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平成元年度をふりかえって
副会長 富 田定雄

昨年末のルーマニア政情の急激な変化や東西ドイツをへだててきたベルリンの壁の徹去の報道、

そして、現在は、ソ連の政治的複数主義への移行へ世界中の眼がそそがれるなど、世界情勢の急変

は、激動の平成元年度と言われた年のしめくくりとなるかもしれません。

この年にあって、都算研は柳瀬会長のもと一糸乱れぬ組織力で活動を推進してまいりました。

会長が年度初めの方針に述べました、新教育課程への移行の初年度としてのあり方と、それに伴

う研究主題「数学的な考え方をのばす指導の充実と発展」を移行の趣旨をふまえてとらえ直すこと

の重要性の二つについて特に留意して研究がすすめられてきました。

特に、研究主題をとらえ直す視点として示された、社会の変化に主体的に対応できる子どもを育

てるための、自己教育力の育成へのかかわり合い、創造性や情報活用能力の開発とどうかかわって

いくべきか等は、研究を始めたこの一年間をふりかえったときには端緒とも言えます。

21世紀を主体的に生きる人間育成を大きなねらいとした今回改訂の趣旨の具現を図るためにも、

都算研は総力をあげて、この命題に継続して取り組んでいかなければならないと思います。

さいわいなことに、私達には、来年40周年をむかえようとする諸先輩各位の築かれたすばらしい

研究実績という耕やされた豊かな土壌があります。

この豊かな都算研という土壌をより豊かにするために、平成元年度も、各部・各委員会で活発に

研究活動をすすめてきましたが、いくつかの問題点が出てきました。

その一つとして、都算研への都小教研からの会費、補助金枠が約151万円、この額はここ数年間

は増額されていません。そのため､より豊かにということで､活動内容を広げようとすると予算枠と

いう問題にぶつか')、その上、消費税がらみで全般的に物価上昇という悪条件の中で対応せざるを

得ませんでした。そこで、各活動内容の見直しと共に、活動内容の精選をとおして、質の充実を図

るように努力してきたことです。冊子のページ数の減はあっても、質の低下を防ぐ努力、また研究

活動の質の低下も絶対にしない内部努力を重ねてきた成果でした。

つぎは、前述のねらい達成の活動の一環として、授業をとおしたり講演会をとおして、今日的課

題の究明にあたるために、すばらしい講師、授業者をお招きしているので、もっと多くの会員が参

加することによって、現場実践への研究の輪を広げる必要性を痛感しています。

苦しい予算枠の中で、最大の効果があがるようにご尽力された各部・各委員および関係の方々に

お札を申しあげますと共に、都算研の進展のために、側面からご助言やご協力を頂きました顧問・

客員の先生方にも厚くお札申し上げます。
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情報化と算数教育

台東区立精華小学校長石塚健治

「これからの社会の変化とそれに伴う児童の生活や意識の変容に配慮しつつ、生涯学習の基礎を培

うという観点に立ち、21世紀を目指し社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を図るりを

基本方針とした新学習指導要領の実施が始まった。算数科では改善の観点の第一に「情報化などの

社会の進展に適切に対応できるようにすることである凶がとりあげられている。

高度情報化時代にある現代とそれがますます発達する時代である。このような時期に情報化とい

う観点で、情報の理解・情報の選択・情報の処理・それを基に新しく情報を創造するなどの能力の

育成は、算数そのものといっても過言ではない。四則計算において、5＋3＝8で考察してみる。

情報5と情報3との処理を行い新しい情報8を創り出すということができる。この場合に、情報

の5や3が自然数あるいは整数であれば、その理解が必要である。それによって「＋」という演算

処理が行うことができる。その結果、新しい情報8が得られると見ることができる。

このように考えると、数と計算のみならず算数の各領域においても、情報に対しての理解･選択・

処理・創造などに無理なく関連づけられる。小学校段階であれば、情報に関して簡単な見方．考え

の素地が養えれば、情報に対して必要な能力の育成の目標が達成できると考える。教育機器に'慣れ

親しむという面でも大切で､ある。

終わりに、今までお世話になったことに感謝を申しあげると共に、都算研のますますの充実．発

展さらに国際化にも対応もできることを祈念する次第である。

へ
』

都算数研究会の発展を願って

練馬区立豊玉東小学校長五十島統一

今年は、副会長という役目で何回か都算研主催の講演会・授業研究会で挨拶をさせていただきま

した。どの会も熱心な先生がたの参会を得てよろこんでいますが、参会の方々の数ということにな

ると、今ひとつ物足りなさを感じざるをえませんでした。愚痴めいたことになりますが、これらの

会を開催するにあたっての担当部長の努力や講師の先生がたのご高配に思いをいたすと、多くの参一

加者の獲得が必要と痛感いたしました。

さて、私が都算研に関心を持ちはじめたのは昭和の:;(i年後半のころからです。先輩の指導を仰ぐ

ために、算数指導の喜びを知るために積極的に参加いたしました。

世田谷区の経堂小で根本力雄会長先生から激励のことばをいただき、感激したのを今でも忘れら

れません。また、練馬区という算数研究の盛んな地区に所を得て、金子賢二先生、堀山欣哉先生、

小林森先生、入子祐三先生など歴代会長の方々からご指導を受けることができたのも幸運でした。

時代の変化が加速されて教育の現場では教科の研究に力点をおいて、一教科重点主義をとること

は困難になってきています。このことは、個性重視の教育が進展すればなお濃厚となると思います。

しかし、どんな研究にとっても師に恵まれ、教えを得ることができるのは幸せなことです。同行

の志を得ることは強力な味方を得ることです。これを与えてくれるのが都算研であると断言できま

す。現場の研究が多様化していく中で算数研究を生涯のものとされる先生がたが益々輩出されるこ

とを願ってやみません。
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〔各部・委員会・年間活動状況〕

都算研では、事務局に庶務部と会計部を置き、他に研究部、編集部、調査部を設けて活動を進め

ています。研究部は、授業研究委員会、発表委員会、研究委員会に分かれています。編集部には、

会報委員会と紀要委員会、調査部には、実態調査委員会と資料委員会があり、それぞれ具体的な活

動を行っています。

この三部七委員会とは別に、多摩地区委員会を置き、広い多摩地区でまとまった活動がしやすい

ように委員長を中心に努力しています。

本年度の各委員会の年間活動状況は、次の通りです。

－授業研究委員会一授業研究会を区部、市部それぞれ2回行いました。関係区市算数部、授業者

のご努力で、各授業とも質が高く、協議も充実したものでした。

しかし、参加者が少なく、多くの会員の研究・研修をねらいとしているだけ

に、もの足りない感じはいなめませんでした。多数の参加を期待します。

－研究委員会一講演会を区部で1回、市部で2回、計3回行いました。講師の各先生から新

しい算数教育のあり方について、示唆に富んだご指導をいただきました。ここ

でも、参加者の少ないことが惜しまれました。

－発表委員会一9月22日、東京青山会館で発表会を行い、104名の参加をえました。実態調

査委員会の「図形」に関する実態調査の結果と考察、資料委員会の｢量と測定」

の指導資料、及び、会員から「2位数の理解を深める指導」「すい体の体積の

求め方の指導」の発表がありました。最後に前会長二階直隆先生から指導、講

評があり、有益な会となり､ました。

－会報委員会一会報76号、77号を発行しました。

－紀要委員会一紀要第25集の編集を行い、平成2年5月下旬（平成2年度都算研総会）まで

に発行、配付する予定です。

－実態調査委員会一昭和63年度に実施した実態調査「図形」「図形にかかわる数学的な考え方」

の集計と考察を行いました。それを報告書にまとめ、各区市に配付して、各校

の指導に役立てていただきました。

また、今年度は「数と計算」の領域について問題を作成し、12月に調査依頼

3月に回収の予定になっています。

－資料委員会一「量と測定」領域の実態調査の結果を分析し、問題点を検討して、研究主題

に迫るための指導案を、実践授業を通して作成しました。作成した指導資料を

紀要にのせるとともに、関プロ大会、都算研研究発表会で発表しました。

※本年度は区市研究部長会を、船橋小（7月）、東久留米二小（10月）、新宿教育センター（3

月）で行い、各区市の算数研究を活発にするための情報交換を行いました。その都度、講師の先

生に、新しい算数教育のあり方についてご指導をいただき、これからの活動の参考にもなりまし

た。
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〔研究講演会〕（要旨）

第1回「新しい算数の創造」 玉川大学講師前都算研会長二階直隆先生

1．教育課程の改善一社会背景や社会が求める人間像の変化によって改められてきた。現在、自己

充実感をもって生きられる人間、生涯学習にはげむ人間、問題解決能力のある人間が求められて

おり、それゆえ、自律心を養うことが大事とされている。自律心を形成するのは思考力（数学的

考え方)であり、その要点は、‘情報化に対応し、論理的処理ができることである。そのねらいは、

⑦見直しをもって筋道が立てられる。④基本的な事項の理解ができる。⑥数理的なもののよさが

わかる。その内容は、②およその大きさをとらえる。④適切な見積もりができるようにする。＠

式に表し式が読める。その方法は、⑥問題解決能力を高める。②操作活軌思考実験を大事にす

る。②個に応じた学習をする。

2．今後の算数指導のあり方一①基礎基本の充実｡概念を形成するために､適切な範例を経験させる

ことが大事である｡②問題解決学習､操作活動や思考実験ができるようにII寺間を与える。③算数の

よさがわかる。④個に応じた学習、意欲的な学習態度を育てる。(10月12日・江戸川平井小）

第2回「社会の進展に対応する新しい算数教育の実践」東京学芸大学助教授伊藤説朗先生

1．社会の進展をふまえた算数教育を考える視点として、1.変わらない基礎・基本がある。2.

変えていかなければならないものがある。

2．新しい問題解決能力を育てていくために、問題解決の方法として、きまりを見つける。結論の

理由を考える、推量してそれを実|環に確かめるを指導する。内容として、既習の知識をもとに新

しい知識を組織化していく、新しい問題を作っていく力をつけることのできるものを考える。目

標としては、少しの知識をもとにして、広く、多くの問題を解決できるようにすること。また、

そのような場を設定していくことが大切である。

3．これからの計算指導においては、およその大きさを判断できる力、簡単な数を暗算する力をつ

けていく。また、複雑な計算に対しては、電卓、パソコンを操作する基本的な技能を育てること、

そして、計算のアルゴリズム化を教えていく必要がある。

4．帰納の考えと発想の考えを育てるように、たとえば、三角形の内角の和が一定から、多角形で

も確かめてみよう。さらに推測して問題解決に取り組もうのように､子どもの直観力を大切にする

指導を進めていく。結論をもとに､なぜそう言えるのかを考えさせる。（10月30日・東久留米二小）

第3回「多様な思考過程を生み出す算数教育の実践」 茨城大学教授平岡忠先生

1．算数教育の目標①日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考える能力を育て②数理

的な処理のよさを分からせ③進んで生活に生かそうとする態度を育てる。「よさ」とは、便利

さ・メリット・価値・有効性・重要性を意味する。

2．多様な思考過程とは、創造性や新たな発想を生み出すものである。ギルフォードによれば､｢創

造性」とは、流暢性や独自性等を要因として持つとされる。

3．多様な思考過程を生み出す指導をするためには、①明るい雰州気の学級経営、②基礎．基本を

身に付けさせる③算数を創る気持ちを味あわせる④学習課題を工夫する⑤十分によく考え

させるようにする⑥比較・検討を十分にさせる⑦算数のよさをわからせる等が前提になる。

4．実践例かけ算九九の実践例・分数の大小に関する実践例等（1月17日．府中市民会館）

へ
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〔都算研・研究発表会〕○平成元年9月22日（金）○於東京青山会館○参加者104名

1．昭和63年度算数学力実態調査の結果と考察(実態調査委員会）杉並．井荻小宮山延敬

昭和61年度より、各領域における理解・技能面だけでなく、､数学的な考え方".についても調査を

行ってきている。本年度は「図形」の領域で調査を行った。集計の結果から誤答傾向を探りその問

題点や対策について、各学年の特に数学的な考え方の問題について発表した。（一年略）

2年見通しを持って、念頭操作し、もとの図形を考えることができる。

3年円の性質と二等辺三角形の性質を組み合わせた筋道立てた考えで作図ができる。

4年見通しを持って、図形を構成し筋道立てて作図することができる。

5年三角形の合同条件を利用して、四角形の合同条件をさがすという発展的な考え方ができる。

6年点対称の性質を生かし、多様な模様作りができる。

低学年における問題把握のさせ方、評価基準の許容範囲、調査問題の検討が今後の課題である。

2．「量と測定」の調査結果から見た資料作成(資料委員会）目黒・緑ヶ丘小喜多輝顕

（1）発表内容6年生の「比例」を中心に行う

（2）問題点の分析問題場面を把握し、どの条件が分かれば解決できるのか見通しを立て必要な

条件を選びだせないために、問題文から「重さ」と「面積」の二つの関係を捉えられなかった。

（3）指導の手だて①解決する条件、与えられた条件を明確にし、二つの条件をどう関連づけ

れば解決できるかを見通し、解決に必要な条件を自ら作り出せるような指導をくむ。②比例

の関係を使ってできるだけ多様な方法で解決していけるようにし、1つの式で解決するよさに

もふれる。③不定形の面積、建て物の高さなど、測定しにくいものについて、二つの量の比

例関係に着目することによって解決できることのよさに気づかせる学習経験を多く持たせる。

3．2位数の理解を深める指導(簡単な3位数に触れて）中野・桃丘小関本淳

新学習指導要領に、簡単な3位数に触れ、2位数についての理解を確実にするよう配慮すること

が示されている。簡単な3位数を、①100，200、……②110,120,……③120位までの数等種々

捉えることができるが、本研究では、③の120位までの数を取り扱うことが2位数の理解を確実にす

るというねらいにそうという立場をとることにした。

120前後のおはじきを児童一人一人に数えさせ、100までの数で学習した十進位取りの原理につい

ての理解を深めさせていった。つまり、10本ずつ数えることを通して、10が10で100と新しい単位

になることを理解させ、数える対象にあった数の集合を作ることができるようにさせていった。ま

た、本研究では、記数法には触れないで、命数法までの指導が妥当であると考えた。

4．「すい体の体積の求め方」の指導目黒・東山小田中みさ子

すい体の体積の第1時は、四角すいから入り、①実験・実測を通して帰納的に導く②角柱との比

較により体積を求める③実験結果を一般化し、更に計算により体積を確かめる。の3点を指導のポ

イントとして実践授業を試みた。

四角すいの体積を求めるために、同底・等高の四角柱をえがき、そこから考えを引き出そうとし

ていた児童が意外と多かった。四角柱に対する割合を光と予想した児童が半数近くいたが、入った

水･砂･粘土などの比較．あふれた水のかさの比較・変形・分割など様々 な実験により光であること

を導き出した。最後に、四角柱の体積を計算で求め、その路が、調べた四角すいのかさと同じにな

ることを確かめた。児童に納得と驚き・感動を与えることができた。
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〔授業研究〕

第1回授業研究会元．6．23(金）小金井市立第二小学校

授業者森川みや子

1 ．題材2年 長さくらべ

2．ねらい

長さの加法性を理解させ、長さのたし算を使ってブックカバーの設計図を作ることができる。

3 ．展開

ブックカバーを作るには、本にある長さ－厚さ・縦・横の長さを調べなければならないこと

に気づかせ、全体の大きさ（長さ）は、加法で求められることを発見させる。

4．協議

○長さの加法の必然性を、ブックカバーの製作という面から導き出していて興味深かった。

○教師からの用意が少し、多すぎたのではないか。途中まで用意しておいて、あとは子どもに試

みさせるといったことを、大胆にやってみてはどうでしょうか。

5．講評

○指導案に、緑表紙教科書という記述があるので、戦前のお茶の水女高師付属小学校訓導岩下

吉衛氏の本を紹介する。

○指導要領が変わるが、内容的に変わることと変わらないことの研究が必要である。

○グループ活動、各自の作業・発表と盛りだくさんであったが、焦点をしぼった授業も面白い。

第2回授業 研究会1．10．11(水）保谷市立東小学校

授業者渡遷努

1.題材4 年 面 積

2．ねらい

任意の単位を使って、面積を比べることができる。

3．教材の工夫

基本となる単位を意識させ、意欲的に取り組ませるため、ケームによって作り出した形の「広

さ比べ」をさせる展開とした。

4．展開

（課題）グループで一番広く陣地を取ったのは誰でしょう。比べる方法を考えましょう。

○陣取りケームをする。→○広さを比べる方法を考える。（周りの長さを測る、というグルー

プが多かった。コンパスで同じ大きさの円をかいてうめていくという考えも出た｡）

→○グループ°ごとに発表し、意見を交換する。

5．協議と講評

○本時のケームのやり方では、周りの長さにこだわりがち。初発の発想をどうもたせるか、ケ

ームの方法（面積の学習では、しきつめることが大切）を工夫すべきである。

○ムダなくムリなくムラなく、くり返しと積み重ねを重視して、指導していくことが大切であ

る。

－6－
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第 3 回 授 業研究会1．11．30(木）北区立滝野川第七小学校

授業者中田頁由美

1．題材6年資料の調べかた

2．ねらい

平均が同じ値の2つの資料の特徴を比べる時、2つの資料のちがい（散らばり方のちがい）を

いろいろな方法で工夫して表し、そのちがいに気づくことができる。

3．指導の工夫

○統計的態度の育成のために、①調査の目的を明確にした。②統計的な考え方の過程をおさえた。

○発見的・創造的に学習をすすめていくために間題解決型の学習をすすめた。

○主体的に取り組ませるために、①場面設定を工夫②直観力を重視③自由な考え方を尊重した。

4．展開

（課題）滝七小の6の2と0小の6の2の男子のソフトボール投げの記録から、その違いが、

よくわかる表し方を考えましょう。また、表したものからどう違うかも考えましょう。

5 ．協議

○教材についての分析が詳しく行われ、指導案、資料が充実していた。

○児童に考える時間を十分与えたことから、多様な考え方が出て、大変良かった。

○本時の課題について、児童自身に具体的な目標を持たせる。このままでは分かりにくい。－→

表を工夫したり、グラフに表したりしてみる。－→その結果、散らばりがはっきりみえてくる。

というように、学習過程を大事にしてやることが大切である。

《
Ｌ
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第4回授業 研究会1．12．6 (水）新宿灰立戸塚第一小学校

授業者福島責美江

1．題材1年100までのかず

2．ねらい100までの数について具体物で数え、10ずつまとめて数える良さに気付く。

3．指導の工夫

○課題の数値は、まとまりにする必然性を考え、第1時では多少困難であるが50とした。

○教具は、学級会で使ったことのあるストローにした。転がったり、滑ったりするということで

まとまりを作ることに着目するのではないかと考えた。又、台紙の工夫も試みた。

○導入でフラッシュカード、おはじきを使って数の合成分解を意識させるようにした。

4．展開

（課題）袋の中にストローは、何本入っているでしょう。

（何本入っているか予想してみる。あとで見て数が分かるような数え方を指示する。1本ず

つ、5本ずつ、10本ずつの数え方について説明する。かたまりにする良さを各自発表する｡）

5．協議

○学習課題の数値は児童の実態に合わせるものであるので本時は妥当であった。

○フラッシュカードの活用は大変よい。フラッシュカードで学習することにより、数を柔軟に見

ること②数を多面的に見ることなどが自然に身につくものでありナンバーセンスがよくなる。

○子どもの論理を大切にすること又､「よさ」は､感得させるものであるので体験学習が大切である。

一

旬
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〔都・教育開発委員会算数部会の提言〕

「算数を意欲的に学習する態度や能力を育てる指導の工夫」の研究主題を、「数理的な処理のよ

さ」という視点から追求し、よさの追求過程に応じて、指導の手だてを工夫している。

よさの追求過程を「誘発」「追求」「体得」「活用」ととらえ、よさを体得させる指導の手だて

の工夫として、それぞれの過程において、問題、発問、助言、自力解決、個への対応、相互評価、

比較検討、思考過程のまとめ、日常生活との関連等の工夫を、実践例を挙げて提言している。

（2．2．8(洞於世・船橋小）

第72回日数教愛媛大会開催要項

I研究主題21世紀にはばたく子らのための算数・数学教育

一新教育課程の実践を目指して－

II日程平成2年8月4日(士)～8月6日（月）講習会

8月6日（月）日数教理事会・代議員会・中国四国県代表者会議

8月7日㈹開会式・記念講演・アトラクション・分科会

8月8日㈱分科会・総合部会・部会総会

8月9日附シンポジウム・日数教総会・閉会式

m会場（予定）

開会式・記念講演・アトラクション･･…………………･愛媛県県民文化会館メインホール

幼稚園・小学校部会……………………･………･…･……松山市立道後中学校

中学校部会………………………･･……･…………………松山市立東中学校

高等学校部会………･･……………･………………………愛媛県立松l｣｣東高等学校

高専・大学部会……………………………………………愛媛大学

シンポジウム・総会・閉会式･…………………．．………愛媛県県民文化会館サブホール

Ⅳ大会準備委員会事務局

略称日数教愛媛大会事務局

所在地〒790松山市持田町1－5－22

愛媛大学教育学部附属中学校数学研究室（TELO899-41-2384）

《
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戸巳

〔全国大会ならびに関プロ大会の今後の開催予定地〕

平成2年

愛媛

3年

岩手

4年

神奈川

5年

近畿

6年

北陸・東海

7年

東京<全国大会＞

<関プロ大会＞東京山梨神 奈川長野栃木 茨城
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