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期待に応える算数教育を目指して

会長前川捕進忠

新教育課程1年目の昨年度、東京都算数教育研究会は、前会長松山

武士先生の卓越したリーダーシップのもとで新たなスタートを切ることが

できました。松山前会長の各種課題解決へのご尽力に対しまして会員を代

表して心より感謝を申し上げます。

そして、私は平成15年度の東京都算数教育研究会（都算研）総会におい

て松山前会長の後任としてご承認いただき、会長の重責を担うことになり

ました。これまで本会を通して東京都の算数教育の充実と発展に尽くして

こられた諸先輩のご指導とご鞭捷、そして常任理事・理事の皆様、会員の
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皆様のご協力をいただきながらまことに微力ではありますが一生懸命努めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年度より実施の教育課程ですが、実施に入る以前から学力低下への懸念が大きく取り上げ

られました。そのようなこともあり社会的に算数教育への関心が高まってきていることはご承知の通

りです。都算研としては、この高まっております関心を算数教育のより望ましい発展への期待と真筆

に受けとめその期待に応えていかなければならないと考えております。

都算研ではこれまでも、独自の学力実態調査をもとに、基礎･基本の充実と数学的な考えを伸ばす

指導の在り方についての具体的な実践資料等を提案してまいりましたが、昨年度からは、この大きな

期待を受けて、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～基礎基本を身に付け、創

造的・発展的に考える子どもの育成～」として研究を深めております。課題であった「発展的な課題

事例集」についても5月に出版することができました。

今年度、都算研では、さらに次の2点についての取組を進めたいと考えております。

その一つは、算数の学習における基礎･基本をあらためて見直す中で、厳選された現行の学習指導

要領の指導内容について、現場からの実践を通しての声を積極的に発進していくということです。

この5月には、中央教育審議会に｢今後の初等中等教育改革の推進方策｣が諮問され、その諮問の

中には、次の教育課程に関わる記述も見られます。現場からの提言こそ重要と考えます。

次に、論語に｢之れを知る者は、之れを好む者に如かず之れを好む者は、之れを楽しむ者に如か

ず｣とあります。私どもは算数を楽しむ子どもを一人でも多く育てていかなくてはなりません。その

ためには、まず先生方自身に算数の面白さを理解していただき、指導することを楽しめるようになっ

ていただくことが大切だと考えます。そこで取組の二つ目は、算数指導にワクワクする先生が一人で

も多くなるよう、都算研の提案する算数指導の内容を、分かりやすく、すぐにでも取り入れてみたい

との思いを持っていただけるような魅力あるものにしていくということです。

そのための研究活動、調査活動、広報活動を益々充実していかなければならないと考えます。

会員の皆様のご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。
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退任にあたって

前東京都算数教育研究会会長松山武士

新緑の美しい清々しい季節を迎えましたが、皆様には、ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げ

ます。平成14年度の東京都算数教育研究会（都算研）の諸事業の実施にあたりましては、各区市の

算数教育研究部並びに会員の皆様、諸先輩の皆様に多大なご理解とご支援を賜りましたこと、深く感

謝申し上げます。お陰さまで、計画した諸事業を滞りなく実施することができました。

さて、昨年度は、「ゆとり」の中で特色ある教育を展開し、児童に｢生きる力」を育成することを目

指した新しい学校教育が開始された年でありました。算数科教育は、改善の基本方針を｢ゆとりの中

での基礎・基本の確実な定着」「楽しさと充実感のある学習」「児童の主体的な活動の重視」としその

具体化を目指した教育を始めました。

都算研は、この趣旨を積極的に受けとめ、「基礎・基本を身に付け、創造的・発展的に考える子ど

もの育成」を研究副主題に掲げ、(1)基礎・基本を確実に身に付けさせる指導方法の研究、(2)創造的・

発展的に考える子どもを育てるための教材開発、(3)評価規準に即した目標に準拠した評価方法の研

究、(4)少人数指導等による学習方法の研究等に積極的に取り組んできました。しかし、どの課題も研

究の緒についたばかりであり、新たなる実践とその評価が求められています。「確かな学力を身に付

けた子どもの育成」を意図した新たなる都算研の活動に期待を寄せております。

最後になりましたが、都算研並びに各区市算数教育研究部のますますの発展と関係各位のご健勝を

祈念し、退任のあいさつと致します。ご支援．ご協力、ありがとうございました。

〔平成15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

一基礎・基本を身に付け、創造的・発展的に考える子どもの育成一

研 究 部 長 菅 野 俊 子

今年は、新学習指導要領の2年目に入りました。新教育課程では、基礎的･基本的な知識と技能に

ついて繰り返し学習し確実に身に付けられるようにするとともに、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強調しています。

そこで、都算研では、新教育課程の趣旨に即して、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｣、副題「基礎・基本を身に付け、創造的・発展的に考える子どもの育成」とし、研究に

取り組んでいます。

「基礎・基本」については、単に計算の反復練習をさせればよいというものではなく、数．量につ

いての感覚を磨き、よいアイディアを働かせて考えられるようにするための「基礎・基本｣でありま

す。したがって｢指導すべき内容｣をしっかり押さえた上で、算数にふさわしい思考活動を促し高め

る具体的な活動を取り入れながら数量や図形の基礎的な知識･技能を児童に確実に獲得させること、

また、その過程で、創造的･発展的に考える力を伸ばしていくことを大切にしたいと考えています。

そういう意味では、児童が算数の学習に興味をもち、進んで学び、算数に対して親しみをもち、考え

る楽しさを味わい、算数をうまく使える力を付けていくようにしたいという基本的な考えはこれまで

と大きく変わるものではありません。

このような認識のもとに各区市の研究会等と連携を図りながら、都算研研究部の活動を進め、実践

を提案し深め合う機会を設けるとともに'情報･資料の提供等を行い、各区市の研究会の実践研究と各

学校における算数指導の充実に資するようにしたいと思います。
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【平成15年度都算研総会】

平成15年度東京都算数教育研究会総会が去る5月12日（月）府中市立府中第四小学校にて、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14年度の事業報告・決算報告承認後、会長には府中市立府中第四小学校前川禰進

忠校長が選任され、平成15年度新役員、事業計画及び予算案が決定しました。新会長前川禰進忠先

生の挨拶の後、筑波大学助教授清水静海先生の｢算数教育で育てたい力一基礎･基本と発展･創造一」

についての講演がありました。

また、総会では、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、清

水静海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。

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

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

授業研究
委貝長

平成15年度東京都算数教育研究会役員

氏名

前川禰進忠

長田耕一

富永泰子

向山宣義

森野功雄

唐田敬一

靭修二

橋本由美子

塚田俊雄

鈴木正孝

築健

田中みさ子

高岡正見

松丸剛

菅野俊子

荒木正志

所属校

府中市立
府中第四小学校

小金井市立
小金井第四小学校

江東区立扇橋小学校

文京区立誠之小学校

新宿落合第一小学校

世田谷区立
八幡山小学校

練馬灰京
富士見台小学校

板橋区立

高島第二小学校

西東京市立
谷戸第二小学校

台東区ウ令竜小学校

港区ウ芸小学校

目黒区立大岡山小学校

足立区立
千寿'常東小学校

品川区立原小学校

文京区立駕篭町小学校

練‘馬区立
練馬第三小学校

役職名

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
委貝長

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
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氏名

一ノ瀬喜子

家田晴行

児玉良司

岩谷力

高田英雄

新藤幸雄

前津紘一

匿瀬員一

中村光義

滝淫福一

深見員一

上●谷哲雄

野田不二夫

増田吉史

杉原栄子

所属校

板橋区立成増小学校

北区立滝野川小学校

杉拡灰寸

桃井第二小学校

世田谷区立

喜多見小学校

杉並区立沓掛小学校

中央区立明正小学校

新宿区立早稲田小学校

品川区立延山小学校

八王子市立第七小学校

瑞穂町立
瑞穂第五小学校

稲城市立
稲城第一小学校

多摩市立豊ヶ丘小学校

八王子市立

稲荷山小学校

三鷹市立北野小学校

福生市立
福生第四小学校



〔総会記念講演〕 平成15年5月22日於：府中市立府中第四小学量校

算数教育で育てたい力一基礎・基本と発展・創造一

講師筑波大学教育学系助教授清水静海先生

る。

共通'性と個別性である。共通性の側面とは、基礎・

基本をもとにして発展的に見たり考えたりする態

度と力のことをさし、どの子どもにも育てるべき

ものである。個別性の側面とは、余力のある子ど

もに対する対応のことをさす。「発展的な学習｣と

いうと、後者のみが考えられがちであるが、共通

性にあたる部分を重視しなければならない。

3つ目は「分かる」喜びや「本モノ」に触れる感

動を味わわせることによって学習意欲を醸成して

いくことである。これは、「学力の実質化｣の中で

も、指導法･指導形態などの形で、見た目に反映

されにくいものである。しかし、「基礎･基本｣と

｢発展･創造｣が確かなものとなるためには必要不

可欠なものである。

1．「生きる力」で期待されたこと

「生きる力」という言葉がはじめて登場したの

は、第15期中央教育審議会第一次答申(平成8年）

であった。生きる力の知の部分では、「自分で課題

をみつけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、

行動し、よりよく問題を解決する資質や能力」が

重要であることを示している。学習指導要領(平

成元年)が告示された際の臨時教育審議会答申で

も、「生きる力」という言葉こそなかったものの、

①既有知識をフルに活用して新たな知識を創造で

きるような教育、②問題の解決や探究を重視した

教育、③知識を受容･模倣する教育から、自ら創

造・発信していく教育への転換、が重要であると

の示唆があった。

これらを受けた教育課程審議会答申（平成10

年)では、「生きる力｣の具体的な構成要素として、

①知的好奇心･探求心、②自ら学ぶ意欲と主体的

に学ぶ力、③試行錯誤しながら、自らの力で論理

的に考え、判断する力、④自分の考えや思いを的

確に表現する力、⑤創造性を培うために必要とな

る、問題を発見し、解決する力、の5点が重要で

あることを示した。これらをもとに、各教科・道

徳・総合的な学習の時間・特別活動における具体

的な道筋を立てていくことになった。

2．改訂以後の動向への対応

ところが、「生きる力｣を前面に打ち出した学習

指導要領の告示以降、「学力低下｣を懸念する声が

挙がるようになった。これに対し、平成¥2年10

月、ときの文部大臣が「学力の実質化」として明

確にしたことは以下の3点である。ひとつは、全

員が一律に学ぶべき内容を削減したことである。

これにより、学校教育においては、少なくとも基

礎・基本については全員が確実に習得できるよ

う、繰り返し徹底した指導を行うようになる。

2つ目は、学習指導要領を最低基準として、理

解の早い子には、より発展的な学習内容を教える

ことも可能になったことである。習熟度別学習形

態による指導法は、このような背景から生まれた

ものであるが、ここで気を付けなければならない

ことは、「発展的な学習」の捉え方である。「発展

的」という言葉を取り扱う際には2つの側面があ

へ

一

や
つ使

｜分かる’基礎・基本 分かる

この前やったことは､そういうことか！

図：「分かる」喜びのフローチャート

「基礎･基本｣は、その場で学んで簡単に身に付

くものではない。大切なのは、「基礎･基本｣を使

うことである。発展的な学習場面で使って、「分

かった」ときに、はじめてそれが｢基礎・基本」と

なり、今後の学習に活かされるものとなる。

3．算数的活動の視点から

(1)算数教育で育てたい基礎･基本

算数における学習活動が「算数的活動」とよべ

るものであるためには、学習活動が算数や数学の

特性に関わるもの、学習活動が「自分のこと」と

しての学びであることの2つは最低限必要とな

る。

授業という子どもと教師との関わり合いの中に

あって、算数的活動が「自分のこと」として子ど

もたちに受け入れられるには、基礎･基本を①身

に付ける(acquiring)、②創る(makingor

creating)、③使う(usingorapplying)、④よさ

が分かる(appreciating)、⑤楽しむ(enjoying)、
という5つの段階を経ることが大切である。基

一
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礎･基本の習得のために、従来は①にのみ主眼が

置かれがちであった。しかし本来、算数教育で育

てたい基礎・基本とは、子どもが「使えて｣、「必

要性が分かって｣、「楽しんで｣、「用いることがで

き」てはじめて｢身に付く」ものでなければならな

い。

(2)算数教育で育てたい発展･創造

M.クラインは、自著"MathematicsinWest-

ernCulture(1953)"の中で、数学の特性のひとつ

として「創造的な活動」を挙げている。創造的な

活動の動機として、①社会的必要からおこる問題

に応えること、②自然現象に合理的な関係を与え

ること、③知的好奇心と純粋な思考への興味、④

美の追求、があると述べている。また、Hポアン

カレ(1854-1912)は、「数学はいろいろの異な

るものに同じ名前を与える芸術である」と述べて

おり、算数・数学における「美の追求」を重視し

ている。

以上のことから、算数教育で育てたい創造･発

展とは、①日常生活のあらゆる場面で、数学的な

考え方を適用し、楽しむことができること、②以

前に学んだ概念に新たな意味を加えて、広がりを

もった用い方ができることの2つである。

4．勉強･問題解決への意識から

子どもたちの「学びたい」という気持ちは決し

て冷めておらず、それは算数においても同様であ

る。以下は、そのことを表す意識調査（文部科学

省・国立教育政策研究所教育課程研究センター教

育課程実施状況調査;2002年実施)の結果である。

「算数･数学の勉強が好きだ｣という質問に、「そ

う思う」、「どちらかと言ええばそう思う」と回答

した子どもが、5年生で全体の55％、6年生で50

％であった。これを教科別に見ると、算数は嫌い

と感じる子どもが他の教科に比べて多く、好き嫌

いがはげしいことが分かる。ところが、「算数･数

学の勉強は大切だ」という質問には、5，6年生で

はいずれも90％近くが「大切である」と考えてい

る。教科別に見ても、「大切だ｣と感じている子ど

もが他の教科に比べて断然多いことが分かる。こ

のことは、子どもは算数について、「嫌いだけれ

ど、大切だと思う」と考えていると言える。これ

にいかに応えていくかは、今後の算数教育の課題

である。

算数（数学）の問題解決場面に関する意識調査

を見ても、子どもたちは教師が思っている以上に

自力解決を試みていることが分かる。「算数･数学

の問題を解くとき、前に解いた問題と似ていると

ころや、違っているところはどこかなどを考えよ

うとしていますか」という質問に対し、5，6年

生いずれも約70％が、「どちらかと言ええばそう

している」と答えている。さらに、「解き方が分か

らないとき、あきらめずにいろいろ考えようとし

ていますか」という質問には、80％以上が「どち

らかと言ええばそうしている」と答えている。内

面では、教師たちの見た目以上に自力解決を試み

ているにもかかわらず、数学的な考え方の｢よさ」

や｢楽しさ」に気づく子どもはまだ十分ではない。

5．評価の観点への対応

評価とは、「一層の前進･発展を目指してなされ

る営み」である。教師の評価からは、子どもの学

びを促進し、自らの学習指導を改善する視点が抽

出されなくてはならない。子どもは、教師から受

けた評価と自己評価とに基づいて、次に何をすべ

きかを自ら設定して、「自分の学び｣が行われるよ

うな視点が抽出されなくてはならない。

「関心・意欲・態度｣の評価は、単元の導入場面

でのみ行われるものと思われるが、①単元の主要

内容そのものを「楽しい」と感じているか、②単

元の終末で態度が形成され、次の課題へ活用しよ

うとしているかまでを評価すべきである。

「思考･判断｣では、①既習の知識を活用し、②

目新しい場面で新たな考え方を身に付け、③新た

な考え方を用いながら発展的に考えているか、を

評価すべきである。ただし気を付けたいのは、②

の段階での評価が「知識・理解」と混同しやすい

点である。例えば、かけ算九九で各段の構成を学

習するが、「かける数を1大きぐすると、答えはか

けられる数だけ大きくなる」という単元の展開場

面で得た学習内容は、「知識･理解｣の側面で評価

することになる。したがって、単元末でもこのき

まりを活用して、達成できるかどうかを見るため

には、3×12のように目新しい具体的な問題解決

場面で、子どもがいかに自力解決をするかを見る

ことが、「思考・判断」の評価になる。

「技能・表現」や「知識・理解」では、①既習の

ことを用いることができるか、②新しい内容を

知っているか、③手順や仕方などを方法として身

に付けているか、を評価すべきである。このとき

気を付けることは、事実に関する知識だけでな

く、方法に関する知識も併せて表現することであ

る。前者は、「言葉や記号の意味を知っているこ

と｣で、後者は、「筆算の仕方や手順が手続き的に

説明できること」である。

（文責：世田谷区立喜多見小学校岩谷力）
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[平成15年度事業計画の概要］

<研究主題>数学的な考えを伸ばす指導と評価の在り方
～基礎・基本を身に付け、発展的に考える子どもの育成～

総会・講演会平成15年5月22日（木）於府中市立府中第四小学校

記念講演主題算数教育で育てたい力一基礎・基本と発展・創造一

講師筑波大学教育学系助教授清水静海先生

授業研究委員会

都算研の研究主題の追究を前提として、次の事業を行う。

・研究事業を年4回実施(1回は研究発表時、他の3回は区市で実施）

・授業研究実施に当たっては、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15年10月17日（金)13時30分～（受付開始13時）

・会場東京都文京区立誠之小学校

分科会公開授業と研究協議会

全体会研究発表

・平成14年度算数学力実態の結果と考察（実態調査委員会）

・実態調査結果をふまえた「数と計算」の指導についての研究（資料委員会）

・基礎･基本を身に付け、創造的･発展的に考える力を育てる学習指導(研究委員会）

研究委員会

・数学的な考え方についての研究を行う。

・都算研発表時に提案授業を行う。

・日数教愛知大会、関プロ（茨城）大会などで研究発表を行う。

会報委員会

・会報104号、105号を発行する。

紀要委員会

・研究紀要第39集の編集・発行をする。

実態調査委員会

・平成14年度実施の学力実態調査「量と測定」領域の集計・考察・報告（都算研）を行う。

・日数教愛知大会または関プロ（茨城）大会で「数と計算」領域の実態を発表する。

資料委員会

。「量と測定」領域の指導資料の作成する。

・都算研発表会にて「最と測定」領域の授業提案を行う。

・都算研発表会にて「数と計算」領域の指導資料について発表する。

・関プロ（茨城）大会で「図形」領域の指導資料について究発表する。

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)。

各区市部長会

・第1回平成15年7月11日（金）於エミール

．第2回平成15年11月20日（木）於エミール
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●各区市の本年度の研究計画

★中央区……研究テーマ「数学的な考え方を育てる指導法の工夫」

～基礎・基本を身につけ、創造的に考える子どもの育成を目指して～

本区算数部では、基礎･基本を身につけ、問題を解決する過程を通して、新たな考え方や知識を創

り出していける子どもを育みたいと、本年度は上記のサブテーマを設定し、研究を進めている。子ど

も達が、算数の楽しさ、おもしろさを味わい、算数が大好きと実感できるような授業実践を重ねて追

究する計画である。

4月組識編成・研究主題検討・年間計画作成5月研究主題決定・研究の進め方について

6 月研究授業指導案検討7月研究授業（城東小学校）

8月評価規準作成・区教研発表内容検討9月研究授業指導案検討・評価規準検討

10月研究授業（月島第一小学校)11月区教研究発表内容検討・準備

12月中央区教育会研究表会にて発表1月研究授業（月島第三小学校）

2月研究の成果と今後の課題検討3月研究紀要作成

（城東小新井ひろみ）

★中野区……研究テーマ「子どもの考えを生かした指導」

～意味理解を確かなものにする～

子どもたちが｢あれっ」｢不思議だな」と思ったことを、みんなで考え合い解決して新しいことを学

ぶ。「わかった！」という感動のある授業がしたい。そう考え、昨年度に引き続き上記テーマを設定。

また、少人数指導や習熟度別学習への関心が高まる中、学習形態より一人一人の授業者の授業力を育

てようと副題を設定した。一番大切なのは、子ども達に何を、どう教えるのか、子ども達が何を、ど

う学ぶのかであると考え、授業研究、実技講習会等を通し研究を深めていきたいと計画している。ま

た「算数'情報」を発行していく。

4月提 案授業・テーマ決定5月実技講習会やってみる．作る・試す

6月授業研究7月授業研究

9月特別授業と講演10月授業研究

11月授業研究12月授業研究と実技講習会

1月研究員地区報告会3月 実態 調査 集計 ．ま とめ

（桃丘小吉田映子）

★三鷹市……研究テーマ「数学的な考え方を育む楽しい授業」

～基礎・基本と個に応じる指導を重視して～

児童にとっては、「楽しい」授業が大前提であると考える。前年度まで、「楽しさ」の中身を「やっ

てみたくなる」「感動がある」「よくわかる」「なるほどと納得する」「自分でできるようになる」など

ととらえ、実践を重ねてきた。それらを追求するほどに、算数の授業で度々用いられる｢数学的な考

え｣の育成が重要であることが再認された。また、指導時数削減の中にあっても、学力を下げないた

めには、今まで以上に考えが育つような指導を工夫していく必要がある。

そこで、本年度は、数学的な考えを含む基礎･基本を明確にして、教材の本質をとらえた授業の展

開を考え、基礎・基本がどの児童にも身に付くよう個に応じた指導を工夫していく。

4月研究主題等5月講習会

6月指導案検討7月授業研究（北野小）

9 月授業研究（羽沢小)10月授業研究（中原小）

11月授業研究（羽沢小 )1月研究員地区発表

2月まとめ・研究発表（中原小内藤和巳）
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第85回全国算数・数学教育研究（愛知）大会

第50回東海地方数学教育会（愛知）大会

,､研究主題学ぶ心をはぐくむ算数。数学教育の創造
2．日程平成15年8月1日（金）～8月6日（水）

・講 習 会 8 月 1 日 （ 金 ）～8月3日（日）

・大会8月4日（月）～8月6日（水）

・開会式・記念式典・記念講演8月4日（月)10:00～12:o0

会場：名古屋国際会議場センチュリーホール

演題：「数学まなびはじめ」

講師：京都大学森重文教授

・シンポジウム8月4日（月)14:00～15:30

会場：名古屋国際会議場センチュリーホール

テーマ：「学ぶ心をはぐくむ授業のありかた」

・総会・閉会式8月6日（水)11:00～12:o0

会場：愛知教育大学附属名古屋中学校

3．小学校部会8月5日（火）9：30～15:45

会場：愛知教育大学附属名古屋小学校

4．部会総会・部会講演8月5日（火）16：00～17:o0

会場：愛知教育大学附属名古屋中学校体育館

演題：「学ぶ心を育む」授業創りの原則

講師：聖徳大学教授手島勝郎教授

へ

都算研研究発表会
一基礎・基本を身に付け、創造的・発展的に考える子どもの育成一

日時平成15年10月17日（金)13時30分～（受付開始13時）

会場東京都文京区立誠之小 学 校

公開授業と分科会

①第一分科会授業研究委員会④第四分科会く公募〉北区算数研究部

②第二分科会研究委員会⑤第五分科会く公募〉葛飾区算数研究部

③第三分科会資料委員会⑥第六分科会く公募〉多摩市算数研究部

研究発表

①「平成14年度算数学力調査の結果と考察」（実態調査委員会）

②「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）

③「基礎・基本を身に付け、創造的・発展的に考える力を育てる学習指導」

（研究委員会）

④指導・講評前東京都算数教育研究会会長松山武士先生

※発表会終了後、来賓、講師を交えた懇親会

◆
●
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会報委員会

’

編集部長児玉良司（杉並桃井 第二）委員鈴木英夫（世田谷等々力）

委員長岩谷力（世田谷喜多見）委員安藤由季子（世田谷砧南），
副委員 長土橋稔（世田谷松沢）委員山中昌子（世田谷給田）

委員坂井直樹（世田谷喜多見）委員井手口理恵（世田谷山野）
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