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都算研に思う

副会長北嶋正信

都算研の創立3咽年記念行事が昭和55年11月に、東京都青山会館で盛大、かつ成功裡に終わった

ことが、つい少し前のように思い出されます。30年と申しますが、生まれた子供も30才の大人にな

っているわけです。この間、都算研の発展に対して先輩各位のご尽力に深く感謝を申し上げる次第

です。30年の歴史が、未来への大発展につながるものと確信いたします。

私も今春3月に勇退いたしますが、長い間都算研にお世話になりました。その意味で過去の1こ

まを申し上げ、今後の都算研の進み方に問題を提起したいと思います。

古い話しですが、昭和3畔10月第2代目理事長（当時は副理事長）菊池武雄先生が校長として

私の奉職する学校に赴任してまいりました。当時、私は30才で算数主任でした。この頃は校長の異

動は10月に行なわれました。しばらくしてから、校長によばれ、来春4月から「都算研の理事長に

なると思うので君の力をかりたい」とのことでした。「わかりました」との会話をしました。

当時の都算研は組織が今のように全都的ではなく23区に限られていました。ですから庶務と会計

は表面上はわかれていましたが、私が両方の仕事をやっておりました。当時会費は1校につき､200

円でした。今は大体区市の方で1校1000円を出しているようですが､当時は学校で工夫して出して

いただきました。それを区でまとめて理事長校で集金する仕組で半年以上もかかりました。区によ

っては1校100円で我慢して欲しいとのこともありました。

案内状を出す場合も区で一括、交換で出してもらう方法と個人あてに出す場合がありました。今

思うと、もう故人になられた方もおられます。80才近くになられ、今なお元気でおられる方もおり

ます。年に1回の発表会後の懇親会にご出席いただくことでおわかりと思います。

先輩各位の残された歴史のますます発展を願ってやみません。今後は都算研に対する愛情と連帯

の気持ちをどうもりあげたらよいでしょうか。特に多摩地区に対してもう一歩の盛り上がりを考え

なければと思う。次に日数教の下部組織として甘んじていることはないか？都算研が中心となっ

て近県によびかけ研究大会の開催を考えていくぐらいの気持ちをもってもいいのではないか。実践

を通すことによって、やる気のある若い教師がだんだん育っていくのではないでしょうか。これら

のことを通して都算研がますます発展していくものと確信します。

東京都算数教育研究会



算数指導における基礎・基本の重視と数学白勺な考え方の育成

＜講演要旨＞

文部省教科調査官清水静海先生

(59.10.19於豊烏区立目白小）

1．テーーマにっL､て

算数科における基礎・基本といわれるものは、計算技能だけでもなければ、知識や理解にかかわ

ることだけでもない。算数科の評価の観点である数学的な考え方や関心態度、いずれも基礎・基本

となる内容である。それらは個々にあるのではなく、密接につながっている。

よく基礎と基本を区別した方がよいのか、区別できないかという議論がされるが、なかなか区別

し難い。しかし将来においては是非区別していきたい｡その場合、その概念規定にとらわれるのではな

く、日々の算数指導の至近な問題として考えてみたときに、基礎・基本とよばれるものにはどんな

内容があるかを分析し、分類・整理していくようにしたい。

数学的な考え方の育成ということは、算数・数学に使われているいろいろな概念やきまり、アイ

ディアといったものを駆使して思考を進めていくことができるようにすることである。これについ

ても数学的な考えとは何ぞやとか類型化することにあまりこだわらずに、問題解決の際に類型化さ

れたそれぞれがどのように使われ、どんな重要な働きをするのかを明らかにして、整理し積み上げ

ていくことが、数学的な考え方を育成する際の目のつけどころである。

従って、これからの研究課題はそれぞれが何だということだけにとらわれずに、そのことを見通

しながら、日々の子どもたちの動きとか、先生方のご苦労を解決していくための目のつけどころを

明らかにしていくことであろう。

2．文部省達成度調査の結果から

研究の1つの手がかりとして、文部省の達成度調査の結果をもとに算数指導の視点あるいは方向

ということについて考えてみたい。

全体的にはも1，2年の達成状況は良いが、4年と5年があまり良くない。特に4年の図形、5

年の量と測定の領域が悪い。また、計算技能は良いが、考え方の観点からの達成状況が非常に悪い。

このことから、せっかく身につけた計算力が活用できるように、考え方の指導に力を入れなければ

ならない。また、見通しをもって対応したり、処理するといった基本的な姿勢も身についていない。

これでは自分の出した結果が正しいかどうか判断ができない。是非指導したいものだ。もう1つは

既習のことが生かせるように、問題を単純な形に分解していくことができるようにしたいというこ

とだ。与えられた条件からどんなことができるかという問題の分析のしかたや、この問題を処理す

るにはどんなことがわかればよいかなど、これらがうまく結びついて初めて問題解決ができる。つ

まり子どもがもっている技能がうまく使いこなせるような指導が重要であり、それが基礎・基本を

重視した指導ということになる。

また、数学的な考え方というといろいろな考え方のタイプがあげられるが、基本におかなければ

ならないことは、どの程度子どもたちの思考力が育成できるかということだ。与えられたことから

どんなことができるか。この問題を処理するのにあとどんなことがわかればよいかということを子

ども自身が考えられるようにしたい。
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3．基礎・基本の重視につし､て

1つの例として、九九表を考えると、2年で習ったものの中に、あとで学習することのどの辺ま

で読みこめるか、あるいはあとの学習でどのように活用できるかということをし、「この辺までで

きる」ということになれば、「この辺までできること」の基礎になる訳である。するとそれが十分

補いきれないものがいくつか残る。それをもいっしょにまとめるには例えば記数法の原理とか、位

取りの原理、あるいは計算のきまりなどが必要である。つまり新しいものを生み出したり、新しい

ものを既習のものと結びつけていくときの働き、もう少しましな考えをして、きまりに目をつけて、

それが活用できるように、きまりを拡張していくという考え方ができるようにしていくと、理解も

確実となる。難かしい形式的なことを忘れてもここから出発すればわかるという安心感を子どもに

与えて欲しい。これが基礎・基本というものを明らかにしていくときに大事なことであり、それを重

視した指導をしていくときに強調すべきことではないかと考える。
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4．数学的な考え方の育成

数学的な考えを考えていくときに目をつけたいのは、1つは子どもたち人間の教育であるので、

人間が物を考えるといったときに重要な働きをする思考一般についての過程である。2つめは、考

え方を指導するといっても材料がないと指導はできない。算数・数学の内容を通してその指導をす

るので、算数らしさ数学らしさというものがでてくる。そこに目をつけたい。

数学的な考え方の指導とは、数学の内容とか数学的な技能を考えるのではない。活用できること

使えることに帰着させたり、結びつけていくという営みは教師がしなければ個々の子どもは気が

つかない。既に知っていることの中に新しいものを結びつけて、理解を深めていくという立場で考

えていきたい。従って必ずしも先だけを見ていくのではなく、前を見直して先へ進んでいくという

2つの価値を追求していく活動になると思う。

私たちは、子ども達に多様な考えを要求する。では、その責任において適切な対応をしなければ

ならない。子ども一人一人が自分でその価値を追求し対応できるようにしたい。それが最後のゴー

ルである。つまり、考え方を身につけた子どもであり、考え方が育冒成された状態である。

この指導で大切なことは、先生方の発問であり、援助である。子どもが難関につき当たったときに

どう考えたらよいかの示唆である。

また、新しいものを生み出していくということは、直感的なものから練り上げて筋の通った論理

的なものにしていくということである。このような論理的に考えるということは大変なことである

が、そのことによって、これから目が開かれるんだということを是非指導していきたい。

このように新しいものを見直していくことに関心をもち、新しい問題を自分で見つけ、追求し続

ける子どもに育てあげたい。これが数学的な考え方を身につけた子どもの姿であると考えている。

（研究委員会委員高槻義一）

戸
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＜都算研・研究発表会＞

○昭和59年9月20日（木）東京都教育会館で開催し発表の概要である。

1．昭和58年度算数学力実態調査の結果と考察（学力調査委員会）

文・柳町小高橋ユミ子先生（他）

「数と計算」の領域及び「数量関係」の領域の一部（特に式の意味）について、基礎的、基本的

な事項に重点をおいて調査し、習得の実態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58年度研究紀要を参照してください。

①数概念の理解について

過去の調査結果と比べ大きな違いは見られないが、問題によっては、若干正答率が低くなってい

るものもある。整数、小数、分数それぞれの数の見方の指導を、観点を変えて、いろいろな角度か

ら数を見直させる指導の工夫が必要であろう。

②計算の原理と技能の定着について

正答率は過去と大差はないが、4年の⑥⑩の問題の正答率から、計算の原理はよくわからなくて

も、計算して答えは求められる児童が多いことがうかがえる。真に数学的な考えを身につけるため

にも、更に計算の原理を児童にしっかり理解させる指導の工夫が必要だと考える。

③式の意味について

今回の調査では、初めて、この内容に関する問題を全学年を通して調査した。正答率は、あまり

よくはない。加法、減法、乗法、除法の計算の意味を児童によく理解させるために、式の意味をも

う一度問題に照らし合わせ、よみかえる指導が必要ではないかと考える。

2操作活動につし､て（量と測定）一（資料委員会）

港・麻布小栄健先生

（1）資料作成のねらい

①量に対する感覚を養い、量の概念の基礎を強力にするよう操作活動の工夫を図る。

量と測定の内容は、他教科、他領域とのつながりが深く、生活とも密接に結びついているが、

算数科の中では、この領域に関する教材は作業（操作活動）を多く伴い、思考の面が表面から

後退するような傾向をもっている。うまく指導できにくい大きな理由として、無目的にただ量の

測定の訓練に力が注がれていることがあげられる。量の概念や原理の理解と操作活動について発

達段階をふまえ、具体的な指導の手だて、方法などを工夫することが大切である。

②測定の意味、意義の理解をもとに、測定の方法を工夫し、測定の能力を伸ばすよう、操作活

動の工夫を図る。

操作活動は低学年に限らず、操作そのものが指導の内容でもある。興味を喚起しながら知識や

技能の習得を図る教材でもある。また、抽象的な思考の源泉になる活動ともいえる。こうした操

作活動を省略することは、かえって測定の意味の理解や技能の定着をおくらせ、身につかない結

果ともなる。そのためには、ゆとりと充実のある展開が大切であり、一人一人に、きめ細く、体

験を豊かにする指導が工夫されなければならない。

（2）研究の項目･･…･1年ひろさ2年かさ3年重さ

4年長方形・正方形の面積5年面積6年縮図の利用
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3．単位量当たりの考え

多摩市・北諏訪小紺野美夫先生

こみぐあい、速さ等の量は「こんでいる」「すいている」「速い」「おそい」というように、具

体的な状況を見ると、感覚的にとらえているにすぎず、「量」にはなっていない。これらの状況を

5年生の子どもたちに量としてとらえさせることになる。ところがこれらは、既習の量のとらえ方

では数値化できないという点で新しい量といえる。

①平均の考え方が根底にある。

こみぐあいの場合で考えるならば、1"f当たり～本という単位量当たりの大きさは、事象全体の

現にあるがままの、どこかの1㎡当たり～本というのではなく、事象全体を均等分布させて考える

ことによってとらえられた量である。現実にはバラつきがあり、大小様々の形をしているものを、

均等分布しているものと考え、また均一のものとみなすことによって、単位量当たりの大きさで事

象全体の様子をとらえるのである。

②量の表し方が2つある。

これまで学習してきた量は、単位となる基準量で測り、その数の大きい方が長い、重い、広い、

大きいとしてきた。ところが、こみぐあい、速さ等の量は、単位とする量の決め方によって、2つ

の表し方ができるが、答えの見方は逆になる。「こみぐあい」なら面積と本数、「速さ」なら時間

と距離、そのどちらの単位量当たりの大きさでも表すことができるのである。

4．主体的な学習をめざした指導法の解明一問題解決の場面の観察を通して

新・落合第六小山本昭博先生

主体的な学習が成立するためには、子供が学習の中で、＜課題をつかむ、自由な思考をする、か

かわりを持つ＞の体験をすることが必要ではないかと考えた。

そこで、子供が、算数の問題を解決していく様子をつかむために、VTRによる個別学習場面の

観察（被験児は第6学年の3名の子供）と、一斉授業での学習場面の観察（抽出児は前記の3名）

をした。そして、前述の3つの視点から考察し、主体的な学習のための指導法の手掛かりをつかも

うとした。

観察の結果、子供の課題の持ち方や思考の内容には差異があった。各自がとらえた課題を自ら変

更することはもちろんのこと、第三者がその課題を変更させることは容易ではなかった。さらに、

子供力特つた課題はその子供なりに必燃性があった。取り組みの過程で、その子供なりにやりがい

を見つけていった。また、解決に直接的に働かないように見えた子供の活動も、その子供を生き生

きとさせ、学習に有効に働いているように思われた。

このような子供の思考の特性を押さえ、学習の様子をふまえて、＜子供に課題をつかませ、子供

が自由に思考できるような配慮を講じ、問題、友達、教師にかかわりを持たせる＞ような指導の手

だ､てを工夫することが必要になる。

★なお、当日の12．3．4．の研究発表に対して、指導と講評は、前都算研会長、多田羅弘

先生から、具体的な事例を受けて適切で、しかも有意義な話をしていただきました。

都算研の研究実践、研究の活動がますますさかんになることを期待しているという温かい励ま

しのことばをいただき、今後の都算研の発展を期待すると述べられました。
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昭和59年度く各区・市研究活動概要＞

☆目黒区……研究テーマ……（基礎的・基本的な事項を身につけさせる指導の工夫）

1．研究の重点

（1）基礎的・基本的な内容の理解を深め、実際授業をとおして、指導法の工夫を図る°

（2）学習に意欲的に取り組み、充実感を持たせるよう、課題設定、操作的な活動を工夫する。

2．活動内容

（1）基礎・基本と教材の見方の研究オリエンテーションとして、具体的な教材に即して概念

形成のあり方と実際指導上の留意点について部長の話を聞き、研究協議を行う。

（2）関心・態度を育てる指導法の研修横浜国大片桐重男教授を招き、基礎・基本とのかか

わりで、関心・態度を育てる指導のあり方について講演会を開き、意欲的な算数学習への取り

組み、成就感を持たせ発展的に事象を考察していく指導法について研修する。

（3）研究授業による研究と協議①「100までの数」(1年)10のまとまりを作って、全体を

数えやすくする数学的な処理の仕方を2位数の位取りの理解へとスムーズに移行する授業研究。

②「あまりのあるわり算」（3年）具体的操作をとおして、あまりのあるわり算の意味とその

答えの求め方、表し方を理解させる授業の研究。③「ちらばりの調べ方」（6年）粘土の

玉づくりの操作とできぐあいのよしあしを調べるという課題の工夫によって、散布度に着目す

る必要性を理解させる授業の研究④｢割合」（5年）についての理解を深める授業研究。

（4）研究発表とまとめ本年度の研究内容と問題点をまとめ、教育会研究発表分科会で発表。

☆北区……研究テーマ……学習の動機づけを強力にするための算数指導

本年は、研究部を「研究部」「広報部」「調査部」の三つに分けた。それぞれに、副部長一名、

運営委員若干名が所属した。広報部は、研究会の案内、内容、教材研究（実践事例も）等精力畝に

活動した。調査部は、都算研の実態調査の実施、集計、分析等を実施し、児童の実態を明らかにし

た。また、研究部は、テーマの決定。その留意点を示し、授業研究を企画実施した。

★テーマと授業研究について

児童が、興味・関心をもって意欲的に学習するには動機づけが大切である。

なお、この実践にあたっては、次の点に留意した。

○．児童一人一人の実態を把握しておく（子どもの数学的な考え方の実態）

o適切な教材を工夫する（生活にもとずき、数学的に価値ある問題）

・適度な障害をもつ・学習事項の本質をおさえる・生活に密着する

○学 習事項の本質をおさえた問題○児童が自己評価できる問題

なお、授業を行うにあたって、事前に細かな打ち合わせをし、指導案の検討会を開いて、テーマ

との関連．課題、指導法等について研究を深めた。12月までの授業研究は下記の通りである。

6月28日5年「パリンドロームのひみつ」滝野川第四小学校教諭深見真一

10月25日6年「場合の数」桜田小学校教諭橋爪伊佐雄

－6－
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☆八王子市…研究テーマ…＜数学的考え方を育てる指導法の工夫＞

このテーマで57年度から続いており、当初、あまりにも広域にわたりすぎて研究を深めることがで

きないのではないかと危倶する意見もあったが、なにせ60校150名以上の部員を抱える八王子小教

研算数部としてはテーマをせばめ過ぎると何かと支障をきたしそうな感があり、このテーマに決定

した。

今年度になって算数部の組織化も進み始め、ある程度の研究の深まりもあって、Ⅲ児童と創り出
､ ● ● ■

す算数授業をめざして〃というサブテーマを設けることができた。しかし、これも創り出すという

言葉1つを取り上げてみても広く深いようで大変だった。

公開授業研究として、これまでに6月帆2年大きな数〃10月m2年かけざんの導入〃i:

月Ⅲ4年2つのかわる量〃の三つを実施した。これらの授業でサブテーマに関連したことの主調

は字数に限りがあり、ここでは詳しく述べられないのでまとめると下記のようである。

児童の、自主性主体性の尊重，既習事項，発達段階などを勘案して学習過程や学習形態に組み入

れていって教え込みや注入のみの授業にならないように留意し、児童を自ら考え判断し実行でき

その上に創造性がある人間をめざして育てていきたいということである。

今後1月、5年割合〃2月の研究員発表会で更に具体的に話が進められてサブテーマに対

する改善点や来年度の課題が話し合われ、牛歩のような歩みではあるが進展していくだろうと信じ

楽しみにしている。

I■F1■q■■q■ロ■q■■’■q■q■ロ■q■ｰ■■q■ｰ‐■■q■U■q■ﾛ■Ⅱ■■q■q■■■■■■■■■■q■ﾛ■'■ﾛ■ﾛ■吟酋■q■■■■q■■q■■q■,■q■ﾛ■q■ﾛ■ﾛ■ﾛ■■.■.．■Ⅱ．■毎．．.．Ⅱ．．q，q，ﾛ．．..Q，ﾛ．□．”ﾛ．、ロ．.．■．．.．Ⅱ．。■．、早．ﾛ．....句..

◎都算研・各区市算数研究部長会の報告（要旨）

1．7月10日（火）於豊島区日出小

①都算研事業活動の理解を得て、協力を左記のような願いから、各区市研究部長会を

お願いしたい。開催しました。 約 2 0 地 区 か ら の お 集 り で し た 。

②都算研と区市算研の連携を密にしたい。「都算研の会費を納めていないが、都算研の会

③都算研に対する要望や意見を聞きたい。員になれるのか」と言った素朴な疑問も出され

④区市算数研究部の活動状況報告、情報交有意義な会がもてました。

換をしたい。学期に1回一各 区市研究部長会を開催すること

⑤日数教事務局からの連絡文書の送付とそを申し合せて会を終わりました。

の処理についてお願い。

2．11月29日（木）於新宿区教育センター

第2回目は、集りやすい場所でと考え、新ただきました。

宿区教育センターをお借りして開催しました。情報交換では、各区算数部の活動状況の報告

残念ながら、市部の部長さん方は、どなたもをいただきました。

おみえいただけませんでした。各部長さん方が、区算数部の運営にご苦心さ

区部の15人程の部長さん方の出席でしたが、れている様子を伺うことができました。

大へんいい会をもつことが出来ました。隣接区が互いに連絡しあって行くと、もっと

都算研の各委員会が当面している課題を報よい会がもてるのではないか、といった意見を

告し協力の要請が行なわれました。各部長さお聞きすることができました。この会を続けて

ん方には、連携を十分にとる旨のお約束をぃ軌道にのせたいという意見もいただきました。
－7－
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－各部・委員会 年間活動状況一

都算研は、庶務部、会計部の二部が事務局に位置づけられていますb他に、研究・編集・調査の三

部を設け、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。

一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。

授業研究者の依頼は、過去の実施地区を考慮して交渉し決定した。

参加者を多くするため、協力区市を指定し、該当区市研究部長に協力を

要請した。その結果、例年より多くの参加者が得られた。

－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。

先年度末に実施した「実態調査結果の集計と考察について」・「資料委

員会の指導事例レポート」を中心に、都内の先進研究者の個人発表も加

えて行った。盛会であった。

－研究委員会一区部で1回、市部で2回の講演会を行った。

開催区市に隣接している区市の協力で参加者も増加した。

－会報委員会一年、2回の会報発行（66号．67号）

－紀要委員会一紀要第2嵯の編集発行する。

昭和60年5月下旬の総会の際に配布する予定。

－実態調査委員会一前年度末に実施した「数と計算」「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。9月の都算研発表会で報告発表した。

昭和59年度の実態調査「量と測定」「数量関係の一部」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。

－資料委員会一数学的考え方の指導上の問題点を明確にし、指導の成果をあげるための

参考となる指導事例の作成をした。

☆

1．

2．

3．

庶務部から‘､､x,､x,ｴ､x,ｴ､x､x,顔w……､nxmn…､x、x,ｴ､ｴ､ｴ､ｴ､xmx,x,x､xmx,ハエ､x,x,ｴ､x,ﾕ、J、r垂､ｴ､xw、x,mx,x,x､薮､ｴ、ｴ…x,，

昭和60年度総会”，☆あとがき
例年通り、5月下旬に予定しています。本年度の皆様のご協力により都

詳細は､4月~5月の役員会理事会常任理事会で|｜算研の各行事も予定適り終わり、
検討し､後日連絡します｡i会報66.67号の発行もできました｡
日本数学教育研究大会第67会総会､全国数学教育研究i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

(奈良)大会‘月‘ロー‘日に予定されています｡｜蝿力をお願いいたします。
都算研各支部､会員の積極的な参加をお願いします。I なお、各区市、各校の研究が、

｜ますます充実発展されますこと関東都県数学教育研究大会宇都宮大会

11月8日～9日に予定されています。Iを心から願っております。
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