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東京都算数教育研究会

今、 都算研では

平成11年－2

第95号

副会長丸山保

ちょうど今、各学校ではこの1年間の諸々の教育活動を評価し来年度の教

育課程の編成に備えていることでしょう。都算研においても同様に、この1

年間の諸事業をまとめたり評価したりしています。そしてこの反省を生かし、

さらに会員の皆さんに役立つ事業を目指そうと考えています。

都算研では、本年度の研究主題を「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、まず、教師自身

が算数のよさと価値を自覚し、子ども達が、自力解決の喜び、考える楽しさ、

発見の喜び、学んだことを使う楽しさなどを充分に感得できる授業の在り方を追究してきました。

平成7年度より始まった都算研の活性化の具体的な事業は、本年度で4年目を迎えています。発

表のみのものから研究授業も行う研究発表会にしてから、参会者の人数がぐ－んと増えました。こ

の発表会を充実させるために、各区市の研究成果を授業を通して発表できるよう5つの公開授業を

行いました。多くの区市研究部からの応募がありましたが、今回は府中市（多摩地区）、世田谷区

に授業発表してもらいました。参会者は200名を超え、どの教室もあふれる人数で大盛会となりま

した。また実態調査委員会、資料委員会、研究委員会は、ねりあげた研究授業と大変質の高い研究

発表を行い、意義深い研究発表会となりました。主催者一同、ご協力いただいた先生方、並びに会

員の皆さんに感謝いたします。

さらに、各区市研究部と本会との連携をこれまで以上に深めることができました。7月の区市部

長会ではほとんどの区市部長さんが出席され、区市の研究主題や研究状況等の情報を提供してくだ

さり、本会に反映させていただきました。11月の講演会に先き立ち、各区市より講演内容について

のご意見をいただきました。講師の都立教育研究所の広田敬一先生にはそれらをふまえて講演して

いただきました。区市部長さん方の多数の参加があり有意義な会となりました。

平成10年8月11日（火）～12日（水）には、第53回関東都県算数・数学教育研究（東京）大会が

東京総合技術教育センターで開かれました。都算研も運営に積極的にかかわり、盛会裏に終えるこ

とができました。計画・運営面で協力いただいた皆さん、また、研究発表していただいた皆さんに

感謝いたします。

ところで、2年後の平成12年は、都算研ができてから50年目になります。つきましては、平成12

年10月に、都算研50周年記念事業を行うように、準備を進めております。内容が詳しく決まり次第、

お知らせしていきますので､その節はよろしくお願いいたします。

さて、10年12月14日には、新学習指導要領が告示されました。それには、いくつかの新しい方向

が打ち出されています。厳選によるゆとりのある算数教育．楽しい算数教育・創造性の基礎を

培う算数教育・実生活と関連のあfろ算数教育の4つに整理することができます。都算研として

も、これらをふまえて現場での実践を積み重ね、その成果を発表し合い、算数教育を発展させてい

くことが大切/韓渚えます。そのためには、都算研の組織を生か-していくこと、また区市の算数部
との連携を強化して､都算研の研究活動を意義あるものにしていく必要があります｡子ども達とと
もに、「算数のJ4さ」を感得して､楽しく主体的に学習する姿を求めるために、会員の皆さんの力
強いお力添えよろしくお願いいたします。
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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。研究部には、授業研究、発表、研究の3委員会、編集部には、紀要、会報の2委員会、調査

部には、実態調査、資料の2委員会がある。各委員会とも委員長を中心に精力的に活動している。

この他に多摩地区委員会を置き、授業研究や講演会を行い、広い多摩地区での活動を支援している。

本年度も研究発表会では、2つの公募による研究授業を行うなど、都算研の活性化に努めている。

・授業研究委員会毎年、区部・市部から4名ずつ計8名の委員を委嘱し、本委員会が組織され

ている。そして、年4回の研究授業を行っている。研究授業は、委員会所属2年目の4委員が

行っている。本年は東村山市、武蔵野市、都算研研究発表会（世田谷区）で実施。各区市算数

部の先生方との交流が深められた。

・研究委員会本年度の「数学的な考え方のよさを感得させる指導」をテーマに研究を進め

てきた。昨年度から数量関係の内容に焦点を当てて、実際指導を積み重ね、どのような指導の

工夫が必要か具体的に探ってきた。

・第1回研究授業10月27日（火）会場：世田谷区立深沢小学校

授業者：葛飾区立細田小学校板垣和美教諭

授業：問題の考え方（3年）

講師：元中野区立桃丘小学校長山中優先生

．第2回研究授業1月22日（金）会場：東京学芸大学教育学部附属小金井小学校

授業者i東京学芸大学教育学部附属小金井小学校神田恭司教諭

授業：問題の考え方（6年）

講師：元中野区立桃丘小学校長山中優先生

・発表委員会10月27日、世田谷区立深沢小学校を会場として研究発表会を行い、200名を

越える参加者のもと盛会裡に終了できた。本年度も、都算研の3つの委員会からの提案授業に

公募授業が2つ加わって、5学級の公開授業を行い、その後の協議会でも熱心な討議がなされ

た。その後の全体会で実態調査委員会、資料委員会、研究委員会からの研究報告があり、前会

長松野康子先生よりご講評をいただいた。

・会報委員会7月に94号、2月に95号を発行。広報活動に努めている。ご活用ください。

・紀要委員会平成10年度「算数教育研究紀要」第34集の編集を行い、平成11年5月都算研
総会の際に配布予定。今年からA版。ご活用ください。

・実態調査委員会平成9年度は「図形」領域に関する実態調査を行った。その集計と分析考察

の結果を10月の都算研研究発表会で発表し、報告書を全都の小学校に配布した。関プロ東京大

会には平成8年度の『「量と測定」』の領域における実態と指導の重点」を発表した。また、

本年度も、昨年に引き続き実態調査検討委員会を組織し、「数と計算」領域の問題を全面的に

見直した。1月末に調査を依頼し、2月に実施予定である。

・資料委員会本年度は、「図形」領域に関する指導資料を作成するとともに都算研発表会
で提案授業を実施した。この指導資料は、都算研が実施した実態調査で明らかになった課題を

受け、その解決の方策を実践授業を通してまとめたものである。また、昨年度の「量と測定」

については、関プロ東京大会・都算研発表会でも研究内容を発表した。

・多摩地区委員会本年度は、立川市小教研算数部と共催で、10月7日研究会を行った。立川市

立上砂川小学校（会場）、授業者：松木伸恵教諭。講師：伊藤説朗東京学芸大学教授。伊藤先

生に都算研の研究主題について講演をいただいた。また、府中市小教研算数部の都算研研究発

表会（第5分科会）での研究授業にあたり、共に教材研究をし内容を深めた。
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〔都算研・研究発表会〕

平成10年10月27日（火）於世田谷区立深沢小学校授業公開と研究発表

第1分科会第6学年「問題の考え方」
授業者世田谷区立太子堂小学校教諭薄井康裕講師柳瀬修先生

1．題材名「数の不思議を見つけよう」（比の利用から）

2．本時のねらい・比の関係を用いて、口に当てはまる数を多様に見つけだし、当たりくじの数
を求めることができる。

・自分の考え方や友だちの発表からいろいろな考え方があることに気づき、共

通する性質から、きまりを見つけ、さらに答えを求めようとする。

3．展開

「12本のくじを作ります。当たりくじの数とはずれくじの数の比は、1：□になっています。」

という課題を提示し、自分で□にはいる数を決めて、当たりくじの数をたくさん見つけることが

できる問題を考えさせた。いくつか答えが見つかってくると、児童は、「答えは全部でいくつあ

るのだろう」と思い始める。試行錯誤しながら、児童は、自然に帰納的に考えを進めていったり、

類推的に考えを進めたりして、1：□の1＋□が12の約数になっていることに気づく。最終的に

は、約数が、当たりの数と等しくなるひみつを発見していった。

4．講評

数理的に処理するよさを大きくとらえて算数のよさといえる。よさの評価については、指導要

録の観点に照らし合わせてみていくと明確になる。本時で感得させたい算数のよさについて、比

の学習のよさ、比の内容そのもののよさから、はっきりしておくべきであった。

「12本のくじがあります。」という本時の問題解決は、考え方解決になっていた。答えがいく

つもあり、何が問題だったのか，不明確になってしまった。よさの評価の取り上げ方で、児童の

理解とずれがあったのではないだろうか。

第2分科会第3学年「問題の考え方」
授業者葛飾区立細田小学校教諭板垣和美講師山中優先生

1．題材名 「 問 題 の 考 え 方 一 輪飾りの問題一」

2．本時のねらい．問題場面を理解し、工夫して解決しようとする。

・解決方法のよさをとらえ、新たな問題解決に取り組もうとする。

．きまりに着目して問題を解決するよさに気づく。

3 ．展開

子供たちが経験したことのある輪飾り作りを題材として取り上げ、「4色の色紙で、つなぐ順

番を決めて輪飾りを作る場合、31番目は何色になるでしょうか」という課題を提示した。本時で

は、①落ちや重なりがなく調べることができるとともに、きまりに気づきやすくなるよさ、②二
つの事柄を対応させて調べることで、きまりを見出すことができるよさ、③発見したきまりから、

既習の計算を使うと、効率的に判断できるよさという3つのよさを味わわせたいと考えた。子供
たちは色を羅列したり、4つの色を書き出し表のようにまとめたり、かけ算をして調べたりして

いたが、多くはわり算をしてその余りをもとに色を見つけだして解決していた。一つ一つの方法
のよさやそれぞれのつながりについて意識させ、適用問題に取り組ませた。

4．協議と講評

・子供にとってのよさと教師の考えるよさは必ずしも一致しないのではないだろうか。検討する
必要がある。

・子供の考えの取り上げ方は、どこが同じでどこが違うのか子供に考えさせたら、もっと意識づ
けできたし、子供たち自身が課題性を持つことができた。それぞれの考えの関連づけをするこ
とが大切である。
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第3分科会第4学年「四角形」
授業者杉並区立馬橋小学校教諭原一男講師楠本善之助先生

1．題材名四角形

2．本時のねらい．辺の平行や垂直の関係等を活用して、いろいろな四角形を構成することがで

きる。

・平行な辺の組の数という観点で、四角形を仲間分けできることに気づく。

3． 展開

既習の平行と垂直の関係を活用し、長方形の紙に直線を2本引いて切り取り、いろいろな形の

四角形を作った。その四角形をクラス全体で整理、仲間分けした。長方形、正方形に続き、その

他の四角形を辺の向きや角の大きさの観点で分けていった。これらの四角形の共通,点についての

検討から向かい合った1組の辺が平行な四角形であること、さらに、同じ方向に斜めに切った四

角形についての検討から、もう1組の辺も平行な四角形があることを見いだすことができた。

4．協議と講評

・本時は、いろいろな四角形を作る活動とその仲間分けの活動を通して、辺の平行と垂直に着目

できるようにすることがねらいである。そのためには、教師主導ではなく、子どもたちが主体

的に、自らの疑問や考えのあやふやさを明確にしていく話し合いを深めていくことにより、ね

らいへと導いていけるようにすることが大切である。

・近年、基礎・基本が軽視される傾向にある。本時の課題である平行線を引くこと1つ取ってみ

ても、子どもにとっては技能的に難しく、なかなか正確に引けないのが実情である。こうした

基礎・基本は、算数のねらいを達成するための大切な手段である。そのねらいに迫るためには、

基礎・基本のより一層の充実を図る必要がある。

第4分科会第5学年「四角形と三角形の面積」
授業者世田谷区立中丸小学校教諭滝井章講師八木義弘先生

1．題材名面積を二等分する直線は

2．本時のねらい．面積を二等分する直線を見つけようとすることができる。

．見つけた面積を二等分する直線を基に、直線の片方の端を変えることにより、

さまざまな新たな直線を見つけようとすることができる。

3．展開

長方形2つを組み合わせた複合図形の面積を二等分する直線を見つけるという問題を設定する。

考える手がかりとして、予め、長方形をつくるようにひいた直線を提示した。その結果、子ども

たちは、ほかの長方形を見つけようとしたり、提示した長方形をつくるようにひいた直線の傾き

をずらして台形をつくるように直線をひこうとしたりするなど、問題解決力を発揮することがで
きた。

発表の際には、ひけた直線はどれも正解であることをおさえた上で、長方形から台形を見つけ

ていく過程の説明を通して台形は無限につくれることを理解させ、上底と下底の長さの関係を関
数的にとらえられるよう配慮した。

最後に、ひけた直線の交,点が3点に集約できることをTP上で理解させた。
4．協議と講評

・子どもたちは、今までに学習してきた図形を観察する視点である辺や頂点にこだわりをもち、
面積を二等分する直線を見つけようとしていた。その意味でも、自ら既習学習を活用して問題

を解決していくというオープンエンドの問題を基にした本研究のねらいが達成できていた。

・オープンエンドの問題を扱った授業では、発見のおもしろさ、知的好奇心を抱く楽しさ、効力
感を味わう満足感を味わわせることができる。
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第5分科会第6学年「問題の考え方」
授業者府中市立府中第八小学校教諭宇賀神礼子講師愛甲武先生

1．題材名「恐竜の大きさを求めよう」

2．本時のねらい．恐竜の大きさを求めようとする場面において、既習事項の比や割合を活用し
て問題解決に必要な数量を探し出す活動を通し数理的に処理することができ
るようにする。

3 ．展開

恐竜の化石の一部分（実物大）を提示し、その大きさを自由に予想させ興味を喚起した。条件
不足の場面から、根拠ある数値を求めるために必要な条件や解決方法を考える方向へと、話し合
いをすすめた。一人一人が自分の発想を整理し自力解決への見通しが立つように、教師は必要に
応じて子どもの考えを整理していった。「実物は骨格図の何倍か」「実物（全長）：実物（一部
の化石の長さ）」「実物：骨格図」といった割合や比の考え方の解決方法を共通確認した後、必

要な数値を自分で測らせ自力解決をさせた。さらに、求めた大きさ（長さ）を自分の身近なもの

と比較させたり教室の横幅をその場で実測したりして、恐竜の大きさをより実感しやすくした。
4．協議と講評

・恐竜という素材は子どもにとって興味深い素材である。その大きさを求める必要感をもっと強

調したかった。大きさを求める方法を考えたり、初めに予想した大きさと自分で求めた大きさ

を比較しその大きさを実感したりする活動に意義が生まれ、子どもの意欲もさらに高まる。

、見通しの話し合いの内容が具体的になりすぎ、子どもの発想をせばめてしまったのではないか。

、発表させるのはひとつの部分の大きさに絞り、どの解決方法でも結果がだせた、という点をき

ちんと押さえたい。

実 態調査委員会

杉並区立杉並第二小学校長高田英雄

本委員会では、平成9年度に実施した算数科の「図形」領域における実態調査の結果を集計、検

討し、考察を加えて冊子にしました。今までは、前回に実施した（平成6年度）問題を見直しなが

ら基礎的、基本的内容に重点を置いて行ってきましたが、9年度には、新しく実態調査検討委員会

を組織し、問題を作成しました。

問題作成にあたっては、①「図形」領域の中で、知識・理解・技能・数学的な考え方等の表示は

削除し、特に重要と思われる内容を選択しそれに則した問題を作成する。②問題の形式も工夫し、

一問一答形式の問題ばかりでなく複数解答の問題も取り入れることとする。③結果の考察にあたっ

ては、誤答例をあげるとともに、指導の手立てを考え、活用できるようにする。また、集計用紙に

も指導の手立てを考え、工夫、改善を図る。以上の3点を考慮しました。

実態調査の結果は、「作図の技能」は、どの学年もとても正答率がよく、定着している様子がう

かがわれます。これは、作図の活動を大切に指導してきた成果であろうと考えられます。

「図形に対する豊かな感覚」や「図形の性質を活用しての問題解決」については、傾向としては

全体的にもう一歩の結果となりました。図形に対する豊かな感覚を育成していく上では、

・図形を辺や角といった構成要素から考察すること。

・構成要素相互の関係を垂直や平行、合同等といった観点で捉えること。

・図形を弁別したり図形同士の関係を考察したりすること。

等の学習活動が重要であると考えます。以上で、報告を終わります。

実態調査に関してご理解とご協力をいただきましてありがとうございました。

なお、今年度は「数と計算」領域についての実態を調査致します。毎年、年度末の大変忙しい時

期の調査となりますが、どうぞご協力をよろしくお願い致します。
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「数学的な考えを伸ばす指導と評価の在り方」

資料委員会

資料委員会では、都算研の研究主題である「数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在り方」を受
け、実態調査委員会が実施した「量と測定」領域の実態調査の結果を分析し、正答率の低いものや
数学的な考え方を育成する上で指導内容や方法に工夫が必要な指導上課題となるものを明らかにし、
実証授業を通した指導資料づくりに取り組んできた。

今回の「量と測定」領域の実態調査の結果から、各学年の課題を次のようにとらえた。
1年生では、物の長さを比べるときに、直感だけに頼ってしまい、形、向き等を捨象して、全て

「長さ」という視点でとらえ、任意単位のいくつ分として把握しようとする力が育っていない。2

年生はものさしやリットルますの目盛りを読んだり、水の量をコップ何杯分かを読み取ったりする
問題だが、量感を身につけることと、単位を用いて数値化する数学的な考え方を育てるようにする
ことが課題であると考えた。3年生は、任意単位の考えを用いて間接的に重さを比べる問題だが、

重さ特有の量感を育てる教材・教具の工夫不足と測定の体験が少ないことが指導上の問題点である。

4年生は、複合図形の面積を求める問題だが、図形を区切ったり、多様な見方をして既習の図形に

帰着して面積を求められないことである。5年生は、円をもとに周囲の長さの差を求める問題だが、

必要に応じて補助線をかきこみ、既習の図形に関連付けてみていく場の工夫が必要である。6年生

は、円柱の体積と円錐の体積の関係に着目して高さを求める問題だが、立体図形に対する多面的な

見方や考え方を育てることが課題である。

課題をまとめると、具体的な操作活動を取り入れていろいろと体験させる中で、多面的な見方や

考え方や量感を育てることが必要であると考えた。それに基づいて研究を進め、各学年の指導を工

夫して指導資料としてまとめてあるので、参照及び活用ください。

｢数学的な考え方のよさを感得させる指導」

研 究 委 員 会

本委員会では、都算研の研究主題「数学的な考え方を伸ばす指導と評価のあり方一算数のよさ

を感得させる授業と評価一」を受け、「数学的な考え方のよさを感得させる指導のあり方」を中

心に研究を進めてきた。本研究を深めるために、特に子供たちが課題解決に当たってどのような数

学的な考え方を駆使すればよいか、またそのためにはどのような指導法が有効かなど授業を通して

具体的に追求してきた。以下、その一例を簡単に述べることにする。

実践例「円の面積を求める式をつくろう」（5年．『正多角形と円」）

(1)味わわせたい数学的な考え方のよさ

・依存関係にある数量に着目すれば、手際よく円の面積を求める式をつくることができる。

．大きさの異なるいくつかの円について調べることにより、関係を一般化することができる。

(2)指導の工夫

・指導計画の工夫…………「円の面積を求める式をつくろう」という課題を設定し、既習の四

角形の求積公式は辺の長さを乗じていることから、円の面積を求める式は半径や直

径を1辺とした四角形の何倍かになるのではと類推することにより、目的を明確に

して関係を調べる指導計画とした。この学習を通して、関数の考えを用いて問題解

決を図る子供を育てたいと考えた。

・ワークシートの工夫……本指導では、半径7cm～llcmまでの5つの大きさの円を用意し、帰

納的に円の求積公式を導くワークシートを作成し、学習に取り組み易いようにした。

今後も実践をもとに、主題に沿った研究を深めていく考えである。
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F両

第1回授業研究平成10年7月8日

授業者東村山市立久米川小学校教諭安西玲子講師小松柴先生
1．単元名5年「体積」

2．本時のねらい

・面積の学習内容から類推をして、筋道たてて考えることができる。

・体積の単位である1c㎡を用いて、体積を数値化して表わしたり、比べたりすることができる。
3．展開

導入では、課題の直方体と立方体の2つの立体を提示した。児童も提示された2つの立体を手に

して、大きさをどのように比べることができるか解決の見通しに予想をたてた。等積変形の考え方

や既習の長さや面積から類推して、単位を用いて比べる考え方などが出された。1c㎡の単位は知ら

せた。1c㎡いくつ分で体積が求められることを確認し、2つの立体の大きさ分を各自が積み木を使

って表わすことにした。体積という三次元の広がりを、具体物を使って具体的に捉えさせることも

ねらった。横に積む、中に詰める操作が多かった◎積み方、数え方の工夫の中には、次時の学習の

求積公式の考え方もあり、面積と同じように計算で求積できそうだ、ということもつかめた。

4．協議と講評

・高学年でも操作活動が必要である。

。「どちらがどれだけ」を明確にすることによって、数値化する必要性が生まれる。

・児童が解決の計画を出した時点で2通りのやり方がある。①全体で、出されたアイデアを検討

する。②出されたアイデアの中から自分のできそうなものでやってみる。

・面積の時と同じように、いろいろな比較のしかたがあり、いろいろな考え方を出したというこ

とを評価してあげてほしい。

第2回授業研究平成10年10月14日（水）

授業 者武蔵野市立大野田小学校教諭藤橋義之講師楠本善之助先生

1．単元名1年「たし算(2)」

2．本時のねらい

．繰り上がりのある（1位数）＋（1位数）の計算のしかたを、既習事項を活用して考え、表

現することができる。

．様々な計算方法の中から、よりよい方法を追求しようとする態度を育てる。

3．展開

「まんまるどんぐりを8こ、ほそながどんぐりを7こひろいました。ぜんぷでなんこひろいま

したか」という場面を設定し、「たしざんだいさくせん」（学習課題は口頭で、どのように計算

したかをみんなにわかるようにカードに表そうと説明した）を展開した。

児童は、8＋7の計算を数えたし、加数分解で自力解決した。その後、それぞれの方法を表現

の仕方も含めて分類整理しながら、どのやり方がよりよいのか問題意識がもてるようにした。

児童は、既習事項をもとに、教具を用いて具体的に操作したり、記号を用いて計算過程を説明

したり、計算を創りだそうという意欲が表れていた。

4．協議と講評

・どのやり方がよりよいかということよりも、どのようにした10を作りだしたらよいかという問

題意識をもたせることが大切ではないか。

・今までの計算との違いを明確にして、10を作るよさを児童が必要感をもって感得していけるよ

うに指導していくことが大切である。また、児童の表現方法を肯定的にとらえながらも、児童

のこだわりをよい意味でくずし、計算を創り出す態度をより一層深めて欲しい。
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研究発表会での研究授業募集について

東京都算数教育研究会の研究発表会では、例年授業研究委員会・研究委員会・資料委員会の3つ

の委員会から提案授業を行っています。一昨年から研究の活性化を目指して、この他に各区市から

の「提案授業」を公募し、2つの提案授業をしていただいております。本年度は、世田谷区算数研

究部と府中市算数研究部からの応募をいただき、研究授業及び研究協議会をいたしました。

平成11年度も、平成11年10月日（）区立小学校において研究発表会を開催する予
定です。つきましては、本年度と同様、各区市町村の算数研究部からの研究発表会当日の「提案授

業」を募集します。「提案授業」に枠は2つ用意してあります。応募していただいた研究部は、都

算研の研究テーマに沿って授業をし、授業後の研究協議会で提案していただきます。

尚、提案授業をしていただくことになった研究部とは、当日の授業や研究協議会に向けて、後日

打ち合せをいたします。応募ご希望の各区市町村の算数研究部は、3月末までに、「品川区立第三

日野小学校校長松山武士（東京都算数教育研究会研究部長）」までご連絡ください。

戸 巳

研究論文募集のお知らせ(1次案内）

東京都算数教育研究会は、来年度50周年を迎えます。この記念すべき年にあたり、東京都の算数

教育の益々の充実・発展を願い、会員の皆様のすぐれた研究・実践を広く紹介するために、研究論

文を募集いたします。たくさんの論文をお寄せくださいますようご案内いたします。

尚、執筆要項等詳細につきましては、後日ご案内を配布させていただきます。

来年度の各種研究大会の案内

全国算数・数学教育研究（秋田）大会

研究主題「豊かな算数・数学教育の創造」

日程平成11年8月2日（月）～8月4日（水）

会場開閉会式・記念講演・シンポジウム……秋田県民会館

幼稚園・小学校部会･…･…………………･秋田大学教育文化学部附属小学校

第81回

1．

2．

3．

声司

関東都県算数・数学教育研究（山梨）大会

研究主題「思考力・表現力を育む算数・数学の授業の創造」

期日平成11年10月22日（金）

日 程

9:009:3011:4013:0014:00

第54回

1．

2．

3．

16:30

全体会：開催行事・パネルディスカッション

テーマ：「新学習指導要領を初等・中等・高等教育の立場から考える！」

パネラー：杉山吉茂東京学芸大学教授（現：日本数学教育学会会長）

坪田耕三筑波大学附属小学校教諭

平井政幸甲府市教育委員会指導主事

植野美穂東京学芸大学附属大泉高等学校教諭

会報委員会

編集部長吉川正弘

委員長森野功雄

副委員長高田美代子

副委員長上野和彦
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