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会長長谷川順義

東京都算数教育研究会に新風を吹き込み、多大のご功績を残された前会長橋本哲郎先生のあとを

うけて、はからずも平成4年度会長の大任をお引き受けすることになりました｡もとより浅学非才

の身、諸先輩のご指導ご鞭健、また役員・会員の皆さまのご協力をいただき、この大任を果たして

いきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

本年度は、新しい教育課程の完全実施の年にあたります。ご存じのように、学習指導要領の総則

には、これからの学校教育を進めるに当たって、次の3つのことが述べられています。

一つは、自ら学ぶ意欲と、社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図ること。二番目は、

基礎的・基本的な内容の指導を徹底すること。そして三番目は、個性を生かす教育の充実に努める

ことです。

さらに、各学校で指導計画を作成する際に配慮すべきこととして、指導の過程や成果を評価し、

指導の改善を行うとともに、子供の学習意欲の向上に生かすように努力することも付け加えられて

おります。このように、指導法の改善と評価との関係力表裏一体のものでなければならないことを

明示しています。

都算研ではこれまで、この新しい教育観にたった研究を進めてまいりました｡

昨年度、研究部では主として「学習意欲を高め、学習の仕方を身につけさせる」実践授業を致し

ました。また、「算数科における関心・意欲・態度を育てる指導とその評価」について、新たに委

員を委嘱して研究を深めました。その他、各区市で進めてくださった研究の成果を発表していただ

きました。

調査部では「数学的な考え方」の評価とその指導法の研究に取り組みました。さらに、「新学習

指導要領の実施を前に」、「これからの算数教育のめざすもの」等の講演会を行い、これからの算数

教育のあり方を学ぶことができました。

本年度も、昨年度の実績をふまえ新しい学力観にたった指導のあり方や評価について研究を進め

てまいりたいと思います。そして、新指導要領の精神を生かした教育がどの学級でも、また、どの

時間にも行われるよう努力致したいと思います。会員の皆さまのご協力をお願い申し上げます。

最後になりましたが、都算研は各区市の算数教育研究会との連携をさらに深めていかなければな

らないと思っております。例えば、区市の研究部長会の機能を十分に果たせるようにしたり、区市

どうしの横の連絡もとれるようにしたいものです。会員の皆様の本研究会への要望やご意見を寄せ

ていただき、皆様とともに歩む都算研にしたいと思っております。
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新しい教育観に立った授業の創造を

前東京都算数教育研究会会長橋本哲朗

最近、二つの極めて対照的な授業を見る機会がありました。一方は導入・展開・終末が明瞭で、

準備も周到であり、いわゆるメリハリのある分りやすい授業でした。これに対して、他方は見た目

には学習が手際よく進展せず、教師も児童もとまどいを見せながらも、子供の考えが教師や仲間に

よって評価され、一人一人の子供のよさが前面に出ている授業でした。

知識・理解の獲得の状況は、場合によっては前者の方が良いかも知れませんが、子供の充実感か

ら考えれば後者の方がより優れているように思いました。決してスマートではありませんが、子供

が自らの手で既習の知識を使って、新しい概念を獲得していく姿に共感を覚えたのです。

知識・理解、技能が学力の中心であった従来の学力観に対して、思考力・表現力・判断力を学力

の中心とする新しい学力観に立った算数の授業を創造するためには、教師先導の授業から児童中心

の授業へと転換を図る必要があります。教師は教え上手から、育て上手．学ばせ上手、換言すれば

評価上手へと自ら変貌することが求められているのです。このことは必ずしも容易なことではあり

ません。むしろ手際よく教えることよりも数段に困難な問題と思われます。

幸いにして、東京都算数教育研究会ではかねてからこのことの重要性に着目し、昨年度からは関

心・意欲・態度の評価に関する実証的研究を始めました。評価の中でも最も困難な課題に真筆に取

り組み、児童が学習の主体者となる授業の創造を目指す本研究の成果に心から期待をかけるもので

す。会員の皆様のご協力に感謝し、併せて一層のご精進と本会の充実発展を願って止みません。

一
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【平成4年度研究主題】

数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在り方

研究部長渡遇信夫

都算研の本年度の研究主題は、「数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在り方」である。この主

題は、昨年度までの4年間の主題であった「数学的な考え方を伸ばす指導の充実と発展」の研究成
果や今後の課題について十分検討した上で設定したものである。

今年度は、新しい学習指導要領に基づいて学習指導が行われる。移行期間中の都算研の会員相互

をはじめ、各部の研究実践の努力の成果も問われる年度を迎えた。今後、都算研の会員相互が知恵

を出し合いながら新しい学習指導要領の趣旨を十分理解し、その実践に努めることが課題となろう。
会員各位の一層のご理解とご協力のほどよろしくお願いしたい。

研究主題の「数学的な考え方を伸ばす指導」については、継続的な研究も行われてきた。その具
体例として、実態風査委員会の実態調査、資料委員会の指導資料、授業委員会の授業研究、研究委

員会の講演会等の事業がある。今後、これらの実践の成果と共に自らの力による課題の解決や発見

を重視する新たな授業観の視点に基づいて、一層数学的な考え方の育成に努めたいと考える。

「評価の在り方」については、都算研の会員各位の最も関心度の高い課題となっている。なかで

も、「算数への関心・意欲・態度」の評価については新しい課題となっている。幸い、研究委員会

を中心とした基礎研究が、昨年度から進められ今年度の研究発表会で、その研究成果の報告も予定
されている。新たな評価観についての提言を会員各位と共に期待したいと思う。
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【平成4年度都算研総 会 終わる】

平成4年度都算研総会が5月26日（火）練馬区立豊玉小学校で開かれた。来賓に練馬区教育委員会

下田迫雄教育長を迎え、たくさんの顧問・客員の先生方ご臨席のもと盛大に行われた。

総会では、平成3年度の事業・決算の承認の後、会長に長谷川順義校長（練馬区立豊玉小）が選

ばれ、新役員、事業計画・予算が決定された。長谷川会長から「新教育課程全面実施の年、新しい

教育観にたった指導の実践的研究を進めていただきたい」との挨拶があった。続いて、横浜国立大

学教授の橋本吉彦先生から「数学的な考え方を伸ばす指導と評価のあり方」についての講演があっ

た。別掲の講演要旨をご覧頂き、本会の事業や普段の授業にも生かしていただきたい。

一
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会計部長

会計副部長

会計副部長

会計監査

会計監査

氏名

橋本哲朗

長谷川順義

藤 牧 理 市

楠本善之助

金本馨

岸田柴一

八木義弘

井上裕夫

贋部光威
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大沼洋一
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氏名

渡遇信夫

松井邦夫

松野康子

愛甲武

日 野 禎 三

国府田豊

赤松旬

小松柴

駒込連峰

三上裕三

藤岡正樹

堀江英隆

前川禰進忠

青柳借行

所属校

千代田.

九段小学校

北・

滝野川第二小学校

台東．

上野小学校

杉並。

西田小学校

品川・
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足立．

竹の塚小学校

大田．

道塚小学校

豊島．

大明小学校

文京．

真砂小学校

小平．
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四谷小学校
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第十小学校



【総会記念講演】（平成4年5月26日於練馬区立豊玉小学校）

数学的な考え方を伸ばす指導と評価のあり方

〔講演要旨〕

横浜国立大学教授橋本吉彦先生

1.はじめに

私に与えられた演題は「数学的な考え方を伸ばす指導と評価のあり方」で、この主題について

先生方にいくらかでも考える材料を提供できればと考えているo3つに分けて話をするが、1つは

この演題に出てくる背景、2つめは数学的な考え方と指導・評価、3つめは今後の方向と数学的

な考え方という順で話を進める。

2．数学的な考え方の指導と評価の背景

この4月から小学校の教育課程、来年再来年には中学、高校の教育課程が新しくなる。小・中．

高の各学校の編成基準には同一の文言があり強調されているo1つは自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、2つめは基礎的基本的内容の指導の徹底、3つめは個性を生

かす教育の充実である。特に、自ら学ぶ意欲、個性を生かすに関連して指導要録が変わり、観点

別学習状況における評価の4つの観点が逆転した。情意的な側面の関心・意欲・態度や考え方を

伸ばすための評価のあり方が従来にもまして強調されている。

3．数学的な考え方と指導・評価

数学的な考え方は、数学の内容に関わる考えと思考を進めるときに働く考え方に分けられる。

内容に関わる考え方としては、単位の考え、計算の考え、測定のしかた等がある。思考を進める

ときに働く考えには4つあり、帰納的に考える。類推的に考える。演鐸的に考える。見通しをも

って考える等がある。今日は後者の思考を進めるときに働く考え方に焦点を絞って話を進める。

先ず、「帰納」「類推」「演鐸」ということばは、小・中・高でどう違うのだろうか。小学校

では帰納と演緯が未分化の段階であって、中学校になって帰納と演鐸とは何かと分化が始まる。

高校では帰納と演緯が総合的に用いられてくる。また、最近操作的活動が重視されているが、操

作的活動は帰納・類推・演鐸とも関係が深く、その例を使って説明する。

昨夏毒駕鰯幾麓ご鷲□
棒が全部でいくつ使われているかという問題を4年生の一塁一一一一

子どもに出してみる｡ほとんどの子どもはⅢつ』つ数え｜｜lll’
て16本と答える。1つ1つ数えるという事は大切なことで

これを帰納的に考えると、正方形の数が3つだったら、4つだったらどうなると考えてみること

である。正方形の数が少ないとき、マッチ棒が3ずつふえているが、正方形が多くなって20個か

ら21個になったとき、マッチ棒が3ではなく4ふえるかもしれない。しかし正方形の数がいくつ

になっても、マッチ棒が3個ふえるわけを筋道立てて考えられることが大切である。このように

小学校には、帰納や演鐸が同時に入ってくるのである。

この問題の解き方にはいろいろ考えられる。正方形が5つの場合、正方形は4本のマッチ棒で
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できているから、4×5、重複分の4本をひいて、4×5－4＝16となる。別の解き方では、

最初の止力形に着目して、4＋3×4＝16と考えることもできる。また、正方形の最初のたて

の辺に着目すれば、1＋3×5＝16となる。子どもはいろいろと考え、5×2にまん中の6を

加えて16とするなどもいる。指導で重要なことは、このような多様な考えをもう一度考えてみる

ことである。いつでも使えてやさしくわかりやすいやり方はどれかという話し合いから一般化す

る。1十3×5にまとめる過程で、表を使って考えた子等、それぞれの反応に対し先生が価値づ

けをする。それが評価である。

問題をつくるという事も帰納・類推・演緯等の数学的な考え方を育てる上で重要である。マッ

チ棒の正方形の問題では、個数5つから10個にして考えさせたり、正方形から三角形にしてみる

こともできる。また、正方形を一直線ではなく並び方を替えてみるのもおもしろい。なぜこのよ

うな活動が大事かというと、指導している先生自身の数学観が変わってくるからである。先生が

変われば、おのずと子どもも変わってくるはずである。

次に、我が国の算数教育の優れている点について述べてみる。アメリカのプロフェショナルス

タンダードに指導法に関する話が出ている。アメリカでは従来から結びつけて考えさせることが

不足していると指摘されている。日本では、新しい問題に対して多様なやり方や考え方をさせて

いる。それを話し合わせ一般化へと導いていく、いわゆる練り上げの段階である。だから、日本

では答えが出てから算数が始まるといわれている。アメリカでは答えが出たら終わりである。統

合とか一般化するといったことはない。よりよい考え方はどれか等、それを求めていく指導法が

大事ではないかという問題を提起しているのである。

4．今後の方向と数学的な考え方

今後の方向として、21世紀に向けて数学的な考え方の明確化や具体化を図ることは重要であるc

昭和33年の学習指導要領から出はじめている。類推について「数理科学」の1月号の「アナロ

ジーの冒険」の中でも述べられている。場面もしくは文脈がかけ離れている程、アナロジーの効

果は大きい。その場合、アナロジーが成り立っていることを指摘する自体が新しいインケォメー

ションになるとあった。

別の例だが、数学のフィールズ賞について、受賞したことに対する説明があった。広中先生が

森先生に説明をしたのだが、フィールズ賞級の仕事がある事柄と結びついているというのである。

普通一般の数学者は気がつかないが超一流の数学者はそのアナロジーとしてわかるという話であ

るo1990年の時、森先生以外は応用数学や物理学の分野で受賞したが、その頃私も、超ひも理論

（スーパー・ストリング・セオリー）に興味をもっていた。ある先生が受賞されたその説明の中

で、その理論と最先端の数学が結びついているという話であった。そのようなことを指摘される

と、特に帰納や類推を強調しなくてはと思う。

小学校の指導書の中にも、この文言がはっきりと明示されていて、児童なりに帰納的に考える

とはどういうことなのか、類推して考えるとはどういうことなのかをもう一度先生方が具体的な

例を通して考えて下さるとありがたいと思う。数学的な考え方の明確化とか具体化はこの点にあ

り、先生方に是非お願いしたい。それが出てくれば、評価は自然とあとからついてくると思う。

評価というものは、点数をつけたり、序列化していくものではなく、フィルド・ワークの手段と

してとらえるという意味での評価である(文責・西田小愛甲武）
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【平成4年度事業計画の概要】

研究主題一数学的な考え方をのばす指導と評価のあり方一

･ 授業研究委員会委員長松井邦夫

・授業研究会を、区部2回、市部2回の計4回実施する。

・各区市部の算数研究会と連絡を密にし、会場は過去の実施地区を考慮して依頼する。

・発表委員会委員長松野康子

・日時・会場平成4年10月8日（木)14:㈹～16:30エミール（新宿区赤城元町1-3)

・内容①平成3年度学力実態調査の結果と考察（実態調査委員会及び資料委員会）

②関心・意欲・態度に関する評価の基礎的研究（研究委員会）

③自由課題2点（区部1点、市部1点）

④講評（前年度都算研会長）※発表会終了後、来賓・講師を交えての懇親会

●研究委員会委員長愛甲武

・日数教全国大会（関プロ大会）での発表者の募集とその推進

．講演会の開催5月26日の総会時、2学期に3回（区部1回、市部2回）

・算数への関心・意欲・態度に関する評価の基礎的研究（研究発表会時に公開発表）

●会報委員会委員長国府田豊

・会報（82号、83号）を年2回発行する。各地区の活動状況や個人研究等も掲載する。

● 紀要委員会委員長赤松旬

・研究紀要（第28号）を編集し発行する。内容は昨年度に準ずる。

●実態調査委員会委員長駒込連峰

・平成3年度実施の「図形」領域の集計・考察をし、報告書を作成する。

・都算研発表会で「図形」・日数教横浜大会(関プロ大会)で「量と測定」領域の実態を発表。

・平成4年度末実施の「数と計算」領域の問題を作成し、調査を依頼する。

●資料委員会委員長三上裕三

．「図形」領域の実態調査結果から問題点を探り、研究主題に迫るための指導案を作成し、検証

授業を通して資料を作る。

・指導資料を紀要に掲載するとともに、都算研研究発表会と日数教横浜大会で発表する。

●多 摩地区委員会部長藤岡正樹

・都算研と多摩地区との連携をより強め、算数研究活動のより充実を目指す。また、授業研究委

員会、研究委員会の計画に従い、授業研究（2回）、講演会（2回）、多摩地区部長会（1回）

を開催する。

●各区市部長会

・年2回、区市研究部長会を開催し、情報交換や講演会を通して、研究活動の活性化を図る。

・1回目7月6日（月）．．…･･……･…･………練馬区立豊玉小学校

・2回目11月13日(金)…………･…･……･…練馬区立豊玉小学校

－6－
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【各区市研究活動計画】

★千代田区………研究テーマ「子どもの豊かな発想を生かす指導の在り方」

本区では、子どもの豊かな発想を生かす指導の在り方を研究テーマとして設定した。このテーマ

の解明を目指し、次の4つの研究の目的を考えた。

（1）児童の豊かな発想をひき出すよい問題の提示と問題解決能力を育成する指導の在り方を探る。

②新学習指導要領の趣旨に沿った授業の在り方を実践授業を通して追求する。

（3）児童の自力解決を助長するために、個に応じた指導の在り方を追求する。

（4）児童の豊かな発想をいかし、一斉指導における練り上げの段階の指導の在り方を追求する。

上記の目的の達成のため研究授業、事前研究を各3回計画している。研究は、低、中、高学年部

会ごとに事前研究、研究授業を行っている。これらの研究内容は、年度末に例年冊子にまとめ上げ、

研究の成果の報告を広く区内各校、部員にも配付している。

第1回研究授業都算研と共催7月8日（水）「計算のきまり」4年番町小菅野教諭、

第2回1年 錦華小土田教諭、第3回5年麹町小水野教諭（渡週信夫）

★目黒区………研究テーマ噺しい学力観にたった算数指導」

本区では、昨年までの「見通しを持ち、筋道を立てて考える子の育成」を発展させて、新しく上

記のようなテーマで研究を進めている。新しい学力観については、今回の新学習指導要領にもられ

た大きなテーマである。それを算数指導の面から見直し、今まで行われてきた算数指導との接点を

図りながら、児童が算数の学習に意欲的に取り組み、一人ひとりの考えを生かしながら、問題を解

決できる能力を育てるための指導法を工夫してい<c

年間2回の講演会と、4回の授業研究を通じて研究を深め、これらの成果を目黒区算数部研究紀

要として、冊子にまとめることにしている。

○5月･･･年間計画、テーマ決定○6月…講演会「新しい学力観にたった算数指導」伊藤説朗先生

○7月…6年授業研究東根小堀越和子教諭○9月…講演会

○10月…6年授業研究菅刈小瀬下清教諭○11月…3年授業研究鷹番小徳永晴弘教諭

○12月…1年授業研究碑小北島嘉子教諭○1月…都研究員全体発表不動小（喜多輝顕）

★北区……研究テーマ「算数のよさを感じさせる指導法のエ夫」

本区では、新学習指導要領の算数科の目標を具体的な実践に結びつけ、上記のテーマで研究に取

り組んで3年目になる。毎日の算数指導を通して算数のもっているよさを児童に感得させることは

学習意欲を高めるためにも重要であると考え、研究実践に努めている。5月にはテーマにそって講

演をいただき、テーマにせまるために5回の研究授業を行う。ひとつの研究授業について、区の算

数研究部員を中心に指導案の検討を何度か行う｡そこでの話し合いを通して、教材についての考え

方や指導法の改善等研究を深めていく。研究の成果については、算数指導の資料として活用できる

よう年度末に研究記録にまとめ、各校に配付する。本年度の年間活動計画は、以下の通りである。

5月28日(木)講演区指導主事山田武雄先生6月25日（木）研究授業王一小千田吉範教諭

10月22日(木)研究授業滝小高森典子教諭11月26日(木)研究授業滝二小山本英一教諭

1月21日（木滋育研究員地区発表滝七小中田真由美教諭

2月4日(木)教育会研究発表会研究授業十条台小成家たみじ教諭（高橋裕子）

巧

一イー



★小平市･･･…･･･研究テーマ「数学的な考え方を伸ばす指導法」

本市では、ここ数年、上記を研究テーーマとして授業研究を中心として研究を進めている。今年度

は、「学習指程における指導と評価」をサプテーマにし、共通理解を深めながら指導方法を検討し

ていく。年度末に研究集録を作成し、指導案、指導過程の記録、考察などをまとめ次年度の研究に

役立ててい<c

○年間活動計画

5 月 研 究テーマ決定年間活動計画作成6月指導案検討

7月授業 研究（4年）9月指導案 検 討 1 0 月 授 業 研 究 （ 5 年 ）

11月市教研講演会12月算数部講演会1月指導案検討

2月授業研究（1年）3月研究のまとめ、集録作成（生田和子）

~

【第74回全国算数・数学教育研究大会神奈川大会の開催要領】

1．研究主題

2．期日

3．会場

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－

平成4年8月6日(木)～8月8日(士）

開会式・記念講演・アトラクション……横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）

横浜市中区みなとみらい1丁目1番地

奮（045)221－2121

幼稚園・小学校部会…………･･･…………横浜市立立野小学校

横浜市中区立野76

唇（045)622－9381

９
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5．講演･演題記念講演「地球環境の回復」－日本からマレーシアー

講 師 横 浜 国 立 大 学 環 境科学研究センター長宮脇昭先生

小学校部会講演「21世紀に活躍する児童のための算数教育」

講師聖徳大学教授杉岡司馬先生
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