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「平成4年4月から新しい学力観に基づく数学科の指導を進めるために、私たちの当面の研究課

題は、新しい評価の在り方を探ることに重点を置く必要があります。すなわち、子どものよさや可

能性を伸ばすための算数科のもつ特徴をふまえた評価を追究することですQ｣と本年度当初会長はあ

いさつで述べています。

本会としては、算数への関心・意欲・態度の評価に早速取りかかりました。いずれ．会員の皆さ

んへ情報を提供することができると思います。本年度の新しい試みとして、今後大いに深まるよう

にと進めています。一方、これまでの事業は、総会に始まる算数教育の課題についての講演会です。

それぞれの会で充実した内容で大いに啓発されたものとなりました｡また、各区市で行われた研究

授業には、各区市の算数研究部の絶大な協力がありました。そこで、これからの算数の授業の在り

方について意見交換を深めることができました。研究発表会では、会員の研究、実態調査委員会、

資料委員会の成果等力尭表され充実した会となりました。日数教岩手大会、関プロ甲府大会では、

実態調査委員会の成果をはじめとして、数多くの会員の発表がありました。以上、本年も各部各委

員会の活動は充実したものであったと思います。詳細については本号や紀要をご覧下さい。

さて、ここで新しい出発をする前に、もう一度一人一人の会員が自己の算数指導について振り返

ってみることが、次への発展につながることではないかと思います。私たちは、まず、子どもを全

体としてとらえ、どのような子どもを育てるかを明らかにする必要があります。そして基礎・基本

を徹底し魁個性を生かす教育を推進するてだてをどうとったらよいかを探ることです。各自が考える子

ども像に迫るため、その一つの窓口として、算数科でどのように考えていけぱよいかでしょう。算

数科では、改訂の趣旨の一つに「算数のよさ」をとらえられるようにすることがあげられています。

「算数のよさ」は、知識として覚えられるものではありません。目頃から子どもがいろいろと活動

を重ね、経験することにより、子ども自身が獲得するものです。そのためには、子どもが意欲をも

って活動できる場面を設定する工夫を教師が大いにすることが必要でしょう。ですからじっくりと

この学年末に、一人一人の子どもとのかかわりを検討しておくことに意味があります。

学級での一人一人の活動の充実が、学校としての力となります。そのことがもとになって、各区

市町村の活動が活発化することになるのではないかと思います。これらのことが基盤となって、本

会の活動も意義あることになるわけです。今年度も一人一人の会員のご協力を心より感謝します。

本会としての意義ある活動はどうあることがよいのか、また、何かを追求したいと思います。

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

ている。研究部は、授業研究、発表、研究の3委員会に分かれている。編集部は、会報、紀要の2

委員会、調査部は実態調査、資料の2委員会があり、具体的な活動を精力的に行ってきた。この他

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している。

本年度の各委員会の年間活動状況は、次の通りである。

･授業研究委員会・授業研究会を区部市部それぞれ2回（杉並、台東、八王子、青梅）計4回実施

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、協議会も充実し

たものとなった。来年度も同じように4回計画をしているので、多数の会員が参加

され、授業研究の成果が広まるよう期待をしている。

･研究委員会・本年度は、講演会を区部2回、市部1回を実施した。第1回は葛飾区立上葉小学

校で、上原哲夫先生から「子どもを意欲的にさせる指導と評価」を、第2回は世田

谷区立東大原小学校を会場にして、笹井昭二先生より「これからの算数教育のめざ

すもの」を、第3回は多摩市立北永山小学校において、長崎栄三先生より「イギリ

スの算数教育」という演題で、示唆にとむ指導を頂いた。

その他、当委員会では、関心・意欲・態度の評価の研究を推進している。先ずは

モデルをと､｢数と計算｣の領域を中心に1年から6年までの各学年の評価例の作成に

とりかかっている。算数が得意でない先生でも、関心、意欲、態度を伸ばす指導と

評価が可能になるような配慮のもとに研究を進めている。来年度発表の予定。

・発表委員会・9月20日青山会館で定例研究発表会を行い、来賓始め140名の参加を得ることが
できた。実態調査委員会「量と測定」領域の調査結果と考察、資料委員会「数と計

算」領域の指導資料、会員から「論理的な思考」と「概測」についての発表、まと

めの指導、講評は、前会計監査の明石準一先生に頂いた。

･会報委員会・7月に帥号、2月に81号を発行した。

･紀要委員会・平成3年度算数教育研究紀要第27集の編集を行い、平成4年5月下旬までに発行

配布する予定である。東京都算数教育の向上をめざし、活用して頂きたい。

･実態調査委員会・平成2年度の実態調査「量と測定」「量と測定にかかわる数学的な考え方」の

集計と考察を行い、9月の研究発表会で報告、また、算数指導の充実のための資料

の1つとして、報告書を全都の小学校に配布した。今年度は、「図形」の領域につ

いて実態調査問題を作成し、2月に調査依頼を行い、3月に実施、4月に回収の予

定で進行中である。

・資料委員会・「数と計算」領域の実態調査の結果を分析し、指導上の問題点等について検討し

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た。作成した指導資料を

紀要に掲載するとともに、関プロ大会、都算研研究発表会で発表した。

※本年度は、区市研究部長会を、神宮前小（7月）、新宿都庁（11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った。神宮前小では橋本会長から「算数のよさ」について、10

月には島津都指導部初等教育指導課長から「算数教育の新しい動向について」の講演を頂いた。

地区情報や、算数教育の最新情報も入手できるので、多数参加されることを望んでいる。
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【都算研研究発表会】。平成3年9月20日（金）。於青山会館・参加者138名

1．平成2年度算数学力調査の結果と考察（実態調査委員会）新宿・東戸山小朝倉正教

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

行ってきた。本年度は「量と測定」の領域で調査を行った。「量と測定」における数学的な考え方

の調査実施は2回目なので、前回の昭和62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、

分析・考察を加え、手だてを明らかにした。各学年のねらいは、次の通りである。

1年任意単位を基に考えることができるo2年測定に適した計器を選択することができる。

3年測定計器の性質から測定物を見分けることができる。4年角の大きさを求めることができ

るc5年関数的な考え方を活用して能率的な測定をすることができるo6年比例関係を用いて

能率的に測定することができる。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、指導の手だてを明らかにし、併せて発表した。

2．「量と測定」についての指導資料（資料作成委員会）世田谷・多間小榎本勉

（1）発表内容5年生「整数と小数」

（2）問題点の分析

①小数点が加わることで、整数で身に付けた十進位取り記数法の理解に混乱が起きる。

②見通しを持って、順序よく、落ちのないように数を作り出すことができない。

③指 導 の 手 だ て

①整数と小数の統合を重視して、十進位取り記数法の指導を進める。

②見通しを持たせ、順序よく考えを進める指導を行う。

③数直線などを用い、具体的に考える手だてを与えて学習させる。

3．論理的な思考力を育てる指導の研究目黒・東根小亘理史子

本研究は、算数科における論理的な思考力やわり算のきまりの価値について考察するとともに児

童の思考過程を把握し、論理的な思考力を育てる指導のあり方を、わり算のきまりの理解と活用の

学習を通して、究明しようとするものである。

わり算のきまりとは、除法に関して成り立つ性質である。本研究では、児童の論理的な思考力を

「根拠を基にして推論できる力である」と定義し、児童がわり算のきまりを一つの根拠として、計

算の仕方を考えたり、説明したりすることができるようになることをめざした。

除数、被除数の見方やきまりを一般化する考え方を実視し、思考の変容のとらえ方及び学習問題

など工夫をし、ねらいに迫った。

4．「概測指導のあり方の－考察」文京・窪町小渡辺信久

量感を身につけさせたり、量のおおまかな大きさをとらえる力をつけさせたりする指導の一つと

して、概測の指導の在り方を次のように考察していった。①参考文献や先行研究をもとに、概測の

とらえ方や見積りとの関係を明らかにした。②概測の教育的な意義を考えた。③新指導要領に基づ

く各学年の系統性について述べた。④概測能力を伸ばすための指導のポイントを明らかにした。⑤

第5,6学年での実践事例を紹介し、追跡調査の結果とともに現在の児童の概測能力や意識について

分析した。以上の結果、およその量に対する感覚は現状ではかなり弱いこと、高学年においても実

際にやってみて初めて本当に理解しているので、低学年や中学年と同様に実測・概測の経験が必要

であることがわかった。今後とも研究を続けていきたい。
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【授業研究】

第1回授業研究会平成3年6月12日（水）

杉並・高井戸東小藤橋義之

1．題材6年比と比の値

2．ねらい。全体の数量を決められた比に分ける問題が解けるようにする。

o課題を既習事項を用いて、筋道を立てて解決したり説明したりする能力や態度、よ

り良い方法を考え合う能力や態度を伸ばす。

3．展開

本時の課題は、「1学級分のフレンチソースを作りますo(240cc)酢とサラダ油の比は5:7

です。酢とサラダ油をそれぞれ何cc用意すればいいですか」という比例配分の課題である。本時ま

でに児童が作り上げた解決方法を、見通しを持たせながら活用させ検討していった。検討の段階で

は、それぞれの方法のよい点・共通点を出し合い「より良い方法」へと高めていくよう留意した。

尚、単元全体を通してフレンチソースの素材をもとに、ストーリー性のある課題を設定し、児童の

意欲を高め、内容に関連性を持たせることで理解の定着を図った。

4．協議と講評

・検討の段階で、児童からそれぞれの方法のよさが出され、よさを感じさせる授業であった。

。見通しの持たせ方は、学習課題の内容に応じて工夫していく必要がある。

。単元を通してストーリー性のある課題を設定したことは、系統性がありよかった。

第2回授業研究会平成3年10月21日（月）

八王子・長沼小品田真

1．題・材5年単位量当たりの考え（速さ）

2．ねらい。単位時間当たりに進む距離で速さを表わすよさに気付かせる。

。時速について理解させる。

3．展開

台風が学校に向かって進んでいることを想定させ、何時間後に到着するかを考察させることから

時間と距離に注目させ、いろいろな表し方をさせた。最終的には、時速で表すことが、最良の解決

方法であることを結論づけ、時速について理解させるようにした。

4．協議と講評

・台風という素材が速さを考える上では、適切じゃなかったのではないだろうか。

。必要な条件を適切に与える場面がなかったのではないか。

。連動時計を使ったことは画期的であるが、そのしくみを児童に知らせないまま使うのは適切でな

かった。

。児童が多様な考えを発表できた点はとてもよい。

。素材を生かした学習計画に、今後改良を加えていけば、児童の発想を生かした授業に結びついて

いくだろう。
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第3回授業研究会平成3年11月6日（水）

青梅・若草小瀧島啓司

1．題材3年小数

2．ねらい

単位量に満たない数量を表すのに、小数が用いられることを理解させる。

3．指導の工夫

教師の演示で終わることなく、児童全員が具体的操作活動を行えるようにした。（既製の計量

ボトルを使わずに、目盛りのない計量ボトルを用意。色水の量をはからせたo

4．展開

①カップに入る水の量を予想する。②計量ボトルに入れてはかる。③どのようにして、はした

の量をはかったらよいか考える。④小さい目盛りのシールをつける。⑤小数の表し方を知る。⑥

小数を使って水の量をはかる。⑦一人ずつ発表する。⑧まとめをする。

5．協議と講評

･グループごとに比較させて、はじめてはしたの量を正確に読む必要性が出てくるのではないか。

（何のために課題に取り組むのかo)

・一つの方法ではなく、いろいろな方法を考えさせてもよかったのではないか。

。ひとりごと、つぶやきをとりあげ、板書するo(子どもを生かすことになるo

板書を残しておき、子どもの言葉でまとめる。

一
ｋ

第4回授業研究会平成4年1月22日（水）

台東・精華小佐,々木詳二

1．単元名3年かけ算－3

2．ねらい

。既習のかけ算の仕方やきまりをもとにして、（3位数）×（2位数）の計算の仕方や筆算形式

を考えだすことができる。

。既習事項をもとに、見通しを立てて問題解決をしようとする。

3．展開

第1，2時に、まだ学習しないかけ算を確認し、本単元の学習の計画を立てる。これらをうけた

第7時が本時である。前時に学習した2位数×2位数の計算はできるが、3位数×2位数の場合

の計算の仕方を考えることが本時の課題になることをつかませる。児童は、137×42の乗数を40

と2分解して部分積の和を求めたり、被乗数を100と37にわけて100×42.×37×42との和を

求めたりするなど、自分の知っているかけ算に直して計算方法を考えていった。

4．協議と講評

。「見通しを立てる」とは、「目的を持って見通しを立てる」ことである。児童に目的をしっか

り持たせることが大切である。

。137×42の解決が、（3位数以上の数）×（2位数）の計算方法の解決につながっていくこと

を、導入の段階でもっと強調すべきだった。

一
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【日数教・第73回大会報告】

本年は、岩手県盛岡市を中心に7月四日～8月3日の6日間、『21世紀をめざしての創造的思考

力を育てる算数．数学教育』一新教育課程の実践にむけて－と題して、盛大に開催されたo全

体会では「創造的思考力を育てる」と題して、東北大学学長西沢潤一氏の講演があったo小学校部

会では「算数の歩みと創造的な思考に向けての課題」を学大名誉教授中島健三氏の講演があったo

本都の発表者は次の通りである。

。教育課程石 坂 和 夫 （ 国 立 教 育 研 究 所）

◎数と計算苗村美佳他21名（常盤松算数研究会）

・量と測定渡辺信久（窪町小）斉藤規子（中目黒小）

・図形山田きみえ（文京・誠之小）羽田野康史（新算研板橋支部）

・数量関係小沢隆治他6名（港区・青南小）

・問題解決高橋光夫（多摩市．南永山小）小野雅祥他20名（北区算数の会）

渡辺泰三他鋤名（杉並区算数研究会）中村光子他5名（統計教育を考え

る会）

・数学的な考え方大津隆之他14名（現算研）三木滋（富士小）

長尾選他2名（学大附属竹早小）

・学習指導法河野幸恵他9名（新算研練馬支部）菅野宏隆他6名（算数コンピュータ

ー研究会）勝進亮次他6名（算数コンピューター研究会）

山口義一他10名（光が丘第七小）

柳瀬泰、白井一之、小池慎一郎（

◎教 育機 器長谷川雅枝（都立研究所）高橋光夫（南永山小）

鈴木学（江東区算友会）

《
〕

【関プロ算数数学教育研究会．第46回大会報告】

11月15.16日、関プロ大会が山梨県甲府市を中心に開かれた。研究主題は『学習の原点「理解」

に立つ数学教育をめざして』であり、小学校部会のテーマは「意欲的に学ぶ児童を育てる算数教育」

であった。記念講演として「数学と自然科学」と題し、山梨大学学長小出昭一郎氏の講演があっ

た。学校行事で忙しかったためか、東京からの発表者が大変少なかったのが残念である。

本都の発表者は以下の通りである。

o数と計算

「平成元年度都算研学力実態調査の考察と分析」滝井章（多摩市南落合小）

「数と計算の調査結果からみた資料作成の一考察」

－理解。技能と数学的な考え方を中心として－後町紀雄（練馬区大泉南小）

o学習指導法A

「問題解決における直観を探る」

－その分類から教材開発まで－白井一之（練馬区豊玉南小）

「児童に興味を持たせた意欲的に学習させる指導3年｢三角形」松原宏子（葛飾区柴又小）

「既習経験を効果的に生かす指導」林和子（葛飾区東小元小）
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【研究講演会】

第’回「子どもを意欲的にさせる指導と評価」

元都算研副会長上原哲男先生

指導と評価は表裏一体のものである。子どもを意欲的にさせる指導とは新しい学力観に立ったも

のといえる。教室で授業に参加しない子がいるということは大変な問題である。

1．子ども自身を意欲的にさせるには－これは私が現場にいたころから問題になっていたことであ

る。これからこのことを研究するにあたってメタ認知の考え方を研究し、子ども自身の意識改革

をすることが大事である。今までは学習課題の設定は教師がしていたが、これからは学習課題を

子どもと一緒に作る工夫も考えていきたい。

2．多様な考え方の指導について－(1)多様な考え方と多面的な考え方を区別する必要はないか。

（2洞のために多面的な考え方をさせるのかo(3)r45分の授業で、いろいろな考えを出しなさい～

似ている考えは～まとめましょう」とやって子どもは矛盾を感じないかo(4)まとめ方が困る。時

間がない。ということをよく聞くが、それでよいのか◎

3．子どもに間違いに気づかせる気づかせ方を工夫してほしい。教師の論理を押しつけず、子ども

の考えを大切にしながら気づかせる指導をしてほしい。

4．評価について－意欲が学力の対象になったのは初めてである。授業では到達度評価もしてよ

いが、個人内評価を大切にしてほしい。絶対評価が言われているが、その怖さを教師が知ってい

てほしい。もう少し子どもの心に入り込んだ指導をしてほしい。（10日23日葛飾・上千葉小）

r
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第2回「これからの算数教育のめざすもの」

元都算研会長笹井昭二先生

1．はじめに－算数のめざすものは昔から変わっていないし、これからもおそらく変わらない。

しかし、算数嫌いが増えているのが現実だo50年代の現代化の時代は、算数は好きな教科3位に

位置していた。これは、先生の過失であり、先生自身が勉強しなくなった表れだ。教師の算数へ

の学習の深さが左右する。自らおもしろさを知り、おもしろさを感じさせることが大切だ。教師

は、親が教えられないような指導ができる努力をしなければならない。

2．指導要領－22年に指導要領ができ、33年の改訂において法的に位置づけられ、系統的学習が

できた。この時の内容は今も生き続けている。その後改訂されクローズアップした個人差に応じ

た指導は、教師の教材研究にかかっていることも、評価に関しても、かなり分かりやすくもり込

まれていた。現代化運動が出て、集合・関数の考え方にすぐとびつき、難しいというとすぐ止め

てしまったが、これは、新しいものをすぐ表面だけ取り入れ、本質をつかんでいないからである。

33年の指導要領に入っている盲点を見直し、整理していくことで、集合・関数の考え方の大切さ

を認識すべきだった。教師自身、指導要領の目玉になった部分だけに振り回されず、じっくりと

本質的なものを読み取ってほしい。

3．教科書だけに頼ると－3年の「ことばの式」、4年の「わり算のきまり」等を例にとると、

突然教科書に出てくるo1,2年で指導がされてはじめて効果が出る。急に指導されても理解でき

ない児童がいる｡指導要領には、教科書になくても“式を読んだり書いたりする”とある。やは

り、指導要領、小学校指導書をよく読み、子どもを変えるために、先ず教師が勉強してほしい。

(10月31日世田谷・東大原小）
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第3回「イギリスの算数教育」

国立教育研究所数学教育研究室長長崎栄三先生

イギリスでは、最近、日本の学習指導要領のような「国定カリキュラム」が導入され、世界的な

注目を浴びている。イギリスの教育は「自由」という印象が強かったのは、なぜなのだろうか。こ

のような疑問への答えを探しつつ、合わせて日本の算数教育を別の視点から考えるために、イギリ

スの算数教育の史的発展､小学校の算数授業の実際､算数教科書､評価の仕方などをたどってみた。

イギリスで「国定カリキュラム」が導入されるには、1鮎0年後半からの経済の衰退に伴う長い経

緯があったが、結局は、国民に基礎学力を保証するということにつきるようである。このカリキュ

ラムには、日本人の目から見ると2つの大きな特徴がある。一つは、学習は自分の速度で、自分の

できる所まで進むということであり、もう一つは、できるだけ子どもたちの身の回りの環境から算

数を学習させようとしていることである。小学校の算数の授業では、実際に見た限りでは、子ども

たちがそれぞれ異なる内容を、自分の速さで自由に学習し、教師はその時間のほとんどを個人指導

に費やしていた。なお、教具の利用には目を見張った。いろいろな教具が開発され、子どもたちが

自由に使っていた。算数教科書を手にとり、表紙を見て頁を開けてみると、まず楽しいという印象

を受ける。絵や図をふんだんに使い、興味ある話題を問題場面に取り入れ、学習意欲を喚起させて

いる。また、一つの概念を指導するのに多くの具体例を用意しているのにも感心させられる。評価

の仕方は盛んに研究されており、課題場面の中で問題解決力を評価する傾向が強いようである。

今後、日本では､算数を数学的な考え方を背景にもっと楽しくすることや､個別化と国民に共通な

学力の保証とを調和させていくことを考える必要があろう。（11月12日・多摩･北永山小学校）

【第74回全国算数・数学教育研究大会神奈ﾉ||大会の開催要領】

1．研究主題21世紀を創造する算数・数学教育

一新教育課程の対応を通して－

2．期日平成4年8月6日（木）～8月8日（土）

3．会場開・閉会式・記念講演・シンポジウム・総会･･…･横浜国際平和会議場

分科会（小学校部会）……横浜市立立野小学校、横浜国大附属横浜小学校

※本年は、上記の通り神奈川県横浜市を中心に標記の大会（略称日数教神奈川大会）が開催され

ます。小学校部会は13の分科会で研究発表が行われます。なお、関プロ大会と兼ねます。近く

ですので、多数参加されますようご案内いたします。

【都算研・平成4年度研究主題について】

平成4年度の研究主題が、役員会で、下記の

ように話し合われました。それぞれの地区の主

題設定の参考にしてください。

－数学的な考え方を伸ばす指導と

評価のあり方一

【平成5～10年の全国・関プロ大会の予定】

〔全国〕〔関プロ〕

平成5年度（近畿）長野

6（北陸東海）栃木

7東京茨城

8九州静岡

9群馬群‘馬

10東京東京
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