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子どもにおける連続と無限多概念の発達について

佐藤俊太郎（数学科教官／

§1　はじめに

　小学校算数鈴授業を展賭するにあたって，髪肇ご

ろ1まあま鯵その重1蓼性に1ま気づかない毛、のの．　き

わめて重要な概念がある、、

　それ1ま藁薦密性と玉垂輩驚・無罪嚢多の・擬1含とである、、

ここに機密讐i虚艦sl鞍とは「2点A，8醗1羅にぱじ

めの集合び）要素が少なくともiつ存在することで

ある」が，小学校瀧にいえばF2点A，8離護をい

くらでも必要なガ段離肇分書彗できる繕三賀」と考えて『

もよかろう。

　また塵蓬続韓三co籍蕪讐軽爽yとは鍔2点A，蓋3の羅糞こ1ま

すきまなく点が存在する」ことを愚昧している。

　かつてわ舞われ数学教錘は数学孝艶壽瑠代建の合

譲葉のもとに」腰藪納に小学校第3，雀学年にお

㌧～て．線分を点グ）舞三鷹㌢としてミ薙ノぐ’　しはしなかサ

たろうか。

’む理学毒」、ヒアジ一能諺，

一己

A続の凝念は近接，分離，纈窪むよび雛禽という位

擦幾鶴学的凝念の続合である。至つの線の雑二ある

点び）欝1ぴ擁雛｛峯を考える著叢諺，選豫妾，　診1難．彗嚢讐二お

　よび包含グ）緯嬢幾／糞f学釣概念をマスターし終えてい

　る。、し篤しなギら，こ巌ら4つの驚孫は，無麹獣の

再分離と雛禽のアイディアが欠除しているところに，

ただ董つの全体にいっしょになってもたらさ駿るこ

　とはない，，・一一・それら無講1辮疑の1写分欝il，無慾1鰻グ）数

のアイディアは簸，㌶歳になって嫉めて理解される

のである．だから線分，3角形，または難の幾講堂
霞辱翼茎憂≠をノ1・一一多妻看交第ξ婁， 逢藩そ舞三て阜‘∫慧の舞…含』 として

　　　　　　　　　　　　　　葦導入することは意練をもたない』略

㌻選続の観念は，薪どもが孝：絞で学ぶところのもグ）紅

大群に纏存するのではなくて，遷瞬な発達靉靆を鋳

たなけ舞ばならない，そしてこ紛酸灘はこの概念に
　と・ノて1ま圭ヒ事変鋳銭攣酸ている‡、グ）な（7〉であるひ”！

と述べていたものだった。

　数学教育の幾代化において先を急ぐあま鋒，こ

のピァジー［の警告を無饗し、たとすれば，その二揺藻

は推して難るべしだったのである。

　・方擬密盤1こ一）いて1塞，たとえ慧f今厳き」の亨巽

導をしょうとすると，

嘘1さは，連続約に増減する騒で，広さAとBの麗の

1云さ誘：，　いくら“ぴもと載る斡

というアイディアはきわめて重要なことであって，

これを避締て通ることはできない。そして本辞に

つ静ては，

　噂2点鳥総蓄灘をいくらでも講鐸かく分警llできると考える

　ような鱗密雛綜，小学校3年生ぐらいから運解さ駿

始める‘｝

という鞍告がなさ敢ているのである章そして，

“この畢馨爵1鴛三と3連続幸業1ま，i垂綾餐妻の蟻溝本轟澤な繋三襲です

　から，　　　　　　なけれ1まrなりません寿ξ，　／卦学事交で1まノ卦

婁隻，つ｝婁隻の柔霧象のとき1こ礪密郵書1こ詔弘才tる鷺窒痩1こし，

　中学で籤運数，畜理数を鍛うときに本格的に蚤毒し

　たら、と考えます嫉

に及んでは，小学校での連続性鮨導は無礫である

ことをフ崖馨愛しているといえよう。

　この透の事鋳1ホ掌饗彗妻導警鐘に信：どのように表

幾されているのだろうか。

　ノ茎・■蜜罐交第3：肇躍葬で蓄義導される藪i直薙濃は，

　酔『実数その肇、グ）の鬢髪嚢，擬誓｝性，玉壷縫藝三といったこと

　1よ，数麟二維毛なしに1ま考えにくく，数直垂窪が案薮のシ

　一一マである聾昌一

として，大へん重要な教縁とみられているが．チ

ーフの長さ，承の量，ねんどの重き，体積，醸積，

麟｝馨1など壽’膨i鋒羨であろう，〕

　現讐の学謬指導要鑛箪6学蚕客の彫数量灘鳥

グ）内容の取弓籔いのところに，

　“幾謹韓，歪気嚢葺羅などジ〉グラフと1簗i達して，　漿善導遵奉憂霧辱

　な変｛ヒ，　そ♂）変費㌻重る籔重1携な，どに〆〉いて漸）失費羅き

　　　　　　　　ε一せる必要がある”

のように，連続と無襲名のことぎ瞬記されている。

　そこで筆養は今縫，数，かさ，広さ，長さ，時
無彗，　至愛き，　13羅彩の7孝交季重霧｛嚢につい剰ぐ磯誓ξ牲，　ま肇

続・無鰻多の概念獲得の実験をおこない，
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磨　年齢窮にみたこれらグ）機念の発達段階はど

　　うなのか

②　賛…差1こよる登達の違いカごあるのか

③　 毒羅密姓と遵垂綾・簿i鐸多の薇1念垂萎蓄，藝二藻カチあ

　　るのか

④　稠密性と連続・無鰻多び）概念獲得にふさわ

　　しい教材項1彗があるのか

を講歪し，そび）結繋を算数指導に役艶てFたい。

§2　講董について

藩　講歪隼愚蒙

　ig82年ii舞叢1～3毒l1

2　被講歪者
轟轟大学購縷小学校児童綿～欝歳墾タ

懸島青立森合小学校縄童（蕪歳発〉

　8歳晃／第3学年｝男雛名　女鯰髭　小講20名

　§歳発（第蓬学集／男爵名　女雛名　小講2署名

　紛議愛（第§学年〉i慧詩名　女欝名　小，鷲鶉名

　難歳麗（第§学年1男緯名　女舞名　小誹鎗名

　小　　詩　　　　　　　男菊名　女菊名　合爵8（）名

　　　　許どもの独鐵は無修為独鐵1こよる。

3　講査協力者

籏島大学蓬年生　岡付鶴野　令嬢華　鑑藤登悲第

　霞毒圭子　縷形潭許　ll論娯萎1幸　慧経韻律許

　渡還元彦　白石久美　鈴木仁許　鴛久なぎ

§3　実験方三去と講i甕の美嚢祭

　講査には簸入があたる。そのうち5入が調査煮

となシ），穣講査者と嚢談ずる。調査書†はそれぞ

れ玉人ずつ記録者がつき，破調査書の康応，会議

を記録する。残るi弄、は髭童の誘導にあたるとと

もに，待っている発蒙の遊び餐1一釜をする。

　講査中1ま破調大書に動妻黎を与えないよう纈’む跨

注意をする。会議はカセットテープレコーダーで

録音し，記多義を補うようにする孕

薄　実験§鯵
　■…許どもの婁交，　かき，1去さ，　長さ，彗寺霧1，　重さ，

図形に慧する連続と無鞭多の凝念の発達を講べる。

2　実験馬具
　コッフ。　水さし　赤舞｝筆　壽茎欝筆　ろうそく

　マッチ庚麗粧主調奮羅紙蠧毒査霧装置
　記録繕紙　鉛筆　カセットテープレコーダー

　カセットテープ

3　実験方法
　鮫調査書を入室させ指定の露に痩らせてから次

謄麟鎖縫

び）、ような講i査をする。

傷　実験薄　数について

　㊦　譲調査潔の鰍二写真i鍔ように数直線1長

　　さi5£議，舞餐篤き酵講鶴2c麟　がかかれた難紙を業是

　　，冒し穆から5までの舞慰こ数がいくつありま

　　すカ㌧と尋ねる。

　　　　　　　　写真董
　⑫　 披講査爵の答えに対’して，　それがどこ1こあ

　　るか馨をつ誉させる、、

　③　確辞と薄の購1二数があ鯵ますか，あ警ません

　　カ㌔と尋ねる・、

　　「ない」と箒えた場金運残諌一Fの質無季糞ま省く。

　葱　③で響ある」と答えた場合②，③を交互に

　　数嚢導線酵返す。

　　　ただし途中で「ないゴと答えた圭縁合1まそこ

　　でやめ逐〉グ〉餐1繹おこう一つる，、

　⑤　 再び「2から§までの欝眞こ数1力汽～くつあ馨

　　ますか」と尋ねる。

鐙！　実験2　かさについて

　窟　被調査煮の鋳に水約欝§猿乏を入駿たコッフ

　　鴇さ9c醗，1部の直径7欝，続の直経4．3囎

　　写真2の｛趣1〉を提示し，次に約董灘蛇を入

　　れたコッフ“〔写真2の右譲塗を壷べて提示し

　　「このコププ（塞、｛難〉グ）ように，こっち（1右韻事

　　のコッアよ鯵も少ない承を入れたコップがい

　　くつ作れますか」と尋ねる。

圏

購鰍iﾘ聾垂彗難

灘
塑、、盈
写真2

1貧　媛調査者の答えに越して写真3のような購

　紙を与え，承準線と思われるところに鯵をつ

　けきせる。
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　　　　　　　　　写真3
　｛∫塗　「離と捧の謬墾こ霧…ン琶－）けられますカ㌧　つ汁ら

　　れませんカ㌔　と箋垂ねる、

　　　野つけら勲ない」と箒えた圭舞善事蒸）鎌下の霊欝1

　　は省く。

　遷）　③でドつ鷺られる、」と答えた場合，手葺び欝｝

　　をつけさせる。

　⑤　③，④を交互に婁麺1繰葦）返す。

　　　ただし途中で「つけら齢ないゴと答えた美講

　　合1まそこでやめ⑥の質畢舞こうつる。

　⑥　簿び「このコヅプ（左糖1のように，こコ

　　ち（右樋1のコップよ尊も少ない承を入れた

　　コソプがいくつ作れますカ㌔　と尋ねる。

／31実験3　広さについて

　①　被調査書の離に長方形（縦5囎，横8臓，

　　写真蓬の・一番、至づ　が至つかかれた絹織を握示

　　しヂこの長方形よりも小さい長方形がいくつ

麟
　　　　　　　　写真尋

　　被調査書の答えに対して，写真鏡のように

　長1だ三彩をかかせる。

③　被調査書がかいた長方形のうち2つを捲定

　し，「こ観の懸の大ききの長方形が撰嫁す

　　か」　と尋ねる。

　　　「か雑ない」と答えた場合④以下の質麗は雀

　　く。

　④　⑤でヂか縁る」　と答えた場合（窒〉．⑧を交互

　　に数経繰彗返す、，

　　　ただし途中で「か雑ない」と答えた場合1ま

　　そこでやめ⑤の質闘1こうつる。

　⑤　再び購紙1：かかれた長方形（縦馨徽，横8

　　c麟　を擾忝しドこれよ馨小さい長方形がいく

　　っカ・隷ます力擁と尋ねる。

繕　実験4　長さについて
　①　緩調査煮の羨に赤鉛筆（懇憾タと賓鉛筆（蔦

　　c麟を写真5のように握示しゼ巌鉛筆よ善短

　　い鉛筆が縁奉あ雛ますか」と尋ねる。

　　　　　　　　　　　　　　　舞
舞
欝
欝
欝
欝

　　　写真§
　②　 鞍講1査霧＝の答えに対旨してf蓼真§のような購

　　著薮1こ馨をつけさせる。

　③　「印と麟の懸に葎がつけられますか．っ諺ら

　　れませんか」と尋ねる。

　　　ヂつけられない雌と答えた場合④以下の質襲

　　は卷く。

＠⑤で「つ雑ら質る盛と答えた場合＠，③を

　　交互1こ数騒繰讐退す。

　　　ただし途中でヂつ1ナられない」と答えた場

　　合1まそこでやめ・⑤の質鵜にうつる。

　⑤　再び碧癒鉛筆よ諮）矯い鉛筆が縁本あを）ます

　　力憶と尋ねる。

1§／実験き　暗弱について

　㊦）　披講査者の藩に写真7のようにろうそく（姦

　　さi（｝¢翻　を2本立てた装置を提示し．左鰯の

　　ろうそくに《をつ曇る。ろうそくの燃えてい

　　る桑嚢子を約謁移幾髭せたあと「右｛舞のろうそ

　　くに火をつ診たと板達してろうの高さに馨を

　　つけていくと，ろうそくが燃えつきるまでに

離

籍
　難

耳糞6
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印が鐸鐸嚢っ酵られますか」と尋ねる。

雛一

ｱ織

『響嚢
彗垂馨
　　　棚

．騰灘

　　　　　　　　耳糞7

②　披講査者の答えに対して写真7の装羅に箆

　られるように，濡紙に馨をつけさせるむ

③　「響と麟の簿繋こ麟カチつζナられますか，つけら

　れませんか」と尋ねる。

　　「つくられない」　と答えた場合㊥舞』下の質難

　は卷く。

④　⑨で鍔つ諺られる」と譬えた場合②，③を

　交互に数瞬繰吟返す。

　　ただし途中で「つけら駿ない」と答えた場

　合はそこでやめ⑤の質鋒ξ1にうつる．

⑤　再び罫ろうそくが燃えつきるまでに馨が｛毎

　／嚢つけられますか」　と導ねるさ

織　実験§　甕さについて

纏

写真窪

欝欝無菅縫

　被毒灘査潔1の麟1こ重さの異なる2つの孝轟．一靴の

縫（鱒鞠，5｛｝§｝を縫撤し，写真8のような

装羅傷さ32磁！を経て）て重きを比べさせる。

　次に緩講査に約2鶉§の鞍上を与え，鉦に提

示した2’）グ）審占二との一群譲彗の重さグ）塊を1〆）警三

らせる。

　「これ嘘鶴の2蜘〉よぎ）軽く，これ嘘
襲llの預鴇｝　よ辱重い率羨達二の塊海洋薄｛遽警三れます

か」と尋ねる。

　被調査覆の答えに対して』写真警グ）ように離

をつ酵させる，，藝置ま写真警の装置グ）翌二諺のゴ

ムと3つまたのひもの結び§のi霧さとする。

『
聾
『

『
董
『

一
一
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．
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輝
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舞
灘
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．
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鰹
業
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唖
馨
蝉
影
響
轄
叢
晦
轂
撃
ξ
乱
醸
．

灘
鰹

　　　　　　　　　写真§

　③　「印と酵｛今羅蓑こ葎薄書つε孝“ら農ますか，つ馨“ら

　　れません力鳩　と尋ねる。

　　　「つ1ナられない涯と答えた場合＠以下の質瞬

　　は省く。

　㊨③で薪つ1ナられる」と答えた場合②，⑤を

　　交互に数鑓繰り返す。

　　　ただし遷罫舞で「っ諺られない盛と答えた場

　　合1まそこでやめ⑤の質羅糞こうつる。

　（　簿び「これ（齢鋳／よを）軽くこれ（難癖よ

　　彗毒1い粘土の幾むう彗鍾｛馨舞三れますカ㌔と馨ねる。、

1簿　実験7　霞形紅ついて

　㊦　披講査養の鋳に長さ2轍誇線分がかかれた

　　羅紙を雛示し薪この線に濠って点が健憾かほ
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　ますか」と尋ねる．

繊　綾講蒼毒誇答えに対して写一真鱒のように点

　をかかせる。

　馨軸鹸晒轡鱒
蝉

　　　　　　　　　写真穂

　③　ド点と点の闘に点がかけますか，かけません

　　か」　と尋ねる。

　　　「かけない」と答えた場合（参以下の震闘は霧

　　く。

　＠　③で「か替る」と答えた場合②，③を交互

　　に婁難薩繰掌）返す、、

　　　ただし途中で「か1ナない」と答えた場・会」1ま

　　そこでやめ⑤｝の質灘1こうつる。

　⑤　 再び「この線に多套って点寿ご欝暴嚢力彗ナますか」

　　と尋ねる。

博　分類基準
　纂｛看隻踏　 濤3と嚢董σ）舞舞こは葺1墨がないと答え穣i密㍗

鬢髪の凝念亡を｛讐解していないひまた全｛峯で養護力戦藁く

’つあるかという質舞舞こも「舞舞轟｛2｛選とか鼓壌蚕と

かいった海という具体的な畜鰻の数で答える。

　第嚢鍛：碁糞　印と馨の鐸、議こはさらに癖圭があるとい

う稠密姓の凝念については理解を撰している。ま

た全体でi数がいくつあるかという質驚に対して1ま

Fたくさんある」などの禽鰻｛羅の縫擁で答える。

　第雛季隻購　癖…と離の羅郵二はさら1こ濤茎があるとい

う穰密性の籔念は礫解している。また全体で数が

いくつ）あるかという蟹舞舞こ舞重しても1いくらでも

ある」など無鰻多を意識して答える。

5　調査の実際

獅実験竃　数
　第1段蔭
　みのる　A、／8歳舞か野勤

○ヂ2から5までの縫に数はいくつありますか」

　「2つ」

○ヂそび）数に麟蓄をつ1ナてくださいゴ

　3，尋に郎をつける。

○ヂここ〔勝とここ1磨の縫には：ないのですか」

　「あ辱ません」

第羅綾階・

　争膨きよ　Y．（§募菱賀｝か舞タ

○「2から5までの驚に数1まいくつあ計タますか」

　…2つ」

○ヂその薮に印をつ畿てください3

　3，　窪に印をつ謬る。

○ヂここ（3｝とここ纏｝の1課1こ1まないのですか」

　ヂあります」

といって離を欝簸iかつ診る。

○ヂこことここ！2度謬1こつけた糞嚢と套嚢をさしな力試

　ら）の経彗にはないのですか雲

　「あります」

といってまた邸をつ馨る。

○ヂ2から5までの馨舞に委難まいくつあ晦ますか」

　ヂうんと，　き■干“ぐらいかな。たくさんある」

第蟹股叢

　紬うき　K．〔茎春歳至iノ〉・弩〉

○「2からSまでの闘に数1まいくつありますか」

　紅2，3，婆，5とか小数とか，いっぱいある」

○ヂその数グ）ところ1こβ辞をつけてください」

　2と3に蔭鐸をつ1う‘， きら1こその羅盤こ2．5，2．25．

2．i75というように中点を発つ1ナる方法で麟をたく

さんっ1ナる。

○貯こことここ（薄と葎をさしながら〉の縫にはな

　いの」

　「あるよ。（癖垂をつけながら｝どこまでもあるよ盛

○紅2から5までの響郵こ婁愛韓：いくつあ弓ますか」

　「数えき農ないくらい，　いくらでもあるゴ

（21　…美ii験2　　カ｝　　　　　　さ

第重殺蔭

　えみ許　K．（8歳頁｝か鷲〉

ぴこっちよ鯵少ない水を入れた＝シノブがいくつ作

　れますか」

　「2つぐらい」

○「印をつ諺てください」

　3｛難癖茎をつける。

○ヂここ！つけた鐸と葬の醗をきしながら／にはな

　いんですか」

　「ない」

第餐段緊

　みのる　｝｛、（9歳9か鍔卦

○ヂこっちよ鯵少ない承を入れたコップがいくつ作

　れますかユ

　「7縫鐡ぐらい」

○稼欝をつけてください」

　Lグ）露から蒙をつ酵ていく，，

○ヂここ（つ1ナた轟轟と濤華の闘をさしなみごら〉に1まな

　いんですか1
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　「あります」

といって薄と馨の幾に縛をつける。

○ヂここ（さらに纏かくつけた郵と印の麗をさしな

　がら〉にはないんですか」

　「あ礁ます」

また｛薄｛懸かつけ緩えるむ

○「こ一）ちよ弓少ない承を入れたコップがいくつ作

　れますか」

　「千｛羅ぐらい」

第欝綬曙

　し嘩｝ういち　W．（iO歳iiか舞〉

○野こっちより少ない水を入れたコップがいくつ糞三

　れますか」

　貰1薯甕i薪藏わ諺られるから鰻鞭なくできる」

○「印をつけてください」

　麟をつ諺ながら，

　εえ一，　まつ黒になつちゃうよ盛

○「ここ（つ1ナた露と印の簿1をさしなカごら）1二は1な

　いんですか」

　「あるよ」

○ギこっちよ弩少ない水を入れたコッフがいくつ作

　れますか」

　ヂいっぱい。無鰻ぐらい」

○「無援ぐらいって，どのくらいゴ

　「数えきれないくらいたくさん盛

（鱗実験3広さ
第｛段繕

　まい子　w．（8歳7か騒）

○「これより／1・さい長プy形をiつか紅玉て’くだきい」

　群1紙にかいてあるものよりも■卦さい長方形をか

くむ

○ギこのような長方’テ影はいくつ力璽ナますか」

　響尊つくらい盛

○ヂこれとこれ（かいた長方形と長方形をさしなが

　ら／の闘には，ないんですか」

　「ないJ

第涯段階

　ぎ）よ予　K．（蓑歳灘か舞！

○εこのような長方形はいくつか縫ますか」

　「蓬千ぐらい」

○野これとこれ（かいた長方形と長方形をさしなが

　ら1の懸には，ないんですか」

　「あ辱ます」

　さされた長方藩多と与・えられた長方形の縫1こ長方形

を3懸かく。

○「これより小さい長方形がいくつかけますか」

　「茎ηカ・な。　2万できるかも」

第羅綾購

　ま舘）予　K、（鎗議篤か彫

○ゼこのような長方形はいくつかけますか」

　野手｛麹ぐらい嫁

○ヂここれとここれ／かいた長方形と長方響多をさしなカご

　らタの羅1には，ないんですか」

　「ある…

○「じゃ，その鷺1こ1ま」

　葬ある。そうやッーごいったら，い一）ばい無謬嚢にか

　けるよ」

○πこれよ辱弓、さい長方形みずいく’）力縁ナますか」

　ゼいっぱい，無鰻」

（41実験4長さ
第豆綬購

　みのる　狂、（8歳9か縫／

○野薄鐙筆のように赤鉛筆よ量り篤い鉛筆が鯵本あ童）

　ますか」

　野5毒水ぐらい」

○ヂここ（つきた印と麟の闘をさしながらンにはな

　いんで’すか…

　「露はつかないと思う」

第馨段繕

　ともたか　雛、（§藏：縫か鍔錆

び壽鉛筆のように嶽鉛筆よ鞍敷畷｝筆が鰹木あシ）

　ますか」

　「千本ぐらい」

Gヂここ（つけた露と馨の懸をさしながら1にはな

　いんですか」

　ドある」

　つけた薄と馨の購にさらに数懸の馨をつける。

○「鳶鉛筆のように赤鉛筆よ童浄，乏い鉛筆が簿1本あり

　ますか」

　縫拶水ぐらい」

第欝段階

　ゆうき　観、（駁｝歳至聖力塩鱒〉

び蕎鉛筆のように赤鉛筆よ鯵篶い鉛筆が軽挙あり

　ますか」

　「簿水でも洋紅る雌

○ヂここ（－）1ナた露茎と欝茎の経書馨をさしなカごら〉に1まな

　いんですか」

　「ある。、ずっとある」

○「謬錯肇のように赤鉛筆よ晦短い鉛筆が擬木あり

　ますか」
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　鷺清本で淺、。数えきれないくらいたくさ熟レ」

（5！　実験5　時　　　 闘

第亜段購

　し。んン許　丁、（8遽隻§毒罐l／

○「ろうそくがなくなるまで1こいくつぐらい舞1がつ

　けられま“雷か」

　「4－）ぐらい」

cヂ鄭と簿の難にはつけられないのですか」

　鍔あ諺ま一せん」

第暮綾攣

　のぞみ　　K．縫正議9か騒）

○「ろうそくがなくなるまでにいくつぐらい薄がつ

　けられま“1一か」

　「蓄ぐら1、～」

○ヂ露と鯵の欝1には一）けられないので許すか」

　「つ1ナられる。この一夕きまには，つ酵ようと，響、え

　ばいくらでもつ諺られる」

Cゾろうそくがなくなるまでにいくつぐらい舞｝がつ

　けられま博隔か。∫

　「2・下一かな．、　5をぐらいか毛、」

第羅綾踏

　寿玉4翁弩　 ．《、ξ茎零歳8カザ董〉

O、ヂろうそくカごなくなるまでペニいくつぐらい舞茎毒まつ

　1テられますか」

　ドやつぱ13、無難難二つけられる」

○ヂ馨と離の縫にはつけられないのですか」

　Fっけられる」

○葬ろうそくがなくなるまでにいくつぐらい郵がつ

　けら舞ますか」
　「．無銭疑にい一。〉1まい」

○罪すきまは：あかないの…

　「あかないゴ

総1　実験§　重さ

第｛段購

　磯）掌タ罫　 0．（8歳垂iカ・繕）

○ヂいく〆ンぐらい馨三れますか」

　「5鰯1

0「ここ（薄と印の臨をさしながら〉にばないんで『

　すか」

　「ないと、響、う盛

第1蓄段購

　ぴろみ　T．（鱗織豊か弄『お

（：）「いくつぐらい群三れますか」

　「2蓑無難ぐらい」

○εここ｛舞窪と癖…の麟をさしながら｝に1よないんで

　すか」

　「ある1

　離と薄ぴ）1羅1こ纈かく欝茎をつける。

○ヂいく｝つぐらい警三れますカ㌔

　f一圭蔭ぐらい」

第羅段階

　み轟き　T．〔蟄）歳iiカ・舞）

○残｝くつぐらい馨三駐ますか」

　「ちょっとわかんない」

○「ここll箏と濤至の鶴をさしながら〉に1まないんで

　すか」

　「つ締ら殺る」

　醇洋を摩馨ゐ・く’、）ける臼

○誓いくつぐらい脅三れま“重力㍉

　F数えきれないぐらいたくさん搾れると．慰う」

（71　実験7　麟　　　 雑多

第至段購

　ちえ　K．（9歳5か｝鈴
10ド．萎慧毒彗酵｛難治罵ナま『書升か」

　「iきぐらい」

○「こび）．ξ、叉と．E慧（かいた．葦鉱と．農父をさし「な寿寸らンの1撰

　にはかけないの」

　「つけられない」

談1碁暑隻詳紫

　としえ　（）．（iO毅暮か擁／

○「．匡、猛毒準響／認かけま一重か」

　「31『｝ぐら㌧並i

O「この．睾、垂、ミと，範（かいた．転と、薫をきしながら）の翼

　にはか酵ないの」

　「か1ナる。いっぱいか1ナる」

o誓、燃が葬至｛鍵か酵ま“劇か盛

　騒（》万｛蟹ぐらいかけるかも」

第灘段鷲

　かお・鯵　A．（賛。歳i（｝か鍔謹｝

○「，転力ずで毎｛籔かけますか」

　「．奪事鍵1こか響る盛

○「この、孝，乳と、藍鼠（毒・いた、探気とメ義をさしな寿ごら〉の欝葦

　1二1ま力彗争ないの盛

　「力蓬ナる。すきまなく力縄手るコ

G「．ζ飽海彗縛｛羅力慈ナますか藁

　ド．無罪疑に。、薫をずっとかいていくと線になつちゃ

　う」

　　　　　§4　講壷結集と考察

8歳兜（第3学年生〉から葺歳髭（第巷学年生〉



4｛） 嚢、譲難ノく学教誨婁践醗隻紀要第各弩

まで各年齢2〔）メでダつ（ただしB毒麦聲だ1ナぱ市二艶ノ1・

紫綬発童〉の披講糞者8今入i二短し7実験｝難1にわ

たって毒轟資してきたカご，　こ葦生を整多堅して考察して

みること1こしよう。

璽　奪齢雛発達撰溌

表等　発達段繕鷲分類表

慶議亜垂驚
「　…重刻、1　駄
レ　8歳　i
　　　l　（9｛）．7％タ　　　　尊、4％1
　　　一　　　ド　　　一　ぼ　ぴ　　　　　　ロ

　　　r　　　一

第嚢1袋階

　4界、

2、§％1

　　　　　墨1）7八
9歳　　　　1驚．4％1

　27人
1垂警、3％1

　姦人

4．3％1

董毛織

　　　　1滋．3％｝
　52人
！3？．至％ナ

　33人
123．巷％1

i臓　，s41銃手

し＿．．　　　　　上

　38人
127．璽霧

　2§人
（董8．ε％1

　これを莞やすくするたダ）グラフ表示すると次の

ようになる。

　　　　　　　　　　　　　一一一一＿鼎＿＿一

　グラフ董　登達段簿甥グラフ
　鑓瞬
　　七

　　｝
　　レ

　　誌　　　　　　毛
　　1　　一　　、撃
　　ト　　　　　　　　　一『〆　　　　オー一一　一一＿■一陣
　　　　　　　　、〆　　　　　　　／　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

　　　　　　　、　『　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　デ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　－　　L　　　　　　す
　　　　　　す　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

　　　　　　　　　　■
　　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デ
　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デ　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　ぐゴ　　　ヨす　　　　　　　　ロ
　　1β」｝　　一　　q　　　　匿『蹟一一　　　畷

　グラフiによると年齢とともに第至葦憂欝1ま急1敷

に毛賎少し，第薩，第璽夢隻賭碁：選に圭鬢掻1している。

欝，麓歳ごろには約半数が第至段蔭を離縦してい

る。　とくにグラフの9歳と亙（）歳の欝1で1ま第亜看憂欝紫

が減少し第叢，第欝靉靆の増癬が顎著である。亀
　　　　　　　　　　ごキ験華窪一〇、〔矯でt験定をおこなうと第三，第羅綾

購で各隼齢懸に春意差がみら教る。

　‘よ小学校3年生で稠密獲を躍解しはじめ，連続鍵

纏6隼生ごろになってようやく理解されるようにな
　す　
る”と、言われているが．9一鱒叢羅1ま，その翼密

｛生から連続・無鞭多思考への1墨渡簿1なのであろう“

　懲，葺歳で第欝段購に薦する者は約鎗％である

が，このころからようやく連続・無駿多グ）概念が

芽ばえてくるものと考えられる，、

2　男女携考察

　各段購ごと各年齢の男女溺1二t縷定α一蓼．弱を

施すと，8議から鈴歳までは書意護がな㌧㌔

謄鱗年鷺肩

表2　男女鶏発達段購瀦分類表

緯塑駿霧
一一十一…
　　　　第鐸駿緊

　　　　　3六

第欝薮購

圭
ノ

　
S

　騒人
醗．4％1

一一　1
女
…

　63人
醸｝．（）％1

一r8人　！垂i　1嚇．錫1
　　日一一一一
歳　　　　　§鮮、

　　　　　麟．2％1
　　…＿一一」

14肇％⊥（43％
　　　　　　　　3入

　6人
8．§％／

　i入
墨．4％！

　玉8入
125．7％

　4入
！s．？％1

　警入
綾2、9鶴

　2人
2．§鶴

鎗
歳

戴
ノ

　2き人
13§．7％1

貯一十一

一

　　　一一動一　　　　　『『遜
　論人　　　　　玉5汽
（42．≦1％）　　　（2玉．4％ナ

　3毒入
（42．警％1

」
一

　22入
（3玉．4％）

　欝人
（25、7％！

至重

蔵

置 　墨人
134．3％・1

　29入
峨．4％

」
、

　鷲入
124、3％

、
一
』

　　　　き2メ、　i　§大
酒一（7尋塑一■控2蜘

　　§人　　…
（墨2．§％l　i
　　　　首」

　賛歳にのみ春意藻が認められる。これば実験校

が違ったためか，第§学年になると性摯糞こよる春

意蘂が綴てくるようになる（1）かは不羈である。

3　項闘彗考察

衰3　項羅雰彗発達段陵響彗分類衰

薩憶磁壁☆劃
§ 慈 8　　8　　8　　（｝

璽　　2

　　簿
2
舞
㎜
3
添

柱
軒
レ

3　　2
　　魑　．

酷烈
盤i臓1

　卜

－
3

2

3

1難1

蘇
・
轟
》

　
　
礎
富 応壁半墾■轡ヰ壁上墾．il鉦、1

3i釧3市1
窪訓嚇⊥1強i麟1

縮　　　§

　　　丁§一561s…費彗i裂目毯犀凶塾1艶風鱈÷」

…i8歳□縄墨昌口
i第属「三碁i、嘉茎，引墨

　　　　　4
　
ア
ゴ
璽

レ
ー
よ

ご
議

ド
「
群
…

嚢
死
文
“
窪

至
藍
ヂ
叢

誌
霧

　
捻

　　　　　　π　　†“
護　　§　　．）　　3　…　・婁

鵬1　　　　　灘i｛2毒…
　　　　　　＿⊥　＿＿＿一＿一

L遮遥μ墨握塗屋1劇



饒藤俊太難：野どもにおける透綾と無譲多概念の発達について 鱗

　算数科教韓の中から7磯舞を選んで調室した，，

これは項韓のいかんによって籔念の発達にふさわ

しいもぴ）があるかどうかを筆i響1するためであった。

　t検定窪一〇、暮きによる繕1護縫の；蓉童差1よ言意めら

れない。

　ところで比較的難しかろうと思われる「時懸盤

は，意外にも第亙段蔭を離脱するのが聾老い。しか

し連続と無援多を意識し始める第馨段隣に薦する

針どもは亀の項護と聞様に少ないじこれは，

‘§歳織綾になるとli、饗轟の概．含が竣！一調毛てくる。学校

生綜二都寺る各磯難瀕砦麟，終薪矯べ鵜．授嚢群

　　　　　一遍離贅〉スケジュー1レ，

解な、どは野ど　　　　　　　　　　　・董｛議

　ごろ1ま，また圭つごr）転換を徴す．綾らはようやく客

観約なii雑巽を理解し髪重める・鷲．玉2歳と綾らの譲象

藝跨懇弩1が発走塗すると．そ教につ駿でi等1類垂幾念書辺隻｝極霧

にな鞍．辮灘警な黙寛鬱鬱1，姥鮫，、1響藷などが進ん

で（る。綬人程度分離念理解に達するの1譲3，鯵歳

一ひあるといわ継ている，

と玉垂べられているよう1こ，撰1象的思考が鐘窒まらな

いと犠麟羅」についての連続・無鍛多の理解は難

しいことを・致したものといえよう。

4　連続と無鰻多の機念獲得

　すでに葦でみたように，9歳から欝歳にか詠て

額著な発達を示し，欝歳蓑歳では約半数の子ども

が講習段1鷲を離醸している。そして欝毅雛歳の許

ど重、の約2（｝％鍾第羅綾隣に達している“

　次に撤すものはその典型的な溺である。

　数の箋験ではM許醸畷玉偏・／ll

｛：ゾ2から葬までの縫に数がいくつあ彗ますか」

　「無妻熱

（ゾ無鞭ってどういうものなの」

　「無罪疑っていうのは婁案えき凝ないグ〉、ずっと縫い

　ているの。

　○と玉の羅に1鵡．董のよ嶺こ

　○と〔｝．iの難に1ま（）．〔）iのように

　○と〔）．〔建の舞多難こは巷．蟹薩のように，す彦メと豪牽いて‘

　いるの」

　線分に沿って点をかかせる箋験では1く野獣｝歳

　§か膨
○εこの線1こ蓬｝りて点え｝鞭嵩くつかけま一‡力旨

　「無援に」

G「点と点のll重質K予のかいた点と点の総をさしな

　がら／にはかけないび）ゴ

　「かけるゴ

○「点とメ義ヂ｝舞舞1こ一重きまカずないの諜

　「あいてなし梅

○「点と点グ）鵜に点をかいてい〈とどうなるの」

　「線になつちゃう」

○ヂ点をず・）とかいていくと線になるの」

　ヂニ　ノ
　フん」
○碧羅君こ1ホ点潅f無餐疑ζこだくさんあるの珪

　「うん」　　　　　　　　　　　　　　　　（典型糞勺な｛舞舞冬わ弓〉

　表3の獲羅璽発達綾鱗犠分類表の第蟹股繕に醗

羅する煮の猷分率をグラフ表示すると次のように

グラフ2
ビ

瀬
1雪し
3讐　奴

項靉靆第璽段繕辮霧嚢r分率

一一ハ一一　一一

〆　　’黛議　　＿
　　　　　■＼　　　　　　　／’　　　　麺　　　　＼一／一

　　　　すオじやじ　　　　　ズバのロラ　　　　　　　ハ
　　　　　　ヨうすヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご

し、∠1、、一．　　　．＿＿＿一
　　酸　　赫■…彗凄　　袋さ　茸矯　　載　　騰タ

　ところで多くの劉どもが第露綬蔭1こ達するのは

とアジ、龍や筆霧の難告が示すように，墨2歳以降で

あると考えられる，、

　5　穰密儀の概念獲欝

　今羅の講i糞iで涼被譲姦書のつ馨た露と郵の難に

さろ1こ1華をつ酵ることが曜能かどうかを質講ずる

ことによって蒙灘密鬢髪グ）馨愛念猿舞｝がなされているか

どうかを半凝1憂した，

　そグ）結i嚢をグラフ表示すると次のようになる。

グラフ3

　1一
　｝
　仁
　1
　　　『脅

項§懸稠密盤の獲得率

　
、

X　
　
葺
・

再鍍

　　　　　　　ひさ　　　うまのゑ　　　　き　　　　　　　きさ　　　　　

　全捧の雫延1をみると，率数以上の子どもが各項

蓑1について機密惟の凝念を掩擬している。これは

　　　　　　　　　　　　ミぞ“3年生ぐらいで善．∫壁解できる鉾といわれている事

実を裏がきしている。

　年齢甥にみると8歳鷺は長さ・重さについて多

数近くが理解している．一纏鉛かさ等について

1まほとん、ど躍解していない。ノ野薮・分数・簸量に

　　L
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ついて掌饗しているにもかかわらず嚢謹薄奉覆：が低も転

のは，これらの凝念がよく礫解さ駿ていないため

と考えられる。

　9歳1こなると各項藝に’）いて半数多茨1二σ〉許ども

が礪解できるようになり，i犠叢銭蔵iで1ま8（）％以歎

の子ど毛、が穫1密韓…の概念を捜査鬱するようになる。，

　連続と無漿多の概念は9歳から鱒歳にか1ナて籔1

箸な登達を示し，欝歳費歳の子どもの約鎗％がこ

の凝念を獲i得しているのをみた。これは機密性の

凝念毒ごi琴歳縫歳でほ鷺f獲鶴・されるこ1とと思い｛㌢わ

せると，稠密性の凝念獲縁が箋で，これが、勧誘と

な弓，やがて連続と無鰻多の凝念が獲得さ載る‡、

のと考えられる。

　そして“稠密季生1二ついては1圭ヒ事変銘3緊く3箏生ぐ

らいで蛋肇解できるカご，遵奉盗難iについて1ま，　6年生

でも憂蔓解力ξ藤1難であったようである狩との幸蓑｛梅と

も■岨致している。

§5　ま　と　め

　鉦述の稠密髄，連続と無1褒多の雛念獲i得の講養i

結果をまとめると次のようになる．

lil年齢雛にみると，年齢とともに連続と無罎多

　凝念の認識が深まる。とくに9歳から欝緩にか

　けて額著な発達を題す。

　　穂密嫉の認識も瞬様である。しかし編欝欝1は
　里巷議（ノ玉、学季交第§：掌奪三〉　で1ま誕妻獲i争奪され，連華華

　と無鰻多難念の獲得よ垂）　・建驚きに発達する。

麟　性溺による差は，竪玉子が女子よを）も優れてい

　るかのごとくに発えるもヂ）び），t検達の結果は

　少なくとも建議（第…学年／までは有意差は認

　められない，）

13｝教韓‘項欝縫1こ蒼思差をもって舞舞誓誕生，連続と

　無酸多の凝念獲得に藩．さわしいと趨議1されるも

　の1まイ字姦しない。

　さてこれらグ）結果を算数教育の指導にいか摩’と

なると，次のよう1こ重是…ぎできよう、、

①　小学校で連続と無酸多の媛念をそのまま指導

　することは蓮i難｝ひある。

　　だから，量概念を謹解するためには“その輩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　のもつ基本的欝質を懸ることも必要であ掌ブに

　主力をおき連続嫉に深入を）しないことである。

　　またヂ薮医については整数から小数，分数へ

　の数の拡張場麟で，「関数」については一2つの
　　　　　　　　　　　　　　　まア　集合やその要素の鮭鱒に蕃蓑1する”場瀬などで

臆毅年蘇鰹

欄密欝i，連続・蕪鞭多び）考え方が入ってくるも

のの．機密哲三については第4学年ごろから指灘

鯉能であることをわきまえ，連綾1・鱗il竣多凝念

ジ＼の橋渡しをする素麺重を蒜～うことである。

　擁象醗彩式的操葎活動び醒能になる第5’6

学年から中学校へかけて，連続・無鞍多雛念を

系統嚢勺に舞｝毒していく心構えがたいせつである、、

　そのため中学校における数の孝友張，関数縫孫，

空llll雛形，確事・統宰鷲のなかでの連続・無嬢多

凝念グ）取婁）振いがどのようになされるび）かを調

べておく必要があろう，
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