
職業訓練校入校 中卒程度／高卒程度 数学コース 
 

１．コースの目的 
職業訓練校の中卒･高卒程度の入校試験をめざす者を対象に、既習の数学の知識の復習（思い出し）と

実際の試験問題の形式に慣れることを目指す 

 
２．学習内容 
 ・中卒コースは、試験によく取り上げられる、小学４～５年の算数の復習や中学で学ぶ数式や定理の復

習と文章題の読解練習を行う。また、｢面接｣場面でのやりとりについても学習する 

 

・高卒コースは、試験によく取り上げられる、中学校で学習する内容のほかに高校で学ぶ数式や定理の

復習と文章題の読解練習を行う。中卒コース同様、｢面接｣場面のやりとりも学習する 
 

３．主な対象者 

職業訓練校入校をめざす者のうち、少なくとも次の条件に合致する者 

･初級日本語修了以上で日常会話ができること 

･中卒コースは中卒相当の学力､高卒コースは高卒の学力を有すること 

 

４．学習期間 

 12ヶ月まで（期間内に修了しなかった場合は継続申請が可能） 

 

５．使用教材 

数学：「かけ足数学総復習 上・下」（中卒程度と高卒程度で使用範囲は異なる） 

面接：「面接でのやりとり（ＣＤ付き）」 



６．学習プログラム概略 
以下 12ヶ月の場合だが、受講者のペースで進める 

 

【中卒程度 数学】 
 

１２カ月 数学 面接 提出物 

１～３ 

ヶ月目 

第１回送付物：受講案内、テキスト「かけ足数学総復習（上）」、数学まとめの問題①解答 

        用紙 

第１章「中学数学」の準備 
四則の基本、単位あたりの数 
倍数と約数、比の割合 
面積と体積 

 →★数学まとめの問題① 

４～６ 

ヶ月目 

第２回送付物：数学：まとめの問題②－１、②－２解答用紙、テキスト「面接のやりとり」、 
        面接：第１回課題 

第２章「中学数学」（１）数式 

正負・累乗の計算 

文字式の計算①② 

１次方程式・連立方程式 

平方根・２次方程式 

応用題 

｢面接のやりとり｣ 
１課：自分や家族の状況 
２課：経歴 

→★数学まとめの問題 

  ②－１、②－２ 

  面接第１回課題 

７～９ 

ヶ月目 

第３回送付物：数学まとめの問題③解答用紙、面接第２回課題 

第３章「中学数学」（２）関数・確率 

比例・反比例とグラフ 

１次関数とグラフ 

関数 2axy = とグラフ 

放物線と直線 

場合の数・確率 

｢面接のやりとり｣ 
３課：日本語学習歴 
４課：学習の動機 
５課：厳しい質問 

→★数学まとめの問題③ 

  面接第２回課題 

10～12 

ヶ月目 

第４回送付物：テキスト「かけ足数学総復習（下）」、数学まとめの問題④解答用紙 

第４章「中学数学」（３）図形 
角と平行線・三角形・多角形 
円の性質・円周角 
合同と相似 
三平方の定理 
面積・体積・回転体①② 
総復習 

 →★数学まとめの問題④ 

修了証送付  

※「中卒程度数学」コースでは、｢かけ足数学総復習 下｣の第５章「『高校数学』の基礎」は学習しません。 
 



【高卒程度 数学】 
 

１２カ月 数学 面接 提出物 

１～３ 

ヶ月目 

第１回送付物：受講案内、テキスト「かけ足数学総復習（上）」、数学まとめの問題②－１、 

        ②－２解答用紙 
第２章「中学数学」(１)数式 

正負・累乗の計算 
文字式の計算①② 
１次方程式・連立方程式 
平方根・２次方程式 
応用題 

 →★数学まとめの問題 

  ②－１、 ②－２ 

４～６ 

ヶ月目 

第２回送付物：数学まとめの問題③解答用紙、テキスト「面接のやりとり」、面接第１回課題 

第３章「中学数学」（２）関数・確率 

比例・反比例とグラフ 
１次関数とグラフ 
関数

2axy = とグラフ 
放物線と直線 
場合の数・確率 

｢面接のやりとり｣ 
１課：自分や家族の状況 
２課：経歴 

→★数学まとめの問題③ 

面接第１回課題 

７～９ 

ヶ月目 

第３回送付物：数学テキスト（下）、数学まとめの問題④解答用紙、面接第２回課題 

第４章「中学数学」(３)図形 
角と平行線・三角形・多角形 
円の性質・円周角 
合同と相似 
三平方の定理 
面積・体積・回転体①② 
総復習 

｢面接のやりとり｣ 
３課：日本語学習歴 
４課：学習の動機 
５課：厳しい質問 

→★数学まとめの問題④ 

面接第２回課題 

10～12 

ヶ月目 

第４回送付物：数学まとめの問題⑤解答用紙 

第５章「高校数学」の基礎 
不等式 
２次関数とグラフ 
２次関数の最大・最小 
２次関数のグラフと２次方程式 
２次不等式 
順列組み合わせ・確率 
三角比、総復習 

 →★数学まとめの問題⑤ 

修了証送付  

※「高卒程度数学」コースでは、｢かけ足数学総復習 上｣の第１章「『中学数学』の準備」は学習しません。 

 
７．このコースのスクーリングの目的 

①このコースの目的は職業訓練校の入校試験への準備を効率良く行うことであり、そのために講師は学

科指導の他に、受講者の学習ペース作りにも協力する。 

②学科面では学習者の現在の状況を把握するとともに、入校試験までに何を重点に学習したらよいか受

講者とともに考える。 

③職業訓練校の入校試験において面接が重要な要素であることを受講者にも自覚してもらい、口頭での面接

練習を行う。 



８．このコースのスクーリングの留意点 

《職業訓練校入校を希望する受講者に対して》 

①試験日までの期間にどこに重点をおいて学習するかきちんと計画を立てる。そして、苦手な部分でも

ある程度まで点が取れるようにする。 

②複数でスクーリングを行うときは、お互いに情報交換し、情報の共有化をはかっておくと良い。 

③中卒コースでは基本学力に問題がなければよいが、基本学力がかなり不足している場合は、限られた

時間内でできる範囲で基本四則の計算訓練や基本公式の整理をして学力の基礎を固める。 

④高卒コースで基本学力には問題がない場合でも、図形や確率など項目によっては中国で詳しく学習し

ていないためにつまずく問題がある場合は、この“弱点”の補強を行う。 

 

９．スクーリングの流れと活動例 （およそ２時間を想定した活動例） 

①オリエンテーション：（初回のみ）スクーリングの目的や授業の進め方等 

②直接指導 

ａ．学習相談…受験予定（期日、科目など）の確認（初回のみ）、現在の学習進度の状況把握 

ｂ．学習内容に関する質問受け（個別・グループ） 

→解き方のパターンを１つだけでなくいくつか例をあげて説明する 

オプションｃ．お互いの情報交換及び交流(学習相談および個別の質問受けの合間に行うのがいい)  

オプションｄ．実際職業訓練校で使用された問題実施及び解説 

→他の受講者を待つ間の自習課題としても考えられる(その間、個別の学習相談を行ってもよい) 

オプションｅ．模擬面接 ※面接試験の準備としては対面式の模擬練習が有効である 

ｆ．学習のポイントとなる部分についての確認とアドバイス 

 ・単位や用語の理解（ｋｍ／ha／√／sinA等）や公式（三平方の定理、円錐や球の体積等の図形、 

  確率、一次方程式及び二次方程式の基本公式）の確認 

 ・文章題の読解のポイントを確認、整理（特にテキストの語彙表現のアンダーライン部分） 

③間接課題（自習） 

 以下は、講師が他の受講者に対応している間に受講者が行う課題の例 

 ａ．受講者が教材を使って行う課題 

・各課にある｢復習のポイント｣にある公式の部分をノートに書く 

・練習問題をもう一度やってみる（特に＊印の部分） 

・各課にある｢まとめの問題｣をもう一度やってみる 

・面接のやり取りのテープを流し、各自で聞く（ヘッドホンあるいはイヤホーンを使用） 

 ｂ．講師がテキストの内容から作る間接課題 

・全部の｢まとめの問題｣の中から適当に選び、模擬問題を作成して使用する 

・実際の職業訓練校入試で使用された問題（過去問）をコピーしてやってみる 

・また、入試で使用された問題（過去問）を利用して、類似問題を作成し、実施する 

 

10．スクーリング実施状況報告から 活動事例など 

・面接については中卒国語コースを参照 

・進路指導については中卒国語コースを参照 

 

●簡単な計算を繰り返し練習 

単純な＋－の計算ミスが多いので、スクーリングの最初に簡単な計算問題をやらせている。毎回や

らせることにより集中力も高まるし、その後の応用問題の計算もミスが少なくなった。 

 



●図形は実際に描いて解く 

新しく正弦定理、余弦定理を説明した。３０°、４５°、６０°の正弦、余弦を完全にマスターし

ていなかったのでもう一度確認。図形は苦手らしく、その都度自分で図形を描きながら問題を解かせ

るようにしている。全体の流れをつかんで解けるようになったら、同じような問題を数問解かせてみ

た。図形はある程度数をこなさないと身に付かないので、テキストの中の似た問題を選び宿題とした。 

 

 

 

◆＊◆ 資料 ◆＊◆ 

 

 １．テキスト「かけ足数学総復習 上」抜粋 (資料①) 

 ２．提出課題 添削例（資料②） 



（資料①） 

 

第４課 確率
か く り つ

〈古楕〉 

 

【基本問題】場合の数〈電双怏栽〉 

□  ① １枚のコインを２回投げるとき、おもてとうらの出方は何通りありますか。 
 

□  ② 袋の中に、１から５までの数字を１つずつ書いた５枚のカードが入っている。カードを

同時に2枚取り出すとき、数字の出方は全部で何通りありますか。 

 

□  ③ 大小２つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の和が８になる場合は、全部で何

通りありますか。 
 

□ ＊ ④ 図のようにＡ、Ｂ、Ｃの３つの町を結ぶ道がある。Ａ町からＣ町へ行く道の選び方は、

何通りあるか。（ただし、戻らない。） 
 
  Ａ           Ｂ           Ｃ 

   
解答 ① ４通り  ② 10通り  ③ ５通り  ④ 12通り 

語句 ・何
なん

通
とお

り〈謹富嶽秤趨〉 ・選
えら

び方
かた

〈辛工僉夲議圭隈〉 

    ・(さいころの)目
め

の数
かず

の和
わ

〈(鋠徨議)泣方岻才〉 

………………………………………………………………………………………………………… 
萩殊臥嚥屎鳩基宛頁倦㌢憲旺壓□嶄亟貧炎芝｡泌惚短嗤諒籾議三,萩俊和栖心【練習問題】｡ 

………………………………………………………………………………………………………… 

【解法】                    問題文  

① (1) 双燕序佩蛍裂 
（邪譜屎中葎○、郡中葎×） 
及1肝 ○ ○ × × 
及２肝 ○ × ○ × 

 
            4嶽 
 (2) 鮫峯侘夕序佩蛍裂 
    及1肝    及２肝 
           ○ 
           × 
           ○ 
           × 
 (3) 梓乏會電双序佩蛍裂 

      及1肝 及２肝 

〈委匯嫖啣衛砺 2肝,屎中才郡中劾貧議秤趨辛嬬

竃⑬叱嶽?〉  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 

× 
4嶽 

１ ３ 
４ ５ 
２ 



    （○，○） 
    （○，×） 
    （×，○） 
    （×，×） 

 

(中略) 

復習のポイント〈鹸楼議嶷泣〉 

★場
ば

合
あい

の数
かず

(並周議鹿栽方)…屡音策待嗽音嶷鹸仇柴麻蝶並周辛嬬哈軟議潤惚議悳方｡ 

               箔並周議鹿栽方議圭隈嗤 

 

     （１）表(双燕) （２）樹形図(峯侘夕) （３）順序対(乏會電双)吉圭隈   

                                   →基本問題① 

………………………………………………………………………………………………………… 

【練習問題Ａ】 

＊ ① 大、小２個のサイコロを同時に振るとき、目の和が偶数になる場合は 
何通りあるか求めよ。 
 

 

(中略) 
＊ ④ Ａ町からＣ町へ行く道の選び方は、何通りありますか。 

（ただし、戻らない。） 
       
 
 
       
 
 
 

＊ ⑤ ０ １ ２ ３ の数字を書いた４枚のカードのうち、３枚のカードを使って３桁の数をつく

る。このとき、次の各問いに答えなさい。 
 
 (1) 数が５の倍数になるのは、全部で何通りありますか。 
 (2) 数が３の倍数になるのは、全部で何通りありますか。 

 

解答 ① 18通り  ② 10通り  ③ ８通り  ④ 15通り   
   ⑤ (1) ６通り (2) 10通り              →盾瞥諒籾議圭隈萩心 83匈 

 

【練習問題Ｂ】 

 

(後略) 
 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

4嶽 



（資料②） 

 

 


