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創立50周年を迎えた都算研

平成13年－2

第99号

副会長青柳借行

新しい時代、21世紀を迎えました。会員の皆様には、ご健勝にて教育

活動に専念しておられることと存じます。

東京都算数教育研究会(都算研）の今年度の事業も、会員の皆様はじめ

関係各位の方々のご理解．ご支援により当初の計画通り進められており、

深く感謝申し上げます。

さて、標記のように今年度都算研は創立50周年を迎え、去る2月1日

ホテル・フロラシオン青山において、「記念論文発表会・講演会」ならび

に「記念式典・祝賀会」を催しました。当日はご多用の中、多くのご来

会員の皆様にご出席をいただき、盛会裏に終えることができました。ここ賓・顧問・客員の方々、会員の皆様にご出席をいただき、盛会裏に終えることができました。ここ

に改めてお礼申し上げます。

都算研では研究主題を昨年度に引き続き、「数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在り方～算数

的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成～」とし、平成14年度からの新教育課程を見通し

て、授業を中心に据えた実践的な研究を行ってきています。

5月には総会後、研究主題について東京学芸大学教授、伊藤説朗先生にご講演をいただきました。

また、7．11月の2回、区市部長会を開催して各区市の研究活動状況を紹介しあい、11月には東

京都教育委員会指導主事子安茂先生に「東京都における算数教育の現状と課題」のテーマでご

講演をいただき、今後の都算研としての研究活動の方向についてご助言いただきました。

授業を通しての研究は、10月に練馬区で約200名の先生方の参加を得て、研究発表を実施、品

川区・東村山市の算数研究部からの提案授業を含め、5分科会での研究協議会が行われました。ま

た、この研究発表会では例年実施している「算数学力実態調査」について、その結果と考察を発表

するとともに、8月の日数教・関プロ（千葉大会）でも発表しました。なお本年度は「図形」領域

に関する実態調査を行う予定です。各学校でのご協力をお願いいたします。

授業研究委員会の研究授業では新宿区・台東区・東村山市、研究委員会の研究授業では台東区、

多摩地区委員会の研究授業では多摩市の算数研究部の皆様にご協力をいただきました。講師として

ご指導くださいました東京学芸大学教授の伊藤説朗先生はじめ各講師の先生方に感謝申し上げます。

ところで、昨年12月に国際教育到達度評価学会(IEA)が中学2年生を対象に実施した、数学と

理科の学力調査結果を公表しました。数学も理科も得点では上位国群に入っているが、両教科を

｢好き」という生徒の割合は、国際的にも最低レベルの結果が出たとの報道でした。来年度までは

移行措置期間ですが､とにかく算数科の指導において基礎・基本を確実に身に付けさせるとともに、

｢算数が好き」という児童を一人でも多く育てることが大切であると考えます。都算研創立50周

年を節目として、会員の皆様のなお一層の研鎮と都算研へのお力添えをお願いいたします。
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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、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名の委員を嘱託し、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、都算研研究発表会（北区)、新宿区、東村山市、台東区で実施。各

区市の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、昨年度に引き続き、「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、数学的な考え方を育成する算数的活動を重点に置き、研究を進めてきた。

・第1回研究授業10月16日（月）会場:練馬区立大泉小学校

授業者:青梅市立第三小学校牧一彦教諭三鷹市立中原小学校内藤和巳教 諭

授業内容:しきつめ（5年）

講 師:元東京都算数教育研究会会長八木義弘先生

．第2回研究授業1月18日（木）会場:台東区立田原小学校

授業者:台東区立田原小学校中川久享教諭

授業内容:問題の考え方（6年）

講師:前東京都算数教育研究会会長世田谷区立八幡小学校校長中野洋二郎先生

・発表委員会10月16日、練馬区大泉小学校を会場として研究発表会を行い、220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。

全体会では実態調査委員会、資料委員会、研究委員会からの研究報告があり、前会長中野洋二

郎先生よりご講評をいただいた。

・会報委員会7月に98号、2月に99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12年度「算数教育研究紀要」第36集の編集を行い、平成13年5月都算研

総会の際に配布の予定である。総会に来ら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11年度は「量と測定」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、報告書を全部の小学校に配布した。関プ

ロ千葉大会には平成10年度の「数と計算」領域における実態と指導の工夫について発表した。

また、本年度は、一昨年実態調査検討委員会において全面的に見直しされた「図形」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、「量と測定」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「数と計

算」については、日数教千葉大会、都算研発表会においても研究内容を発表した。

・多摩地区委員会本年度は、多摩市小学校教育研究会算数部と共催で、11月8日に研究会を

行った。多摩市立諏訪小学校（会場)、授業者:魚見由美子教諭（同校教諭)、講師:伊藤説朗先

生（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いただいた。また、都

算研研究発表会（第5分科会）での東村山市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〕

平成12年iO月16日（月）於練馬区立大泉小学校授業公開と研究発表

第1分科会第4学年「四角形」

授業者北区立滝野川小学校教諭神山繁樹(Tl)講師入子祐三先生

練馬区立大泉小学校教諭新井淑子(T2)

1.題材名「折り紙ヒコーキの折り跡を直線とみよう」（垂直と平行）

2.本時のねらい・本単元の学習内容（2直線の位置関係．四角形）を見通した活動をする。

、直線の位置関係を調べ、垂直の意味を理解する。

3.展開

直線の位置関係を考察する素材は、子どもの身近なものでしかも子ども自らの手で作ることを

考え、折り紙ヒコーキとした。折り紙ヒコーキを折る。その折り跡を直線と見る。直線の交わり

方に着目して仲間分けをする。交わってできる角が直角のものとそうでないものに分けられるこ

とに気づく。「2本の直線が交わってできる角が直角のとき、この2本の直線は垂直である｡」こ

とを知る。垂直という観点で折り紙ヒコーキの折り跡を見直す。身の回りにある垂直にも目を向

ける。

4．講評

・子どもが伸び伸びやっていてよかった。T・Tの形態として、担任が子どもの指名をすると

いう役割分担が参考になった。

・算数的活動をするのなら、もう少し子ども主体の活動で展開していくように心がけることが

大事である。

、教材の工夫は、授業の成否を決める鍵である。本時の教材研究・準備は大変よかった。

、発表のときTTのよさを生かす工夫をして、もっと効率よく進めるとよい。

第2分科会第5学年「しきつめ」

授業者青梅市立第三小学校教諭牧一彦(Tl)講師八木義弘先生

三鷹市立中原小学校教諭内藤和巳(T2)

1.題材名「しきつめ」（多角形のしきつめと図形の合成分解）

2．本時のねらい.敷き詰めたいと思う図形を自ら選択し、敷き詰め模様の美しさ、三角形や四

角形のよさを見つけようとする。

．敷き詰められる図形は、三角形や四角形の敷き詰めが元になっていることが

わかる。

3.展開

「これまでに学習してきた図形は、合同なものであればすべて敷き詰められるだろうか」という

課題を設定し、まず既存の図形を提示した。実際に敷き詰めてみなくともわかる図形については

そのわけについて話し合った。やってみないとはっきりしない図形については、児童が自分で選

択し、敷き詰めの活動を行った。その結果、凹型の四角形と六角形（向かい合う辺が平行）は敷

き詰められることが、正五角形は敷き詰められないことがはっきりした。また活動を通して「同

じ長さの辺をつければてきること」や「模様の中に合同な三角形や四角形の敷き詰めが見えるこ

と」などを発見することができた。

4.協議と講評

。「図形の感覚を育てる」とは、具体的にどういう感覚を育てるのか、踏み込んで考えてほしい。

、凹四角形の敷き詰めを、試行錯誤から「こういう理由だから」と論理的説明に深めていきた
かった。

、推論から操作活動に入ったところはよかった。授業の終わりに試行錯誤したことを数学的な

考え方や既習事項とつなげてまとめていくとさらによかった。
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第3分科会第2学年「長さ(1)」

授業者新宿区立戸山小学校教諭大石京子講師山中優先生

1．題材名長さ（1）～長さポストに入れる物を集めよう～

2．本時のねらい．自分の長さの感覚を働かせて、いろいろな長さを見当づけることができる。

・見当づけと確かめの活動を通して、長さの感覚を身につける。

3.展開

前時では、自分なりの基準をもち、それを使って長さの見当をつけた。本時では、長さの感

覚をより豊かにすることをねらい、基準となる物を実際には使わずに、自分のもっている長さの

感覚を働かせて、児童一人一人が身の回りのいろいろな物の長さを判断し、それが正確かどうか

確かめるという活動（見当づけとその見当づけが正しい範囲であるか確かめる作業）を繰り返し

行った。確かめる作業に「長さポスト」を使ったので、意欲的で楽しい学習が展開できた。

4.協議と講評

．楽しい授業だった。見当づけ．修正という活動がセットで行われ、よい算数的活動だった。

・体の一部（指）を使って長さの見当をつけている子どももいた。長さの量感を育てるために

は感覚だけではなく体の一部を使うということも大切だと思う。

・指導案の展開の評価の観点で、数学的な考え方について具体的に表記されているのが良い。

．長さを見当づける時に自分なりの長さの基準があってもよいが、低学年で30cmのものさしが

取り入れられていることも考えて、子どもたちに基準となる長さの量感を育てていくことが

大切である。量感をもつことのよさを一人一人の子どもが実感できるとすばらしい。

第4分科会第5学年「立体」

授業者品 川 区 立 京 陽 小 学 校 教諭田這美和講師橋本哲朗先生

1 . 題 材 名立体

2.本時のねらい．立体は、1つの方向から見ただけでは、形が決められないことに気づく。

・立体を横から見た影に着目すると、柱体や錐体を分類できることに気づく。

3.展開

光源装置を使い、いろいろな物に光を当て、できた影を見てそのものが何かを当てるシルエッ

トゲームをする。そして、1つの方向からの影を見ただけでは、どのような立体かは分りにくい

いことに気づかせる。

6つの立体模型を提示し、どんな影ができるか想像して影を描かせる。友達の描いた影から

友達の選んだ立体を考えさせる。実際に、その立体の影を映しだし、確認する。また、正面と上

からの2方向から光を当てた影を見ないと分からないことに気づかせる。

円形の影が入っている物とそうでないものに、仲間分けする。長方形の影が入っている物と

そうでない物に仲間分けする。

4.協議と講評

立体図形の見方は、新指導要領では中学校に移る。しかし、この提案のように、三次元の物を

二次元（見取り図・投影図・展開図）上で扱うことが、児童の空間概念を育てるために有効であ

るというアピールを積極的にやってもらいたい。導入時の操作と、検討段階での操作を同様に行

う必要があったのではないか。また、影を考えているというより実物を見て描いている児童が多

かった。
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第5分科会第3学年「引き算リレー」

授業者東 村 山 市 立 化 成 小 学 校教諭高山保子講師松野康子先生

1.題材名「引き算リレー」

2.本時のねらい3位数の減法について操作的な活動を行う中で不思議なきまりを発見する

3.展開

本学習では、まず、任意に選んだ3位数について、その一の位の数字と百の位の数字を入れ替

えた数をつくり、この2数の間で減法を行う。次に、その差に当たる3位数についても同様の

操作を行う。以下、この過程を繰り返し、数多く得られた3位数の中に共通に見られる規則性

を帰納的に発見していこうとするものである。教室内の各列毎にリレー形式で指定された減法を

続ける中で、差として誕生してくる3位数が何時の間にか同じものの循環になってくる不思議

さに気づく。この不思議な性質について、集団としての取り組みから、個人としての他の3位

数への発展、更に、より一般的な場での適用へと、児童のダイナミックで意欲的な算数的な活動

の実現を図る°

4．協議と講評

・題材のリレーは、勝負やゲームに興味関心の強い子どもたちに強い意欲づけになっていた。

・算数は発明と発見である。秘密が隠れているということで個々に問題解決させる方法もある。

・本時は子どもが集中し、よく活動していた。題材そのもののおもしろさもあると思うが、課

題把握の段階で、子どもの気持ちをよくつかみ、そのまま楽しく学習が展開していた。

・本題材の価値は、数の不思議、規則性を実感させることである。

・引き算の基礎を身に付けていることが創造性の基礎であり、楽しさの追求につながる。

実態調査委員会

杉並区立第二小学校長高田英雄

本委員会では、平成11年度に実施した算数科の「量と測定」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、今回の「量と測定」の

調査問題は、実態調査検討委員会が見直しを行い、新たに作成した問題を加えて調査を実施いたし

ました。

問題作成にあたっては、

(1)「量と測定」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、それに即した問題を作成する。

(2)出題形式も工夫し、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。

(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、

低学年の長さの学習の結果をみると、間接比較や任意単位等を使う活動を数多く経験させ、その

よさを十分味わわせる必要があります。また、身の回りにある物を長さの表示に関心をもたせたり、

体験的な活動を通して児童を育てていくことが大切だと考えます。高学年の面積の問題では、多様

な方法で考え追求できる児童を育てたり、ある子の考えを、学級全体で追求させるような学習が有

効と思われます。また、体積でも、分割したり、移動させり、同じ形をもう一つつけたりする活動

を取り入れ、多様な見方で考えさせる必要があります。

尚、今年度は、「図形」領域について調査いたしますのでよろしくお願いいたします。
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「量と測定」領域における指導の改善を目指して
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一算数

的活動を通して楽しく学習する子どもの育成一」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「量と測定」領域の実態調査の結果から、各学年の中心課題を次のようにとらえた。

第1学年……長さの間接比較や任意単位による測定の経験を多く与え、そのよさを味わわせる

第2学年……身の回りの具体物と対応づけ、基礎的な長さの量の感覚を具体的につかませる

第3学年……ものの重さを見積もったり測ったりする活動を十分に行い、重さを実感する体験

を積ませる

第4学年……実物の面積を、縦と横の長さに帰着して見積もる経験を積ませる

第5学年……面積の求め方を多様な方法で考えさせる中で、式を読み取る力をつける

第6学年……体積の求め方を多様な方法で考えさせる中で、式を読み取る力をつける

そこで、第1学年は「測定の仕方｣、第2．3．4学年は「量感｣、第5．6学年は「多様な見

方と式の読み方」に重点を置き、具体物を用いた体験的、探究的な算数的活動を通して指導法の改

善を試みてきた。年度末に配布予定の指導資料をぜひご参照．ご活用いただきたい。

「算数的活動を通して、楽しく学習する子どもの育成」
研究委員会

研究委員会では、都算研の研究主題を受け、上記のテーマに迫るために研究を進めてきた。「算

数的活動」が強調される中で、活動があってもそこから学ぶものがなかったり、わかりにくい授業

となっては困る。そこでは、活動の質が求められるのである。質の高い活動を通して、学ぶことの

楽しさを味わい、数学的な考え方を伸ばすことができると考えた。そこで以下のような研究仮説を

立て研究に取り組んだ。

｢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｡」

そこで、「目指す子ども像」を以下のように明らかにした。

A;主体的に学ぶ子B:楽しく学び、よさを感じる子C:学びを生かす子

そして、目指す子ども像に迫るために算数的活動の中でも「数学的な考え方を育成する算数的活

動」に重点を置いた。そこでは、算数的活動と育成される数学的な考え方の関係を分析することを

試みた。さらに、「算数的活動の開発の視点」を以下のように明らかにした。

①身につけさせたい数学的な考え方を明確にする。

②既習事項を明確にする。

③意図に沿った活動を選択、組織する。

算数的活動を、数学的な考え方を育成する活動に重点を置いて研究したことによって、活動の視

点が明確になり、どのような授業を展開する必要があるかが見えてきた。
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第1回授業研究平成12年10月18日（水）

授業者新宿区立余丁町小学校教諭松田雅仁講師柳瀬修先生

1.単元名 3 年 「 わ り 算 の ひ つ 算」

2．本時のねらい

・既習の学習をもとに計算の仕方を説明しようとする。

・2位数÷1位数＝2位数（あまりなし）の計算ができる。

3.展開

「色紙を3人で同じ数ずつ分けます。1人分は何まいになって何まいあまりますか｡」と条件

不足の問題を提示した。条件不足に気づき何枚を分けるか子どもから出させた。子どもの出し

た数は、30枚・333枚・999枚・20枚・2000枚・837枚だった。子どもの出した数で問題場

面を考えると今までのわり算で計算できるものとできないものがあることに気づいた。そこで、

72÷3のわり算の計算の仕方を自力解決させた。本時における算数的活動は、念頭操作や具体

的な操作と筆算の仕組みと結びつけていく中で数学的な考え方を育てていった。

4.協議と講評

・課題の提示の仕方はよかったのか。教師の意図した数ではなく、30．333．999などがでた。

できるわり算とできないわり算をフラッシュカードにして提示した方がよかったのではないか。

・小集団での指導は、効果的だったか。小集団での指導の手だてを詳しく考え、指導案上にも

明記しておく必要があるのではないか。

・子どもの多様な考えの取り上げ方はどうすればよいか検討していく必要がある。

第2回授業研究平成12年11月8日（水）

授業者東村山市立化成小学校教諭鎌須賀幹子講師片桐重男先生

1.単元名5年「24本のひごを残らず使って正方形を作ろう」（特設単元）

2.本時のねらい

・正方形の組み合わせを、順序よく並べて調べることのよさを知る。

・式に表すことによって、一辺のひごの数と正方形のまわりの長さの関係がつかみやすくなる

ことがわかる。

3．展開

24本のひごを残らず使って、一辺が1本や2本などの正方形を作っていくと、どんな正方形

の組み合わせが何通りできるかを考える問題。組み合わせに落ちや重なりがないよう工夫して調

べていく必要がある。自力解決の方法は、「図」「言葉」「式」の順に多かった。自力解決の難し

い児童にはひごを渡し、実際に操作できるようにした。発表は見つけた組み合わせを一斉に黒板

に貼りだしてから検討に移った。落ちや重なりを避けるには順序良く調べていくとよいことが、

比較によって明らかになった。さらに式に表すことによって、辺の長さは「1+2+3」や「3+3」

というように6を分解して考えればよいことを見つけさせることができた。このことは式に表す

良さを知ることにつながった。

4.協議と講評

・式のよさを感じさせるのであれば、図で解決した事例を言葉で解決したものと置き換えて、

さらに言葉を式に置き換えていくという丁寧な扱いをするとよかった。

・算数的活動というとやみくもに具体的操作をさせてしまいがちだが、児童の様子を見ると一

概にひごを欲したりしていない。一人一人に合った活動を選べるようにして、念頭で行う活

動ができるようになることを目指し、数学的な考え方を身につけていけるようにすることが

大切である。
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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、品川区算数研究部と東

村山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13年度も、研究発表会を開催する予定ですので、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」の枠は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りました研究部とは、当日の授業や研究協議会に向けての

打ち合わせを別途行います。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。

【来年度の研究大会のご案内】
へ

第83回全国算数・数学教育研究会（埼玉）大会

第56回関東都県算数・数学教育研究会（埼玉）大会

1.研究主題

率誓嘩M嚢議,_……篭
講習会8月3日（金）～8月5日（日）

大会8月6日（月）～8月8日（水）

3.会場

○開会式、記念講演、部会講演、シンポジュウム、総会、閉会式…………大宮ソニックシティ

○幼稚園・小学校部会、中学校部会、高等学校部会、高専・大学部会……埼玉大学

○講演会…．．……･……･……･………………･……･………………………･…･…県民活動総合センター

川口総合文化センター

○諸会議･…･……………………………………･………………･………………･･大宮ソニツクシテイ

川口総合文化センター

へ

－会報委員会

(江東・深川小）

(港・芝小）

(港・高輪台小）

委員萩原清治（港・三光小）

委員高島勝也（港・芝小）

子
健
治

泰
隆

編集部長

委員長

副委員長

永
津

富
築
小
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