けることになっている。現在、JLC と
大阪大学の日本語日本文化教育センターでその予備教育が行われている。
　JLC における予備教育では、進学後に大学教育及び大学生活に適応できる力
を付けるために、日本語教育、専門基礎教育および異文化適応教育を行ってい
る。そして、授業の内容や編成について、より効果的な教育を目標に改善を行っ
てきたが、留学生および大学の状況は日々刻々と変化しており、教育内容につい
ての検討がより必要となってきている。そこで、JLC の 2017 年度教育開発プロ
ジェクト「大学進学予備教育における専門科目の学習項目調査」（代表：石澤徹　
他 6 名）において、修了生へのアンケート調査を行った。昨年度は、[1] において、
理科系科目（基礎科学、化学、物理、生物）についての調査報告が行われており、
ここでは理科系数学及び文科系数学について報告を行う。

2．調査の概要
　調査内容の概要について述べる。詳細は [1] を参照してほしい。調査は 2017 年
3 月 2 日から 4 月 9 日にかけて、インターネット上に開設したアンケートフォー
ムに回答してもらう形で実施した。対象は 2004 年度から 2015 年度の学部進学
予備教育の留学生で、JLC の修了生ネットワーク（JLC 修了生の同窓会組織で、
JLC で運営を行っている。）に登録されているメールアドレスにアンケート協力
の依頼を送付した。その結果、理科系数学は 63 名、文科系数学は 19 名からの有
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効な回答があった。なお、文科系科目については、48 名の回答があったが、数
学は選択科目のため、この回答数となった。
　質問項目は、JLC で学んだ内容の有効性と不充分性が明確となることを目標に
設定し、4 段階スケールの回答と、自由記述を組み合わせた形で行った。

3．JLC の数学教育の概要
　アンケートの前提となる JLC の学部進学予備教育における数学の教育内容の
概要を述べる。数学は、理科系の学生は全員必修、文科系の学生は経済・経営専
攻の学生が必修となっている。

3．1　理科系数学
　理科系の学生への数学は、1 クラスで開講し、学生数は年度により変動がある
が、平均的には 25 人前後である。教育目標は、「理科系で必要となる数学概念の
理解と計算力及び日本語での数学理解力の習得」である。教科書は本センター作
成『理工系留学生のための基礎数学』、『理工系留学生のために微分・積分』、『理工
系留学生のための代数・幾何』を中心に使用している。4 月～ 7 月の時期は、日
本語未修者に配慮した『理工系留学生のための基礎数学』使用し、自国で既習し
たであろう数学内容を日本語で学び、数学用語の習得と基本的な数学知識および
計算力を日本のスタイルで再学習することになる。9 月～ 12 月の時期は、大学
初年時にほとんどの大学で必修科目となる「微分積分」の基礎となる内容を『理工
系留学生のために微分・積分』で学ぶ。内容的には日本の高校の「数学Ⅲ」に対応
しており、多くの学生は自国で学んでいる内容が多いが、計算力や数学の解答や
証明の記述方法の習得に重点を置いて教育を行っている。1 月～ 2 月期は、こち
らも大学初年時でほとんど必修科目となる「線形代数」の基礎となる部分を『理工
系留学生のための代数・幾何』や大学初年時の「線形代数」の教科書を使用して学
ぶ。学習指導要領の改訂により「行列」は高校で教えなくなったが、先取り学習
と大学での講義を体験することも目的としているため、大学の教科書も活用して
いる。日本語力のハンディおよび日本の大学教育への適応を考えると、もう少し
先取り学習を取り入れたいという思いもあるが、留学生の自国での教育内容のレ
ベルの多様性を考え、基礎的な内容の力を習得することを中心に授業を構成して
いる。
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3．2　文科系数学
　文科系の学生への数学も、1 クラスで開講し、学生数は年度により変動が多い。
2000 年代前半は 20 人前後であったが、ここ数年は 6 名前後となっている。経済・
経営専攻の学生が必修であり、教育目標は「経済・経営専攻の学生に必要となる
数学概念の理解と計算力及び日本語での数学理解力との習得」である。教科書は
本センター作成『理工系留学生のための基礎数学』、『理工系留学生のために微分・
積分』、『理工系留学生のための代数・幾何』を中心に使用している。理科系の教
材であるため、内容を選別して使用している。4 月～ 7 月の時期は、理系とほぼ
同じように『理工系留学生のための基礎数学』使用し、自国で既習したであろう
内容、または文系のため自国で未習の内容を日本語学び、数学用語の習得と基
本的な数学知識および計算力を日本のスタイルで学習することになる。9 月～ 12
月の時期は、大学初年時にほとんどの大学で必修科目となる「微分積分」の基礎
となる内容を『理工系留学生のために微分・積分』で学ぶ。内容的には日本の高
校の「数学Ⅲ」に対応しているため、日本の文系の高校生が学んでいない初等関
数の微分積分も含んでおり、大学初年時の先取り学習となっている。特に基本的
な計算力の習得に重点を置いて教育を行っている。1 月～ 2 月期は、こちらも大
学初年時でほとんど必修科目となる「線形代数」の基礎となる部分を『理工系留学
生のための代数・幾何』を使用して学ぶ。学習指導要領の改訂により「行列」は高
校で教えなくなったが、行列を扱う「線形代数」は経済・経営専攻の学生にとっ
て大学初年時に必修となることが多いため、こちらも先取り学習として教えてい
る。先取り学習が多いが、日本語力のハンディおよび日本の大学教育への適応を
考えると、可能な範囲での先取り学習は、大学進学を前提として予備教育では重
要な要素と考えている。

4． 回答結果
4．1 質問項目
　理科系、文科系ともに同じ質問項目である。以下に質問項目を挙げておく。

【1】･ JLC の数学の勉強したことで、以下の項目は役に立ちましたか。
「とても役に立った」を 1、「ほとんど役に立たなかった」を 4 とする 4 段階ス
ケールの回答

･ （1）数学で使う日本語･
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･ （2）数学の説明の書き方
･ （3）証明の書き方
･ （4）計算力
･ （5）自国で勉強しなかった数学の内容･

【2】･ JLC の数学の授業でもっと教えてほしかったことは何ですか。
　下記の項目の選択（複数回答可）

･ （1）･統計　（2）確率　（3）複素数　（4）その他（自由記述）
【3】･ 大学の数学の授業は難しかったですか。･

　下記の項目の選択（複数回答可）
･ （1）1 年生の頃は難しかった。だんだん難しくなくなった。
･ （2）1 年生の頃から、大学の卒業まで、ずっと難しかった。
･ （3）最初から難しくなかった。
･ （4）その他（自由記述）

【4】･ 大学の数学の授業は難しかったですか。それぞれについて選んでください。
･ 「とても難しい」を 1、「難しくない」を 4 とする 4 段階スケールの回答
･ （1）数学の内容自体･
･ （2）試験･
･ （3）授業中に先生の講義を聴き取ること･
･ （4）授業中にノートをとること･

【5】･ その他、大学の数学で難しいと感じたことは何ですか？なければ「特になし」
と書いてください。･（自由記述）

【6】･ 大学の数学の授業が一番大変だったのはいつですか。なければ「特になし」
と書いてください。･（自由記述）

【7】･ 一番大変だった理由は何ですか。なければ「特になし」と書いてください。
　　　　（自由記述）

【8】･ JLC の数学の授業への提言があれば自由に書いて下さい。なければ「特にな
し」と書いてください。･（自由記述）
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4．2　理科系数学の回答結果
　各質問についての回答結果を示す。

【1】･ JLC の数学の勉強したことで、以下の項目は役に立ちましたか。
　

　予想通り、「数学で使う日本語」、「数学の説明や証明の書き方」など、数学にお
ける日本語の運用力についての評価が高いことがわかる。「計算力」についても、
役に立ったという評価の割合は多い。「自国で・・・」については、JLC の授業が、
既習の内容を復習する場合が多かったためか、役に立ったという割合は他の項目
に比べて低い。

【2】･ JLC の数学の授業でもっと教えてほしかったことは何ですか。
　

　修了生と個別に話をすると、「統計・確率」を JLC でやってほしかったという話
を良く聞いていたが、その通りの結果となっている。「確率・統計」も工学系では
ほぼ必修となっていることも理由の一つであろう。「複素数」を希望する回答が意
外と多かった。複素数を扱う数学（複素関数）は物理や工学で応用上重要な手法
なので、必要性を感じることが多かったと考えられる。線形代数は自由記述で記
入されたものであるが、潜在的な要望があることが伺われる。

 

予想通り、「数学で使う日本語」、「数学の説明や証明の書き方」など、数学にお

ける日本語の運用力についての評価が高いことがわかる。「計算力」についても、

役に立ったという評価の割合は多い。「自国で・・・」については、センターの授

業が、既習の内容を復習する場合が多かったためか、役に立ったという割合は他

の項目に比べて低い。 
【2】 JLC の数学の授業でもっと教えてほしかったことは何ですか。 

 

 修了生と個別に話をすると、「統計・確率」を JLC でやってほしかったとい

う話を良く聞いていたが、その通りの結果となっている。「確率・統計」も工学系

ではほぼ必修となっていることも理由の一つであろう。「複素数」を希望する回答

が意外と多かった。複素数を扱う数学（複素関数）は物理や工学で応用上重要な

手法なので、必要性を感じることが多かったと考えられる。線形代数は自由記述

で記入されたものであるが、潜在的な要望があることが伺われる。 
【3】大学の数学の授業は難しかったですか。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自国で勉強しなかった数学の内容

計算力

証明の書き方

数学の説明の書き方

数学で使う日本語

とても役立った 少しは役だった

余り役立たなかった ほとんど役立ったなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教えてほしかった内容

確率

統計

複素数

線形代数

 

予想通り、「数学で使う日本語」、「数学の説明や証明の書き方」など、数学にお

ける日本語の運用力についての評価が高いことがわかる。「計算力」についても、

役に立ったという評価の割合は多い。「自国で・・・」については、センターの授

業が、既習の内容を復習する場合が多かったためか、役に立ったという割合は他

の項目に比べて低い。 
【2】 JLC の数学の授業でもっと教えてほしかったことは何ですか。 

 

 修了生と個別に話をすると、「統計・確率」を JLC でやってほしかったとい

う話を良く聞いていたが、その通りの結果となっている。「確率・統計」も工学系

ではほぼ必修となっていることも理由の一つであろう。「複素数」を希望する回答

が意外と多かった。複素数を扱う数学（複素関数）は物理や工学で応用上重要な

手法なので、必要性を感じることが多かったと考えられる。線形代数は自由記述

で記入されたものであるが、潜在的な要望があることが伺われる。 
【3】大学の数学の授業は難しかったですか。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自国で勉強しなかった数学の内容

計算力

証明の書き方

数学の説明の書き方

数学で使う日本語

とても役立った 少しは役だった

余り役立たなかった ほとんど役立ったなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教えてほしかった内容

確率

統計

複素数

線形代数



－ 262 －

【3】･ 大学の数学の授業は難しかったですか。

　70 ％近い回答が「難しくなかった」または「1 年生の頃は難しかったが、だんだ
ん難しくなくなった」になっている。正直なところ、数学がそんなに簡単と思え
ないが、工学系の修了生が多いので、専門性によるのかもしれない。

【4】･ 大学の数学の授業は難しかったですか。それぞれについて選んでください。
　

　数学の内容や試験自体が難しいことは日本人学生も含めて一般的にいえること
だと思われる。後半の二つの質問については、JLC の数学の授業で経験を積んで
いるが、聴き取りは難しいことがわかる。他方、ノートをとることは意外と適応
していることが読み取れる。

【5】･ その他、大学の数学で難しいと感じたことは何ですか？なければ「特になし」
と書いてください。･この問いについては、「特になし」が約 50 ％であった。
自由記述としては、

　・問題の内容が理解出来ない
　・証明を重視する数学教育のスタイル
　などがあった。
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【6】･ 大学の数学の授業が一番大変だったのはいつですか。なければ「特になし」
と書いてください。･この問いに対しては、「特になし」が約 39 ％、「1 年生の
とき」が約 31 ％であった。自由記述としては、具体的な科目（線形代数、統計、
物理数学等）をあげているものがあった。

【7】･ 一番大変だった理由は何ですか。なければ「特になし」と書いてください。
この問いに対しては、「特になし」は約 38 ％であった。自由記述としては、「日
本語による理解が難しい」が約 12 ％あった。その他として、内容自身が難し
いという記述があった。

【8】･ JLC の数学の授業への提言があれば自由に書いて下さい。なければ「特にな
し」と書いてください。･この問いに対しては、「特になし」が約 63 ％あった。
自由記述としては、次のようなものがあった。

　　・･コンセプトは英語の説明もついた方がよい。
　　・･もう少し、証明問題を試験問題に入れた方がよい。
　　・･もっと大学の内容を教えてほしい。
　　・･もう少しレベルアップする必要がある。
　　・･講義のときの演習を増やしてほしい
　　・･授業の中で数学用語の漢字の練習もちょっとやったほうがよかった
　　・･数学の授業が始まるのは、もう少し遅い方がよい。秋学期から始めればよ

いのでは。
　　・･大学の授業と同じスピードの授業があったらよい。
　　・･大学の数学で使う専門語、漢字を事前に慣れるようにして欲しい。
　　・･読み方の速度が上げるための練習をやればよい。
　



－ 264 －

4．3　文科系数学の回答結果
　各質問についての回答結果を示す。

【1】･ JLC の数学の勉強したことで、以下の項目は役に立ちましたか。

　「数学で使う日本語」、「数学の説明や証明の書き方」など、数学における日本語
の運用力についての評価が高いことがわかる。とくに、「計算力」について、役に
立ったという評価の割合が理科系より多いのは、特徴的である。「自国で・・・」
については、JLC の授業が、既習の内容を再学習する場合が多かったためか、役
に立ったという割合は他の項目に比べると低い。

【2】･ JLC の数学の授業でもっと教えてほしかったことは何ですか。

経済・経営専攻では、統計・確率は重要な道具であるので、統計・確率を希望す
る回答が予想通り多かった。

理数学等）をあげているものがあった。 
【7】一番大変だった理由は何ですか。なければ「特になし」と書いてください。

この問いに対しては、「特になし」は約 38％であった。自由記述としては、「日本
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自由記述としては、次のようなものがあった。 
・コンセプトは英語の説明もついた方がよい。 
・もう少し、証明問題を試験問題に入れた方がよい。 
・もっと大学の内容を教えてほしい。 
・もう少しレベルアップする必要がある。 
・講義のときの演習を増やしてほしい 
・授業の中で数学用語の漢字の練習もちょっとやったほうがよかった 
・数学の授業が始まるのは、もう少し遅い方がよい。秋学期から始めればよい

のでは。 
・大学の授業と同じスピードの授業があったらよい。 
・大学の数学で使う専門語、漢字を事前に慣れるようにして欲しい。 
・読み方の速度が上げるための練習をやればよい。 
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【3】･ 大学の数学の授業は難しかったですか。

70 ％近い回答が「難しくなかった」または「1 年生の頃は難しかったが、だんだん
難しくなくなった」という回答になっている。文科系の場合、分野によるが、理
科系に比べて難しい内容を勉強する必要性がないことが、背景にあると思われる。

【4】･ 大学の数学の授業は難しかったですか。それぞれについて選んでください。

数学の内容や試験自体が難しいとの回答が 40 ％であったが、数学の内容や試験
自体が難しいことは日本人学生も含めて一般的にいえることだと思われる。後半
の二つの質問については、JLC の数学の授業で経験を積んでいるが、聴き取りは
理系同様、難しいことがわかる。他方、ノートをとることは意外と困難さを感じ
ていない。

【5】その他、大学の数学で難しいと感じたことは何ですか？なければ「特になし」
と書いてください。･この問いについては、「特になし」が約 57 ％であった。
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　　・･証明を重視する数学教育のスタイル
　　があった。
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【6】･ 大学の数学の授業が一番大変だったのはいつですか。なければ「特になし」
と書いてください。･この問いに対しては、「特になし」が約 63 ％であった。
自由記述としては、具体的な科目（統計、経済数学）をあげているものがあっ
た。

【7】･ 一番大変だった理由は何ですか。なければ「特になし」と書いてください。
この問いに対しては、「特になし」は約 57 ％であった。自由記述としては、
統計が難しいという記述があった。

【8】･ JLC の数学の授業への提言があれば自由に書いて下さい。なければ「特にな
し」と書いてください。･この問いに対しては、「特になし」が約 73 ％あった。
自由記述はあまりなかったが、統計・確率をやってほしかったというものが
あった。

5．回答結果の考察
5．1　理科系数学
　このアンケートは自主回答のため、考察に当たっては、どのような修了生が答
えてくれたかを考慮する必要がある。質問【3】の回答を見ると、大学に授業につ
いて、「難しくなかった」、「だんだん難しくなくなった。」の回答が 70 ％近かった
ことから、数学が得意または苦にならない修了生が回答してくれた可能性が高い。
その点を留意しておく。【1】の回答に見られるように、数学における日本語運用
力に対する JLC の授業は評価されていると考えられる。他方、【4】に見られるよ
うに、「授業中の講義の聴き取り」の困難さを感じる回答が 50 ％近いことおよび

【5】の自由記述に「問題の内容が理解できない。」があり、講義の聴き取りに苦労
していることがわかる。しかし、【6】の回答にあるように、困難さは学年が上が
るにつれて解消していく様子は窺える。大学初年時に困難さを感じても順調に適
応している印象で、JLC での日本語教育も含めての教育効果と考えることが出来
る。また、【1】における「自国で・・・」については、役に立ったという割合は他
の項目に比べて低いのは、JLC の授業が既習の内容を復習する場合が多かったた
めと思われるが、知識や計算力の維持という点から考えると、それも予備教育に
おいて重要な要素と考える。
　授業内容については、「統計・確率」およびを「複素数」を教えてほしかったとい
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う回答が多い。これは、アンケート実施前から予想していたことであり、その必
要性を確認できた。修了生は工学系に進学する場合が多いため、重要な道具であ
る「統計・確率」と「複素数」をカリキュラムに取り入れる必要がある。また、「線
形代数」が自由記述で記入されていることから、潜在的には要望があると思われ
る。3 学期で先取り授業を行っているが、さらなる充実が必要であろう。
　【8】にあるように、JLC の数学の授業への提言として、大学の授業と直接結び
つく内容をやってほしいという記述が多かった。数学はどのような専門に対して
も、重要な道具となっていることを考えると、必然的な要望と考えることができ
る。また、【4】の回答結果から読み取れるように、学年が進むにつれ徐々に解消
されて行くとはいえ、留学生にとって日本語で授業を履修することは大変である
ことがわかる。
　全体的にアンケート結果を見ると、おおむね教育効果を実感できる評価となっ
ている。理系の場合、日本語未習で来日する学生が多いこと、学生の学力が均一
でないことなどから、高校までの内容を基本に、3 学期から大学で学ぶ内容の先
取りを入れる方向でカリキュラムを構成している。時間的な制限、他教科を含む
学生の負担の案配、日本語のレベルなどを考慮して、「統計・確率」や「複素数」を
取り入れ、さらに大学初年時の内容の先取りをどのようにカリキュラムに取り入
れるかが課題である。

5．2　文科系数学
　理科系同様、質問【3】の回答結果を見ると、大学に授業について、「難しくなかっ
た」、「だんだん難しくなくなった。」の回答が 70 ％近いことを考えると、数学が
得意または苦にならない修了生が回答してくれた可能性が高いため、その点を留
意しておく。
　【1】の回答結果より、数学で使う日本語運用力に対する授業の評価が高いこと
がわかる。また、文系の特徴として、理科系に比べて、「計算力」の評価が高いこ
とがあるが、これは、自国で日本のような筆記計算による計算の練習があまり行
われていないことが背景にあると考えられる。日本の大学では、文系とはいえ、
基本的な計算力はある程度前提となっているため、計算力の必要性を感じること
が多いと思われる。また、日本では、その善し悪しは別として、大学の数学の授
業で、電卓使用を認めているところはほとんどない。そのため、JLC でも数学の
授業では電卓は使用しない。日本の数学スタイルへの適応という点からも、「計
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算力」の評価が高いと考えられる。理科系で「計算力」の項目が文系より高くない
のは、元々計算が得意な学生が理系に進んでいるためと思われる。
　授業内容については、「統計・確率」を JLC で教えてほしかったという希望が大
変高かった。統計学があらゆる分野の必須の道具となっていることを考えると、
当然の結果であり、カリキュラムに取り入れる必要がある。
　文科系の方が【3】、【4】の結果をみると、難しさを感じている割合が小さい。特
定の専門を除いて数学の比重が小さいことが、その理由と考えられる。また、文
系の方が JLC において大学の内容の先取りが多いことも良い方向に作用してい
るとも考えられる。修了生からは、大学 1 年時の前期の数学は JLC で勉強した
内容とだいたい同じであったという話は良く聞いている。
　【4】の「授業中に先生の講義をききとること」および「授業中にノートをとるこ
と」に難しさを感じている割合は、理系に比べて低い結果となった。これは、文
科系の方が、数学の履修内容の密度が理系ほど濃くないため、授業進度が遅いこ
となどが理由として予想できるが、このデータだけでは何ともいえない。
　文科系の場合も全体的には、JLC での学習内容についての評価は高かったとい
うことは出来る。現在でも、「微分積分」および「線形代数」の先取り学習を取り入
れており、それらも効果があると考えられる。さらに、要望が多かった「統計・確率」
の授業をカリキュラムに取り入れることにより、より充実した数学のカリキュラ
ムを提供出来ると考える。

6．おわりに
　以上アンケート結果を振り返ってみると、数学で使う日本語運用力に対する授
業の評価が高いことがわかった。日本の大学で数学を学んでも行くためには、日
本語運用力は必須のものであり、使う日本語には教科の特性もあるので、その重
要度に疑いの余地はないであろう。また、数学の内容や記号は世界共通の部分が
多いが、何に重点を置くかなどの地域性もあるため、自国で既習の内容であった
としても、予備教育で学ぶ意義が十分あることがアンケート結果から読み取るこ
とができた。
　他方、JLC であまり扱っていない、統計・確率と複素数について需要が高いこ
とがわかった。学生の負担と授業時間数を考慮しながら、授業に取り入れて行き
たいと考えている。
　また、大学初年時の内容の先取り学習も、進学後の修学に効果があることが伺
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われた。こちらも可能な範囲で授業に取り入れて行きたい。
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The･Survey	of	Learning	contents	of	Mathematics	in	the	Pre-
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For	the	improvement	of	basic	subjects	curriculum	to	pre-undergraduate	program	of	
JLC	(Japanese	Language	Center	for	International	Students,	Tokyo	University	of	Foreign	
Studies),	we	had	a	questionnaire-survey	to	JLC	alumni	in	2017.	We	report	a	result	about	
the	mathematics	for	science	major	students	and	economics	and	business	administration	
major	students.

By	 the	 questionnaire	 result,	 expression	 of	mathematical	 terms,	 listening	
comprehension	of	 lecture	and	practice	of	calculation	in	 the	class	of	mathematics	get	a	
high	evaluation.	In	addition,	 the	contents	of	 the	mathematics	education	are	high	in	the	
evaluation.	On	the	other	hand,	there	are	many	requests	to	give	a	lecture	of	statistics.




