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算数教育の発展を願って

副会長松野武男

小学校の算数科は、子どもを大数学者に仕上げるものではない。ふつうの素質を持っているもの

なら、だれでもわかるようにすることである。しかし現実は、学年が進むと、友だちについていけ

なく、算数が嫌いだという子が多くなっていく。

この責任はだれにあるのか。その責任をとかく子どもの素質に求めがちであるが、これは素質の

問題ではなく、教育の責任ではないかと思う。囲碁・将棋・謡・踊りなどは素質に恵まれなくても、

本人は、それをすることが楽しくてしかたがないという、「下手の横好き」というのがある。学校

の教科でも、体育や図画・工作などは、上手ではないが好きだという子も多い。しかし、算数科だ

けは、どうも「下手の横好き」と言うことは通用しない。算数ができないのに算数が好きという子

にまだ出会ったことがない。算数の好きな子は、みんな良くでき、算数が良くできる子はたいてい

算数が好きである。つまり算数の学習は、まず算数を好きにしてやること、少なくとも、きらいに

させない努力や工夫はぜひ必要である。

ところで、小学校1年生のころは、算数がきらいだという子はほとんどいない。むしろ好きな子

が多い。その理由を考えてみると、

○内容が果物やお菓子などのように多い少ないの判断や、誰もが欲しいと思うものを公平に分配

するという生活に密着していて、子どもが解決したいと望んでいる問題だからではないだろう

か。

○また、結果がはっきりしていて、子ども自身もはっきり分かり、正確さの'快感が味わえるから

でもある。

○さらに、多少の遅れはあっても、みんなが分かるので、劣等感を感じるような雰囲気がない。

だいたいこんな理由から楽しいのだと思う。したがって、1年のはじめから算数嫌いの子を作る

先生は、よほど指導の下手な先生か、指導法の勉強を怠っている先生と言わなければならないが、

学年が進むにつれて算数ぎらいにすることなく、ますます算数好きにすることは、古くて新しい課

題である。特に算数を研究していると自負する先生方が難しいことを言わずに他の先生方にもよく

分かるように説明したり、実際に授業をしてみせて、算数の授業を楽しむようにする努力をすべき

である。

《
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東京都算数教育研究会
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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、広い多摩地区での活動が

しやすいように委員会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（区部は目黒、葛飾、市部は町田、東

村山）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となり、参加者は多くの感銘を受けました。来年度も同じ

ように4回計画をいたしておりますので、多数の参加を期待します。

一研究委員会一本年度は、講演会を区・市部とも1回ずつ計2回行いました。中島健三先生

から「数学的な考え方の育成と算数のよさの指導について」清水静海先生から

「新しい算数教育の創造と課題」という演題で、示唆に富んだご指導を頂きま
した。

－発表委員会一9月20日青山会館で、創立40周年記念研究発表会を行い、来賓始め137名の

参加を得ました。実態調査委員会から算数学力調査の結果と考察、資料作成委

員会の「図形」の指導資料、会員から「算数のよさ」の発表がありました。最

後に前会長・柳瀬修先生から新しい視点からの有益な指導・講評を頂きました。

一会報委員会一会報78号を7月に、79号を2月に発行いたしました。

一紀要委員会一都算研40周年記念の編集も含めて、第26集の編集を行い、平成3年5月下旬
までに発行、配布する予定です。

一実態調査委員会一平成元年度の実態調査「数と計算」「数と計算にかかわる数学的な考え方」

の集計と考察を行い、報告書にまとめ各区市に配布して、各校の指導に役立て
ていただきました。

今年度は、「量と測定」の領域について問題を作成し、2月に調査依頼をし

て、3月に回収の予定で委員会が進行しています。

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

ま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2回行いました。第1回は、目黒・宮前小（7月5日）、第2

回は板橋・板橋第一小(11月6日）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、講師の先生から、新しい算数指導のあり方についてのご指導を頂き、これ
からの活動の参考になりました。

なお、本年度は、都算研創立40周年式典(9月）、東京、学芸大学を会場に関プロ大会(11月）
が行われるなど、本部としても、充実した1年間でした。
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【都算研40周年記念行事】

平成2年9月20日、前日から台風19号が関東を通過するという大変気をもませる朝を迎えた。し

かし、都算研会員の熱意に驚いたのか、午後からは、雨もあがり、歴代会長始め多数の来賓各位、

会員諸氏の出席を得て、長谷川副会長の司会によって盛大に記念式典がとり行われた。続いて、研

究発表会、記念講演、祝賀会が行われた。特に、和田義信先生から算数教育の歴史を通してこれか

らの算数教育の有り方について示唆に富んだ講演を頂いた。くわしくは、紀要26集に掲載されるの

でぜひお読み頂きたい。参加者数……○記念式典・研究発表・講演137名○祝賀会126名

I創立40周年記念式典(14:00～14:30)司会長谷川順義(副会長）

L開会のことば松野 武 男 （ 副 会 長 ）

2．会長あいさつ 筒井安雄（会長）

3感謝状贈呈筒井安雄（会長）

歴代会長16代会長高橋栄殿17代会長柴田久夫殿

18代会長堀山欽哉殿19代会長多々羅弘殿

20代会長鈴木富二男殿21代会長小林寿殿

22代会長笹井昭二殿23代会長入子祐三殿

24代会長二階直隆殿25代会長柳瀬修殿

4．謝辞歴代会長代表殿

5．祝 辞東京都教育委員会教 育 長 坂 本 光 一 殿

日本数学教育学会会長茂木勇殿

6．閉会のこ とば 松野武男（副会長）

Ⅱ記念研究発表会(14:30～15:50)司会駒込連峰(発表委員会）

l算数学力調査の結果と考察実態調査委員会

2 「図形」領域についての指導資 料 資 料 作 成 委 員 会

3「算数のよさ」に関する研究世田谷区立船橋小学校

4講評前会長柳瀬修

Ⅲ記念講演(15:50～16:40)

演題「これまでの算数教育これからの算数教育」東京教育大学名誉教授和田義信先生

★祝賀会(17:00～19:00)司会楠本善之助（庶務部長）

1．開会のことば橋本 哲 朗 （ 副 会 長 ）

2 ．会長あいさつ筒 井 安 雄 （ 会 長 ）

3．来賓祝辞文部省初中局小学校教科調査官清水静海殿

〃都小学校長会副会長蓮池守一殿

都中学校数学教育研究会長永原正殿

4．来賓紹介筒井安雄

5．乾杯歴代会長代 表高島久光殿

6．懇談

7．閉会のことば橋本哲 朗 （ 副 会 長 ）
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【都算研40周年記念研究発表会】
○平成2年9月20日（木）○於東京青山会館○参加者137名

1．平成元年度算数学力実態調査の結果と考察（実態調査委員会）多摩．南落合小滝井章

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「数と計算」の領域で調査を行った。「数と計算」の領域における

数学的考え方の調査実施は2回目なので、前回の昭和61年度の問題を引き継ぎ調査した。（一部

修 正 ） ・

各学年の調査問題のうち一間に絞り、「ねらい」を明らかにした上で、前回との集計結果の比

較の上で分析・考察を加え、手だてを明らかにした。（一年の問題は略）ねらいは次の通りであ

る。

2年1つの数を多様に考える。

3年乗法に成り立つ性質を利用し、計算の原理を考える。
－

4年既習事項をもとにして、小数×整数の計算方法を考えた。

5年目的に合った見積もりを考えた。

6年小数の乗法の計算方法をもとにして、分数×分数の計算方法を考える。

今回は、知識、理解面の調査問題についても、正答率の低い問題に関して分析．考察を加え、

指導の手立てを明らかにし、併せて発表した。

2．「図形領域」の調査結果から見た資料作成（資料委員会）練馬．豊玉東小杉山直道

（1）発表内容3年生の「三角形」の指導を重点に行う。

（2）問題点の分析

①念頭で図形を構成する能力が育っていないこと。

②図形を考察する時の重要な観点として、辺の長さや角の大きさに着目する態度が十分身に

ついていないこと。

（3）指導の手だて

①低学年の時からの具体的な操作を重視すること～図形の操作に関する学習を、楽しさだけ

でおわらせず、操作の手順を振り返って考察する態度を身につけさせる必要がある。

②図形の構成要素に着目して平面図形を分類する能力を伸ばすこと～三角形を辺の長さや角

の大きさに着目させて分離させたり、三角形をもとに他の三角形や四角形を構成させ、その、
図形を観点を持って考察させることが大切である。

③具体物から念頭での操作の橋わたしの’つとして、フリーハンドでかく作業を入れること。

3．算数のよさを追求する子どもを育てる（研究発表）世田谷．船橋小

「最近の子どもたちは算数嫌いが増えている」といわれている。私たちは「子どもたちに学ぶ

意欲を持たせることが算数嫌いをなくす’つの対策になる。今学習している算数に、子どもたち

自身が自らの手で価値を見出せば、意欲的に学習するであろう。」と考えた。この“算数の価値”

“算数のよさ”ととらえて研究を進めている。しかし、“よさ”は他人に「よさでしよ」と言わ

れてわかるものではない。子ども自身が追求し「本当に便利だなあ」「なるほどなあ」と感動し

なければ“よさ”として子どもに残されていかないであろう。そこで実生活で算数の考え方を使

ってみたらこんなにも合理的に解決できたという経験や、算数の学習で‘こんな所にもあの考え

が使えた，と驚きを感じるような“よさを活用する”学習を、授業のなかに積極的に取り入れる

よう試みている。
発表者栗城'悦子・勝進亮次・中野幸子
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【研究講演会】（要旨）

第1回「数学的な考え方の育成と算数のよさの指導について」

東京学芸大名誉教授中島健三先生

1.歴史的な歩みをふり返る－昭和25年国定教科書廃止、単元学習が盛ん。昭和30年代、引き下

げた学力水準を元へ戻す。科学技術の進展に対応するよう時間をふやし、数量関係領域ができる。

昭和40年代、現代化が始まり、集合、関数、確率の新しい概念が入り、数学的考え方（式化する

までの考え、論理的推論、統合的発展的な考え方）の充実の方向で対応する。集合は、やがて消

えてしまう。現代は、日本が世界をリードしていることを頭において、それに応えていくことを

考えていく。

2．これからの課題一日本では、計算力は悪くない。アイデアや創造を楽しむことが大切である

こと、また、適切な発問、助言、感動するようなまとめをする指導が大切である。よさの指導は、

子どもに驚き、おもしろさをポイントにおく。整数のとき使えたから、小数、分数でも使えない

かのように、まとめたり、一般化していくことによって、子ども自身が価値感を持つことがよさ

を分からせる大切な点であるので「よさ」についての研究を深めてほしい。数学的な考えを見直

し、きまりをとらえるよさ、条件をはっきり考えるよさに気づかせることも大切である。課題を

とりあげるとき、何が課題かを明確にし、子どもが意欲的に学習ができるようにする。問題解決

のアイデアや手法を考えさせ、その考えを大事にしてやる。(11月6日板橋・板橋第一小）

9両
L

第2回「新しい算数教育の創造と課題」文部省初中局小学校教科調査官清水静海先生

Lはじめに－最近「算数数学は嫌い」という子が増えていると言われている。大変残念なこと

である。なぜなら「算数数学はおもしろい」ものであるからである。「嫌い」の背景には、算数

数学の指導に問題があったと考えられる。今、世界から日本の算数数学教育は注目されている。

それは、日本の子どもの学力が世界的レベルにおいて優秀と認められているからである。その意

味でも、日本のこれからの算数数学指導は、重要な意味をもっている。

2．新学習指導要領改善の要点一今回の改訂では、特に新しい内容の入れ替えはせず「内容の質

を高める」という立場で考えている。日々、取り組まれている指導について、再度見直していく

という意図がある。実際の指導を通して、何を重点化し、何を大切にしながら指導を進めるかに

重きをおいた改訂なのである。そこで、21世紀をみすえて、あせらず、じっくりと「算数数学教

育の望ましいあり方」について考えてほしい。

平成4年度の全面実施の指導要領はできあがったが、10年後の新指導要領作成に向けて、また

動き始めている。現場の先生方も、遠くをみつめ、新しい算数数学について問いなおし、考え続

けていってほしい。

3．主体‘性と意欲について－主体性とは、子ども達一人一人が、自分達の問題に対して意欲をも

ち、それに向かって自ら考え抜こうとする力であると考える。また、活用とは、これまで学んだ

ことを自ら選択し、上手に使えるということであると考える。子ども達が活用するためには問題

意識がなければならない。問題意識をもち、目標がわかっていても「自らやろう」とする意欲が

なければ問題解決はできない。その活用する力を支えるのが意欲である。

rn月9日多摩教育センター）

一
ｋ
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【日数教・第72回大会報告】

8月1日～3日まで、愛媛県松山市を中心に「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－を大テーマに盛大に開催された。全体会では、早坂暁氏によ

る記念講演「俳句の世界」。小学校部会では「数学嫌いにするための算数教育」と題して平林一栄

氏の講演があった。本都からも多数の発表があった。紙面の都合上、発表者氏名を紹介する。なお、

来年度は、岩手県盛岡市を中心に8月1日～3日まで開催される。

○教育課程石坂和夫他8名（国研教育課程研）手島勝朗他4名（筑波大附小）

正木孝昌他4名（筑波大附小）坪田耕三他4名（筑波大附小）

○数と計算白延行他10名（常盤松算研）正木孝昌他4名（筑波大附小）

志水他4名（筑波大附小）

○図形原修他20名（中根橋小）本田泰宏（清名学園小）

岩片美智子他6名（梅島小）

○数量関係小久保進他5名（統計教育を考える会）末吉潤一（神宮前小）

○問題解決渡辺泰三他30名（杉並算数研）高橋光夫（南永山小）

○数学的な考え方上野和彦他12名（杉並第一小）金泉隆一他（奥戸小）

○学習指導法鈴木学（江東算友会）橋本忠明他6名（新算研練馬支部）

山口義一他10名（新算研練馬支部）小林優子他6名（誠之小）

木村洋子他3名（学大附小金井小）

○教育機器高橋光夫（南永山小）

○評価・幼児教育里沢俊二（学大附世田谷小）

【関プロ算数数学教育研究第45回大会報告】
10月12-13日の2日間、東京学芸大学を会場に開催された。本大会の小学校の研究主題は「社会

の変化に対応できる数学教育のあり方を求めて」と題して、分科会で研究発表が行われた。全体会
では「落語と人生」柳家小さん師匠の講演、小学校部全体会では「直観と論理」について杉山吉茂
先生の講演があった。本大会小学校分科会本都の発表者は次の通りである。来年は10月15-16日
甲府市で開催される。

○教育課程・自由研究宮山英敬（杉並・井荻小）杉山直道（練馬・豊玉東小）
○学習指導法A滝井章（多摩・南落合小）

○学習指導法D(I)朝倉正教（新宿・東戸山小）中村克巳（台東．石浜小）
三木滋（富士見小）

○学習指導法d(n)折笠美由紀（板橋・桜川小）

○学習指導法E(I)高橋光夫（多摩・南永山小）土橋稔（目黒．菅刈小）

中田邦彦（品川・第三日野小）長井晴美（大田・出雲小）

○学習指導法E(I)喜多輝顕（目黒・緑ケ丘小）青木政子．杉井‘恒（杉並算研）
○学習指導法F白井一之（練馬・豊玉南小）

○教育機器や教材教具の開発工夫柳瀬泰（目黒・不動小）高橋光夫（多摩．南永山小）

【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」を主題とし、3年計画の第1年次、
第2年次の研究を踏まえ、本年度は算数科の学習における見通しとはどのようなことかを明らかに
した。さらに、児童に見通しを持たせること、その力を有効に働かせるための指導の手立てを工夫
することについて考慮した。
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【授業研究】

第1回授業研究会平成2年7月11日（水）

目黒区立不動小学校

授業者柳瀬泰

1.題材6年比と比の値

2ねらい○「同じ味」のしくみを比の見方でまとめることができる。

○比の見方を知り、そのよさについて理解させる。

3．展開

本時の課題は、l学級分のドレッシングの分量（油150cc、酢lOOcc)をもとに、容量のわか

らない容器で同じ味のドレッシングを作ろう、というものである。これまでの導入課題は、左の

｜油酢｜ような表から2量の関係を比較考察していく中で､油と酢の関係をとらえさせ

15cclOccていくという展開が多い。だが、この課題では数値の操作が意識の中心となっ

｜？20ccてしまい、学習が数値を求めることのみに終始してしまう。もっと比でみるよ

さを子ども達に感じとらせる授業はできないだろうか、と考え、今日の提案に至った。

4．協議と講評

○容器の容量がどんな大きさであれ、同じ入れものならば「3杯」と「2杯」という見方が確立

し、子ども達に比を用いるよさを十分に感じさせる授業だった。

○教科書で使われている素材も、切り込み方を考えれば、まったく新しい教材となる。

r両

第2回授業研究会平成2年9月19日（木）

町田市立原小学校

授業者石田誠

1.題材1年大きさくらべ

2‘ねらい

具体的操作活動を通して、ものの長さを比較する方法がいろいろあることを理解させる。

3．教材の工夫

直観では、長短を見きわめることのできないことを認識させる導入をとることにより、実測す

ることの必要性を意識させた。また、直線、曲線、折れ線と、3種類の違った線を実測させるこ

とにより、間接比較になれさせるようにした。

4．展開

たてと横の線ではどちらが長いでしょう。→直観では間違えてしまいますね。

○どの道が一番長いでしょう。→どのようにしたらくらべることができるか考えましょう。

（主に道具を発表する。）→それぞれの方法でくらべる。→自分達のやった方法を発表する。

→まとめをする。（直接比較、間接比較、任意単位）

5．協議と講評

○実測と測定とは違うのだが、その認識が不足していたのではないか。

○2年生での普遍単位へつなげて行く上で、1年生では、共通単位としての任意単位まで扱う必

要があるのではないか。
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第3回授業研究会平成2年10月24日（水）

東村山市立久米川東小学校

授業者日高俊郎

1．題材5年いろいろな問題

2．ねらい

自分達の考えた給食の献立のカロリー計算をさせ、家庭科や栄養士から教えられた栄養面が具

体的にどんな数字になり、自分の健康に役立っているかに気づかせ、算数の良さを体得させる。
3．指導の工夫

○問題解決能力を高めるために、①児童の興味と自発性を高め、児童が解く必然性を持つ教材に
した。②家庭科、給食指導の学習との連携を図った。

○電卓を使用させ、思考の進め方を重視して計算時間を短縮させた。
4．展開

自分達の考えた給食の献立（カレーライス、わかめサラダ、牛乳、柿）の総カロリー数を、
lOOgあたりのカロリー数表をもとにして、立式し電卓で計算し求めさせた。

4．協議

○教材が児童に身近で、興味ある課題である。

○電卓の使用については、概算、見積もり等の観点から研究を深める必要がある。

○食品成分表を精撰して、立式の思考時間、計算を重視した方がよいのではないか。

第4回授業研究会平成2年II月30日（金）

葛飾区立柴又小学校

授業者松原宏子

1.題材3年三角形

2．ねらい二等辺三角形・正三角形を書いたり確かめたりする具体的な活動を通して、
図形のもつ美しさに関心をもつことができるようにする。

3．美しさの指導について

○3年生という発達段階の児童に、図形のもつ美しさに関心をもたせるために、コンパスや定規
を使って、自由に操作活動をさせていく。児童が、子どもなりの感性に従い三角形を数多く描
き親しませるならば、できた作品を見て「きれいだ」「かっこいい」「やった」などの満足感
や成就感を味わわせることができる。このような感動にも似た満足感や成就感を持たせること
が、図形の美しさを感じ取る素直な目を培うことになると考えた。そして、このような素直な
目を大切にしながら、その根拠を子どもの言葉で表現させていくうちに、やがて、リズミカル

な移動・調和・対称・簡素性・合理性など図形そのものの美しさや数学的、論理的な美しさを
感じ取る豊かな感性が備わってくるのではないだろうか、さらにこのような学習を通して、算
数を学ぶことの楽しさを味わわせ、算数好きの子を育てることになると考えた。

4 ．考察

三角形の模様作りの操作活動は、児童の情操面に訴える授業となり、自分の作品や友達の作品
に満足したり感心したりしていた。そして、「面白い」「きれい」「家でもっとかきたい」など
の反応があり、子ども達の感性が素直に発揮されていた。
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