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これからの算数教育に期待する

副会長藤牧理市

平成4年度は新教育課程の全面実施の年に当たり新しい学力観に立って各教科等の研究が、いず

れの学校でも盛んに行われて来ました。指導要領の改訂に伴って指導要録の改訂もされました。新

しい学力観では評価の観点も見直され、関心・意欲・態度が最初に置かれ、知識・理解の項目は最

後に位置付けられました。これは学力の中で関心・意欲・態度が特に重視された結果だと言えまし

ょう。都算研では研究委員会に委嘱し、昨年度から評価の課題を継続研究をし、その一部として、

「関心・意欲・態度の評価事例」を冊子にまとめ配布いたしました。これを評価の参考にされ、算

数の研究を深めて頂きたいと願っています。

本年度も校内研修の成果を研究発表までに高められた学校が多くありました。送られて来る研究

案内で算数の研究校が少く感じられたのは私だけだったでしょうか。「今こそ教師の研修を」と長

谷川会長が強調されていました。多くの学校で算数の研究を盛んにして頂きたいものです。一般的

に親の教科に対する関心は算数科が最も高いのです。それは考える力を伸ばすのに最も適した教科

ですし、積み上げの重要さと個人差がはっきり出る教科だからです。ところが児童の算数科に対す

る興味は、ここ10年来大変低く高学年になるに従い悪い傾向を示しています◎6年生では最低に位

置づけられています。その原因は考える力を育てる指導が不十分だからだと思います。

指導要領の目標で数学的な考え方、広くはものの見方、考え方を育てることを強調していますが

都算研の実態調査の結果からは、数学的な考え方の評価は低い傾向にあります。これは日頃の授業

が基礎的な技能の習熟を中心に進められており、児童自らが、問題解決の場面で十分に考えさせら

れていないからだと考えます。このように考え方を育てていない問題点として教師の認識不足や努

力の不十分さが考えられます。本年度の都算研の講演会の内容は全て数学的な考え方を育てる指導

法に関わるものでした。これは都算研の研究主題に沿って、考え方を育てることの重要さを認識し

ているからに外なりません。

算数の学習の中で考え方を育てる基本は、「考える場で考えさせながら考え方を学ばせる」こと

につきると思います。問題解決の場が考える場です。ここでよい結果を出す考えはどうやったら出

て来るのだろうとか、何故この児童はこういう考え方が出て来るのだろう。その考え方の出て来る

のは、どういう考え方からだろうかと追求する必要がありましょう。そのために課題の工夫、操作

活動や一人一人を生かす評価の工夫などの研究等深める機会を多く持つことが大事です。

算数教育の究極のねらいは数学的な考え方を育てることにあります。このことは人間形成のうえ

からも大切です。数学的な能力や態度の育成も見据えながら創意ある算数の学習指導を積み上げて

頂きたいと願っています。

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（千代田、練馬、稲城、東久留米）計4回

実施した。関係区市算数部、授業者のご努力で、授業の質、協議会の内容とも充実

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、授業研究会の成果が、さらに広められることを期待している。

･研究委員会・本年度は、講演会を区部市部2回ずつ開催した。第1回は豊玉小の総会時に、横

浜国大教授橋本吉彦先生より「数学的な考え方を伸ばす指導と評価のあり方」を皮

切に、第2回は狛江市立狛江第七小学校において、柳瀬修先生より「新しい学力観

と算数教育」を、第3回は武蔵野市立井之頭小学校を会場に、群馬大教授小関隅縄

先生より「子どもがよくわかるこれからの算数教育」を、第4回は豊島区立大明小

学校において、入子祐三先生より「一人一人の考えを伸ばす算数教育」の講演を頂

いた。その他、関心・意欲・態度の評価研究については、10月の研究発表会におい

て、冊子をもとに発表した。なお、作成した冊子は全都の小学校に一部ずつ配布し

活用方を依頼した。現在、残りの図形と数量関係の2領域を作成中である。

･発表委員会・10月9日神楽坂エミールで定例研究発表会を行い、来賓始め180名の参加を得る

ことができた。実態調査委員会、資料委員会、研究委員会の各委員会からの発表と

会員から「進んで考える子どもを育てる指導」「問題解決力を育てる手だてのあり

方」の発表があった。まとめの指導・講師を前会長橋本哲朗先生に頂いた。

・会報委員会・7月に82号、2月に83号を発行した。

･紀要委員会・平成4年度・算数教育研究紀要・第28集の編集を行い、平成5年4月中までに発

行し配布する予定です。東京都算数教育の充実・発展をめざし、ご活用ください。

･実態調査委員会・平成3年度の実態調査「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、10月の研究発表会で報告した。報告書は、算数指導の充実に資するため

全都の小学校に配布している。今年度は、「数と計算」の領域について実態調査問

題を作成、2月調査依頼、3月実施、4月回収の予定で進行中である。近年、島唄

の各校の参加も増加、名実ともに都算研実態調査として資料の価値が高まっている。

･資料委員会・「図形」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作成し、実践授業を行った。その結果を指導資料として

作成し、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。

･区市研究部長会・計画にそって年2回の区市研究部長会を開催したo1回目は、7月6日（月）、

2回目は、11月13日（金）、会場は、2回とも練馬区立豊玉小学校である。

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】

o平成4年10月9日（金)-於神楽坂エミールo参加者180名

1.本年度は「図形」領域で、知識・理解及び数学的な考え方について前回の昭和63年度の問題を

引き継ぎ調査を行った。なお、前回の反省から問題を一部修正したものもある。

数学的な考え方については、6年を除く各学年の調査問題のうち、正答率の低かった一間を取

り上げ、「ねらい」を明らかにした上で、前回の集計結果との比較、分析・考察を加え、指導の

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o1年図形を構成しているさんかくの

数を数えることができるo2年構成要素に着目して三角形を認めることができる。3年図形を

構成し、辺や角の相等関係からどんな図形になるか考えることができる。4年4つ折りにした図

形の辺の重なりから、その相等関係に着目し、も.との四角形を考えることができる。5年三角

形の決定条件を活用して四角形を作図する発展的な考え方ができる。

また、知識・理解の問題についても、正答率の低かった2年から4年までにある図形の弁別に

ついて、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」につし､ての指導資料（資料作成委員会）町田・南第一小黒沢志津夫

（1）発表内容1年生「時刻の読みの初期指導」

（2）問題点の分析

・時計の針の位置関係による読みの指導だけでは、新しい指導内容の分読みは難しい。

（3）指導の手だて

・時計の観察を通して、時計の仕組み、針の働き、文字盤の役目などを理解させる。

・子供の生活と関連させた問題を扱い、アナログ時計とデジタル時計を併用した指導をする。

3．「算業科における関心意欲態度」の評価（評価委員会）杉並・井荻小学校宮山延敬

評価委員会では算数科における関心意欲態度の評価のあり方について昨年度から研究を行って

きた。初年度ということもあり「数と計算」「量と測定」の2領域に絞って行った。関心意欲態度

という情意的な面に関わる評価についても、児童の具体的な行動でとらえなくてはならないと考え、

「関心意欲態度面からみた理想の児童像」を、課題の把握、解決の計画、計画の実行、解決の検討、

まとめ・発展の各学習過程ごとにまとめ、それをもとに各単元ごとの評価規準を作成し評価方法を

追究した。今後さらに研究を進め他の単元、他の領域における評価方法を明らかにしていきたい。

4．進んで考 え る 子 供 を 育 て る指導三鷹・井口小滝川幸隆

問題解決学習の課題把握､解決計画、計画の実行、検討、まとめの5つの指導過程に重点を置い

て研究を進めた。大切にした点は、○子供を主体とした問題解決学習の計画を立てる。○学習に熱

中させる工夫をする。○年間指導計画の中で、4領域にわたり問題解決学習をできるだけ取り入れ

る。○自力解決による成功の経験をどの子にも与える。○子供の努力を賞揚する。○直観力や論

理的思考力を身につけさせる。○問題を解いていく資質を身につけさせる。などである。

5．問題解決力を育てる手だてのあり方

新算研練馬支部Bグループ学大附属大泉小稿本忠明

本研究では、問題解決力を、①問題を発見する力、②既習事項を活用する力、③構造、原理、

法則を獲得する力、④新たな問題に発展させる力とおさえた。手だてはこの問題解決力に対応さ

せて指導案の中に明示し、実践後に手だてを形態別に分類し評価を行った。授業では、児童に自

由な取り組みを保障し、既習事項を活月して自分なりの解決を持たせることを重視した。その結

果、解決方法を正しく評価することが解決力を高める上で重要であることが分かった。即ち、児

童の解決方法に価値付けをするのである。このような実践を積み上げる中で、手だてのあり方を

整理した。

－3－



【授業研究】

第1回授業研究会平成4年7月8日（水）
千代田・番町小菅野宏隆

1．題 材 4 年計算のきまり

2．ねらし、・分配法則が成り立つ場面において、その意味を理解し、計算のきまりを発見したり、
式のよさに気付いたりする。

3． 展開

本時は、（）を使い1つの式にまとめることのよさをより感得させるために、6×3＋6×4十

5×6＝6×（3＋4十5）となる3口の分配法則の場面を設定した。こうした中、図や式を基に

しながら、進んで問題に取り組む。数量の関係を式で簡潔に表すことを工夫しながら、分配法則を

理解する。式で表された数量の関係をよみ、式のよさに気づく。そして、日常使っている計算のき

まりの1つが、分配法則であったことに気付くというように発展させていく展開を試みた。

4．協議と講評

・児童から多様な考え方が出てきていた。ただ、分配法則・交換法則を要求するとすれば、課題に

「あなたが一番簡単で上手だと思う式で……」というような文を付け足すと、ねらいとしたこと

が、もっと強く出てきたと思う。

・5×6＝6×5を説明するときなどは、もっと図と式を対応させて考えるとよかったのではない

刀ﾕo

第2回授業研究会平成4年9月22日（火）

練馬・開進第四小黒木正子

1．題材6年比例・反比例

2．ねらし、○伴って変わる2つの量の関係には、決まりを持って変化するものとそうでないもの

がある事に気づく。

○数字を当てはめたり、既習事項を生かしたりして、変わり方を調べようとする。

3． 展関

前時に児童が見つけた伴って変わる2量の例のうち、6例をあげ、きまりをもって変化するもの

（伴って増える．一方が増えると一方が減る）とそうでないものを判別するのが本時の課題である。

既習の表・グラフ・式を利用して判別させた。例には数字が入ってない事から、感覚的に判別する

児童が多いので、自分で数字を当てはめて具体的に考えさせる事に留意した。

4．協議と講評

○判別をするとき、数値を入れてみようという助言も必要ではないか。

○比例・反比例のねらいは、関数的な見方を育てるという事にある。「科学的に物事を処理する態

度」や、「既習事項をさらに深めようとすること」、「日常生活との結びつきを考える事」など

が大切である。

○現在、「環境を大切に」という事が言われている。牛乳パックからできる再生紙の量を考えるな

ど、算数でも環境を考えた問題を作ってほしい。
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第3回授業研究会平成4年11月27日（金）

稲城・

1．題材2年かけ算

2．本時（23／37）のねらし、

o具体的な問題場面から、1つ分の大きさといくつ分を見つけ

出し、かけ算の式に表して解決することができる。

。式と図を結びつけて説明しようとすることや、式を読み取ろ

うとすることができる。

3． 展開

第七小鈴木和子

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

（本時は6の段までのかけ算九九と九九表のきまりの学習後に当たる｡)①上の図のように並んだ

チョコレートを提示。「チョコレートの数を、かけ算を使って求めましょうJ②かけ算が使える

ようにする方法を考える（数人の子どもが発表）。③各自が考えた方法をワークシートの図を活

用しながら実行（小グループのいくつ分が多数)o④発表者の図や説明をもとに検討。

4．協議と講評

o「かけ算を使って～」という課題の中の言葉について是非がある。本時では、児童の論理的な

読み取りの不足と補助発問がなかったことから、児童の思考を狭めてしまうものとなった。

。教科書の問題・課題は全国的な既製服である。クラスの実態を見極めた上で手を入れ、子ども

達と共に作られる課題が望まれる。

第3回授業研究会平成4年12月9日（水）

東 久 留 米 ・ 九 小 金 森 信 行

1．単元名5年単位量あたりの大きさ

2．ねらいと評価

・公園のこみぐあいを直感をもとに、どちらがこみあっているか考えようとする0一方が同じ

時は他方の大小で判断できるから、両方異なる時も一方をそろえれば良いことがわかる。。こみ

ぐあいの意味が分かり、問題を解くことができる。。こみぐあいの意味や解き方が説明できる。

3．展開

(1)どんな所で「こみぐあい」が使われるか考えるa(2)東公園と北公園のどちらがこんでいるか考

える。根拠を書く。①一人分の面積を求める。②1派分の人数を求める。③10人分の面積を求め

るoRioo人分の面積を求める。⑤10㎡の子どもの人数を求める。⑥100m'の子どもの人数を求

める。(3)自分の解決法とその理由を発表する。(4)友達の発表を聞きながら、解き方への理解を深

める。(5)北公園の方がこんでいることをつかむ。旧)こみぐあいの調べ方をまとめさせるo(7)授業

でわかったことや感想をワークシートにまとめる。

4．協議と講評

・本授業では、人数力違うから困る。面積が違うから困る。このままではできないことを、問題

意識としてしっかりととらえさせ、おさえてから、多様な考えを作業させ、一方をそろえればよ

いという解決方法をつかませる。とにかく、課題意識、問題意識をおさえてから作業させないと

子どもは混乱する。｡関心・意欲・態度について強くおしだした授業は、高く評価する。
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【日教教第74回大会・全国算数・数学教育研究（神奈ﾉ||）大会報告】

本大会は、日本数学教育学会と全国算数・数学教育研究会共催で行われた。神奈川県横浜市を中心

に8月6日～8日の3日間、『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－

を研究主題に盛大に開催された。全体会では、「地球環境の回復」－日本からマレーシアーと題

して、横浜国大環境科学研究センター長宮脇昭先生の講演があった。小学校部会では、「21世紀に活

躍する児童のための算数教育」を演題に、聖徳大学教授杉岡司馬先生の講演があった。

本都の発表者は、次の通りである。

･教育課程

･数と計算

･量と測 定

･図形

･問題解決

･数学的な考え方

･学習指導 法

･教育機器

･評価

釣船雅子、羽中田彩記子他10名（日数教興味調査特別委員会）

石坂和男、山崎宏、久保田滋、奥山修、岡部進、小栗洋(国立教育研究所）

志水唐（筑波大附小）他6名

岸本忠之（東京学芸大学大学院）渋谷順三他22名（常磐松算数研究会）

内藤和巳他5名（多摩算数研究会・杉並支部）斎藤規子（中目黒小）

神山繁樹他6名（板橋・緑小）長谷豊他6名（世田谷・船橋小）

黒沢志津夫他3名（都算研資料委員会）小松栄他釦名（実態調査委員会）

上杉潤他12名（新宿区算数部研究グループ）高見資宏（中野・江古田小）

森修二他20名（新算研・板橋支部）

薮内一枝他5名（統計教育を考える会）釣船雅子（墨田・両国小）

小林克重他3名（東大原小）高橋光夫（多摩・南永山小）

保坂登（学大附・世田谷小）南輝明他12名（杉並算数教育研究会）

島田功（成城学園初等学校）

長谷川雅枝（東京都現代算数研究会）荻野雅彦（品川・品川小）他6名

上野和彦他5名（東京・現代算数研究会）森敏行（慶雁義塾幼稚舎）

薄井康裕他11名（多摩市算数自主研究会）

鶴島香織（文京区区小研算数部・千駄木小）

松田直樹、高森典子（東京・現代算数研究会）

大場隆久、渡辺信久（文京区区小研算数部）

高見資宏他9名（多摩研中野支部）高橋裕子他20名（北区算数の会）

大津隆之他15名（東京・現代算数研究会）

山口義一他9名（新算研練馬支部）片山裕治（世田谷・船橋小）他5名

落合誠一郎他7名（算数教具研究会）

富田京子他9名（多摩研中野支部）橋本忠明他8名（新算研練馬支部）

滝井章他3名（問題づくり研究会）茂呂美恵子（渋谷・猿楽小）

野田紀道、村沢唐子、岩片美智子、国府田豊他18名（足立区小研算数部）

上田悟司他7名（図形指導研究会）

高橋光夫（多摩・南永山小）

久保良宏、久永靖史、松元新一郎（共立女子中）

中村享史他33名（国立教育研究所・入試分析研究会）

山田正樹他17名（国立教育研究所・算数数学基礎学力研究会）
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【研究講演会】

第2回「新しい学力観と算数教育」

元都算研会長柳瀬修先生

1．新しし､学力観|こついて

お茶の水大の森先生は、学力に古い新しいはない、目新しいがこれまでになかったという意味で

新しい学力観という言葉が使われたのではないか。また、大阪教育大の北尾先生は、新しい学力観

とは、知識・理解、技能の上に自ら学ぶ意欲・関心・意欲・態度・判断力が中心となり学力を形成

していくであろうと言っている。

2．新しい学力観に立つ授業と教師

新しい学力観に立つ授業を行なう場合、教師は今までと比較してかえる場所はどこか、かえなけ

ればならないところはどこなのかをはっきりさせなくてはならない。その第一は、内容としての基

礎基本の徹底である。私の考える基礎基本とは、後々ずっと使っていけるものであり、活用してい

くことのできる内容である。つぎには、既習内容に関連づけて学ばせるということである。三番目

は、算数の内容を理解する力を育てることである。新しい知識は必ず、既習の知識の中にうまく位

置づけておくようにする力をつけることだと思う。

3．学習意欲を育てる

意欲には、意志の意と欲求の欲の2つの意味がある。意欲については、やる気をおこさせるよう

教師は工夫しているが、意志を鍛えるということにはあまり考えてはいない。学習のルールについ

ては基本的なことであるので十分に取り組んでほしい。（12月2日狛江・狛江七小）

第3回「子どもがよくわかるこれからの算数教育」

群馬大学教授小関照純先生
1．はじめに

新学習指導要領のねらいは、教える授業から育てる授業への転換である。「教」という字は、一

定の知識を教え、それを記憶させ、その記憶量によって子どもを評価するという詰め込み教育を意

味している。「育」という字には子どもの考え方を重視し、いいものを引き出すという意味がある。

特に、算数の概念理解について、教の授業でない授業があまり見られない。

2．子どもの認知発達とよい授業

育の教育をなすためには、子ども一人一人のスキーマ（子どもの既習知識の枠組）を知ることが

大切である。一人一人が今どの段階のスキーマを持っているかを把握し座席表に記しておけば、ど

の児童を指せば、どんな反応が返ってくるか予想できる。こうした子どもの認知発達の構造を知っ

ていなければ適切な学習指導はできない。特にスキーマの研究の中心は、日常の「ハグの発見」の

積み重ねである。ハグとは手続きや概念の思い違い、つまり、誤答の背後にある誤った発想のこと

である。子どもの間違いや失敗を正解への出発点として大いに活用する学習が、子どもがよくわか

る学習への重要なポイントである。

教師が立往生する授業ほどすばらしい。子どもをどれだけ深くとらえているか、深くとらえる程

立往生し、また、子どもをより深くとらえ直すことができる。子どもの理解に基づいて、教師も授

業 中に変わってゆくべきであろう。（12月9日武蔵野・井之頭小）

－7－



第4回「一人一人の考えを伸ばす算数指導」

入子祐三先生

1．「学ぶ力」を育てる一子どもの学ぶ力を育てるためには、（1浮び方を知っている（学習の膜）

(2)算数を理解している。③考える力を育てる。(4)問題を解決する力6)学ぶ意欲等が重要であるか

ら、それらの点に十分考慮して指導を行うようにしたい。

2．算数の授業で大切にしたいこと－(1)子どもの変容・期待したいことを念頭に置いて算数の授業

の組み立ての工夫をする。①日常の事象を数理的にとらえる子ども②自ら問題を見出し、働きか

ける子ども③数理を発見し、それを用いて問題解決をする子ども④問題解決のために工夫し、

努力する子ども等（以下略）(2)指導の見直しを大切にして、授業を行ってほしい。

3．よりよい授業のために－導入素材の選択と提示について見直すことが、効果的な算数指導につ

ながるo(1淳習問題の設定①日常の事象を話し合い、数理を見つけ出す問題、②既習内容との違

いに気付く問題、③身近にある素材を使った問題、④絵や図を使って提示し、作間などを通して課

題を見い出す問題、⑤「もし～だとすると、どうか」といった問題等々（以下略）（2騨題の意識

化と体制づくり問題の提示の仕方や問題を工夫したり修正したりすることによって、子どもの学

ぶ力や考える力を伸ばすことができる。(3)実践活動課題の意識化と体制づくりにより子どもが課

題に没頭して取り組む実践活動が生まれる。(4)ワ主クシートの工夫子ども一人一人の考え方をつ

かみ、それをとらえて伸ばすためには、ワークシートの活用が必要である。また、蓄積することに

よって子ども一人一人の考えを育てることができる。（1月14月豊島．大明小）

一

【第75回全国算数・数学教育研究大会滋賀大会開催要項】

1．研究主題「21世紀に向かってともに創り、楽しめる算数・数学教育」

－意欲的な取り組みをうながす授業の創造－

2．期日平成5年8月1日（日）～8月6日（金）

3．会場開会式．記念講演．アトラクション．…..……….….…………･…滋賀県立体育館

分科会（小学校部会）……･…．．…大津市立平野小学校、滋賀県立大津高等学校

部会総会………･…･…….．…･…………･…各部会会場、生涯学習センター

シンポジウム．総会．閉会式…………･……･…･………･･…･･……･・大津市民会館
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【都算研。平成5年度

研究主題について】
【平成5年～10年の全国・関プロ大会予定】
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平成5年度の研究主題につい

て、役員会において話し合われ

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年度
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