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Abstract: The 18th Special Exhibition "Thinking ≒ Interesting" A workshop related to this special exhibition held at the CST 
Museum, College of Science and Technology, Nihon University, was organized by the authors and held at the open campus here in 
August. In organizing this workshop, the authors described examples of how to convey the fun of numbers and figures from the 
perspective of museum education, based on a literature survey on the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology's Guidelines for the Course of Study in Arithmetic and a survey on the current understanding of arithmetic education 
among elementary and junior high school students, and further discussed the problems in arithmetic education that can be found in 
the actual situation of arithmetic education. The paper discusses the importance of museum education. 
 

１． はじめに 
CST ミュージアム（日本大学理工学部科学技術史料

センター）で,2022 年 8月 2日～2023 年 7月 1日まで,

開催されている第18回特別展・数学科「みんながやっ

てきた 考えること≒愉しい」に関連するワークショ

ップを８月５日のオープンキャンパスの際に,CSTミュ

ージアムで筆者ら（日本大学理工学部ミュージアム・

アソシエイツ）が開催した.このワークショップは,算

数の面白さを知ってもらい,数字や図形を身近に感じ

てもらうことを目的として行った.この企画は,小学生

を対象としたが,実際にはオープンキャンパスに参加

し,CST ミュージアムに見学に来た中高生が,このワー

クショップに興味をもち,参加してくれた. 

本論文では,このワークショップの企画に際し,算数の

学習指導要領や小中学生の実態調査などの文献を調査

し,算数に対する学校教育の現状を理解し,いくつかの

問題点を把握した.これらのことから,筆者らは,博物

館教育として,どのようにしたら数字や図形について,

子どもたちに,面白さを伝えられるかを考え,教育方法

について博物館の視点から試みたことを述べる.また,

算数の教科の実情からわかった算数教育の問題点につ

いても考察したい. 
 
２． 教育の現状 

２−１大学生 

近年,日本国内の理系人材不足が問題となってい

る.[1]諸外国(イギリス・ドイツ・中国など)では,全大

学生に対する理系人材(ここでは,理学,工学,農学,

医・歯・薬・保健を専門とする学生をいう)の割合は約

50%であるのに対して,日本のそれは約 30％である.そ

の背景は,国立教育政策研究所が行う全国学力調査か

ら,小中学生のころに芽生えた苦手意識が,要因でない

かと考えた. 

 

２−２小・中学生の学習状況調査について 

令和４年度の全国学力・学習状況調査は,小学校の第

６学年及び中学校の第３学年を対象に行われてい

る.[2]この質問紙調査に関する報告書において「算数

(数学)の勉強は好きですか」という質問がなされた. 

ⅰ小学生 

算数が好きだと答えた小学生は36.4%であった.嫌い

であると答えた小学生は17.0%であった. 

ⅱ中学生 

数学が好きであると答えた中学生は30.1%であった.

嫌いであると答えた中学生は17.4%であった. 

Fig.１,Fig.2からもわかるように中学生では小学生に

比べて,算数や数学が好きである生徒が減り,好きとも

嫌いとも思わない生徒や嫌いな生徒が増加しているこ

とがわかる. 
ⅲ「算数(数学)の授業で公式や決まりを習うとき,

そのわけを理解するようにしていますか」という質問

に対して,理解していると答えた小学生は48.6%であっ

た.理解している中学生は39.4%であった. 

義務教育は学年ごとのカリキュラムが決まっている

ため,大人数の教育には効率的である.しかし,学校教

育では,個人の進捗に合わせた教育を行うことはかな

り難しい.クラスを習熟別に分けて,教員を増やすなど

の対策が必要となり,教員の確保などの問題も大きい. 

１：日大理工・学部・海建 ２：日大理工・学部・交通 ３：日大理工・教員・一般 
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また,算数や数学については５分野に大別されてお

り,それぞれの分野が各学年で徐々に発展していく構

成である.どこかで躓くと置いていかれ,理解できない

ので,算数の問題が解けず,嫌いになるという流れに陥

ってしまうのが現状だと考えられる. 

 

 
Figure1. Results of a survey on arithmetic with primary 

school student. 
 

 
Figure2. Results of the mathematics liking survey of 

secondary school students. 
 

３． なぜワークショップなのか 

博物館の役割の一つに,教育が挙げられる.これは,

学校教育とは違う側面をもち,社会教育である.博物館

の教育では,個人の考えや思考,感性などを尊重し,ど

んな答えでも,不正解ではなく,人が思った考えや答え

は,一つの答えであり,間違いではない.そして,学校教

育との違いは,個人のペースと趣向に合わせて学べる

ことである.これが,最大の特徴でもあるといえる. 

また,ワークショップ形式の方が講演形式に比べて,

参加者の評価が高いという結果がある.[3]「内容を理解

できたか」という問いに対して,４を最高評価とする四

段階評価を行ったところ,講義形式が2.91,ワークショ

ップ形式が3.13 であった. 

 

４． ワークショップの概要 

４−１ワークショップの目的 

 算数や数学の楽しさや面白さを感じてもらい好きに

なってもらうことを目的とする.参加者に自主的に学

んでもらい,成功体験を得てもらう. 

４-２方法及び内容 

手を動かして,数学の規則性などの発見につながる

ことを重要視した. 

数に関する内容として,Fig.3 の作成した立方体を用

いて数とりゲームを行った.数とりゲームとは 2 チー

ムに分かれ,１２個の立方体を１〜３個の間で取り合

い,最後の一個を相手に取らせたチームの勝ちという

ルールである.勝つには自分が先攻となり,１１個目を

取れば良い.１と３の和である４で１１を割ると余り

が３である.つまり,最初に３個取れば勝てる.このゲ

ームで合同式の考え方に触れられるのである.このゲ

ームに関しては条件の変更が幅広く可能であるので,

参加者に合わせやすい.ルールは単純であるが,相手の

予測や瞬間的な判断力が必要であるため中高生や大学

生でも攻略を考えるのが楽しく大変盛り上がる.  

 
Figure3. Cubes used in the workshop 

 
５． まとめ 

 筆者らが行ったワークショップの特色は,来場者が

自ら,ワークショップに参加した自主体的な学びであ

ること,何かを覚えるというよりも楽しみながら,理論

を自分たちで発見する喜びを得られる体験プログラム

を作成していることにある.自らすすんで体験し,理論

を自ら解明できたという成功体験として記憶される. 

博物館教育が義務教育に比べて個人の満足度や理解

度が高くなる理由は,なにかの理論を覚えるのではな

く,解こう,理解しようとする行為を促すことにある.

成功体験は自信をもたらし自己実現に大きく影響する

と言えるだろう.博物館は社会教育を担う施設である

が,今後は,博物館教育を子どもたちに提供できる機会

を増やすことが重要であると考える. 
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