
１．背景と目的

　日常言語に加えて、自然言語を使った様々な表記
記号［symbol］も含むという意味で、本稿では、数
学教育は音楽教育や国語教育とは異なる言語観を持
つと規定する。
　本稿の動機は、今日の学校現場での子どもの言動
に注目することから始まる。山中（2007）の指摘は、
教室における子どもの現状を端的に纏めており、本
研究の問題の所在を導出するための１つの背景とし
て位置づく。山中（2007）は、一昔前に比べて人の話
を聴こうとしない子どもが多くなったことを指摘し、
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「いつもよそ見をしている」、「手いたずらがやまな
い」、「聴いているようでも実はわかっていない」、

「じっと座っているのが苦手」、「全く違うことをやり
始める」、「何もせずにただぼうっと聴いている」、「聴
いているのだが実は理解はしていない」、「目の前で
よく聴いているのに作業になると隣の子に聴く」と
いった子どもが増えたことを指摘している（ibid，
pp.39-43）。 
　そして、その原因が「聴覚的情報よりも視覚的情
報として目にする場合が多い」、「聴く必要性の少な
い日常生活が氾濫している」、「真剣に聴くという態
度だけでなく経験も不足している」、「聴くときの「姿
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勢」を教えられていない」、「聴くための態度の大切
さの理解が不足している」、「上手に聴く為の技術を
持ち合わせていない」、「情報過多社会／情報の横溢
である」、「親や教師の認知度が低い」という８つに
あることを挙げ、このことによって「子どもの自尊感
情の低下」、「人間としての評価の下降」、「自らの生
活を自ら貧しくして不幸にさせる」、「情報が正しく
手に入らない」といった状況が招かれると指摘して
いる（ibid，pp.44-61）。
　実際、戦後の国語教育では聴く活動の指導の意義
の１つに人間形成が謳われている（古田，1951）が、
山中（2007）の指摘は、今日の学校現場において聴
くという行為による聴き手の人間形成に警鐘を鳴ら
しているといってもよいであろう。
　本研究は、数学学習で扱われる言語の研究と非
常に密接な関係がある。何故なら、聴く対象は音声
言語に他ならず、聴くということは音声言語を聴き
手の中に受け入れることだからである。
　学校教育を通じての『教科としての数学』におい
ては、音声による日常言語が多く介入せざるを得な
い状況に立たされる。何故なら、教室での生徒同士、
教師と生徒と間でディスコースや数学的コミュニ
ケーションが発生している（cf., 関口，1996；笠原，
2005；石井，2006；石井，2007；金本，2007）という
指摘があるからである。このことは、音声言語によ
る他者との交流や他者の説明が、自分自身の主観的
事実を客観的事実へと変容させる可能性を持ってい
ることを暗示している。
　ここでのディスコースとは、コミュニケーションを
通じての１つの産物として捉え、コミュニケーション
とは他者との相互行為として捉える。その際、ディ
スコースでは言語の使用が中心に位置づけられ（cf., 
関 口，1996；Cazden，1988；Stubbs，1983）、 数 学
的コミュニケーションでは、言語は自身の考えや他
者の考えを共有するための表現としての手段として
位置づけられている（cf., 金本，2007）。
　算数的活動や数学的活動の中では見出すこと、説
明すること、伝え合うこと、議論することが具体的

な内容として位置づけられている。「数学の考え方と
いうものは、最終的には表記、言語を通じて客観視
されなければならないと考える。書かれないものは
相手にしないと考えたい。ただのバァバリズムでは
ない」（平林，1968a，p.A14）という指摘や、「算数・
数学の情報は音声的記号表現にはむかない。結局ど
れも視覚的な記号に落ち着くところに特徴がある」

（岩崎，2007，p.53）という指摘にもあるように、数
学教育研究においては学習者の「観る」という行為
に多くの関心が寄せられている。子どもがどのよう
に観て、それを考えたのかを顕在化させるという意
味で、観たものを「書く」行為や現象について多く
の議論がなされている。ここでの書かれたものとは、

「音声や挙動ではなくて、インキや鉛筆で紙面に印
刷され、またはかかれた跡であり、われわれの視覚
に訴えられる記号」（平林，1968b，p.”7-2”）のこと
を指す。
　一方で、コミュニケーション研究においては、子
どもの話す活動に多くの関心が置かれ、聴く活動が
話すための手立てとして位置づけられている研究は
あるものの、聴く活動そのものに焦点をあてた先行
研究は殆ど存在しておらず、それらは理論的な議論
が殆ど為されていないのが現状である。何故なら、
数学教育におけるコミュニケーション研究において
は、「話して書く」ということを通じて子どもが数学
学習を深めることができるという研究者の意図が反
映されており、算数・数学学習の本質は平林（1968b）
や岩崎（2007）の指摘にあるように、視覚的な記号
を通じた活動に見いだされるからである。
　今日の学校教育においては、表現力・思考力・判
断力の育成を目標に言語活動の充実が主張されるよ
うになり、数学教育では言語活動を意識した授業実
践例が徐々に報告されている。その一方で、算数・
数学学習における言語活動がもたらす影響や言語活
動そのものの理論的枠組みについては、まだ十分な
議論が為されていない現状がある。このことは更な
る研究や多くの議論が為されなければならないとい
う状況にあることを暗示している。それを踏まえた
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上で言語活動の手段に注目すると、学校教育におい
ては書く活動・話す活動が主な議論の対象となって
いる。言語活動においても評価を考えなければなら
ず、それは誰もが目に見える形で、顕在的なもので
なければならないことがその主たる理由として挙げ
られる（cf., 全国算数授業研究会，2011）。
　数学教育研究において書く活動・話す活動は顕在
的な認知方法として、観る活動・聴く活動は潜在的
な認知方法として捉えられているが、その中でも聴
く活動は数学教育における言語活動においてすら議
論が為されておらず、聴く活動は特に意味を持たず、
単に人の声を正確に聴くという役割として捉えられ、
出来て当たり前という受動的な行為として捉えられ
ているように思われる。
　だが、言語活動そのものは決して書く活動・話す
活動だけが全てではない。何故なら言語活動は、元々
国語科における言語活動を根底に教科を超えて主張
するようになったことが背景に位置づいており、国
語科での言語活動の中では聴く活動も１つの言語活
動として位置づけられているからである（cf., 鈴木, 
2009）。
　問題文に対する解法のように、数学では記号その
ものだけでなく視覚的記号によって構成された構造
も内容理解として求められる。本稿は、平林（1968a）
や岩崎（2007）の指摘を否定することではない。教
育という要素を入れた時、観る・書くという認知作
用以外にも聴くという認知作用を抜きにして学習指
導が語れないことを背景に、数学学習での学習者に
とって、聴く活動がどのような固有性を持つのかに
ついて示唆を得ることが目的である。本稿は、聴く
活動の固有性を人間と機械の対比から導出する。イ
ンプットした後の機械の思考をプログラミングとす
るとき、人間にも機械にもインプットは存在し、思
考活動は存在する。音声情報の入力は人間にも機械
にも存在するからこそ、その違いを明確にすること
が本稿の独自性である。

２．数学学習における学習者の聴く活動の
概念

（１）一般的な聴く活動の意味
　「「聴く」の言葉の定義として「注意をして聞く」
と書いてありました。しかし、実際には「聞く」が
ほとんどの場合に使われ、まして話し言葉では「聞く」
も「聴く」も発音が同じであるせいか、私どもはこ
の区別をことさら意識していない」（齋藤, 1972, p.10）
という指摘にもあるように、とりわけ日本人は「聞く」
と「聴く」を同じ意味として捉えている傾向が強い。
　実際、異なる分野の先行研究によって、聴く活動
の様々な捉え方が為されている（cf. 黒木，1968；高
橋，1998；Brownell，2010）。このように、聴く活動
の定義において様々な見解が為されている理由につ
いて、穐田（2009）は以下の様に説明をしている。
なお、穐田（2009）の「きく」とは「聞く」・「聴く」・

「訊く」すべてを総称した表記である。

［…］第３に「きく」プロセスは、認知心理学や言語心
理学、認知脳科学や脳生理学、聴覚心理学や音響学な
ど幅広い分野において異なる視点から研究されている
ため、さまざまな定義が可能であり、分野を超えての汎
用性のある定義が極めて難しいこと（Wolvin，2000）。
そして最後に「きくこと」には、二十のモデルが存在す
ること。　（穐田，2009，p.99）

　語義的なものとして、広辞苑から「聴く」と「聞く」
の違いを捉えようとすると「聞く」とは、漠然と聞
いている、音声を耳に感ずる、聞こえるという状態
を指すのに対して、「聴く」とは、聞き分けている状
態であることが示唆される。そして、ここに教育と
いう要素を入れると、国語科における聴くの捉え方
に触れることは必要であろう。

（２）国語科における聴く活動の概念
　古田（1952）は、国語教育における子どもの聴く
活動は「人間形成」と「社会形成」を目指している
ことを指摘している（pp.7-55）。ここでの人間形成と
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は、子どもと他者、すなわち主体と客体の間に為さ
れる行為において行われることを前提にしている。
人間形成とは今日の学校教育においても教育目標の
１つとして位置づけられている人格形成と同じ意味
である。また社会形成とは、子どもが大人として社
会に出ていく際の人間形成のことを指す。人間形成
について、古田（1952）は、以下のように述べている。

人のいろいろな言葉を自分に都合のよいように解釈し
て、それを利用するという得手勝手な人もいるが、本当
の人間形成は、自己の問題としてそれが展開していくこ
とである。すなわち、創造的な行為である。すなわち問
題を自己のうちに有している時、その周囲において、何
気なく聞える言葉にも、このようにして深い意味を聴き
とることができるのである。［…］だが、理解が行われず、
批判が為されず、自己問題の追求のないところには、精
神の形成、人間の形成は行われない。 （pp.40-42）

　子ども自身の中に人間形成を自己への問いとして
位置づけなければ、聴く活動も深まらず人間形成も
為されない。このことは、山中（2007）での聴解力
を定義した背景を想起すると非常にイメージしやす
いが、数学学習における聴く活動における課題とし
て導出しようとするならば、森本（2006）の以下の
指摘が意味を持つ。

聞き合う活動でも、教師と子ども、子どもどうしの間に、
解決すべき問題は、むしろ不断に生じているのである。
ところが、生じているにも関わらず、教師と子ども、子
どもどうしの間でそれが問題として意識されない。その
結果、何の調整も図られない。そのことがまさに問題な
のである。 （p.12）
 【下線は筆者加筆】

　高橋（1993）は「聞く」と「聞こえる」ことの違
いに注目し、聞き方を能動化する為の条件として、「対
事意識（話されている内容への構え）」、「対他意識（話
している相手への構え）」、「対自意識（聞いている自
分への構え）」という３つの意識が聴き手の中に働い
ていることを指摘する。その上で、「この３つの意識

が自己の内面で燃えてくることが、聞くということだ。
その姿は、外面から見た限りでは、静かに沈黙して
いるとしか見えないかもしれない。けれども、内部
では精神が激しく活動している」（p.116）と述べた
上で、聞くとは何かについて次のように言及してい
る。

聞くという行動は、主体的、積極的で、同時に創造的
な言語活動である。ただし、そのことは、聞くことによっ
て、新しい知識や情報を蓄え、新しい考え方や表現法
を身に付け、次の創造のための資産を得ることが出来る
ということを示すのではない。それでは、聞くことが創
造の契機（きっかけ）をつくるにすぎない行為になって
しまう。聞くことは創造することそのものなのである。
 （p.117）

　高橋（1993）では、行為としての「聞く」ことか
ら「聴く」ことへ、「聴く」ことから「訊く」ことへ
の間の変容においては主体者の意識が加わっている
ことを指摘しており（p.124）、聞く活動と聴く活動の
違いを意識していることがうかがえる。
　高橋（1998）では、聴く活動を能力として捉え、
聴く活動の具体的方法について、聴く上での態度や
構えに関する情意的側面と、聴く際に働かせる言語
能力や行為に関する認知的側面の両方から捉えよう
と試みている。認知的側面の下位区分として「絞っ
て聴く」、「広げて聴く」、「求めて聴く」、「聴いた事
柄を記す」という聴く活動の方法論が存在すること
を指摘する。それぞれの役割について次のように述
べている。

絞って聴くとは、必要に応じて聴くべきポイントを絞り、

その項目に注意して聴く活動で確かな話かどうかを

チェックする行為である。（中略）広げて聴くとは、話

し手の情報だけを受け取るのではなく、自分の考えや他

の情報と比較したり、先の展開を予想したりして、複眼

の視点に立って聴く行為を指す。（中略）求めて聴くとは、

知りたいことやわからないことを「訊ねる（ask）」行為

を指す。（中略）聴いた事柄を記すとは、基本的には聴
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く活動ができることを前提にしている。もちろん、一方

で、メモを取ることによって、相手の話を整理し、さら

に深く聴いていくための手段ともなり得る。（pp.27-31）。

　山中（2007）では、聴くということを能力として
捉え、その能力を「聴いてその意味を理解し、解釈
する力」（p.16）と述べ、聴解力と定義している。山
中（2007）は「「聴く」という行為は受動的であるが、

「構える」ことによって積極的、能動的な聴き方が可
能になる」（p.52）と述べ、聴く活動を捉えるために
は聴き方そのもの、すなわち聴くときの態度につい
て考慮しなければならないことを指摘している。
　以上を纏めると、聴く活動には情意的側面と認知
的側面があって、聞く活動から聴く活動へ変化を遂
げるためには自分自身の主体的意識を他者や対象に
向けることが必要である。また、他者の声を聴くた
めには音が聞こえることが前提条件として置かれ、
聴く活動を捉えるためには態度や聴き方などに注目
することが求められる。

（３）数学科における聴く活動の概念
　高澤（2000）は教室での教師の行為に注目するこ
とで、聴く、聞く、観る、見るの違いを表１のように
纏めている。

　高澤（2000）は、「SeeingではなくLookingでな
ければならないように、HearingではなくListening
でなければならないのである。また観察はリスニン
グのみでは実現しないのも事実である。当然、描か
れた図や操作活動を観ることも必要である。しかし、
それはあくまでリスニングを助ける副次的な参照資
料であると考えている。つまり、それらはリスニン
グで受容する情報を豊富化しているに過ぎない」

（p.50）と述べ、リスニングが数学学習において対象
を観るという行為と比べて優位であることを述べて
いる。
　森本（2006）では、子どもの聴く活動は、現状と
して教師からの応答に単に返答をする、説明を聞く
だけという形骸化した行為になっていることを指摘
している。その上で、聴く活動は「アイデアをはっ
きりさせたり、洗練させたり、ほかのアイデアと統
合させたり、発展させたりする機会に開かれる」と
いう可能性に言及している。「聞く」と「聴く」の違
いを森本（2006）は能動性の有無で判断している。
　宮崎（1999）によれば、能動的とは「自分では気
づきにくい言語化された知識以前の感覚を探る機会
を与えてくれるものとして、それによって新たな自
分を発見できる機会を与えてくれるものとしてとら
え直すこと」（p.25）だという。つまり、数学科にお
いて能動的であることの意味を捉えようとするなら、
常に問う姿勢を持った様子を指していると捉えるこ
とが出来よう。
　これらの先行研究から、意識を単に向けるだけで
なく、常に問うことが聴く活動の内部で求められる
と導かれる。国語科の先行研究を踏まえ、数学学習
における学習者の聞く活動、聴く活動の概念は次の
ように纏められる。

聞 く：耳から自然と入ってくる音を受け取る活動。
ただし、聞くことから聴く活動への変容を促すに
は、新しい知識や情報を蓄え、新しい考え方や表
現法を身に付けるといった創造することが必要と
なる。

聴 く：他者の説明などを含む、耳から自然と入って
くる音へ単に意識を向けるだけでなく、音を意図
的に選択し、積極的に声を解釈する中で常に問う
という姿勢を持ちつつ、新しい知識や情報を蓄え、
新しい考え方や表現法を身に付ける主体的で積極
的な活動。

　数学学習における学習者の聴く活動とは数学的思

表１　（高澤，2000，p.50）
感覚的能力 意図的能力

視覚 Seeing（見る） Looking（観る）
聴覚 Hearing（聞く） Listening（聴く）

単に目や耳に映像や
音が入ってくる

意識的に耳や目を用
い映像や音に注意を
払う
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考を育成することを目的として、日常言語と図や式・
グラフなどの数学記号に対する話し手の説明の解釈
を促すだけでなく数学的に解釈することが求められ
る。そして、数学教育において聴く活動を能力とし
て位置づけようと試みると、山中（2007）での聴解
力とは、発話の内容を解釈した上で話し手の発話に
対する意図や狙い・思いも含めて、話し手の発話の
思想と合致するかどうかが指標になると考えられる。
特に理解するとは発話の意図や思いと合致した解釈
が出来ることと捉えることが出来そうである。尚、
上記での概念規定については、視覚的な特性を排除
せず、あくまでも記号を観る活動も含めて捉えてい
る。それは、発話の解釈にあたっては記号を視覚的
な特性を用いて解釈する行為が、聴く行為と同時に
行われているからである。
　聴く活動は、言葉の解釈を常に繰り返して変容し
ていくという意味で可謬的な活動であるが、上述で
の指摘は、他者の言葉を解釈する中で解釈したもの
が絶対的に正しいとする暗黙のルールが、潜在的に
子どもの中に埋め込まれており、不断に生じる問題
に意識が向けられないということを指している。そ
の結果、数学学習においても、他者の声の解釈を通
じての数学的対象記号の構造や性質といった内包の
構成について、子ども自身の中に、構成の妥当性が
問いの対象として位置づけられず、聴く活動が単に
他者からの応答に返答をするだけの行為となってし
まうのである。

３．機械の聴く活動

　2016年の段階で、IBMは最新の音声認識テスト
でMicrosoftを僅差で抑えて単語誤り率5.5％を記録
する声明を発表している（2018年12月１日確認、
https://japan.zdnet.com/article/35098039/）。
　機械にとっての聴く活動が目指す１つの方向性は、
人間と同様の音声認識率を確保することである。そ
れと同時に、入力した情報から欲しい結論を正確に
導き出すことも方向性の１つである。導き出すプロ
セスは、プログラミングを実行している人間に依存

するが、インプットしそれを実行する活動は人間だ
けでなく機械にも存在する。本稿は、機械でのイン
プットを機械の聴く活動と規定する。
　プログラミングがどのような論理を働かせるのか
について、１つの見解を示したものにComputing 
At School （CAS）が提唱しているコンピュータ的思
考（Computational Thinking）が挙げられる。コン
ピュータ的思考とは、２つのプロセスを経て行われ
るものである。１つ目に、問題解決が必要な手順に
ついて考えること、２つ目に問題に専門スキルを用
いて、問題に対してコンピュータで働きかけるよう
にすることを指す（CAS, 2014, p.6）。CASの独自性は、
人間の思考とプログラミングの作用には何らかの対
応関係があるという前提を置いていることである。
つまり、人間の思考活動はプログラミングで働く作
用と同じ思考が模倣できるという立場をとっている。
 

　内容[Concepts]として、論理、アルゴリズム、分
解化、パターン、抽象化、評価の６つが挙げられ、
方法[Approach]としていじくりまわす、創造する、
デバッグする、忍耐する、合併することの５通りが
挙げられる。
　機械の論理とは人が違っても同じ入力をすると必
ず同じ出力が得られるというものである（p. ８）。ど
うしてそうなるのかを説明するための手段となり得
る。アルゴリズムとは、ある規則に則って為される
一連の流れを指す。人間の行動パターンとは異なり、

図１　Computational Thinking   （CAS, 2014, p.7）

数学学習における学習者の聴く活動の固有性についての考察
紙本　裕一

− 40 −



機械のアルゴリズムは機械に仕組まれた文法がすべ
てを左右する（p.10）。フローチャートに示されるよ
うに、不確実な要素を持たないからこそ、同じ結論
に至るのである。分解化とは、複雑な現象を最小限
にすることを指す。どのように小さくするかは経験
に依存するが、コンパクトにすることは思考活動を
容易にする（p.12）。抽象化とは、詳細についてあま
り心配することなく、重要な事柄を同定することを
指す（p.14）。
　問題集の解答や参考書もある程度、抽象的に簡潔
化された文章で示されていることが多い為、行間を
読みなさいというインプットに対して、人間は結果
に差が出てしまう。対象記号や書かれた文章を自ら
再解釈しなければならないためである。一方で、曖
昧さを許さない機械は、インプットに対して必ず１
つのアウトプットが提示される。この点が人間と機
械の決定的な違いである。

４．数学学習における学習者の聴く活動の
固有性

　小平（1969）が以下のように指摘する通り、数学
学習は視覚性が強い。見る活動を小平（1969）は数
覚と呼んでいる。

数学を理解するということは数学的現象を‘見る’ことで
あろう。 （小平，1969，pp.272-273）

　17世紀に入るまでは幾何学に関連する知識の伝
承が為されてきたことを踏まえても、数学が視覚的
な側面が強いことは言うまでもないかもしれない。
　子どもは《自分たちが解釈するようにこれを見て
いる》（ハンソン，1981，p.149）わけだから、観察す
る対象は異なる。観る活動は、対象にある個々の構
成要素が何なのであるかという知識を必要とし、そ
れを駆使することで現象としての対象を文章的に解
釈する。岩崎（2007）の以下の引用を用いれば、数
覚は直観に該当する。

数学的対象はそれを限りなく明確にしていけば、ある種

の集合の下で規定される形式的記号の有限の系列に還
元される。そのため数学的概念は、イメージのような曖
昧なものではなく、客観性をそなえた実在と言うことに
もなろうが、逆に、単なる有限の記号列といった無機的
な事態に数学を留めることも出来ないはずである。した
がって有限の記号列をイメージにつなげる感覚こそ数
覚にふさわしく、これをわれわれは意識せずに直観と総
括しているにすぎない。 （岩崎，2007，p.62）

　生理学的知見によれば、観ること、聴くことを通
じて感性が磨かれる。そして、感性過程を通じて直
に外界の事物、状態を認知する手段が知覚と呼ばれ
る。Skemp（1987）は、数学学習における子どもの認
知方法に注目し、聴覚を受容器［receptor］の中に
位置づけ、受容器の役割を、《直観レベル［intuitive 
level］で、我々は外界からの情報を受容器［receptor］

（とくに視覚、および聴覚）を通じて認知する》（p.36）
【下線は筆者加筆】と述べている。
　そして、認知過程となる対象記号を話し言葉・書
き言葉を含む日常言語、代数記号を『言語－代数的
記号』と位置づけ、幾何図形や言語－代数記号を抜
いたグラフなどを視覚的記号と位置づけその機能を

【表５】のように分類している。【表５】において、
話し言葉は言語－代数的な性質を担っている （岩崎，
2007）。
　聴く活動について、【表５】においては話し言葉の
諸性質を受けることから、論理的思考の素地を形成
することが示唆される。他者の声に含まれる対象記
号のメタ言語を聴く活動によって、対象記号の構造
や性質といった内包を構成し、コンテクストを踏ま
えて他者の声を解釈する中で、常に聴き手の経験に
委ねられながらも、他者の意図を含めたより精度の
高い解釈を構成する。このことより、聴く活動は、
最初に他者の声の解釈をする上で直感的思考が作
用するも、対象記号の構造や性質を、他者の声を解
釈し、評価し、理解していくプロセスの中で構成し
ていくという意味で、論理的思考を促す作用がある
といえる。
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【表5】数学教育における記号の分類　
（Skemp，1987，p.79）

［表は（岩崎，2007，p.53）より引用］

視覚的 言語―代数的

形や位置のように空間的
特性を抽象

空間的まとまりとは無関
係な
数のような属性の抽象

伝達が困難 伝達が容易
より個人的な思考を表現
する

より社会化された思考を
表現する

統合的で、構造を示す 分析的で、細部を示す
同時的 継時的
直観的 論理的

　聴く活動は、他者の説明を解釈し、それを記憶し、
評価して、理解するというプロセスを経て、他者へ
向けて反応をするが（Brownell，2010）、解釈・記
憶の段階では極めて個人の経験に頼らざるを得ない
状態に置かれる。何故なら、聴くという行為は「も
のすごく不安定な状態」（鷲田，2006，p.26）であり、
教室場面における子どもは他者の声に含まれる言葉
が、どういう文脈で用いられているのかについて常
に思考を巡らせているからである。つまり、言葉の
解釈を常に絶えず繰り返し変容させながら記憶して
評価していくという意味で、聴く活動においては他
者のことばを受け止めた際の正解は存在しないため
に、絶えず問いが働き、個人の経験に頼らざるを得
ない状態に置かれるのである。
　論理の精緻という点では人間よりも機械の聴く活
動が優位である。何故なら、人間の聴く活動には蓋
然性が内包されているからである。機械における聴
く活動もまた、論理性性格を持っており、人間の聴
く活動の固有性を否定的な側面から述べるならば蓋
然性となってしまう。しかし、カント（2012）の言
葉を引用すれば、「私たちに対象が与えられるのは、
私たち人間にとって、対象がこころをなんらかのし
かたで触発することによってのみ可能である。私た
ちが対象によって触発されるしかたを通じて、表象
を受け取る能力（受容性）を感性

0 0

という。感性を介

して、したがって私たちに対象が与えられて
0 0 0 0 0

、感性
だけが私たちに直観

0 0

を提供する」（p.70）［傍点は原
文のまま］という。中西（2001）も指摘しているよ
うに、聴く活動の本性においてはソシュールの言語
学が基盤として位置づく。ソシュールの言語学では
聴覚イメージと概念との結びつきを記号と位置づけ
ている。
　ボルノー（1981）の言葉を借りるなら、このよう
な可謬性が内在している状況では「疑わしいもので
あることがはっきりしてしまった現存の理解を吟味
するために問う」（p.185）状況が生まれるため、子
どもは判断が出来ない状況に立たされるか自問自答
する状況に立たされる。また、自問自答する状況に
立たされるということは、既習事項の知識・原理・
法則などを活用する中で、他者との共通点・相違点
から、または教科書などに記載されている数学の文
法の観点から自身の中にある数学の知識・原理・法
則について吟味することが促され、このことによっ
て子どもの中にある埋め込まれた数学に対する真理
を問うことにつながるのである。
　聴く活動は視る活動を支える。個人の経験によっ
てその程度の差も変化するが、そのことが１つのア
ウトプットに依存しない新たな創造を生み出すとい
う意味で、直感に固有性が見いだせるであろう。 

５．今後の課題

　本稿は、数学学習での学習者にとって、聴く活動
がどのような固有性を持つのかについて示唆を得る
ことが目的である。特に、コンピュータ的思考との
対比から学習者の聴く活動の役割について言及し
た。構造を支える１つ１つの内容を理解し、そこで
の話を聴くことにより、頭の中で構造を再構成する
という意味で、聴く活動には論理的作用があるとい
える。しかし、それ自体はコンピュータにも同様の
作用があるため、コンピュータ的思考との対比でい
えば数学学習における聴く活動の固有性は直感的作
用にあることを指摘した。
　しかし、本稿では十分に議論が出来なかった部分

数学学習における学習者の聴く活動の固有性についての考察
紙本　裕一

− 42 −



もある。それは、数学的な考え方とコンピュータ的
思考の対応関係を明らかにすることである。数学学
習を限定したものとする以上、インプットにおいて、
数学的思考が機械においても実行可能なのかを言及
することは避けて通れないはずである。この点を今
後の課題としたい。
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