
1988－7

第74号

会長二階直隆

前会長入子柿三光ﾉliの後をうけて、昭1163年度会災の大任を机うことになりました。I椛代会長が、

この部算研のために尽くし、築いてこられたすばらしい業絞を想起しますと、自llの非ﾉﾉさにおそ

れを抱いてお')ますが、,V,1J会憂をはじめ、役員、柑任恥事の方々の御協力をいただきながら、この

大役を果たしていきたいと思いますので、よろしくお|紬いIfし上げます。

昨年12月の教育課稗審議会符申にも示されておりますように、いまや、一層「I1ら学ぶ意欲と社

会の変化に主体的に対応できる能力の育成」を亜祝していかなければならないときになっておりま

す。

前回昭和51年の教課群の教育課程の基準の改善のねらいにも、自ら考え、正しく判|折できる児童

生徒の育成の軍祝が示されました。算数科の改葬の』,§本方針では、基礎・基本の正視と数学的な考

え方の能力・態度の育成が強i淵され、それを受けて、今11まで実践されてきているところです。そ

の後、昭¥D58年に、これらを強化・補充する形で、'I'央教育課程審議会の教育内容等小委典会から

学習意欲と意志の形成、学科の仕方の習得、生き方の探求を柱とする「自己教育力の育成」が報告

されました。今11まで、各機関、学校等では、教科や髄城、その他の活動等で、それぞれ努ﾉ」し、

成果をあげてきております。しかし、この激しい社会変化の中で、学校集団等をはなれて、ll'l2接に

社会とのかかわりを持つときなど、児童・生徒の行動の実態として、社会性にかかわる人間関係や、

総合的な自B判I折に基づく決定力や行動等問題点もあるようです。

今回の教育課程の基準の改善の中で、算数科の基本方針として、論理的な思考ﾉJ・ll'l.槻ﾉJの育成

と思考過程の砿視、基本的・基礎的事項の定着と十分な涌川、算数を意欲的に学習する態度の育成

等が示されております。これは、単なる分析的・機械的思考でなく、総合的な思考力、怠欲にかか

わるものが一瞬爪祝されてきていること、従来、実践的に取り糸Ⅱんできている「数学的な考え方を

伸ばす指導の充実と発展」に他ならないものと考えられます。

本年度は、教育課秘の基準の改善に応じて、学課指導要領告示の年でもあります。郡算研としま

しても、上述のように設定した研究主題のもとに、研究部、調査部、編集部の活動を展開し、各区

市の連携を図りながら、算数指導の再吟味をし、指導力向上のために一層の努力をすることを通し

て、児童がこの社会に存在感をもって力強く生きていく力を培っていきたいと思います。

皆さんの積極的な御助言や御協力をお願い申し上げる次第です。
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退任にあたつ て
前会長入子祐三

東京都算数教育研究会の会長として一年間勤めさせていただき誠に有難うございました。副会長

さん方をはじめ、役員・術任理事・理事・会員各位のご支援・協力によりまして、職務を終えるこ

とができました。心より感謝申しあげます。

去る、定例総会におきまして、二階先生を新会長に、強力な役員が選mされて、バトンタッチで

き大へん嬉しく思っているところです。会員の皆さま方の倍旧のご支援をおl瓢いする次第です。

臨教審の答申や教育課程審議会の改善のねらいを受けて、指導要領の改訂作業が着々と進められ

て、本年末には改訂案が示されると聞いています。指導内容の学年移動にともなって指導のあ')よ

うも変えて行く必要もあろうかと思います。特に、佃に応じた指導法、自己教育ﾉﾉ育成の指導法、

数理的にとらえたり筋道をたてて考える力の指導法、など、算数料の改善対応が求められているよ

うに思います。どうか、都算研の研究組織をフル回転させて、より充実した研究栖動を進めていた

だくようにお願いする次第です。

去る、総会で都算研の顧問にご推せんいただきましたので、機会をみながら現場の先生方と勉強

を続け、微力ですが、応援して行きたいと思っております。永い間お-世話になった都算研にご恩が

えしをしたいと考えています。最後になりましたが都算研の益々の充実・発展を祈念申しあげ退任

の挨拶といたします。

〔昭和63年度研究主題〕

数学的な考え方をのばす指導の充実と発展

研 究 部 長 石 塚 健 治

へ
』

都算研の本年度の研究主題は、上記のように「数学的な考え方をのばす指導の充実と発展」とな

りました。本会の各委員会も、この研究主題の意図するところをふまえて、研究活動を進める計画

をしています。各地区、各学校は、すでに研究をスタートさせているところですが、共通するとこ一

ろ本年度の研究主題に帰結するものと思われます。是非、本年度の研究主題の意味をふまえて、日

常の算数教育の実践が進められるよう期待してお')ます。

21世紀の教育改革の視点をもとに、教育課程の基準の改善のねらいもIﾘ1らかになっています。や

がて、具体的な方向や内容も示されます。このような時期に、ここ30年来強調されている「数学的

な考え方」は、一段と重要性をましてきます。

低学年の指導の充実と共に、それを土台にして中学年での取り組み、さらに高学年での自ら学ぶ

子への発展では、各学年段階で、児童の積極的・能動的な姿勢が極めて重要となります。

教師の指導、援助を前提に、新しい課題や問題ならびに内容を児童自らが見,'hし、自らの力で解

決するところには「数学的な考え方をのばす指導の充実と発展」が、必然的に行わなければならな

くなります。化l性を重視し、個別化に配慮した問題解決における課題や問題、ならびに内容の設定、

取り組み方､教育機器の活用等は、従来以上に実践研究によるところが多大となります。各位のご理

解とご協力を切にお願いいたします。
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〔昭和63年度都算研総会終わる〕

5月26FIWliMlﾒ:守屋教育会館において、昭fD63年度都算研総会が行われ、来賓・I剛川・祥jiの

諸先生をはじめ、多数の会典が集まりました。

総会は、Il,'{|ll(i2年度のlj>'業及び決算報告などﾉK認し、次いで、IIｲｲｲ[163年度のwmﾘf会災に、二階

直隆校長(I黙区立ll.本木小4:'校）が選ばれ、新役典、'I'f'Sii汁p川及び予算も決定しました。

このように63年度の郁算研柵勅は第一歩を踏み;l',しましたので、会員各位のご協ﾉJをおl弧いいた

します。

総会終T後、茨城大学教授平岡忠先生から「数学的な考えﾉﾉをfpばす指導の允災と発展」と

越して講演をいただきました。誰淡要旨をよく読んで11々の算数指導に生かしてほしいと思います。

昭和63年度東京都算数教育研究会役員
一

11'M区立五本木小学校

xw:iえ立磯川小学校

港区立商輪台小学校

町|||市立鶴川二小学校

lll川|谷区立船橋小学校

練,潟区立豊玉二小学校

荒川区立第五瑞光小学校

iVi川区立ll-Ml'小学校

'Ullh区立大lﾘl小学校

北区立滝野川三小学校

板楠K立寓士兇台小学校

抑A1ｳ区立北原小学校

k¥U区立蓮沼小学校

渋呑区立神宮前小学校

台東区立精華小学校

保谷ill住吉小学校

｜｜黒|><立束Ill小学校

港区立'41金小学校

練馬区立豊玉東小学校

板橘区立板橋二小学校

lil'l川区立中延小学校

堪川区立両国小学:校

練,馬区立練馬三小学校

｜｜黒区立不動小学校

mn市立忠生七小学校

束久閉米市立二小学校

八王子市立枇川小学校

二階ll'l.降

上l泉慨リ）

Ill畑爽

佐藤背作

柳瀬修

長谷川順義

岸｜Ⅱ栄一

Ⅱ野械三

小松栄

mHI定雄

金 本 韓

藤牧m巾

原ffl'll

橋本打川

石塚雌治

楠本蒋之助

八木義弘

明石準一

五十島統一

森本喜代論

本多孝一郎

松野武リ）

平Ill棚穂

筒井安雄

渡辺信夫

斉藤隆平

永関蝶
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数学的な考え方を伸ばす指導の充実と発展

中
』し、茨城大学教授平岡

1．数学的な考え方とその重要性

I'供進に激学的な考え方を育てることが、算数科のII的である。その解釈は人により多様である

が、Ⅱ(iftm、43年の指導要領のⅡ標によると、数学的な考えﾉﾉと処mの1tﾉﾉを合わせた衣呪になっ

ていた。その後、処i'V.の仕方が有かれてきたが、それは、数鱗",'的な考えﾉﾉの']'に、処理の仕ﾉﾉも含

めて考えるようになったからである。

その砿要性を考えると、昭f1122年の新制度の教育は、戦FlUの教育|ﾉ1存をダウンさせた。その後、

次第に学ﾉJを上げたいという気連が尚まってきた。学力の|n|I'、そして、科'72技術の振興も言われ

るようになり、助liilll本が発展していくためには、Ill]造性が人Kとなった。その(il).世性を数学的な

考え〃に託して表現していると考えればよい。

'¥'lｳ雌三光ﾉ|fは｢算数・散学にふさわしい創造的tffliJができることが数学的な考えﾉ｣と表現され

ている。教科としての学科祇動で効果があがるような創造的な祇動を、数判ftなどえ方ととらえら

れている。赤摂也先412は｢算数・数学などの学問を創り、それをさらに発展させていくもとになる

miﾉJ」を数学的な考えﾉﾉと言われている。それは数学的な考え方は、よりよいものを求めていく

tf仙判|新の態度も含めていくということである。さらに、赤光/tによると、このlj噸j力は、数学の

|ﾉ1にもあれば、外にもあると言われている。発展とは、未知のものを解決する、不"]能だったもの

を'[能にするなどで、数《､j::の外の:,:,題を解決させることが数学を発展させる場介もあるということ

である。その場合、mﾉﾉﾉjという*に、態度がかかわっている。Ⅲ腿,，甑i誰をもっている、合Plill'.jに

5．えていく、など、態度に関わることが数学の流れを作る。この態度的なことをきちんとしないと

数‘;::的な杉-えﾉ3は伸びない。

刺造的なffittのｷ､t徴を浮かび|をがらせるように指導することが人11である。ギルフォード(J.

P.Guilford)が次のように創造的な活刺jの要素をとらえている。・流Wl;(fluency)あることに対し

て)又応が沢Illでてくるということ。・柔軟性(flexibility)連った兇かたで兄られるということ。

・独'''性(originality)まねをしないということ。などが火リノとしている。例えば8を(1+7)、
（3＋5）、（4＋4）と兄ていくのが流暢性で、観,r',(を変えて(2×4)、(10-2)と兄ていくのが

柔!肱'|ﾉ'1である。

教育裸ｲ!器縦会の二悉IIの柱に「ilら学ぶ意欲とキI.会の変化にi自体的に対ﾙ6する能ﾉJを愛う」と

あるが、これは、学校教育は生涯教育の基礎を養う場と兄て、その恭本は,W,考ﾉj、n析ﾉJ、表現力

としている。とりわけ、新たな発想を牛み(I'lすもとになるものとして、諭理的なin,考ﾉJ、想像ﾉJ、

ll'l.槻ﾉjを十分蛾わなくてはいけないとしている。数学的な必･え力に対して人により受け取り方が連

うため、ll'l按、数学的な考え方という表現はないが、これがii:に、数学的な考えﾉ7を表しているの

である。

2．数学的な考え方を伸ばす指導

①基礎基本的事項を身につけていなくてはならない。無からは何も'|;じない。
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②自由な零m気になっていなくては創造性が伸びない。教師と児童、児童と児童のｲif蚊関係が人

事である。

この①、②を大前提として、

③課題の出し方の1火。ねらいに数学的な考え方が浮かび,'!',るような、多様な考えﾉﾉができるよ

うな、発展・一般化・統合ができるような課越の,'l',しﾉﾉ．をr.夫する。

(例）台形のllll枝をいろいろな考えﾉﾉで求めなさい。

、

ﾌノ（/~》
④観ﾉfをかえる兇かたを暗う°ImJ度の兇かたをさせ、アイディアを使う。指導展|＃lのIIでの発ill)

の正夫が人事である。

AOABを雌人の11il積にしたい。－→形が決まれば面積も決まる。→2変数A

Bでは比I肢できない。→Aをl.'.lたし、変数Bで考える。

am
今

B ④⑧

/3m、，ｲ,i枝を変えず、xをけずりりJ';こみをなくす。→ロロ⑧＋⑧('1))

ではとけないが、③＋⑧＋◎＝。＋◎とすると

－訓加_｣一寺…薪ぐ談…る。.V

⑤アイディアを'|《かす。アイディアをうまく使い、数学のよさ、美しさを分からせていく。対比

させてみて、よさを分からせたり、ゆすぶりをかけて、知らざることを知らせる。

（例）地位、位取りのアイディア

比例を仙っての測定、－紙’枚の砿さの測りﾉjなど、

現在の脂導は終い過ぎている。もっと泥くさいものを,'l'lすことにより、手際のよいものを'I:み111

すのは大変なことを分からせることも人事。コメニウス(J.A.Comenius)は素材から形式を急い

ではいけない。教育はlll'l木を育てる職人のように、リw納的に指導していくことが火‘lfであると言

っている。

⑥I'l力解決．比較検i洲の段階を大事にし、よりよいものを求めていく。自力解決、まず、il分の

力で挑戦してみるというIIiを性がないと。数学的な場･えﾉﾉは↑Ijlびない。よりよいものを求める練

りIげ（比i鮫検紺）の段階で、友から学ぶことにより、多様な兇かた、比較を'γ:んでいく。その

際敬｢nilに、繁iVしまとめていく指導技術が人iv･よしあしを|斬定せず、数判1'Jなよさをi認めてい

く。また、‐般'ﾉ'；のある解きﾉﾉ、発展性のある解きﾉﾉ･を爪祝していく。発展性のあるとは、簡潔

に、符〈、意味をまとめる（統合）などの場合もある。

⑦創る気持ち、発肢させる場を与える。問題づくりなどをさせる。また、1ill納・知似などを使っ

てやる場nilなどがある。§ijっていくプロセスにより、きまりをみつけることが多い。II的にﾙ6じ

て分類整理していく。そこには兄直しが働いている。

⑧自Billmil、I'lll教育ﾉJを育てるためにも必要である。

雌後に、教える光ﾉ';が数,1::的な考え方を待っていなくては、数学的な考え方は育てられない。

一
ｋ

(記録港・''1余小森文子）
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昭和63年度事業報告の概要

Ill聯研の糸Ⅱ縦は、唯務・会iilを1f務局として位;;'.:づけ、研究i趣力として、Ii叶究・編集・洲介の三

部を設けて橘刺しています。

研究Mbは、授業研究・発衣・研究の三委典会。剥Ⅱ喋商¥jは、会報・紀典の~:委典会。1淵術部は、'M

態I淵代・盗料の二委典会をもちmilを展IMIします。

○授業研究委員会委典1を楠本稗之助

授業研究会は年11"!をlilllll)し、K部・市部各21"!をr左する。

各Kiiiの算数研究部と巡絡を密にし、会場は過去の実施地|ﾒ:を考噛する。

11/8m多摩．j師『小11/24li'frjﾒ：

12/7mm12/11多I祭・I1群介小
一
Ｊ

○発表委員会姿ill之八木義弘

郁算研i叶究発炎会（倫郁対象）63．9．22(7fc)2:oo～4:3n

場）11東京1』flll会雌

発衣|ﾉ､j容1,111ｲ冊11(12年liw数《､;-'ﾉJ調介の結果と考・察

（2）「数とirtu」の仙城についての指導安料

（3）その他Killより2ﾉIｲI投弊災

く発炎会終1'後ii'I例の郁荊iiFfi冊究懇談会を1'･定しています｡＞

○研究 委員会姿仇氏’ﾘ1石準一

;ijW先発衣折の捺集と碓嚇

lfll(M年度II激教ｲｮ1.1入会(Pit)、｜兇lプロ大会(TiVi)の発衣渦･のり刈さと

惟麟。

(2)Iル油会

5／26（総会)9/11,凋布・多摩川小

ID]Aill区(f-Z)1/13八i子・第六小

一

○ 会報委員会委山災森本喜代論

（1）全級74号（8頁）63イド7）1発1』。

（2）会報75り．（8頁）64年2Ⅱ発行の予定。

lﾉ1容は、jIL本的にはlii]年度にin]じ、他に各地IKのi,yij状況・個人発表等を。

○紀要委員会姿LlJを本多孝一郎

紀典蛎24りの細集と発行OsKfiign。

Iflli!雌ﾉﾉ針は前号に準ずる。

事業活動の概要・Iiﾙ究柵動状況の紹介と報告・実態調査の結果と
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考察の報告・資料委曲会作成の指導資料・糸11識・規約等

○実態調 査委員会姿iiiと平川満穂

（1）前年度実施した「量と測定」「量と測定に関わる数学的な考え方｣の実態

洲行について集計・考察をｲfない、報告I'-;を作成する。各校にiii!布する。

8月関プロ(11数教静N)大会、及び9/22都算研研究発表会に発表。

（2）本年度の実態調査問題の作成と配布。m形」「M形に関わる数学的な考

え方｣）

○ 資料委員会委山を筒井安雄

「量とilHI定」の伽城についての指導資料の作成。

（1）研究主題「数学的な考え方をのばす指導の充実と発展」の主胃、及び都

算研実態調査の結果をふまえ、指導の効果をあげるための参考となる指導

資料の作成。

（2）8川典lプロ(II数教静岡)大会、及び9/22都算研研究発表会に発表。

◇本部(庶務部）

4／27役貝会、5／16役員会、理事・備任理事会、5／26都算研総会

6／13役典会、7／4役員会、区市研究部長会、9／6役員会

9／22研究発表会、発表会後懇親会、11/10役員会、1/23役員会、区市研究部長

会(八王子)、2／8役員会、3/10役員会、区市研究部長会

☆区市研究部長会を学期1回開催し、都算研の事業についての理解と協力を密にし、'情報交

換をしたり、講演を聞いたりして、各地区の研究活動の活性化に役立てる。

『屋〔各区市研究活動計画〕

☆中央区……研究テーマ「筋道を立てて考えることのできる子どもを育てる」

「I'lら考え、H1し〈判断する子の育成｣を基本理念として、本区では、ここ数年上記のテーマに取

り組んでいる。本年度は、このテーマを「既に分かっている事柄や方法を川いて、論理的に考えを

進める」と焦点化し、下記のような視点から研究を進めている。

I.兇通しを立てる……l川越を考える時、結果や方法について、およそこのようになりそうだと

W.Mしを立てることが大切である。既有の学力に結びつけ、児童自ら見通しを立てる。

2．多角的に考える……一つの考えで解決できたら、それで満足することなく、様々な面から

兇たり方法を考えさせたりすることが大切である。

3．統合を|叉lり、一般化する……いろいろな解決方法を分類整蝿して、共jmな考え方、大切な考

え方を見つけ,'l',したり、よりよい方法を検討したりする。

（斉藤忠弘）
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☆港区･･……研究テーマ「数学的な考え方を育てる指導」

サブテーマに「j'供の考えをﾉ|ﾐかした指導法の_|火」を掲げ授業研究を'I'心に{iff究を進めている。

．人ひとりのj'供たちか課浬に当nilした'畔､、どんな!粥理であるか.､‘どのような解決の過稗をたど

るか、このようなことを発表できる授業の展開を11桁している。

本ｲ|渡は、3lnlの授業Ii)f究会を実施する1参･定である。

。第一H7)]611T-元「単位並あたり」5イド

｡第二El10)]5H7)Jの授業研究後に、単元を設定。

。輔三lnl12)J7H部；imﾙ究授業として､｢パソコンを利Illした授業」をj気定。

各会とも'I'ilii]研究にﾉJを入れ、研究1趣に基づく数材分析、指導計画の検II､I等を充実させ、H々

の授業の改葬に役立つ研究を進めている。（萩1噸清治）

☆渋谷区……テーマ「数学的考え方を育てる指導法の研究」

〈研究の概要＞本区では数年前より、本テーマに辿るための研究を進めてきた。研究析仙の中心

は、年4～r>I"Iの研究授業である。授業に際しては、数|Ⅲ|のIv前検討会を砿ね、数学的考え方を

frtlばすために雌適の導入牒腿・素材を［火することにﾉJ点をIUいている。

〈本区の特色＞

，算数セット指導法委it会……本Ⅸでは新一年ﾉ|そに、算数セットの無料配ｲliを行っている。このセ

ットのｲj効h叶HI法．及び良し懇しのii,iMiiiiのII的で、セットを洲IIした授業研究会をlihi'iiし、一

般に公開・実施している。また、セット活川の手リ|きを作成・配布している。

、実態調査委典会……都算研の実態調術には、毎年、全校・令学級参加で取り糸Mんでいるが、独I'l

に区の実態を集計・分析し、その糸fl采を発表し、パンフにまとめ'配ｲllしている。

〔63年度研究発表校〕

10)120tl|II:II1S-北沢ひとI)ひと')のぢえ方を(Illばす指導

10)l21I1WIIKlj・要’''1進んで学びつづける児童の行成をめざして

10)12511北．桜Ill子どもを意欲的に活肋させるための指導法の工夫

llfl1H港.赤坂学科効果を尚める指導の［夫

11)18H北・i1剛j鳴川輔三iﾐ体的に学ぶ児1I(の育成をめざして

11)11011新宿・Tlj符｜壁1分の考えを持ち楽しく学科する算数指導

11)J15B51戸川・鎌lIl筋道を立てて杉える力を育てる指導法のr.扇夫

11H220if.束・束雲ノ'2きﾉkきと学科に取り組む地V(を育てる指導法の研究

11)12411板橘・板橋第三「向ら進んで課越を解決する子ども」を育成する指導法の研究

11)1290il'央・｜ﾘlイ『児童の主体的なh唖〃を促す指導法の工夫

12010T代'11・佐久iHl学制の基礎基本を定着させ、筋道を立てて脱Iﾘlするﾉjを伸ばす
指導法

12119n千代Ill．丸段自ら学ぼうとする児童を育てる指導法の1.夫

10240TL束・扇橋児童が意欲的に取り組む指導法の研究

1)]240I1黒・八雲i'lら考え進んで取り組む児i'l'の育成

1)]26ll大ⅡI-111I2尚ら懲欲的に!網坦に取りⅡむf-供を育てる

11127日荒川・第lJl1B蕪里筋道を立てて考える子どもを育てるための指導法の_工夫

1027日台東．済美一人一人の考えるﾉJを伸ばす指導の」昌夫
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