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平成12年度の東京都算数教育研究会総会におきまして、前会長中野洋二

郎先生の後任としてご承認いただき、会長の重責を担うこととなりました。

浅学非才の私ではありますが、諸先輩のご指導とご鞭漣のもと、役員・委

員の方々の卓抜な企画推進と会員の皆様の深いご理解によるご協力をいた

だき東京都の算数教育の振興・発展を目指し、一生懸命努力して参ります

ので、お力添えのほど、よるししくお願い申し上げます。

さて、平成14年度より完全学校週5日制の実施が予定されており、新学

置が本年度より始まりました。その中で、算数科改善の基本的な考え方と
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習指導要領による移行措置が本年度より始まりました。その中で、算数科改善の基本的な考え方と

して次のことがあげられています。

（1）ゆとりの中で基礎基本の確実な定着を図る。

（2）楽しさと充実感のある学習にする。

（3）児童の主体的な活動を基にした算数学習にする。

それを受けて算数科の目標には「数量や図形についての算数的活動を通して、基礎的な知識と技

能を身に付け、日常の事象については見通しをもち筋道を立てて考える能力を育てるとともに、活
動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活に生かそうとする態度を育てる。」のよう

に「算数的活動」「活動の楽しさ」という新しい表現が加わっています。

本年度、東京都算数教育研究会では、「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～」の研究主題を設定し、2年目の活動に入ります。
この研究主題は改善のねらいを受けて、児童自身による作業や体験などの主体的な活動を通して、

数量や図形についての意味を理解し、考える力を高め、それらを活用していけるようにすることを
ねらったものです。そして、自らの活動を通して、算数を学ぶことの楽しさと充実感が味わえるよ

うにすることを目指したものです。研究部を中心に研究を深めて参りますが、昨年の成果等を踏ま
え本年度の研究を積み重ねて参りたいと存じます。区市等の算数研究部の皆様が、都算研の研究の
目指すところをお汲み取りいただき区市等の研究を発展くださると共に、各学校で算数を学ぶ楽し
さを味わわせる充実した授業が展開され、算数好きの児童の増えることをご期待申し上げます。
ところで、本年度は都算研創立50周年を迎えます。そこで、13年2月1日（木）に記念論文発表

会・講演会並びに記念式典・祝賀会の挙行、さらに記念誌、記念出版の記念事業を企画し準備を進
めております。また、本年7月29,30日に東京都立短期大学（中央区）を会場に、日数教主催の全
国算数・数学教育研究大会の講習会の運営を都算研が担当することになっております。例年の活動
以外の大行事を抱えておりますので皆様の特段のお力添えをお願い申し上げます。
最後になりましたが、本年7月31日から日本では初めての第9回数学教育世界会議(ICME
9）が、千葉で行なわれます。世界の数学教育の様子を知る良い機会ですのでご参加くださいます
ようご案内申し上げます。
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退 任 にあたって

前東京都算数教育研究会会長中野洋二郎

1年間の任期を終えるにあたり一言ご挨拶申し上げます。

都算研の諸事業にご理解とご協力をいただきました皆様にお礼を申し上げます。また、各部各委

員会の活動を支えていただいた方々に敬意と感謝を表したいと思います。

さて、新学習指導要領への移行期間を迎え、その趣旨をふまえた実践が求められています。算数

科においては、その研究・実践上の課題をとらえるキーワードとして、「算数的活動」「実生活と

の関連」「学ぶことの楽しさ」などが挙げられます。「算数的活動」は、初めて用いられた用語で

あることもあって、多くの地区で研究課題として取り上げられています。このことは大変意義のあ

ることだと考えています。なぜならば、時折見られる授業に、活動はあるが思考がないといったも

のがあります。望ましい算数的活動は、活動を通して課題を見いだし、活動を通して解決のアイデ

アが生まれ、活動を通して思考が深まっていくものだと考えます。

意味のある算数的活動はどうあるべきかを事例研究等を通して明らかにしていくことが必要だと

思うからです。各地区での研究・実践が積極的に進められ、その成果が共有されることを期待して

おります。

都算研としても本年度の主題をふまえ、研究課題を明確にして研究事業を推進されるとともに、

その成果を全都に広げていっていただきたいと思います。

本年度は、都算研50周年事業を実施することになります。本事業が都算研の益々の充実・発展の

契機となりますことを祈念いたします。

《
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〔平成12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
一算数的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成一

一

研究部長長田耕一

都算研では、これまでの『数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在り方』という研究主題は変え

ずに、副題を『算数的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成』とし、昨年度から研究に取り

組んできた。それは、平成14年度から完全実施となる新学習指導要領の趣旨をふまえ、子ども達が

主体的に算数的活動を行うことにより、数理的に処理することを通して算数のよさを感得し、学習

の楽しさを感じ取ることのできる子どもを育てていくことが大切であると考えたからである。

ところで、この「算数的活動」については、単に作業的活動や体験的な活動をさせればよいとい

う捉え方ではなく、思考活動を促し、高めるための具体的な活動の総称であると受け止めたい。子

ども達は、数．量・図形についての具体的な活動の体験をもとにして思考を進めていくからである。

そのような活動を通して子ども達は、徐々に概念や法則等を抽象化し、やがてはそれらを駆使して

自ら見つけた問題をより上手に処理していけるようになるのである。

そこで、まず大切なことは、これまでの算数指導の在り方を子ども達の次元にたち戻って顧みる

ことである。その上で、こんな算数的活動をとり入れての指導のほうが、子ども達にとってより算

数の内容や方法・考え方の本質的な面に迫ることができるという点を明らかにしていくのである。

子ども達が主体的に思考活動を進め高めていくことにより、学習の楽しさや充実感を味わい、算

数好きな子どもに育ってくれるよう区市の研究会等でも地道で積極的な研究の推進をお願いしたい。
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【平成12年度都算研総会】

平成12年度東京都算数教育研究会総会が去る5月25日（木）江戸川区立清新第一小学校にて、ご

来賓の歴代会長をはじめ、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11年度の事業報告・決算報告承認後く会長には江戸川区立清新第一小学校麿部

光威校長が選任され、平成12年度新役員、事業計画及び予算案が決定しました。新会長震部光威

先生の挨拶の後、東京学芸大学教授伊藤説朗先生の「算数的活動を通して、楽しく学習する子ど

もの育成」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、伊藤説朗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、本会の諸行

事並びに平素の授業に生かしていただければ幸いです。
《
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平成12年度東京都算数教育研究会役員

の
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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

会計監査

氏名

暦部光威

青柳借行

松山武士

赤津肇一

前川禰進忠

田中幸伸

鈴木正孝

向山宣義

児玉良司

高岡正見

清田澄子

前津紘一

一ノ瀬喜子

荒木正志

碓氷恒夫

家田晴行

所属校

江戸川区立

清新第一小学校

練馬区立大泉小学校

港区立赤羽小学校

板橋区立

高島第一小学校

府中市立
府中第四小学校

練馬区立

練馬第三小学校

台東区立田中小学校

文京区立

千駄木小学校

杉並区寸馬橋小学校

足す区寸

五反野小学校

台東区立小島小学校

新宿区立
東戸山小学校

板橋区立
大谷口小学校

練馬区立

光ヶ丘第八小学校

世田谷区ウ
尾山台小‘学校

北区立滝野川小学校

役職名

研究部長

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

氏名

長田 耕一

新藤 幸雄

菅野 俊子

森野 功雄

富永 泰子

柴健

靭修 二

小 林 正 敏

高 田 英 雄

麿瀬 員一

中村光義

滝 津 福 一

深 見員 一

上 谷 哲 雄

麿 田 敬 一

市川 哲彦

所属校

：市立
i原第二小学校

中央区立明正小学校

文京区立

駕篭町小学校

新宿区立
戸塚第一小学校

江東区立深川小学校

港区立芝小《学校

練馬区立

富士見台小学校

大田区立出雲小学校

杉柿反す

杉並第二小学校

品川区立延山小学校

八王子市立

横川小学校

瑞穂町立
瑞穂第五小学校

稲城市立
稲城第七小学校

多摩市立
北豊ヶ丘小学校

日野市立

三沢台小学校

国分寺市立

第八小学校



〔総会記念講演〕 〔平成12年5月25日於江戸川区立清新第一小学校〕

算数的活動を通して楽しく学習する子どもの育成
一移行措置への対 応 も 考 慮 に 入 れ て －

講師東京学芸大学教授伊藤説朗先生

1．「算数を生活の中で使う算数的活動」を通して楽しむ

「算数を生活の中で使う算数的活動」を通して楽しむとは、“算数を学ぶことを楽しむこと”で

ある。

カレンダーのように数の使われている場面は、生活の中でありふれているので、その有り難さを

感じられない。それは、空気の有り難さが感じられないことと、どこか似ている。算数がなかった

ら不便だということ、すなわち、算数の有り難みを子どもたちと考え、味わうことが大切である。

例えば、「私たちの身の回りには、どのような三角形が使われているか、調べましょう。」と三

角形の授業をはじめると、牛乳パックの口の部分、こんにゃく、ブランコを支える足等、たくさん

の正三角形と二等辺三角形、直角三角形の3種類を子どもたちは見つけてくる。なぜ、その3種類

なのかは理由があるわけで、身の回りの様々な事象と教材を関連づけて見直してもらいたい。

2．「算数のように考え行う算数的活動」を通して楽しむ

「算数のように考え行う算数的活動」を通して楽しむとは、見方を大事にし物事を考えたり、行

ったりすることを楽しむことである。

総合的な学習の5年生の例：環境の問題で瓶と缶とペットポトルを見て、どれがよくリサイクル

されているかを考える学習活動だった。しかし、算数的なやりとりがなく、どのくらいの量が作ら

れているか等、調べようとはしない。資料を集めれば「算数的な学習」があるはずだ。役所で調べ

ると瓶には、いろいろな種類があり、リターナル瓶であるビール瓶は99％リサイクル可能で、

24回使用可能である。資料を数値化するとよくわかる。缶でもスチールとアルミでは全然違う。

データをどう集めて、どのように比較するか算数で学んだことを生かしてほしい。

最近、かけ算九九を覚えていない児童が増えてきているばかりでなく、中学1年生になってもわ

からない生徒もいる。ある時期にまとめて、しっかり覚えることが大切である。また、ある脳の研

究者も「ある時期に集中して、刺激を与えると忘れることはない」と言っている。2年生の時、か

け算を集中して学ぶことは大切である。しかし、苦手な子がいることも確かであり、そんな子もか

け算を作るときに、1通りではなく、2通り、3通りの見方をさせておけばいつでも確かめができ

るし、あぶなくなってきたら、それを使えばよい。無茶苦茶に覚えるのではなく、基になっている

もの・前の日に学んだもの・計算のきまり等、それらを使って考えるようにする。それが、算数の

ように考え行うことである。

かけ算九九の例：「今まで、2，3，4，5の段の九九を作ってきました。今日は、これらの九

九を使って、いろいろなやり方で6の段を作ってみましょう。」の場合、6個並んだものをよく見

ると、2個のグループと4個のグループに見ることができる。2個のグループは2の段、4個のグ

ループは4の段で足せばよい。見ればわかるのである。また、6の段あたりから、変換法則を教え

るとよい。6×3が、あやしくなったら3×6を言えばよいし、6×3を言いながら頭の中では、

3×6を唱えればよい。7の段の場合は2と5に分ければよい。7の段は間違えやすく、2の段と

5の段は間違える確率が少ないので、7×4＝2×4＋5×4=8+20=28これを利用して確

－4－
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かめればよい。

謡:|，×‘わり算の筆算の例7

5 0 （仮商の見つもり）○○○○，

100 何百とれるか○○○○

31471500÷3-→100とれる○○○○5×4
300 何十とれるか○○○○

171170÷3－→50とれる○○○○，

171

21＊わり算の筆算は、通常行われている洗練された形ではな

21くこの程度でよいのではないか。

0答えを出す手続きや結果を出したかったら、電卓でよい。

小数の乗除計算から一→分数の乗除計算へ

分数の乗除計算では、実生活の中ではあまり必要を感じない。それは、近似値でよいからである。

しかし、数の世界・数学の世界では有理数だけでは論理的に議論できない。生活の中ではなくても、

数の世界のことを考えてみましょうといえば子どもたちは、興味を持つのである。

3．「算数を遊ぶ算数的活動」を通して楽しむ

「算数を遊ぶ算数的活動」を通して楽しむとは、知的な遊び・ゲームとして楽しむことである。

豊富な材料を用意して、小学校の段階でも課題選択を取り入れていく。一方では、余裕時間を利

用して、落ちこぼれていきそうな子どもを助ける。また、一方ではもっと先まで伸ばせる．広げら

れる子には色々な教材を用意して勉強させることが大切である。

固定観念を捨てて、その子どもに合った学習をさせることである。それは差別とは違う。中学校

に進めば選択があり、自分は何ができ何ができないか自己評価しなければ選べないし、判断できな

くなってしまう。小学校の時から、自分で自分を評価しながら、自分に合う物を選ぶことをしてほ

しい。先生は、子どもたちの相談に乗れればよい。うまくあっていない時は、こちらの方がいいか

もしれないと支援すればよい。よく誤解され聞かれることは、そのような授業のまとめ方である。

選択をしてそれぞれ学習する場合は、まとめはできないし、まとめる必要もない。みんなが同じ問

題を解く発想を転換し、その子に合う内容の教育をすることが、これからの算数教育である。

中学校の入試問題より

「右の図で、（あ）、（い）、（う）、（え）、（お）、

（か）、（き）の角度の和は何度になりますか。」

（

き）

か）

次世代の電卓：3＋5＝8と押せば、そのまま式が残る。

電卓が問題を出すこともできる。

四捨五入して概数も求められる。液晶が安

くなり実用化された。

分数を帯分数から仮分数になおしたり、小

＊これからは算数の授業の時、いつも電卓をそばに置いて学

から仮分数になおしたり、小数から分数にしたりできる。

いつも電卓をそばに置いて学ぶ時代である。

（文責：港区立芝小高島勝也）
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〔平成12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
～算数的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成～

総会・講演会平成12年5月25日（木）於江戸川区立清新第一小学校

記念講演演題「算数的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成」

講師東京学芸大学教授伊藤説朗先生

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回は区市で実施）

・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12年10月16日（月)13:30～16:30

・会場練馬区立大泉小学校

（1）分科会公開授業と研究協議会

（2）全体会研究発表

・平成11年度算数学力実態調査の結果と考察実態調査委員会

・算数的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成資料委員会その他

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（千葉）大会で研究発表を行う。

5．会報委員会

・会報98号、99号を発行する。

6．紀要委員会

・研究紀要第36号の編集・発行をする。

7．実態調査委員会

・平成11年度実施の算数学力調査「量と測定」領域の集計・考察・報告を行う。

・関プロ（千葉）大会で「数と計算」の実態を発表する。

8．資料委員会

．「量と測定」領域の指導資料の作成、および提案授業を行う。

・都算研発表会にて「数と計算」領域の指導資料について研究発表を行う。

・関プロ（千葉）大会で「数と計算」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）
10．各区市部長会

・第1回平成12年7月10日（月）於エミール

．第2回平成12年11月13日（月）於エミール

11．記念事業推進委員会

・都算研創立50周年記念発表会・式典、祝賀会を下記の要領で実施する。
（1）日時平成13年2月1日（木)14:00

（2）会場フロラシオン青山
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●各区市の本年度の研究計画

★江東区………研究テーマ「数学的な見方・考え方を育てる指導法」

－子供一人一人の考えが生きる評価と支援一

本区では、上記の研究主題を設定し、サブテーマとして「子供一人一人の考えが生きる評価と支

援」は3年目に入る。一人一人の子供たちの学習活動をどう評価し、その評価に対して、どのよう

な支援を行うか。それが個々の子供たちに数学的な見方や考え方を育てていくことになるかを、授

業研究を中心に研究を進めていく。

4月研究主題・組織編成5月年間活動計画分科会での教材研究

6月分科会での教材研究7月授業研究（辰己小・前年度研究員による）

9月分科会での教材研究10月授業研究

11月授業研究12月 授業研究

1月口頭発表会の準備（研究のまとめ）2月研究員地区発表会（第七砂町小）

3月研究のまとめ・紀要作成

（富永泰子）

★杉並区………研究テーマ「生きる力を育てる授業の創造」

－算数的活動を重視した授業づくり－

本区では昨年度から、「課題を見つけられる子供、数学的な考えに基づいて積極的に解決できる

子供、結果を検証したり発展したりできる子供」の育成を目指して研究主題を設定した。そこで、

本年度は、算数的活動の意味や意義を明らかにし、授業に算数的活動を位置づけながら、算数的活

動の具体的事例を開発し、算数的活動を取り入れることによる授業の変化を検討する。さらに、算

数的活動を通して子供たちは何を学ぶかを明らかにしたいと考えている。

4月：年間組織の編成5月：3年授業検討6月：3年授業実践

7 月：移行措置内容の検討9月：授業案検討

10月：区内小中学校合同研修会・授業案検討11月：高学年授業実践

12月：区 内小中学校合同研修会まとめ1月：教育研究員地区発表

2月：本区紀要のまとめ3月：本年度まとめ

（片山裕治）

★日野市………研究テーマ「わかるできる楽しい算数の授業」

昨年度より、本市では上記の研究主題を設定して3回の授業研究を中心に研究を進めてきた。

本年度は、算数部員が大幅に増加したので、研究主題を継続して、日々の授業の充実に役立つ資

料づくりに取り組むことにした。具体的な内容としては、移行措置への対応を考慮して、平成13年

度に生ずるゆとりの時間の指導の充実を図るために、算数的活動などを取り入れた課題選択型の学

習の資料を作成する。

4月研究主題・組織編成・年間計画5月市教研総会

6月研究授業事前研究、資料作成案7月授業研究（日野第八小）

9月研究授業事前研究、作成資料検討10月授業研究（会場校未定）

11月研究授業事前研究、作成資料検討10月授業研究（会場校未定）

1月研究発表会準備2月研究発表会

（佐藤洋）

庁
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一第82回全国算数・数学教育研究会（千葉）大会案内一

第55回関東都県算数・数学教育研究（千葉）大会案内

｢生きる力」を育てる算数・数学教育

平成12年7月29日（土）～8月1日（火）
講習会7月29日（土）～7月30日（日）
大会7月31日（月）～8月1日（火）

※講演会8月1日（火）

演題「世界における日本の数学教育」

講師東京理科大学教授津田利夫先生

小学校部会千葉市立打瀬小学校

1．研究キ願

2．日程

3．会場

※第9回数学教育世界会議(ICME9)
7月31日（月）～8月6日（日） ’東京／千葉幕張

へ

＜都算研創立50周年記念論文発表会・講演会と式典・祝賀会のご案内＞

ご承知のように、都算研は、本年度、創立50周年を迎えました。現在、創立50周年記念事業を進
めています。

平成13年2月1日（木）の50周年記念論文発表会・講演会、記念式典・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。

《都算研50周年記念事業》

記念論文発表会・講演会、祝賀会平成13年2月1日（木）午後2時00分～

論文発表会講演会(2:30~4:40)ﾎﾃﾙｺﾛﾗｼｵﾝ青山（講演会講師：早稲田大学教育学部教授杉山吉茂氏）
記念式典・祝賀会(5:00～7:00)

記念論文募集平成12年8月まで

記念誌発行平成13年2月1日に配布予定。
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。
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、一一
－特別委員会「都算研50周年記念事業推進委員会」
委員長向山 宣 義 ○ 記 念 誌 担 当 荒 木 正 志
副委員長（論文担当）高岡正見○会計担当前津紘一○
同（記念誌担当）小林正敏同一ノ瀬喜子○

記念誌担当児玉良司○記念出版担当家田晴行

同 広 瀬員一同慶田敬一
○：発表会・祝賀会等運営担当

I

平成12年度都算研研究発表会
1．日時平成12年10月16日（月）13：

2．会場練馬区立大泉小学校
3．公開授業と研究協議

①第一分科会授業研究会
②第二分科会研究委員会

③第三分科会資料委員会

④第四分科会品川区算数研究部
⑤第五分科会東村山市算数研究部

4 研 究 発表

・実態調査委員会

・資料委員会
・研究委員会
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30～16:30

会報

編集部長

委員長

副委員長

委員

委員

員
永
津
原
島

委
富
柴
小
萩
高

会

泰子（江東・深川小）

健（港・芝小）

隆治（港・高輪台小）

清治（港・三光小）

勝也（港・芝小）
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