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東京都算数教育研究会

報
平成12年－2

第97号

都算研の活動

副会長匿部光威

西暦2000年という区切りの年となりました。会員の皆さんには、学期
末のご多忙のなか元気に教育活動に取り組まれておられることと存じます。
東京都算数教育研究会の活動もまとめの時期となりました。本年度会員の皆
さんはじめ関係各位よりいただきましたご理解ご支援に深く感謝申し上げま

す。ここに、本年度の都算研活動のご報告を申し上げますと共に、次年度の
より一層のお力添えをお願いいたします。

都算研では本年度より研究主題を「数学的な考え方を伸ばす指導と評価の
在り方～算数的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成～」として研究

一
ｋ

活動を進めて参りました。これは、平成12年度から始まる新教育課程への対応でもありますが、
算数ぎらいの子どもたちに、少しでも算数好きになってもらい、楽しい学校生活を過ごして欲しい
願いからでもあります。

研究主題追究のために、まず、5月に文部省教科調査官の吉川成夫先生に研究主題についてのご

講演をいただきました。その概略は前号でご報告申し上げたところです。授業を通しての研究実践
は、10月に都算研研究発表会を江戸川区で実施いたしました。今回は台東区と昭島市の算数研究
部にご発表いただきました。会場が東京の東の端ということで参加者数が危倶されましたが、近隣
の各区や遠く多摩地区からの参加をいただき盛会のうちに終えることができました。関係者の皆さ
んのご協力に感謝申し上げます。この研究発表会で算数の実態調査結果の発表をいたしました。こ
の調査は会員の皆さんのご協力によるものです。毎年関プロ大会でも発表し、他県の算数教育活動
にも資料として活用していただいております。本年度も調査用紙をお配りさせていただいておりま
すが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

また、授業研究委員会の研究授業では府中市・北区・江戸川区・中野区、研究委員会の研究授業
では足立区、多摩地区委員会の研修授業では三鷹・武蔵野市の算数研究部の皆さんの応援をいただ

きありがとうございました。東京学芸大学教授の伊藤説朗先生始め講師としてご指導いただきまし
た皆様に感謝申し上げます。

さらに、各区市の算数研究部長さんに2回お集まりいただきました。7月に各区市の研究活動状
況を紹介しあい、他地区の情報として自地区の研究活動に活かし、本会にも反映させていただきま

した。11月には東京都教育委員会指導主事木下光彦先生に、本会の研究主題についてご講演をい
ただき研究主題を再度深めることができました。ありがとうございました。

ところで、4月より新教育課程の移行措置が実施されます。総合的な学習の時間の準備にも力が
入られていることかと拝察いたします。しかし、ご案内のように算数科は基礎的基本的な教科とし
て重要なものです。算数の基礎基本については繰り返し指導するなどその定着に意を用いることが
必要と考えます。算数の学習にも心を配していただき、子どもたちが目を輝かせて算数学習に取り
組む日の多いことを願っております。

また、平成12年度は都算研創立50周年記念事業を計画しております。既に記念論文の募集を
行っておりますが、ぜひ、たくさんの会員皆さんの応募を期待しております。また、全国算数教育

研究大会が7，8月に千葉で行われます。今回は同時に第9回数学教育世界会議(ICME9)も
行われます。世界の数学教育の様子を知るよい機会ですのでご案内申し上げます。なお、都算研は
講習会を担当することになっております。今後も皆さんのお力添えをお願い申し上げます。
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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、研究、発表の3委員会、編集部には、会報、紀要の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

イ丁っている。本年は、府中市、北区、都算研研究発表会（江戸川区）、中野区で実施。各区市

算数研究部の先生方との研究を通しての交流が深められた。

・研究委員会本年度は「算数的活動を通して、楽しく学習する子の育成」をテーマに研究

を進めてきた。テーマを変更した1年次であり、算数的活動の捉え方と算数的活動の開発とそ

の指導の在り方を具体的実践を通して探ってきた。

・第1回研究授業10月15日（金）会場：江戸川区立清新第一小学校

授業者：府中市四谷小学校小暮敦子教諭、練馬区立豊漢小学校細萱裕子教諭

授業：四角形（4年）

講師：元東京都算数教育研究会会長楠本善之助先生

．第2回研究授業1月18日（火）会場：足す区寸鹿浜第一小学校

授業者：足立区立鹿浜第一小学校岩崎政弘教諭

授業：小数（3年）

講師：元東京都算数教育研究会会長橋本哲朗先生

・発表委員会10月15日、江戸川区立清新第一小学校を会場として研究発表会を行い、180

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、

前会長榎薗高士先生よりご講評をいただいた。

・会報委員会7月に96号、2月に97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11年度「算数教育研究紀要」第35集の編集を行い、平成12年5月都算研

総会の際に配布の予定である。総会に来れない地区は部長校へ着払いで送付する。

･実態調査委員会平成10年度は「数と計算」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。関プロ山

梨大会には平成9年度の図形領域における実態と指導の重点を発表した。また、本年度は、昨

年度実態調査検討委員会において全面的に見直しをされた「量と測定」領域の調査を1月末に

依頼し、2月に実施予定である。

｡資料委員会本年度は、「数と計算」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「図形」

については、関プロ山梨大会・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、三鷹市小教研算数部と連携して、11月22日研究会を行った。三鷹

市立第一小学校（会場）、授業者：千代谷和紀教諭。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ご講演をいただいた。また、昭島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、共同して研究活動を行い内容を深めた。
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〔都算研・研究発表会〕

零噸…u信'…噸烏緬………信患第1分科会第5学年「問題の考え方」
授業者江戸川区立鹿骨東小学校教諭竹内真紹講師八木義弘先生

1．題材名「ゲーム21の必勝法を見つけよう」

2．本時のねらい．楽しく、意欲的に問題解決に取り組もうとする。（関心・意欲・態度）
・帰納的な考え方を用いて、きまり（必勝法）を見つけようとする。（数学的
な考え方）

3 ．展開

「ゲーム21」のルール（①相手に21を言わせたら勝ち②1から順に交互に言う③1回に数
を3つまで言える）を知らせ、隣の児童と3回させる。3戦全勝の児童など、代表児童と教師が
対戦する。必勝法を知っている教師がどの児童にも勝ち、必勝法を知っていること、そして、本
時は、その必勝法を見つけることが課題であることを知らせる。

その後、隣の児童と対戦しながら必勝法を発見させ、それを元に教師と対戦する。
必勝法を発表し合い、まとめる。

4．講 評

・サブテーマに関しては、算数的活動を通して算数の楽しさを味わせることに意味がある。
・ゲーム活動が本時の工夫であった。

．帰納的に考えるとは、本時ならゲームをしながら発見するものであったが、難しい。
・記号化に関する考えとは、子供達に用紙も工夫させることによって達成させる。今回の授業に
ついては、この用紙で適当であろう。

・算数的な活動は、外的な面と内的な面に分けられる。一つの活動の中に複数の面がある。
・算数的活動の意義を知ることも大事であるが、今後、'情意的側面も検討したい。

第2分科会第4学年「四角形」

授業者府中市立四谷小学校教諭小暮敦子(T1)講師楠本善之助先生
練馬区立豊渓小学校教諭細萱裕子(T2)

1．題材名「曲がらないようにカードを貼ろう」（垂直と平行）

2．本時のねらい．台紙に対して曲がらずにカードを貼る方法を見つけることができる。
・カードが曲がらずに貼れているかを調べることができる。

3 ．展開

「3枚のカードを台紙に曲がらないように貼ろう」という課題を設定し、作業的な活動を通し
て平行の意味を学ぶことができると考えた。カードをまつすぐに貼るために児童は、幅を等しく
することを意識したり、必要な長さを測ったりして作業を進めていた。また、自分の貼ったもの
が本当に曲がらずに貼れているかを確かめるためには、垂直の関係に目を向ける必要があること
に気づくことができた。児童は平行について学習していなかったのだが、作業的活動の過程で試
行錯誤したことが生かせるような働きかけをし、平行の関係が発見できるようにした。

4．協議と講評

・平行の概念をおさえるためには、直線の関係に目を向けさせなければならないのではないか。
本時の算数的活動と次時での平行の定義づけとの関連を検討する必要があるのではないか。

．曲がって貼ってしまった子には、もう1回やり直せるように用意しておいてあげたい。
・子どもたちは、様々 な方法で貼り方を考えていた。印としてつけた点や線を消さずにおく指示
をしっかり出しておくべきであった。T・Tを生かした指導を意欲的に行いたい。
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第3分科会第1学年「問題をつくろう」トピック

授業者江戸川区立南葛西第三小学校教諭三反田伸一講師柳瀬修先生

1 ．題 材名問題をつくろう

2．本時のねらい．友達のつくった問題を解き合い、たし算ひき算の場面がわかる。

・たし算は「増える」場面、ひき算は、「減る・ちがい」の場面にあることの

理解を深める。

3．展 開

1時間目、9種の動物が遊ぶ場面の絵を示し、児童に「学校の先生になって問題をつくろう」

と呼びかけ場の設定をした。教師は問題文の書き方等を支援する。児童はたし算・ひき算の問題

を1問ずつカードに書いた。裏には問題を解く「式．答え」も書いた。

2時間目（本時）は、まずクラスの児童を2グループに分け、それぞれのグループが先生役と

生徒役を交互におこない、つくった問題を解き合った。

次に、友達の作った問題が、たし算かひき算かを判断するのに問題文の中にあるキーワードだ

けでなくブロック等に置き換えて「寄せる．へらす．差をだす」という操作による関係をつかむ

ことが大切であると話し合った。

4．協議と講評

・児童たちは自らがつくった問題を友達に解いてもらおうと意欲的に活動していた。特に先生役

になって解かれた問題に丸を付けたり、答えの求められない友達にヒントを出したりする活動

は、問題の構成を自ら説明することになり見方・考え方を多角的にしていった。

・今回は始めての問題づくりであるため、つくることができるが第1になる。今後は、徐々に問

題の質を高めていくことが大切である。児童の実態によっては、「求差の問題を作ろう」等児

童の育てたい力に合わせた条件をつけることも必要である。

第4分科会第5学年「工夫して考えよう」

授業者台東区立育英小学校教諭鈴木晴美講師松野康子先生

1．題材名工夫して考えよう『合計は、いくつになるかな？」

2．本時のねらい．既習事項を生かして、進んで問題を解こうとする。

・数の並び方の関係を利用して、合理的・能率的に考えることができる。

・言葉の式にあてはめたり、他の数にあてはめたりして、統合的・発展的に考
えることができる。

3．展開

1～31の数字だけのカレンダーを見て、それが何であるか、また、なぜそのように考えたの

か発表し、数の並び方の規則性を確認した。カレンダーを用いたゲームの説明をし、『カレンダ

ーで20を真ん中にして、上下左右5つを合計した数を工夫して求めよう』という本時の問題を、

教具を使いながら、提示した。児童は、ワークシートに自力解決し、さらに、工夫して速く簡単

に求める方法を考えた。その間、机間指導をしつつ、数人の児童に考え方を大きく画用紙に書い

ておくように指示した。その後、たし算で求めた児童から順に考え方を発表し、共通点を見付け

たり、言葉の式に一般化したりして練り上げをした。発展問題をし、児童は、どんな時も（真ん

中の数）×5＝（合計）で簡単に解けるよさに気づいた。その後、感想を発表してしめくくった。
4．協議と講評

・カレンダーという身近なものを題材にして、算数の世界で十分考えさせ、数理の楽しさを味わ

わせることができた。『考えることが楽しい」「たし算ではなく、かけ算がつかえてびっくり
した」などの感想から、児童一人一人が統合的・発展的に考えることのよさに気づき、満足感
や達成感を味わうことができたと思う。

・児童のよさを認め励ましながら意欲を喚起し、算数の本筋に迫っていく授業であった。
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第5分科会第6学年「場合の数」
授業者昭島市立拝島第一小学校教諭仙北谷仁策講師愛甲武先生

1．題材名「4桁の数の不思議な性質を楽しく追及する」

2．本時のねらい．身近な数の性質について順序よく筋道をたてて調べることができる。
3 ．展開

身の回りの電話番号を例に、4桁の数に潜む不思議な性質（4つの数字の中に同じものが含ま
れていなかったり隣り合っていない場合は非常に少ない）に気付き、1000～1999までの千個の数
の中には、こういった条件に適う数が何個存在するかを表を用いて追及する。様々 な追及の方法
を発表し合う中で60個の数の発見に結び付け、この事実と追及の過程で発見した事柄を基に、
さらに、4桁の数全体（1万個）を対象範囲に拡大して課題追及を行う。

4．協議と講評

・新鮮な題材であり、「～でないもの」の発見という取り組ませ方も児童の興味をひいた。
・プリント等の工夫により、児童のだれもが簡単に取り組むことができた。
．「60個ある」という答の証明を明確にしたかった。

・時間の枠を拡大したり、グループ活動を取り入れて取り組ませたい。

・課題把握やその追及の過程から見て難しい問題である。しかし、図形の対称’性といった予想外
の発見もあり、大人でも興味を引き付けられる内容がある。

．「順序立ててやってみる」といった主題で、桁数の少ない段階から取り組ませる学習過程を中

心にすえることで「問題解決の新素材」と考えられる。今後の研究の継続、発展を待ちたい。

一一

勢懲灘調査委員会

杉並区立杉並第二小学校長高田英雄

本委員会では、平成’0年度に実施した算数科の「数と計算」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。これまでは、3年前に実施した問題を見直し、一部修正

を加えながら基礎的・基本的内容に重点を置いた調査を行ってきましたが、本年度につきましては

実態調査検討委員会が全面的に見直しを行い、新たに作成した問題で調査を実施いたしました。
問題作成にあたっては、

(1)「数と計算」領域の中で、知識・理解、表現・処理、数学的な考え方などの表示は削除し、特に

重要と思われる学習内容を選択し、それに則した問題を作成する。

(2)出題形式も工夫し、’問’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にする。

(3)結果の考察にあたっては、回答例をあげるとともに、指導の手だてを考え、活用できるようにす

る。尚、集計用紙にも指導の手だてを考え、工夫・改善を図る。以上3点を考慮しました。

実態調査の結果をみますと、

計算指導の際には、単に形式的な処理を繰り返すのではなく、児童自らが位取りを意識したり、

見積りを活用して答えの見当をつけたりすることができるよう指導の工夫をすることが大切だと考

えます。式表現に関しましては、その大切さは長年言われ続けていますが、結果をみると改善され

たとはいえません。むしろ2年．かけ算などの調査結果をみますと正答率は下がっているのです。

いまこそ、式に表す指導の在り方を見直していく必要があり、特に低学年では、動作化、具体的な

操作、絵や図などの表現、中学年や高学年では、テープ図、線分図、数直線などを活用し、問題場

面を的確にとらえ、式表現を容易にするための手だてを身につけていく必要があります。

尚、今年度は「量と測定」領域について調査いたしますのでご協力をよろしくお願いいたします。

一
Ｌ

－5－



「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「図形」領域の実態調査の結果を分析した。そして、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問題を取り上げ、指導実践の
工夫や改善例を提案していくこととした。

今回の「図形」領域の実態調査の結果から、「1年生は、形づくりの操作活動においてどのよう
な形になるか見通しをもちながら活動する経験が十分ではないのではないか。」「2年生は、辺と
辺の長さの関係や角の合成といった図形の構成要素に目を向けるような活動が足りないのではない
か。」「3年生は、紙を切ったとき、重なりの関係にある構成要素がはっきりしないことや、図形
の辺や角の大きさを変化させて見るといった体験に乏しいのではないか。」「4年生は、図形の辺
の平行関係を見た目だけで判断してしまっている傾向が見られることからさまざまな角度から図形
を見る活動が十分ではないのではないか。」「5年生は、五角形のときに使った考え方を八角形の
ときにも発展的に活用する力が不足しているのではないか。」「6年生は、立体図形を真正面から
見る時の視点が定まりにくかったことから立体図形をいろいろな視点から見る活動が十分なされて
いないのではないか。」と、それぞれの学年の課題をとらえた。そこで、「見通しを持った活動」
「構成要素に着目した活動」「図形を多面的にとらえる活動」「振り返る活動」に重点を置いて、
より質の高い操作活動を充実していくことが必要であると考えた。また、そのような操作活動が展
開できるような課題の工夫も検討してきた。以下の資料をご参照およびご活用下さい。

｢算数的活動を通して、楽しく学習する子の育成」

研究委員会

本委員会では都算研の研究主題を受け、

算数的活動を開発し、授業に生かすならば、子どもは算数を学習することが楽しくなり、
主体的に学習に取り組み、数学的な考え方を身につけるだろう。

という仮説のもとに、研究に取り組んできた。

算数的活動には、外的な活動（手や身体を使ったより具体的な活動）と内的な活動（思考活動な
ど、より抽象的な活動）が考えられる。学びがより主体的になることに留意しつつ、外的な活動を
内的な活動へ高めたり、内的な活動を外的な活動に生かしたりすることができれば、数学的な考え
方を育てたり、そのよさに気づかせたりすることができるのではないかと考える。以下、その一例
を簡単に述べることにする。

〈実践例＞・・・『点いくつ、って何だろう」（3年「小数」）
◎指導のポイント

①児童の身の回りにある長さ（人気アニメの身長1.2m)、かさ（ペットボトル1.5)、重
さ（洗剤1.2kg)を示し、「点いくつ」が何か予想する。【内的活動】

②実測する。【外的活動】

③3つの量を表す数値に共通していることは何か考え、小数の意味に迫る・・・「点○」は、
10等分した数のようだ。【内的活動】

－6－
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第1回授業研究平成11年7月7日（水）

授業者府中市立府中第6小学校教諭清水聡美講師東風谷幸匿先生
1．単元名6年「比」

2．本時のねらい

・2量の比べ方を自分なりの方法で見つけ、数値化することができる。

・体験的な、総合的な、探究的な算数的活動をすることができる。
3 ．展開

シロップ2本（700”）と炭酸水5本(1750m)で先生が作ったメロンソーダを子ども
に飲ませた後に本時の課題を提示した。「同じ味のメロンソーダを作りましょう。」次に、課題
解決のための↓情報収集の時間を設定した。「シロップと炭酸水の瓶1本分の量は？」「自分たち
は全部でどのくらいもらえるのか。」などの問いに教師が答えた。この間に子ども達は解決の方
法の見通しをある程度もつことができた。

子どもは自分の考えで実際に作り、味を感覚的に確かめた。検討・発表の時に多様な考え方が
でた。「炭酸水がシロップの何倍か考えた。」「スープンで2と5の割合になるようにした。」
最後にまとめをした後、友達のやり方で作り味を確かめた。次時に“比”という用語を指導し、

等しい比の学習につなげた。

4．協議と講評

・計算では答えがでていても実際に作るという活動ができない子どもがいたが、一人一人が主体
的に学習している姿を見ることができた。

・本時の課題を「同じ割合のものを作ろう。」としないで、「同じ味」として日常的な場面を設
定したことがよかった。子ども達は既習事項を生かしてよく考えていた。

F、

k

第2回授業研究平成11年9月30日（木）

授業者北区立第三岩淵小学校教諭中川正幸講師小松柴先生
1．単元名1年「3つのかずのけいさん」

2．本時のねらい

．「ばすごっこ」を通して、お話を作る。

・お話を通して、数値をメモしたり、式に表したりするよさに気付く。
3 ．展開

上級生の模擬ビデオを見た後、班(10人以内）ごとに2つのバスの停留所で1台のバスに乗
り降りする活動を行った。はじめ何人乗っているか、次に何人乗ったか、さらに何人乗ったか、

最後に何人乗っているか、を話せるように子どもたちは、工夫してメモしていた。そのメモを見

ながらお話しした。これを5回行った。メモは文章、絵、数字のみ、などであった。回数を重ね

るにつれ、友達のメモのよいところをお互いに指摘できるようになった。またたし算の式として
表せることに気付き、3口の可能性を考える子もいた。

停留所の人数を自分たちで決めることができ、子どもたちは意欲的に活動していた。
4．協議と講評

．「メモを簡単に」と言っても、子どもはなかなか簡単には書かなかった。どのような発問、指
示なら一層よかったのか。

・今日の1時限の活動が、次にまたそれ以降に深くつながっていく。後で効いてくる活動として
本時を捉えた。

・3口の式は式の簡潔さにつながる。従来の流し方にないチャレンジであったが、算数的な活動
の入れ方をさらに研究し、子どもたちを楽しく活動させたい。

【
Ｌ
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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。この他に、研究の活性化を目指して、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、台東区算数研究部と昭島
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12年度も、平成12年月日（）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「提案授業」を募集します。

「提案授業」に枠は2つです。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の打合

せを後日行います。応募ご希望の各区市町村の算数研究部は、3月末までに「田無市立西原第二小
学校校長長田耕一（東京都算数教育研究会研究部長）」までご連絡ください。

平成12年度日数教・関プロ研究大会

小学校部会講習会のご案内

来年度は、第82回全国算数・数学教育研究（千葉）大会と第55回関東都県算数・数学教育研

究（千葉）大会を併せて、千葉市を中心に開かれます。

また、同時期に数学教育世界会議(ICME9)が幕張メッセで開かれます。

例年、研究大会の前に「講習会」が開かれますが、今回小学校の部の講習会は都算研が主体とな
って、運営、実施いたします。詳細は大会二次案内をご覧ください。

戸司

《小学 校部会講習会》

1．日時

2．会場

3．受講料

4 ．講師

平成12年7月29日（土）、7月30日（日）

都立短期大学702教室（都立晴海総合高校隣）定員180名

会員：4,000円会員以外:4,500円市民・学生:3,000円
7／29吉川成夫（文部省教科調査官）、清水静海（筑波大学助教授）
7／30坪田耕三（筑波大学附属小学校教諭）、中原忠男（広島大学教授）
大会二次案内にある「申し込み用紙」を使用

江戸川区立清新第一小学校度部光威校長(a03-3869-0140)
平成12年7月21日

申し込み

申し込み先

締め切り

■
■
■

５
６
７

都算研50周年記念事業のご案内

都算研では、来年度の都算研50周年に向けて準備を進めています。50周年記念事業は、次の
4事業です。

平成13年2月1日（火）の50周年記念研究論文発表会・講演会、祝賀会には多数の皆様が参加
されますようお願いいたします。また、研究論文にも多数の応募をお願いいたします。

F1

《都算研50周年記念事業》

1．記念研究論文発表会・講演会平成13年2月1日（火）

（講演会終了後、祝賀会）午後2時30分～（予定）ホテルフロラシオン青山
2．研究論文募集現在募集中。応募締切り（平成12年9月）。詳細は、各区市の部長、ま

たは、足立区立五反野小学校高岡正見校長（窓03-3849-3065）へ。
3．記念誌発行平成13年2月1日配布予定。

4．記念出版算数の基礎基本を視点に、これからの算数教育について、都算研ならで
はの内容で編集。平成13年2月に出版予定。

会報委員
泰子（江東・深川小）委

健（港・南山小）委

隆治（港・高輪台小）委
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