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算数の指導について

副会長三石仁

数年前のことですが、算数の嫌いな子が増えているといって、ひところマスコミが騒ぎたてたこ

とがありました。都算研で、さっそく全都的にその実態を調べてみましたが、結果は、算数の嫌い

な子が極めて少なく、反対に、好きな子がたいへん多くいるということがわかりました。同じ頃、

日数教でも全国的に実態調査をしていましたが、この調査からも、算数の好きな子が非常に多いと

いうことが明らかになって、嫌いな子が増えているというのは全くの見当違いであることがはっき

りしました。そんなわけで、マスコミの騒ぎもいつのまにか消えてしまいました。

子どもが算数を好きだと言う場合、「その先生の教える算数が好きなのだ］と言われることがよ

くありますが、先生が好きだから、その先生の教えてくれる算数が好きになるという事情は確かに

あるようです。先生の教え方や子どもへの接し方などが、算数に対する好き嫌いに大きな影響を与

えていることは否めない事実であるように思われます。このことは、算数の指導以前に学級経営の

問題があるということであって、その当否が子どもたちの算数の学習にも大きくかかわっていると

いうことであろうと思います。算数の好きな子が多いというのは、算数の教え方も、それ以前の学

級経営も、ともに望ましい方向に向かっているという一つのあかしになることでしょうから喜ばし

いことですが、そのような状態が今もなお続いているものと確信しています。しかし一方には、少

ないとは言え算数を嫌う子もいるのですから、それらの子どもたちへの接し方、扱い方、教え方に

もいっそうの工夫をこらして、算数の好きな子の底辺を広げていきたいものだと思います。

都算研で算数の好き嫌いを調べたとき、それと併せて、いろいろな意識との関連についても調べ

てみたのですが、その結果の一つとして、「算数の好きな子は考えることも好きで、嫌いな子は考

えることも嫌いだという傾向があって、この傾向は1年から6年までどの学年についても認められ

る」ということが報告されています。近ごろ、算数の指導で、子どもによくわかる授業をしたいと

いうことから、授業をわかりやすくする工夫に力を入れているという状況があるようですが、大切

なことだと思います。更に、一歩を進めて、算数について考えることが好きな子どもを育てる授業

を工夫することにも力を入れるようにしたいものだと思います。数学的な考え方を育てなければな

らないからといって、ことさらに難しく構えなくてもよいと思います。考える時間を十分にとって

子どもから出される考えを生かすように工夫することでよいと思います。子どもは、自分の考えが

生かされることによって、考えることがいっそう好きになるのではないかと思います。

東京都算数 教 育 研 究 会



数と計算指導における問題点とその対策

＜講演要旨＞

横浜国立大学教授片桐重男先生

(58.10.28於調布市立第一小）

（1）数を数えることの指導につし､て

①数詞を唱える－数詞と物とを一対一に対応させられること。

②最後の数詞が、実は集合全体の要素の個数を表すということが見通せる。

③数量の保存'性の認識ができること。

しかしこれらのこと以上に、数を数える指導の中で最もおさえなければならないことは、数を数

える対象の集合を明確に把握し、その上で場面に応じた数え方の工夫ができる能力を養うことであ

る。数を数える指導は1年生が中心になるようだが、問題場面が難しくなればそれに応じてその使

い方も難しくなる。したがって全学年を通じて指導していかねばならない。

事 例 ） 3 年 棒グラフ交通量調べ

◎いつ、どの車について調べるのか。一対象の集合を明確にする。

oそれを、どうやって数えるのか。＝＞数え方の工夫1．分類して数える。

2．数えやすいものに置きかえる。

3．適当な大きさにまとめて数える。

（2）計算の指導について

①計算の速度や筆算の正確さは、計算指導の上で重要なことではない。形式的な計算能力や

電卓の使用が、本当に生きて働かせうるためには、各々の計算がどういう形に使われるかを正しく

理解して、その上で問題場面にぶつかった時、どういう計算をしたらよいか正しく判断できる能力

を身につけることが大切である。

事例）1年たし算の指導

『合わせて』「みんなで」『全部で』というキーワードにたよって、それだけを指導している場

合があるが、キーワードだけでは不十分である。「男子が5人女子が3人います。子どもは何人

いますか｡｣この問題に対して、なぜ5＋3としてよいのかを理解させなければいけない。たし算の

意味を、1年生の子どもには問題場面をおはじきなどで置きかえて、操作を通して数える。さらに

計算の意味は、学年を追うごとに数直線の指導などによって、加法減法の意味の拡張をしていく必

要がある。

②計算のしかたにおける指導

事例）3年（二位数×一位数）

12×3について子どもに計算を工夫させる。教師が子どもの反応を取り上げる際、累加や図に書

く方法は無視して、初めから『10×3＋2×3』を取り上げる場合が多い。しかし、本来は、累加

(12+12+12)が、VI×3の意味づけをしているので、累加を使って指導すべきなのである。

教師は、つまずいたり浅い考え方をした子どもを生かして、自分は自分なりに考え、みんなに役

割を果たしたという満足感を持たせることが大切である。
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＜都算研・研究発表会＞

◎58年9月20日（月）東京都教育会館で開催し、2委員会の発表概要である。

1．昭和57年度算数学力実態調査の結果と考察（学力調査委員会）

新・落合四小前ﾉ|｜弥進先生（他）

「図形」及び「数量関係」の領域について、基礎的・基本的な内容に重点をおいて調査し、習得

状況を過去の調査資料とも比較しながら分析したものである。尚、詳細につきましては、昭和57年

度研究紀要を参照してください。

①図形について

過去の調査結果と比べ大きな違いは見られない。全体的な傾向として、図形の概念の理解の暖昧

さがいえる。図形指導では、個々の図形の概念形成の上に、他の図形との比較といった、観点を変

えた図形の見方を培う指導が低学年から工夫されていかなくてはならない。また、作図の指導にお

いても、単に、作図の技能を伸ばすといったことではなく、図形の概念をより明確にするというね

らいで指導の工夫をしていくことが大切である。

②数量関係について

3年の「乗法に関して成り立つ‘性質の理解」、4年の「伴って変わる二つの数量の関係を式に表

す」が目立って悪い結果となっている。指導にあたっては、表などを使ってきまりを見つける学習

とともに、そのきまりを式に表す経験や活用する具体的な場面を与えることが大切である。また、

変化の規則性を調べる際、「変わるものは何か」「変わらないものは何か」という見方を常にさせ

ることも大切である。

2．数と計算における操作活動につし､て（資料委員会）江・東川小鈴木正考（他）

1．資料作成のねらい

算数・数学の概念や原理は、本来抽象的なものである。したがって、児童がその概念や原理を身

につけさせる過程では、半具体物を操作したり、図解したりする必要がある。このような操作活動

を通さなければ、確かな理解をさせることは困難である。

しかし、このことは、必ずしも全児童を対象に画一的な操作活動をさせることを意味するもので

はない。むしろ、個に応じた操作活動の取り入れ方が原則ではなかろうか。端的に言えば、児童が

その良さや必要性を感じない場での操作活動は、有用ではないということである。

算数・数学は絶えず抽象化・一般化を目指している。従って、概念や原理を身につける過程では

その必要性はあるが、いつまでもその段階にとどまっていてはならないのである。操作活動を乗り

越えて、より抽象化、一般化された概念や原理までに高める必要がある。そのためには、教師は操

作活動をさせながらも、そこから脱却させる適切な機会をとらえるよう配慮する必要がある。

2．研究の項目

1年100までの数。2年数の構成に着目した加法3年大きな数

4年かけ算、わり算のまじった式。5年わり算と分数（具体的展開については紀要に載せて

ある。）6年かけられる数と積の大きさくらべ

戸

今

☆なお、当日は上記のほかに「パソコンを利用した算数科の指導」の発表（武蔵野市・井之頭小

岡田裕先生）があった。そして、指導と講評は、前都算研会長堀山欽哉先生からいただ､いた。
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＜授業研究＞

58.11.1（火）

6年題材

調布市立北ノ台小学校

反比例と比例 授業者小松信也教諭

1．反比例の関係より、比例の関係へ展開した理由

教科書では、比例から反比例へと展開しているが、次のような仮設を立て、反比例の関係より

導入を図り、比例の関係へと展開した。

①既有の経験より、伴ってかわる二量の関係を考えださせたところ、累加的に判断できる関係

が多くでてきた。しかし、反比例、比例の関係を調べるのに多く用いられている。長方形の面

積と辺の関係に着目した児童の反応をみると、面積が一定の場合の、縦と横の関係に気づいた

児童のほうが多くでた。面積と辺の関係を用いて導入する場合、反比例の関係より展開するほ

うが、より興味・関心を覚えると判断できる。

②比例の関係は、循環論法的な場面処理が多く、思考が形式的になる可能性が大きい。

③反比例の関係は、二量の積が一定となるために、関係の式が理解しやすく、事象がとらえや

すい。

④反比例の関係は決して比例の関係の逆ではない。逆という意識を取り除くためにも、伝統的

に比例から入る弊害を防ぐことができる。

2．本時のねらい

伴ってかわる二つの量の関係から、既習の反比例の関係でなく、一方が2倍、3倍･･･になるに

つれて、もう一方も2倍、3倍となる関係もあることを調べさせ、理解させたい。

3．本時の流れ

課題把握

雲／1、書

縦の数値を児童自ら設定する

ことで、問題にやや抵抗感を

与え既習事項を用いようとす

る、関心・態度を持たせる。

追究する。表で調べる…今式を立てる…今グラフを作る一反比例の関係とちがい、一方

↓↓↓→が2倍、3倍になると、もう

まとめる関係が調べやすい。y=k×X,直線になる一一方も2倍、3倍となる。

☆ご指導とお話（元都算研会長 金児賢治先生）

・比例教材の位置づけ～乗除法のまとめ、関数の導入（入り口）、変量意識を身につけさせて日

常事象を数理的に判断する手立て。・比例指導とは～伴ってかわる二つの量の関係は、常に係

数が入ることで対応の関係が決まるということを意識させ、児童が何に目を向けていけばよいか

ということを明確にしてやる。何が指導のねらいかを指導者も明らかにし、数学的な考え方を育

てていくものである。反比例との関連について～比例は1次関数であり、反比例は分数関数で

ある。性格がちがうということから、どちらが先に指導されても問題はない。しかし、展開例が

少ないことより、今後、研究していく余地は大きい。

－4－
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＜授業研究＞

58.11.8（火）

4年題材

豊島区立雑司谷小学校

授業者土田禎子教諭式の利用

1．ねらい

□を用いて立式をし、□にあたる数を求める活動を通して、加法・減法の相互関係の理解を

深める。

2．題材について

児童はこれまでに、加法と減法、乗法と除法、加法と乗法、減法と除法の相互関係、加法減

法に関して、結合・交換の法則を学んできている。ここではさらに、乗法・除法に関して分配

法則が成り立つことを理解させ、加法と減法、乗法と除法の相互関係をまとめて一般的にとら

えさせ、式の見方・考え方をよりいっそう深めることをねらっている。

3．指導の実際

（1）問題「まことさんは色紙を3Oまい持っていました。妹が何まいか持って行きました。数えて

みたら12まいしか残っていませんでした。妹は何まい持って行ったのでしょう｡｣を読む。

（2）立式し図に表して解く。

① ②③

F両

再
三

〆

。30－口=1230－□=1230－□=12

口=30-12(20名)[1=30-12(2名)0=30+12(1名）

30－□=1230－□=1 2

□=12+30(2名)0=30+12(2名）

"+12=30

□＝30-12（1名）

（3）問題文の文脈通りの式や図はどれか話し合う。

（4）ひき算の形で立式し、ひき算で求答する場合があることを知る。たし算と、ひき算の関係を

まとめる。

4．こ､指導とお話（目黒区立菅刈小学校長二階直隆先生）

式指導の意味は、①より簡潔に表せる。②思考を反省し他に知らせる。③進んだ考え方処理

ができることである。また式指導では、①式を立てる。②式を読む。③式を利用し思考を進め

ることができるようにすることが大切である。低学年から、操作活動を重要視し、具体的事実

ことばや図、式、どれにでも表せるようにしておくことが必要である。4年生で□や△を使う

意味は、実際の数から離脱して形式的に操作できるようになることにある。本時の指導は、逆

思考の問題を□を使って立式、加減法の相互関係をもとにして順思考の問題としてとらえるこ

とである。図を書かせていたが、立式のための図か、説明のための図か、どちらかをはっきり

させる必要があったと思う。

今
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昭和58年度．＜各区市・研究活動の概要＞

☆大田区……研究テーマ..…．（基礎的な内容を理解させ、すすんで課題に取り組む意欲を育てる

算数指導）

l研究の重点（1）基礎的な内容の理解を深め、定着をはかるために、各学年の指導内容と系統

‘性を明確にし、指導法を工夫する。①教材の内容を見きわめ、精選して授業のむだをなくす。

②教具の開発をはかり、操作や作業をとり入れて内容の理解を深め、定着をはかる。③遊び

やゲームの場を設定するなど、学習の意欲を高めるような指導法を工夫する。

（2）算数の学習を児童にとって魅力あるものにし、すすんで課題に取り組もうとする意欲を育成

する。①児童の実態を把握し、主体的に取り組むような課題の設定を工夫する。②与えられ

た条件や既習事項を生かして、自ら解決していくプロセスを重視する。③いろいろな見方、考

え方を身につけて、数学的な考え方を伸ばす。

2．活動内容（1）研究授業の実践と研究協議①かけ算の指導（3年）（2位数）×（1位

数）の乗法の筆算形式による計算の原理とその手順を、既習のたし算やお金のモデルを使って、

創り出していく授業の研究。②円と正多角形（5年）正多角形の概念とその弁別を、図形の

共通性に着目して類別するとともに、用語の用いられ方を類推していく授業の研究③かけ算

の指導（2年）2×6＋5×6を（2＋5）×6とみ、7×6とまとめていく。2の段と5の

段の九九を用いて、7の段の九九を創り出す授業の研究。（2）都研究員の発表と区算数研究紀要

の作成研究テーマに取り組んで3年め、今年は研究成果の総まとめをしていく。

☆江戸ﾉII区……研究テーマ……（楽しい授業をめざして－望ましい課題の与え方一）

1．研究テーマについて

楽しい授業とは、課題を追求する中に楽しさがあることと考えるが「望ましい課題の与え方」

という時の望ましいとは、どのような条件をそなえていることかということについてまず考察し

た。その結果、適度の難しさと、児童にとっての必要感をそなえていることであると考えた。

児童の側から見れば、どうにかして解き明かしたい、解かねばならないという必要感と、取り

組んでみたら、そう簡単には解けない難しさのある課題である。

今年度は、このような観点に立って、どう児童に課題を与えるかを研究していくことにした。

2．研究の方法と経過について

研究組織は、授業グループと実態調査グループに分かれている。実態調査グループは、都算研

の調査問題を実施した各学校の結果を集計して、つまずきの傾向と原因の考察をして、後の指導

に役立てるよう努めている。この研究テーマについては、授業研究グループが中心となり、3回

の授業研究会を通して、テーマの具現化に努めた。

各回の度に4～5回の授業検討会をもって研究を深め、特に夏休みには、2つの組織が合同で

宿泊研修会をもって双方の中身を充実させるための研さんに努めた。

3回の授業研究会は、下記のように行った。

(1)7月6日6年「比例」下小岩小学校教諭志賀とし子

（2）9月9日5年「四角形と三角形の面積」小松川小学校教諭実川栄一

（3 ）1 1月24日4年「直方体と立方 体 」 平 井 小 学 校 教 諭 戸 倉 務

－6－
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☆板橋区……研究テーマ……（一人ひとりに基礎的・基本的な事項をしっかり身につけさせる

指導）

新学習指導要領の算数科のねらいの達成をめざし、本年度は上記研究テーマにしぼって研究を

深めてきた。その活動は次の5項目にまとめられる。

（1）授業研究（2）月例研究会（3）情報提供活動（4）講演会（5）その他

1．授業研究

上記研究テーマのもと、全学年1回の授業研究を実施した。4月初めの研究計画にもとづき、

指導案を各学年研究部会で作成し、更に月例研究会で検討を加えた。第1回研究会は10月20日、

2年「三角形と四角形」、3年「わり算」、6年「場合の数」、第2回研究会は1月19日、1年

「100までの数」、4年「直方体と立方体」、5年「円と正多角形」を実施した。いずれも研究

テーマをふまえた授業が展開され、講師の助言で内容を深め、有意義な研究会であった。

2月例研究会

毎月1回開催。各学年の指導上の問題点の解明、部算研学力テストの分析・考察に取り組んで

きた。学力テストの分析・考察は板橋区教育会で誌上発表をした。その他として､､前記のよう

に指導案を検討し、授業研究に協力した。

3その他

「情報提供活動」では毎月、各学年ごと指導資料を配布している。「講演会」は11月大島富明

先生、2月大木正大校長先生を講師にご講演をいただいた。

☆町田市……研究テーマ……（量の概念を育てる指導）

量の概念は、子どもの日常生活の中で自然と身につくものと考えられ、概念形成を意識した指導

は、あまりなされてこなかった。そのため、子どもは量を感覚的にとらえていることが多く、概念

があいまいであったり、混同していることがあったりした。また、測定の意味が十分に理解されな

いままに、測定具の使い方や目もりの読み方・単位の換算などが、”量と測定”領域の主な学習内

容となることが多かった。

そこで、このことを反省して、今年度は、具体的な物の持つ色・形・質・大きさ（長さ・広さ・

かさ）・重さなどの属‘性のうち、測定可能なものを抽出させ、それを比べることで量を意識させた

り、量を他の物に置きかえて大きさを知ることを通して測定の意味を理解させたりすることから、

量の概念を育てることをねらいとした。

研究を進めるにあたっては、ことばとして教えるのではなく、具体的な操作活動を通して、量を

身近かに体験させ、概念を少しずつ確かなものにしていくよう留意した。

この1年間研究してきたことは、面積の素地指導、特に、単位導入までの指導のあり方である。

2年生では、色紙をしきつめて大きさを比べること（間接比較）を経験させ、4年生では、陣とり

ケームの結果から、大きさを読みとる方法（個別単位）を考えさせる授業研究を行った。また、2

年生の第1時では、子ども自身に広さをつくらせ、それに色をぬったり、手でなぞらせたりさせて

広さを閉じた線の中身としてとらえさせ、長さと広さのちがいを明らかにする指導を試みた。

このような、量そのものを意識させていくような指導を、これからも考えていきたいと思ってい

る。
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－各部・委員 会年間活動状況一

都算研の部は、庶務、会計の二部が事務局に位置づけられ、他に、研究・編集・調査の三部を設

け、それぞれ、都算研としての活動を進めています。

研究部は、授業研究・発表・研究の三委員会。編集部は、会報・紀要の二委員会。

調査部は、実態調査・資料の二委員会をもち具体的な活動を展開しています。

また、委員会とは別に、多摩地区委員会を設けて、多摩地区に内容のある活動ができるように委

員が努力しています。

本年度の各部・委員会の年間活動状況は、下記の通りです。

－授業研究委員会一区部、市部それぞれ2回、授業を通しての研究会を行った。

区部の授業研究依頼は容易だが、市部の選定に困難を感じている。

参加者の少ないことが残念である。

－研究委員会一区部で1回、市部で2回の講演会を行った。

講師の先生に申訳けないほどの参加者で、残念である。

－発表委員会一9月に、都教育会館で実施した、懇親会を兼ねた形で例年通り行った。

先年度に実施した「実態調査結果の集計と考察について」・「資料委員

会のレポート」を中心に、都内の先進研究者の個人発表も加えて行った

が、盛会であった。

－会報委員会一年2回の発行（64号。65号）に活動した。

－紀要委員会一紀要 第1 9集 の編 集・ 発行する。

昭和59年5月25日（昭和59年度・総会）に配布を予定している。

－実態調査委員会一前年度末に実施した「図形」、「数量関係の一部」の集計とその結果の

考察を行い、報告書を作成した。

昭和58年度の実態調査「数と計算」に関する調査問題を作成し、印刷、

各区市研究部長宛に送付した。調査後の報告は、4月中旬までとした。

－資料委員会一「量と測定」に関する指導資料の作成、特に、操作活動を取り入れた指

導について、小冊子にまとめ報告する。

o上記の他に、各部、各種委員会は、目下、年間の諸整理・次年度計画立案につとめています。

☆ 庶 務 部

1．昭和59年度総会

例年通り、5月下旬に予定しています。

詳細は、4月～5月の役員会、理事会、常任理事会で

検討し、後日連絡します。

2．日本数学教育研究大会第66回総会、全国数学教育研究

（福井）大会く於福井市＞

例年通り、8月2日～4日に、予定されています。

都算研各支部、会員の積極的な参加をお願いします。

3．関プロ松本大会は、10月12日～13日です。
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☆あとがき

未年度も皆様のご協力により都

算研の各行事も予定通り終わり、

会報64，65号の発行もできまし

た。心からお礼申し上げます。

来年度も都算研に対しご支援と

ご協力をお願いいたします。

なお、各区市、各校の研究が、

ますます発展されますよう心から

願っております。

へ

へ


