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東京都算数教育研究会

fq~ローレマレ~4ワーワーロ
ざ孔~■~Iqb~■~-~口乃ワ

ロー』ワムIbI■P.I笠q■守口

ロロI~■~■~b■▲I品b-I

詮､■,~ず､ﾛ,恥￥．、
I:-:､苫,託逗子弓・
ﾜーﾑﾜーq_①_■③q守口ﾜﾜﾏ、

牽群弓磯：

少■PGI寺14口4口_1.bq■

蝿【も:L:ｮ'ｺﾆ上こ''

男葺:津･¥鹸
鐸、■凸▽■■-.▽■--,

難蕊

討議

蕊

蕊 識
‘日-5.J『｡:堀口E▽:▽．■

';蟻E蕊霧

あ いさつ

平成10年－7

第94号

会長榎薗高士

日本数学教育学会の算数興味調査委員会の「児童の算数に対する意識」

に関する調査結果（10年3月）によりますと、①他教科に比べ、算数が大

事だと思う児童が圧倒的に多いこと、②「できるようになりたいと思う教

科」の一位は算数であること、③算数を嫌いな教科に挙げる児童が多いこ

とがわかります。

算数嫌いの傾向は、同委員会の調査、20年前、10年前、そして今年と年

々増加していること、また、この傾向は高学年ほど顕著です。算数は大事

りたい教科でありながら、嫌いな教科となる原因はどこにあるのでしょうな教科、できるようになりたい教科でありながら、嫌いな教科となる原因はどこにあるのでしょう

か。

先日（6月23日）教育課程審議会は「審議会のまとめ」を公表しました。「ゆとりの中で生きる

力をはぐくむ」を基本方針として審議されたわけです。算数につきましては授業時間数を各学年20

～25時間減とし、教育内容も約三分の一削減されるということでした。

審議内容からしますと、時数減は予想されましたが、時間数以上に教育内容を減らさないとゆと

りが生まれないということから内容削減となったのです。日常生活に生かせる知識や計算．思考力

を育てるものに厳選し、わかりにくいもの、納得のいかないものは先き送りか削除することとのこ

と。つまり、重要なことはみんなが納得できるまで教えよう、考えさせようとのことです。「納得

．じっくり・考え方重視」へと教育の質を大きく変える必要があるのです。教育内容が具体的にな

るのはこれからですが、算数教育に携わる私たちは、これまで以上に努力が必要となり、力量が問

われることでしょう。

このようなとき、前会長松野康子先生からバトンを受け継ぎ、今後の課題をふまえて、算数

教育の一層の充実．発展のために重責をお受けすることになったことに身の引き締まる思いがしま

す。微力ではありますが、諸先輩のご指導ご鞭捷と、役員並びに会員の皆様のご協力をいただきな

がら、一生懸命努力してまいりたいと思います。どうかよろしくお願いします。

本年度の研究主題は、昨年に引き続き「数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在り方～算数のよ

さを感得させる授業と評価～」とし、自力解決の喜び、考える楽しさ、発見の喜び、学んだことを

活用する楽しさなどを十分に感得できる授業の在り方を追究していくと同時に、教師自身が算数の

よさと価値を自覚し、具体的に研究し推進していきたいと思います。

そのために、これまで進めてきた本会の研究と組織の活‘性化をより一層推し進めるとともに、各

区市との連携を深め、総会・区支部長会・理事会・研究発表会等を通して全都の実践を結集し、広

げ、確かなものにしていきたいと考えています。

各区市の算数研究会の活動を本会に反映していただき、各委員会の活発な研究活動並びに会員の

皆様の積極的な研究を本会に反映していただき、子どもたちとともに、「算数のよさ」を感得して、

楽しく主体的に学習する姿をつくり出し、授業という直接的な、切実な場面で検証していこうでは

ありませんか。
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退任にあたって

前東京都算数教育研究会会長松野康子

会員の皆様とともに取り組んできた平成9年度の活動を3つの柱で振り返ってみたいと思います。

◇算数教育の充実発展を目指す研究活動として、昨年度から引き継いだ研究主題を深めるために、

授業研究に力を入れ、地区の研究会、研究発表会の充実を図り、多くの先生方の参加のもとに成果

をあげることができました。このことを通して、学校週5日制に向けて学習内容を削減するに当た

り、子どもたちにどのような力をつけることが大切かという算数教育の基礎基本のとらえ方や学習

内容を明らかにし、よりよく身につけるための学習方法などの課題に迫ることができました。これ

らを踏まえて、文部省に私たちの考えや要望を東京都算数教育研究会として提言することができま
した。

◇研究活動をより活発に、より確かなものにするための組織の活性化を目指す活動としては、各
区市の算数研究部との連携協力を一層進め、理事会で情報交換を行い、各区市理事の意見や要望を

反映させ、理事会→常任理事会→総会と機能し、顔の見える組織になってきました。その結果、研

究発表会の公募の数や質の高まりとして成果を見ることができ、組織としての体力をつけてきたと
実感しております。

◇今後の課題として関東大会、日数教大会、中学校との交流などとともに、平成12年度に迫った

本会の50周年の大きな節目にむけて意義ある取り組みを進めていただきたいと思っております。
平成9年度も役員並びに会員の皆様とともに充実した研究活動ができ、成果を挙げることができ

ましたことを感謝申し上げます。本会のますますのご発展をお祈り申し上げます。

〔平成10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
一算数のよさを感得させる授業と評価一

研究部長松山武士

東京都算数教育研究会は、本年度も標記の研究主題に基づき、研究授業を中心とした実証的な研
究・調査活動を推進してまいります。特に副主題を「算数のよさを感得させる授業と評価」とし、
子どもたちの主体的な学習活動を充実させることにより、よりよい問題解決能力を身につけさせる

とともに、算数の持つ価値観を感得させる授業の創造を目指した研究活動を推進していきたいと考
えております。

さて、教育課程審議会の審議も進み、この夏には新しい教育課程の全体像が明らかにされるとと

もに、新しい学習指導要領の内容が告示されると伺っております。この新しい教育課程はその基準
の改善のねらいを、「自ら学び、自ら考える力の育成」としており、知的好奇心や探求心を背景と
して、論理的な思考力、判断力、表現力、よりよい問題解決能力を育成し、子どもたちに創造性の
基礎を培うことを目的としております。このねらいを実現するためにも、子どもたちの算数学習を
充実し、「算数を学ぶことの意義や価値」に気づかせ、一人一人の子どもたちに主体的な学習観を
育てていきたいと思います。

昨年度は、区市の算数教育研究部長の先生方に算数教育の課題についてアンケートをお願い致し
ました。各研究部長の先生方からは、各区市の研究と都算研とのタイアップ、都算研としての研究
'情報のデータベース化、中学校との交流等のご意見を頂戴致しました。本年度も研究活動とともに
各区市との研究・'情報の交流を活性化していきたいと考えておりますので、会員の皆様のお力添え
をお願い致します。
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【平成10年度都算研総会】

平成10年度東京都算数教育研究会総会が去る5月26日（火）練馬区立豊玉小学校にて、ご来賓の

歴代会長様をはじめ、たくさんの顧問、客員の先生方のご臨席のもとに開催されました。

総会では、平成9年度の事業報告・決算報告承認後、会長には練馬区立豊玉小学校榎薗高士校

長が選任され、平成10年度新役員、事業計画及び予算案が決定しました。新会長榎薗高士先生の

挨拶の後、放送大学教授永野重史先生の「算数のよさを感得させる指導と評価」についての講演

がありました。

また、総会では、東京都教育研究員や各種委員会の委員の紹介等もあり、大変充実した総会にな

りました。

次頁に、永野重史先生の講演要旨を掲載いたしましたので、お読みいただきまして､本会の諸事

業並びに平素の授業に生かしていただければ幸いです。

一
‐

平成10年度東京都算数教育研究会役員

一

’
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役職名

会長

副会長

副会長

副会長

庶務部長

庶務副部長

庶務副部長

庶務副部長

庶務副部長

庶務副部長

会計部長

会計副部長

会計副部長

会計監査

会計監査

研究部長

氏名

榎薗高士

中野洋次郎

農部光威

丸山保

青柳借行

前川禰進忠

菅野俊子

柴健

小島宏

向山宣義

赤津肇一

清田澄子

前津紘一

鈴木正孝

匿瀬員一

松山武士

所属校

練馬区立碧玉小学校

世田谷反す

深沢小学校

江戸川区立

南小岩小学校

目黒区立

五本木小学校

小平市立鈴木小学校

府中市立
府中第七小学校

足立区ウ

栗原北小学校

港区立南山小学校

台東区立根岸小学校

文京区立

千駄木小学校

板橋区立

高島第一小学校

台東区立小島小学校

新宿区立

東戸山小学校

墨田区立

木下川小学校
品川区立

城南第二小学校

品川区寸

第三日野小学校

役

授業研究
委 員 長

発表委員長

研究委員長

編集部長

会報委員長

紀要委員長

調査 部長

実態調査
委員 長

資料委員長

多摩委員長
◎

多摩委員長

多摩委員長

多摩委員長

多摩委員長

多摩委員長

多摩委員長

協名 氏名

田中幸伸

新 藤幸 雄

長 田耕 一

吉川正弘

森野 功雄

富永泰子

碓氷恒夫

高田 英雄

児玉良司

小林正敏

中 村 光 義

滝 葎福 一

靭 修 二

寺門義雄

深見 員一

上谷 哲雄

所属校

練馬区立

練馬第三小学校

中央区立佃島小学校

田無市立

西原第二小学校

大田区立
東調布第三小学校

新宿区立
戸塚第一小学校

江東区立深川小学校

世田谷区ウ

山野小学校

杉並区立
杉並第二小学校

杉並灰京
高井戸小学校

昭島市立東小学校

八王子市立

横川小学校

あきる野市立

戸倉小学校

東久留米市立
第三小学校

町田市立

小山田南小学校

稲城市立

稲城第七小学校

多摩市立
大松台小学校



〔総会記念講演〕 〔平成10年5月26日於練馬区立豊玉小学校〕

算数のよさを感得させる授業と評価

講師放送大学教授永野重史先生

「算数のよさ」について、文部省の小学校指導書算数編に「数理的なよさが分かり、進んで生活
に生かそうとする態度を育てる。」と書かれている。今日は、別の視点から「算数のよさ」につい
て考えていきたいと思う。

まず、一冊の本を紹介したい。それは「D.A・ノーマン著人を賢くする道具新曜社認知科
学選書」である。今日の話と関連があるので、参考にしていただければ幸いである。

《人の能力と道具》

石川県で知的障害児に電卓を与えて計算の負担をなくすと能力が伸びたという報告がある。人の
能力とは何であろうか。

長野オリンピックでスピードスケートの様子が変わっていた。新しいスケート靴で新しい練習に
切り換えた人が、よい成績を出していた。つまり、スケート靴の選び方とそのスケート靴のこなし
方もその人の能力である。

また、スキーのワックスを選ぶ能力もよい成績を出すのに大切である。ボートはボートの設計も
大事である。

すなわち、道具は運動能力を支えている。逆に言えば、道具なしにこの記録はあり得ない。道具
が人の能力を作っていくということである。

しかし、学校における試験は、頭の中にすべてを入れておかなければならない（例えば、かけ算
九九も覚えていなければならないという）「丸裸の試験」が行われている。長野のパラリンピック
を見て、道具が人の能力を作ることに感動した。学校教育も同様である。人を道具が助ける時代で
あり、すべてを覚えなくてもよい。コンピュータの通信で必要な情報はすぐ手に入る。だから、
「参考書持ち込みの試験」でもよいのではないか。これからは、「DistributedIntelligence(分
散知）」が必要であって、まわりに助ける道具がたくさんある。

《算数科における道具》

人が作った記号（数字・式）も道具に含める。数字は、アラビア数字の他に、ローマ数字や5本
ずつ束ねていくタリーマークもある。（日本でも正の字がある。それもタリーマークである。）そ
の両方を比べてみると、たし算の段階でアラビア数字は使いにくいのではないか。3歳ぐらいから
アラビア数字を教えているが、タリーマークやローマ数字に触れさせた方がよいのではないか。
アラビア数字は数に関係なく10個の記号を覚えなければならないし、位取りという難しい考えを

理解する必要がある。アラビア数字は、かけ算とわり算が入ってきたとき初めて重要性が出てくる。
たし算やひき算のうちはアラビア数字でなくてもよいのではないか。

また、グラフや表にすることも頭をよくする道具である。

これまで、心理学では、知能と学力に分けてきたが、このところ違ってきた。「頭の中につくる
道具」と「頭の外にある道具」でもよいのではないか。筆算は、頭の外にある道具で計算すること

－4－

へ

一



r両

←

である。基礎・基本をたたきこむ必要はない。これが分かると楽ができるからという発想でいくこ

とが大事である。

《算数科における道具のよさ》

一つ一つ飲む時間が違うたくさんの薬で、薬の袋は薬剤師本位にできていて、患者本位にできて

いない。そこで、朝、昼、夜、寝る前という表を作る。すると、表の「よさ」（全然分からないこ

とが表を作るとよく分かる）が分かる。アラビア数字の「よさ」も、かけ算やわり算で分かる。

しかし、「よさ」といっても、何のために使うかで「よさ」は変わってくる。アナログ時計は正

確な時刻がすぐ分からないが、時間の計算をするには便利である。一方、デジタル時計は、時間の

計算はたいへんだが、正確な時刻はすぐ分かる。

道具のよさを評価する基準は何に使うかを考える必要がある。算数のよさを扱うとき、そのよさ

を使う状況を作ってあげることが必要である。

《体験的認識と内省的認識》

従来の学習では、「2＋3はいくつですか。」と聞かれたら、「5です。」と答えることが重要

視されてきた。これは、犬に餌をあげたとき犬がお手をするのを教えるのと同じで、機械的な処理

である。

覚えるという「蓄積」、'慣れるという「調整」は体験的認識である。しかし、体験的認識で終わ

らず、分かったことを見直して、新しい分かり方をすることが大切である。例えば、カレンダーを

見て、「かけ算九九の7の段が並んでいる」「差をとると7になる」「数を7でわると、どうなる

か」など、「分かった。そんな仕組みがあるのか。」というような「再構造化」することが必要で

ある。「再構造化」は内省的認識である。今までは、体験的認識ばかり行っていて、内省的認識が

少なかったのではないか。楽な方法をさせたり、楽にして見直しのゆとりを与えたりすることが少

なかったのではないか。

例えば、プッシュホンの数の番号を見て、「斜めにたしたり横にたしたらどうなるか」「魔方陣

にするにはどうしたらよいか」など、ゆとりをもって数と触れ合う機会が、少なかったのではない

か。

《これからの学習の在り方》

評価は、点数を付けるためにあるのではなく、授業を改善するために行うのである。だから、教

材の評価、授業の評価に使った方がよい。そろばん塾に行って、計算がはやくなった子は、体験的

に計算しているのである。また、中高年向きのコンピュータ教室の生徒は、体験的に分からないの

である。受験勉強も体験的認識である。体験的認識だけでは困るのであって、内省的認識に残さな

ければならない。「ちょっと待てよ。」という姿勢が算数科で大切であって、改めて再認識して

「よさ」を味わうことが必要である。そして、内省的認識ができる人を多くしなければならない。

基礎・基本を厳選して、しっかり覚えさせることに必死になるのではなく、少し肩の荷をおろし

て、「減らすことのゆとり」ではなく、「選べることのゆとり」を考えていくのが大事ではないだ

ろうか。

（文責：新宿区立戸塚第三小上野和彦：畔柳信之）
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〔平成10年度事業計画の概要〕

1．

2．

3．

<研究主題＞数学的な考えを伸ばす指導と評価の在り方
一算数のよさを感得させる授業と評価一

総会・講演会平成10年5月26日（火）於練馬区立豊玉小学校

記念講演演題「算数のよさを感得させる授業と評価」講師放送大学教授永野重史先生

授業研究委員会

都算研の研究主題の追求を前提として、次の事業を行う。

・研究授業を年4回実施。（1回は研究発表会時、他の3回は区市で行う。）

・授業研究会実施に当たっては、授業案の検討の充実と当該区市算数部と連携を図って行う。

発表委員会

都算研研究発表会を下記の要領で実施する。

・日時平成10年10月27日（火)13:30～16:30

・会場世田 谷 区 立 深 沢 小 学 校

（1）分科会公開授業と研究協議会

（2）全体会研究発表

・平成9年度算数学力実態調査の結果と考察（図形領域）実態調査委員会

・ 数 学 的 な 考 え 方 を伸ばす指導と評価の在り方資料委員会その他

4研究委員会

・講演会を年間2回実施する。（総会時と研究授業と併せて）

・研究主題に関する研究授業を年間2回実施する。

・関プロ（東京）大会で研究発表を行う。

5．会報委員会

・会報94号、95号を発行する。

6紀要委員会

・研究紀要第34号の編集・発行をする。

7．実態調査委員会

・平成9年度実施の算数学力調査「図形」領域の集計・考察・報告を行う。

・関プロ（東京）大会で「量と測定」の実態を発表する。

・実態調査検討委員会を編成し、「数と計算」領域の問題作成と調査を依頼する。

8．資料委員会

．「図形」領域の指導資料の作成、及び提案授業を行う。

・都算研発表会にて「量と測定」領域の指導資料について研究発表を行う。

・関プロ（東京）大会で「量と測定」領域の指導資料について発表する。

9．多摩地区委員会

・研究授業・講演会を2回実施する。（1回は都算研発表会時）

・関プロ（東京）大会で「数量関係」領域の研究発表を行う。

10．各区市部長会

・第1回平成10年7月7日（火）於練馬区立害モ小学校

．第2回平成10年11月10日（火）於練馬区ウ碧玉小学校

－6－
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●各区市の本年度の研究計画

★墨田区･･･……研究テーマ「算数のよさを感得させる指導の工夫」

本区は、子供たち一人一人に算数を学習するよさを実感させる、また、進んで算数の学習に取り

組めるようにするため、上記の主題を設定し、①よさを引き出す問題及び提示の工夫、②よりよい

解決を求めさせる工夫、③よりよい処理の仕方を生み出させる工夫、④他の場面でよさの活用をは

かる工夫について、授業研究を中心に据えて研究活動を進めている。

4月研究主題・年間活動計画の概要5月年間実施計画・実態調査の形式検討

6月実態調査の分析考察・指導案検討7月6年授業研究（更正小）

9月教材研究・指導案検討10月講演会

11月5年授業研究（曳舟小）12月教材研究・指導案検討

1 月 2 年授業研究（二葉小） 2 月 区 教 研 研 究 発 表 会

3月本年度の研究のまとめと今後の課題

（登坂達雄）

★八王子市……研究テーマ「数学的な考えを育てる指導」

－一人一人の考え方が生きた授業の工夫一

本市は、ここ数年、「数学的な考え方を育てる指導」を研究主題として、研究授業を中心に実践

を重ねてきた。本年度は、児童一人一人の考え方が生きた授業の工夫をサブテーマに設定した。児

童1人1人の考え方を生かした創造的な授業が充実、発展するよう改善に努めることとした。

4月研究組織・研究テーマ・年間指導計画5月定期総会

6月教材研究（4年、5年）9月4年教材研究

10月4年授業研究・5年教材研究11月5年授業研究

2月研究員地区発表会3月本年度の研究のまとめと今後の課題

研究収録の作成

（岡本裕行）

★稲城市………研究テーマ「課題意識を持って、意欲的に取り組む児童の育成」

本市は、ここ数年来、標記の研究テーマを掲げて研究に取り組んでいる。児童が主体的に学習し

ていく上で、とても重要な内容であるという考えから、本年度も継続して研究を進めることにした。

取り組むにあたっては、下記の4点を念頭に置き、授業研究を中心に深めていくことにした。

①課題の工夫②教材・教具の工夫③評価の工夫④まとめ方の工夫

4月 年間活動計画5月定期総会6月指導案の検討

7月授業研究（5年）10月指導案の検討11月授業研究（全体会）

12月授業研 究 （ 3 年 ） 1 月 研究のまとめ2月都算研実態調査のまとめ

3月稲小研全体発表会

（森谷亨）
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|全国算数・数学教育研究（山口）大会案内

|；
研究主題

日 程

3．会場

｢思考力を深め、豊かな創造性を育てる算数・数学教育」

平成10年8月3日（月）～8日（土）

講習会8月3日（月）～5日（水）

大会8月6日（木）～8日（土）

※部会講演会8月7日（金）

演題「自ら考え、可能性をひらく算数の授業」

講師広島大学教授中原忠男先生

小学校部会山口市立湯田小学校

第53回関東都県算数・数学教育研究（東京）大会案内

1研究主題

2日程

3．会場

｢思考力・創造力を育む算数・数学教育」

平成10年8月11日（火）～12日（水）

※記念講演8月11日（火）

演題「考える楽しさを教えるために」

講師数学者ピーター・フランクル氏

※部会講演8月12日（水）

演題「これからの算数教育の在り方」

講師文部省教科調査官吉川成夫氏

小学校部会東京総合技術教育センター

東京都文京区本郷1－3－3

平成10年度都算研研究発表会

1．日時平成10年10月27日（火)13:30～16:30

2会 場世田谷区立深沢小学校

3．公開授業と研究協議

①第一分科会授業研究委員会（算数のよさを感得させる授業と評価）

②第二分科会研究委員会（数学的な考え方のよさを感得させる指導）

③第三分科会資料委員会（都算研実態調査「図形」の考察をふまえた指導）

④第四分科会世田谷区立算数研究部

⑤ 第五分科会府中市算数研究部

4研究発表

・実態調査委員会

・資料委員会

･研究委員会

－8－

会報委員会

編集部長吉川正弘（大・東調布第三）

委員長森野功雄（新・戸塚第一）

副委員長高田美代子（新・四谷第一）

副委員長上野和彦（新・戸塚第三）
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