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算数の本質をとらえる

副会長長田耕一

私は、先輩の先生から｢算数の本質をしっかり勉強するように｡」と言われ

た。その言葉は、私にとって算数教育を考える際にいつも頭から離れること

はない。そして、一つひとつの教材について考える時、そのことを念頭にお

いて考えてきた。

例えば、たし算の意味についての話を例に取り上げてみよう。

たし算には、同時に存在する2つの数量を合わせた大きさを求める合併の

場面と、始めにある数量に追加したときの全体の大ささを求める増加の場面

がある。このことをたし算の本質として受け止め、その両者を指導し、共に

同じたし算として立式できるようにしていくことが大切であると捉えること
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ができるであろう。

しかし、これだけでたし算の本質が捉えられたと受け止めてしまうのは、はなはだ見方が狭いと言わざ

るを得ないのではないだろうか。

『コップ3個と歯ブラシ4本を合わせるといくつになるでしょう」という問題を見たとき、見かけが全

く異なるものを足しても意味がないことはすぐにおかしいと分かるであろう。そして、「3個」と「4本」

というように単位が異なれば答えも書くことができない。したがって、このような問題は実際の生活では

考えられないことであるが、たし算の本質という点から見ると、そこには大切なことがあると思うのであ

る。つまり、たし算は、『同種、同質、同単在のもの』でないと使うことができないということである。こ

こに、たし算の本質が見えているのである。

また、1＋1＝2だと誰もが信じているであろうが、そうはならない例も生活の中には存在している。

例えば、あずき1リットルに米1リットルを加えても2リットルにはならない。それは、あずきの方が粒

が大きいので、その隙間に米が入ってしまい、2リットルより少ない量になるのである。また、30℃のお

湯に40℃のお湯を加えたら何℃になるかという話も同様なことである。

このように考えると、「合わせて」とか｢加えて」という言葉が入っているからといっても、算数でいう

たし算は成立しないことになる。後者の話は、たし算する場合は『集団として変化しないものである』と

いうことが前提として必要になるということである。さらに、たし算を用いることができる前提としては、

『何を求めるかその対象が分かっているものである』ということも大切なことと言える。このことを、例

えば｢かきが3個あります。りんごが4個あります。〈だものはぜんぶでなん個ありますか」という問題

で考えてみることにする。かきとりんごは、もともと別の果物ではあるが両者を果物と認めれば、求める

対象が分かっているので算数の問題として成立すると言える。

なお、1年生のたし算の指導の最後の方でよく問題づくりについての指導をするが、これまでに述べて

きたことは、機械的にたし算の問題づくりをさせても、全く意味のないことをさせてしまうことになる危

険性があるということを示唆していると言える。要は、実際生活と矛盾のないことを選択し、実際生活に

置き換えて子どもが考えられるようにする配慮が必要となるのである。

以上、先輩から｢算数の本質をしっかり勉強するように｡｣との指導を受け、自分なりに考えてきたこと

の一端について述べてみたが、これまでにたくさんのことを学ぶことができた。これからも算数そのもの

の本質について考えると同時に指導法についても考えていきたい。
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【各部・委員会の年間活動状況】

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、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･支部から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、委員会所属の2年目の4委員が

行っている。本年は、都算研の主題に沿った委員会のとらえ方をベースに授業を実践した。日

野市、都算研研究発表会(文京区)、西東京市、杉並区で多くの先生方と研究を通しての交流を

行えた。

･研究委員会本年度のテーマは｢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」であり、これを受けて「児童の表現や行動に見られる数学的な考え方のとらえ方

と評価の仕方｣をサブテーマに研究を進めてきた。具体的には、算数の学習中に見られる児童

の行動や発言、表現したものなどから数学的な考え方の特‘性を読みとり、これを評価の対象と

するための観点や資料を作成してきている。本年度は2年研究の1年目であり、来年度に資料

集を刊行する予定で多くの事例を集め検討しているところである。

10月17日の都算研研究発表会では、「2年．かけ算（九九の構成)」の研究授業を行い、指導

事例については「4年・面積」「6年・単位量あたりの大きさ」の報告を行った。

･発表委員会10月17日、文京区立誠之小学校を会場に都算研研究発表会を開催し、3百名

近い参加があり、成功裡に終了した。本年度も研究授業委員会、研究委員会、資料委員会の提

案授業と北区、葛飾区、多摩市の各算数部による公募授業と合わせ1～6学年までの公開授業

と活発な研究協議会が展開できた。全体会では、文京区教育委員会教育長、中村満吉様をお迎

えし、実態調査、資料、研究の各委員会より研究報告がなされ、前会長松山武士先生(港区立

赤羽小学校長）より今後の研究の課題をふまえてのご講評をいただいた。

･会報委員会7月に104号、2月に105号を発行。広報活動に努めている。ご活用下さい。

･紀要委員会平成15年度｢算数教育研究紀要」第39集の編集を行い、平成1(5年5月都算研

総会の際に配布の予定である。総会に参加のない地区は部長校へ着払いで送付いたします。

･実態調査員会平成14年度末に｢量と測定｣領域に関する学力実態調査を行った。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付した。関プ

ロ大会には13年度の｢数と計算｣領域における実態調査の結果と指導の工夫について発表した。

本年度は「数と計算｣「図形｣の2領域における実態調査を年度末に各校で実施していただく

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、都算研研

究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、関プロ茨城大会、都算研研究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、西多摩教育研究会算数部と共催で、12月9日に発展的な題材を用

いて授業研究会を行った。会場はあきる野市立多西小学校、授業者は鈴木幸子教諭。講師には

元都算研会長柳瀬修先生。また、都算研研究発表会（第6分科会）に応募の多摩市小数研

算数部の研究発表に当たって共同して研究活動を行った。
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【都算研･研究発表会】

平成15年10月17日於文京区立誠之小学校授業公開と研究発表

第1分科会第3学年「あまりのあるわり算」

授業者T 1中央区立月島第三小学校教諭小久保秀雄講師愛甲武先生

T 2 杉 並 区 立 八 成 小 学校教諭山内江美

1．題材名あまりのあるわり算

2．本時のね らいあまりと除数の関係を理解する

3．展開

「ぶどうが□こあります。回こずつ分けると、何人に分けられるでしょうか。また、何こあま

るでしようか｡」という問題で、□が12～17のときの式からあまりと除数の関係に目を向けると

あまりが、0，1，2，となっていることに気づかせる。さらに被除数の数値を変えていくと、

あまりの大きさと除数との関係はどうなるのか児童自身が予想を立て、実際にいろいろな数値を

入れて計算し、その規則'性の繰り返しに気づかせる。次に、除数についても数値を変えるとどう

なるか実際に、計算して、あまりの大きさと除数との関係について気づかせていった。

4．指導と講評

、この単元を学ぶ価値は、「除法が適用出来る数範囲の拡張と日常生活への活用｣つまり、わられ

る数がどんな数でもできることを知ることである。そして、この学習は将来わり算の筆算に繋

がっていく大切な単元でもある。

、問題は｢13個のイチゴを同じ数ずつ配ると一人分は何個になりますか｡」とあたかもわり切れる

ように書いておく方が、今までのわり算との違いに気付き、あまりをどうするか考え、どんな

数でもできるという思いを持たせることが導入の授業で大切なところである。

第2分科会第2学年「かけ算」（6の段の構成）

授業者日野市立日野第八小学校教諭安斎美代子講師楠本善之助先生

1．題材名かけ算～6の段の九九を作ろう～

2．本時のねらい

・既習事項を活用し、6の段のかけ算の積を求めることができる。

・乗数がl増すと積が被乗数だけ増すことに着目しながら、6の段の九九を構成しきまりを見つ

けることができる。

3．展開

前半は、文章題から6×4を立式し積が24になる理由を考えさせた。その際被乗数や乗数を

分解し既習の九九を利用したり（数の相対的な見方)、被乗数と乗数を入れ替えても積は変わらな

いという経験をもとにして考えたり（類推的な考え方）することも含め、多様な考えを出させる

ことをねらいとした。

後半では、6×4＝24をもとして他の6の段のかけ算を探していった。ここでは、乗数が1

増える（減る）と積は被乗数だけ増える（減る）という考え方（関数的な考え方）を中心に展開し

ていった。さらに、この考え方を利用して6×10や6×11の答えを考えさせ、理解を深めた。

4．指導と講評

・数学的な考え方の評価は、とらえ方が難しいが研究のとっかかりとしてしっかり進めてほしい。

・子どもたちは、6の段の構成を様々な方法で考えていた。子どもたちの多様な考え方の中でど

れが一番よいかをはっきりさせることで数学的な考え方が見えてくるのではないか。

・数学的な考え方は、一通りの方法だけでは見取ることはできない。評価テストとノート、座席

表でのチェックなどを併用する必要がある。評価問題については、既存テスト等との比較も検

討したい。
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第3分科会第1学年「どちらがながい」

授業者渋谷区立猿楽小学校教諭塩練裕子講師松野康子先生

1．題材名どちらがながい～「○○のいくつ分」で測って比べよう～

2．本時のねらい身の回りのものの長さを、任意単位を用いることによって、正しく比べることがで

きる。

3．展開

前時は長いテープを用いて長さを置き換える間接比較で動かないものの長さ比べをした。本時では、

直接長さを比べられないものについてのもう一つの方法、任意単位のいくつ分による測定で比べること

ができるようにした。そこで導入で、動かない理科室の机の横の長さと、ドアや窓の横の長さを見比べ

させ、この机がドアや窓を通るかどうかという設定で興味付けをし、2つの長さをグループで協力して

「○○のいくつ分」で測って調べさせた。その活動の中できちんと印を付けて測定すること、単位とな

るものは同じ長さでなければならないということを気付かせていった。

4．協議と講評

．「同じ長さで測る」ことが本時での提案なのだから、同じ長さでなくてはいけないことを始めに全

体で確認してから行う必要がある。

・任意単位による測定の方法は実態調査で、約4割の子どもがわからない現状であるので、グループ

ではなく一人一人に机の縦と横を調べるような活動をさせたい。また、単位と決めたものは同じ長

さでなければいけないことや数値化のよさをきちんと身に付けさせたい。

・数値化のよさまで味わわせるには、「どちらがどれだけ長いのか」という課題がよい。

第4分科会第6学年｢比」

授業者 北区立赤羽小学校教諭 田 中 一 男 講 師 小 松 柴 郎 先 生

北区立第三岩淵小学校教諭中 川 正 幸

北区立滝野川第四小学校教諭鈴木雅恵

1．題材名比

2．本時のねらい

2つの数量を比べる3つの場合において、算数的活動を通して、差で比べるのではなく、割合で比

べることができる。

3 ．展開

①「イタリアの国旗の問題」「青色の水100城と黄色の水150"秘を混ぜる液量の問題」「左右に同じ

種類のおもりをのせてつりあわせる問題｣の3つの問題のうち、2つをグループで解決する7分ご

とに順番に回って、「共通していえることを発見できると最高である」と投げかける。

②国旗の問題について集団検討する。続いて、色水の問題を集団検討する。

③共通して言えることをグループで話し合う。

④共通していえることを集団検討する。

⑤自己評価カードに楽しかった状況「ABC」と「学んだこと」と「次にやってみたいこと」を書く。

4 ． 指 導 と 講評

・普通の流れなら量や重さなどから1つの活動を選び、導入して行うのが一般的である。そこをあえ

て、量、重さ、長さについての3つの活動を一度に行ったことで、共通の基準で2つのものを見よ

うとする姿勢が育っていく良さがあると思う。

・グループでの算数的活動に、子どもたちはとてもよろこんで楽しそうに取り組んでいた。毎回は無
理だがこのような授業を是非取り入れてほしい。
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第5分科会第5学年｢平行四辺形と三角形の面積」－少人数指導一

授業者葛 飾 区 立 木 根 川 小 学 校教諭石井都夫講師八木義弘先生

葛飾区立葛飾小学校教諭早藤基代孝

1．題材名平行四辺形と三角形の面積

2．本時のねらい台形とひし形の面積を分割や変形等により、既習の図形に帰着し求めることがで

きる。（台形、ひし形コースは児童の選択による｡）

3．展開

．求積方法を学習した図形を確認し、解決したい課題を台形、ひし形から選択する。

・分割や変形等により、既習の図形に帰着して求める。

・考え方を発表し、分類し、共通点を探し、関連づける。

4．指導と講評

・ワークシートで方眼を使用したことで、直交が分かりやすい。中についているマス目を数えて

面積を表すというレベルの児童にも対応できるよさはある。アイデアのでない児童には形の

パーツを用意して操作させるとよい。

・面積の発展的な学習は、どのようにどの程度まで扱ったらよいか課題となる。直交する2直線

の発見がポイントである。また、どういう形に変形させるか。どういう考え方（分割等）で求

めるか。2面を考えさせていく必要がある。

・ひし形はどの子にも経験させ、公式を導きたい。台形は無理しないで児童の実態に合わせると

よい。

第6分科会第4学年「およその数で表そう」

授業者多摩市立南貝取小学校教諭森谷亨講師柳瀬修先生

1．題材名およその数の表し方～コロコロケームの点数のつけ方を考えよう～

2．本時のねらい・コロコロゲームのルールを作る過程で、数の取り扱い方を考える。

・がい数（およその数）での表し方を知る。

3．展開

1メートルのボール紙の上を乾電池を転がすコロコロゲーム。10cmごとに10点、20点…と表

示があるものの、その間には細かい点数の表示はない。このケームの点数のつけ方を班で話し合

う。例として60点と70点の間に止まった場合について考えさせた。1cmずつの目盛りをつけて

正確に点数を出そうとする班。切り上げたり、切り下げたり、四捨五入のようながい数にして点

数をつける班、そんな班の発表を『コロコロ数直線」という具体的な教具で視覚的にとらえさせ

た。

4．指導と講評

．まず、ケームという場面で「およその数」で勝負を決めて良いのか。今回の学習内容で、新し

い数の取り扱い方と考えているようだが、概数は数を処理した上での結果であって、新しい数

と考えられたら困る。しかし、子どもたちの多様な考えを引き出すという点では、とても良い

題材であったし、イメージ化させたいと考えた「コロコロ数直線」は実に効果的であった。

・子どもたちは実によく考えた。しかし、今回の授業では、はたしておよその数の見方にまでの

ぼりつめていたかどうかは疑問。今後、切り下げや切り上げ、四捨五入がどういう場面でどう

いう活動をさせると良いのかさらに検討していくとよいだろう。
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平成14年度の実態調査について

実態調査委員会

本委員会では平成14年度に都内49地区の区市郡及び私立校の児童166.937人の参加を得て「量と

測定｣の実態調査を実施いたしました。その結果を集計し、検討･考察を加えて冊子にまとめました。

問題作成ならびに考察にあたりましては、次の点を考慮しました。

(1)新学習指導要領が実施され、学年が変わったところは新学年で同じ問題で継続的に調査する。

(2)量や測定について基礎的な力とともに、多角的にみる力を評価する。

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。

今回の実態調査の結果をみますと次のようなところに指導の必要‘性を感じました。

1年生では任意単位を使っての長さ比べの正しい方法を選ぶものが正答率59％、2年生では同じ

ものの長さを任意単位で表し、その数値の大小で任意単位の大きさを比べるものの正答率が59％で

した。いずれも経験不足の感がします。任意単位が普遍単位にもっていく数値化の過程と捉えると簡

単に扱ってしまいがちですが、単位量のいくつ分という意識の比較と考え、実物を操作し、数値で表

すことを十分経験させたいものです。

3年生の重さ量感を調査したものでは(ニワトリの卵の重さを5g，50g，500gの中から選択する）

の正答率は54％、4年生の面積の量感(教室の机の上の面積を240c㎡、2400c㎡、24000c㎡の中から選

択する）の正答率は24％、6年生の1c㎡の単位換算も1000000c㎡と正答は57%でした。単位量につ

いては「どのくらいか」を量感として持たせるが応用した量の感覚が育っていないことが分かる。

量と測定の領域は量の数値化とともに、測定する操作を適した体験、実際の生活の中での量の感覚

を身につける指導を重視した授業、発展学習が期待されます。

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

～児童の表現や行動に見られる数学的な考え方のとらえ方と評価の仕方～

研究委員会

新教育課程の実施に際して、評価の考え方が変わり、評価の在り方が課題となっている。特に、4観点

のうち、数学的な考え方といった思考面の評価については、大切であるにもかかわらず、評価が難しいと

いう実状がある。なぜなら、数学的な考え方を評価しようとするとき、その対象となる考え方が、児童の

頭の中にあり、その内容と思考のプロセスをよみとることが難しいからである。

そこで、都算研として、できるだけ具体性のある提案をしていく必要があると考え、研究委員会では、

本年度より2年間の予定で、標記の研究テーマに着手することとした。

研究をすすめるにあたって、数学的な考え方を「方法にかかわる数学的な考え方」と「内容にかかわる

数学的な考え方｣の2つに大別してとらえ、そのそれぞれについて、日常の授業の中で表れやすい以下の

数学的な考え方を焦点化してとらえることとした。

◎方法にかかわる数学的な考え方……類推的な考え方、帰納的な考え方、演鐸的な考え方

抽象化の考え方、一般化の考え方

◎内容にかかわる数学的な考え方……関数の考え、単位の考え

そして、主として数学的な考え方にかかわる評価問題の作成を行うとともに、算数の学習中に見られる

児童の行動や発言、表現したものなどから数学的な考え方の特性を読みとり、評価の対象とすることを研

究の中心課題とした。具体的には、ペーパーテストの問題の開発や、問題を提示して子どもに活動をさせ、

その活動の様子を観察して、活動の類型からどのように評価するかという評価の具体的な計画を資料とし

て提供することにしている。
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へ

F巳



戸

今

戸

第1回授業研究平成15年10月8日（水）

授業者日野市立仲田小学校教諭木村竜太郎講師小林正敏先生

1 ． 単 元 名6年「単位量当たりの大きさ」

2．本時のねらい

何を決めれば何が決まるということに着目したり、変数間の対応ルールを見つけたり、用いよ

うとしたりすることを通して、単位量当たりの大きさの考えがわかる。

3．展開

10㎡に30人いるときのこみ具合いを調べ、面積、人数、こみ具合の一つを変えると、他の二

つはどうなるか考えていった。

4．協議と講評

・時間、速さ、道のりの方が児童にはわかりやすいのではないか。←異種の量の割合で考えるの

は難しい。

指導者は、待つ姿勢でおおらかにしていてほしい。今後も大胆な授業改造を期待する。

第3回授業研究平成15年11月12日（水）

授業者西東束市立上向台小学校教諭小山裕子講師愛甲武先生

1．単元名2年「かけ算(2)」

2．本時のねらい

6×7の計算で、被乗数6を2～5の段の学習を使って求める。

3．展開

金魚6匹入りの水槽が7つあると金魚は何匹か多様な方法で答えを求める。

4．協議と講評

・児童の気づきをプリントにして共有化しているのは良い。

・類推の考え方はどこか明確に出してほしかった。

．かけ算(1)では意味を指導し、かけ算(2)では創る経験をさせるのである。

第4回授業研究平成15年11月25日（火）

授業者杉並区立八成小学校教諭山内江美講師柳瀬修先生

1．単元名5年「式と計算」

2．本時のねらい

面積を求める式に着目し、式の表す意味が図のどこと対応するか読みとり、説明できる。

3．展開

底辺8cm、高さ6cmの三角形の面積について、式と図を照らし合わせて式の読みとりをイ底辺8cm、高さ6cmの三角形の血積について、式と図を照らし合わせて式の読みとりを行う。

4．協議と講評

・式の働きに気づかせる事が、式の良さに気づかせることになる。

・図と式を対応させて読ませるから多様な考えが出た。台形の求積をやっていればもっと多様に

考えが出たかもしれない。

－7－
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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」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……任意単位のいくつ分で正しく長さを比べる力をつける。

第2学年……任意単位にする物の長さと数値とを関係づけてとらえる力をつける。

第3学年……操作活動を大切にし、かさの量感を育てる。

第4学年……複合図形の面積を求めるときの多様な考え方を、式からよみとる力をつける。

第5学年……三角形の面積公式を作り出す過程を大切にし、確かな意味理解の力をつける。

第6学年……1㎡のとらえ方や実体験を大切にし、体積の量感を育てる。

そこで、第1．2学年は「任意単位による測定｣、第3．6学年は「量感｣、第4．5学年は「式を

よみとり、公式を理解する力」に重点を置き、基礎・基本を身に付け創造的・発展的に考える子ども

の育成を目指して指導法の改善を試みてきた。研究発表会に配付予定の指導資料をぜひご参照．ご活

用いただきたい。

へ

来年度の研究大会のご案内
平成16年度第20回小学校算数教育研究全国（埼玉）大会

大会テーマ「一人一人の瞳が輝く算数の授業づくり」

～基礎・基本から発展へ、確かな学力をめざして～

日時平成16年11月2 7日（土）午前9時30分から午後5時

場所さいたま市立大宮南小学校

内容特別公開授業・質疑11学級10:oo～10:45

公開授業17学級11:15～12:o0

研究協議（分科会)13:10～14:30

全体会14:45～15:15

記念講演15:15～16:45

1．

①
。
●

２
３
４

へ

Fお詫びと訂正

会報委員会会報104号の役員名簿に誤りがありましたc

お手数ですが、訂正のいただければ幸いです。 編集部長児玉良司（杉・桃二）

庶務部長森野功雄新宿落合第一小学校 委員長岩谷力（世・喜多見）

→新宿区立落合第一小学校 副委員長土橋稔（世・松沢）
｜多摩委員長上谷哲雄多摩市立豊ヶ丘小学校

’ →多摩市立北豊ヶ丘小学校
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