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都算研との更なる連携を

副会長森野功雄

昨年は、「災｣の漢字が象徴するように様々な災難が押し寄せ、暗い出

来事ばかりが浮かんできます。今年は酉年。何事も大きく羽ばたき、飛

躍の年としたいものです。

昨年10月18日には、中央区立日本橋小学校において、「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～をテーマに'恒例の東京都算数教育研究会の研

究成果の一端を発表する研究発表会を開催いたしました。当日は、大勢

のご来賓、顧問客員の皆様、そして300名を超す会員の皆様にもご参加

いただきました。授業研究委員会、研究委員会、資料委員会の各委員会
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の他に、目黒区、板橋区、昭島市にもご協力をしていただき、昨年に引き続き第1学年から第6学年

までの全学年提案授業を実施し、各分科会とも熱心な研究協議が行われ、多大な成果を上げることが

できました。各区市からの大勢の会員の参加は、今日の算数教育に対する重要‘性の再認識と関心の高

さの表れと思われます。

また、全体発表会では、研究委員会からは、今大きな課題である評価を取り上げ、「児童の表‘情や

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｣についての発表があり、各区市でも今後更

に評価について多くの検討がなされていくものと期待されます。また実態調査委員会では、昨年全都

で実施した「数と計算・図形」についての実態調査の集計と考察についての発表があり、過去の実態

との比較等や東京都の実態や指導の在り方についての良い資料となりました。更に資料委員会では、

一昨年の実態調査結果から｢量と測定｣についての指導資料として指導をどのように改善したらよい

かの提案がありました。これら発表会の提案や資料が各区市そして各学校で生かされ、指導改善の一

助になれば幸いです。

さて、昨年12月8日にOECD(経済協力開発機構)の15歳児を対象にした学習到達度調査結果で、

日本の数学的応用力が前回の1位から6位に下がったことが、新聞紙上をにぎわしています。また、

12月14日には、小学校4年生も対象にしたIEA(国際教育到達度評価学会）の2003年調査結果が発

表になりました、IEAの結果をみると、「日本は25カ国中シンガポール、香港についで第3位であ

り、平均得点の比較では前回より3点低くなっているが、統計誤差等を考慮すると有意差はなく、ま

た、同一問題の平均正答率を比較すると、前回の1995年とほとんど変わらない｡」という結果が報告

されています。これは、先生方が時数や内容の削減で学力低下が危'倶されている現状の中で、指導法

の工夫等努力されている賜でしょう。しかし、「算数の勉強が楽しいか｣の設問に、「強くそう思う」

と答えた児童の割合が29％であり、国際平均値の50％より21%も下回っており、かなり低いレベル

にあるが、前回の16%よりかなりアップしています。しかし、一方｢そう思わない」などの児童の増

加もしており、児童の意識が二分化される傾向が見られ、今度の学力等にも影響する大きな問題と受

け止め、指導の在り方の再検討が急務です。

まだまだ少人数指導など個に応じた指導の在り方や小学校･中学校の連携指導等、解決すべき課題

が山積しています。都算研と各区市算数部が更に連携して算数教育を発展充実させていきましょう。
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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

ます。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委員会があります。各委員会とも委員長を中心に精力的に活動しています。

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ます。

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‘性化に努めています。

･授業研究委員会今年度から委員の委嘱が2年間から3～4年に伸ばされ、委員も倍増され、都

算研の主題に基づく提案授業を4回行っています。数学的な考え方を意識して指導していくた

めに使えるようなモアーベター集、考え方を引き出す発問集、考え方が見とれる場面集などの

資料を収集しています。今年度も福生市、三膳市、江東区の算数研究部の先生方と研究を通し

て交流を深めることができました。

･研究委員会本年度のテーマは昨年度に引き続き、「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ました。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、さらにペーパーテストで評価の精度を高めることを提案しています。本年度は2年研究

の2年目であり、年度末に全都に資料集を刊行する予定で、15の事例を検討中です。

10月18日の都算研研究発表会では、「6年・分数倍を考えよう」の研究授業と、「2年・た

し算のひっさん」「3年。かけ算の筆算」「6年・分数のかけ算」の評価事例の報告を行いまし

た。

･発表委員会10月18日、中央区日本橋小学校を会場に都算研研究発表会を開催し、3百名

を超える参加があり、成功裡に終了しました。本年度も研究授業委員会、研究委員会、資料委

員会の提案の授業と目黒区、板橋区、昭島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、全体会では、中央区教育委員会教育長、平野純

一様をお迎えし、実態調査、資料、研究の各委員会より研究報告がなされ、前会長前川禰進,忠

先生より今後の研究の課題をふまえてのご講評をいただきました。

･会報委員会7月に106号、2月に107号を発行。広報活動に努めています。

･紀要委員会平成16年度｢算数教育研究紀要」第40集の編集を行い、平成17年5月都算研

総会の際に配布の予定です。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15年度末に｢数と計算、図形｣領域の学力実態調査を行いました。その集

計と考察を9月末までにまとめ、10月18日都算研研究発表会で発表しました。この冊子は全

都の小学校に配布しました。また、10月22日には、昨年度まとめた｢量と測定｣領域の学力実

態調査の集計と考察を関プロ栃木大会で発表しました。

11月以降は、本年度末に行う「数と計算｣｢量と測定｣に調査問題を検討するとともに、指導

の手立ての欄を付けた集計用紙を作成、印刷、年度末には各校で実態調査をしていただく予定

です。

･資料委員会本年度は、「数と計算｣｢図形｣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しました。この指導資料は、都算研で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す。また、昨年度の｢量

と測定」については、関プロ栃木大会、都算研発表会において研究内容を発表しました。

･多摩地区委員会今年度にも二つの研究授業を実施。一つは東大和市小教研算数部と共催で12

月8日に東大和市立第四小学校で藤宮智子教諭の4年生の変わり方調べの授業、講師は東京学

芸大学の藤井斉亮教授、もう一つは昭島市小教研算数部と共催して都算研研究発表会(第六分

科会）で発表（別頁参照）をしました。二つの授業を通して市の先生方との交流も図れ活性化
できました。
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【都算研･研究発表会】

平成16年10月18日於中央区立日本橋小学校授業公開と研究発表

第1分科会第3学年「かけ算のひつ算」

授業者練馬区立練馬第三小学校教諭園部ゆう子講師元都算研会長楠本善之助先生

1．題材名かけ算のひつ算

2．本時のねらい23×3の計算の仕方を既習を生かして考えることができる

3．展開

「1まい20円の画用紙を3まい買うと、代金はいくらですか｡」と「lまい23円の画用紙を3

まい買うと、代金はいくらですか｡」の二つを提示して、違いに気づかせた。その後23×3の計

算の仕方を考えさせた。図を使って考えたり、同数累加、20と3に分けて考えたりするなどの考

え方を発表し、2年のたし算の筆算と同じようにかけ算でも筆算があることに気づかせていった。

4．指導と講評

．「1時間毎に見とれなくても、長いスパンで子どもの変容を見取る｡」と主張していたが、子ど

もの見取りをいい加減にするということではないので、誤解のない表現にしながら研究を深め

てほしい。

・単位の考え方は、1時間では育たない。23×3は、3×3，2×2（2は10円が2枚)何問か

やっていくうちにとらえられてくる。

・数学的な考え方の観点から授業を見ると、「2回かけている｡」と発表した子がいた。これは、

分配法則が理解されている。ものの見方の柔軟'性が大切である。ここで何が大切かとらえて指

導を進めてほしい。

第2分科会第6学年｢分数倍を考えよう」

授業者品川区立第三日野小学校教諭雨笠常宣講師元都算研副会長愛甲武先

生

1．題材名分数倍を考えよう

2．本時のねらい

・比較量、基準量が分数であっても、何倍か（割合）の求め方は変わらないことを理解する。

・数直線図やことばの式などを用いていろいろな求め方を考えようとする。

3． 展 開

分数の既習事項を思い出させ｢ぼくと弟でジｭー ｽを飲みました｡ぼくはﾅ､弟は号飲みまし
た。弟は、ぼくの何倍ジュースを飲んだことになりますか｡」という問題を解く。整数倍や小数倍

で学習したことをもとに、数が分数でも同じように解けると考え（類推の考え）たり、ことばの

式（比べられる量）÷（もとにする量）から考えたりする。また、図や数直線を用いて求め方を

考えさせ、立式の根拠や答えの求め方を説明させる。数が分数でも、同じように解けるというこ

との理解を深めた。

4．指導と講評

・子どもたちに、自力でもっと存分に発表をさせたい。今日の授業では、発表1つずつに補足を

していたが、全部を発表させてから、共通のことを話し合うなどし、先生は進行役にまわって

発表をさせるようにしたい。

・数学的な考え方を前面に出して育てるということであれば、どこが似ているなど共通点を絞っ

ていく。また、指導案には類推と書いてあるので、分数で立式したものも、整数と同じように

できるということを板書し、押さえるべきである。

・ペーパーで評価できることが一般化できたらすごいこと。大事な研究である。
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第3分科会第1学年「かたちあそび」

授業者品川区立大井第一小学校教諭園米典子講師元都算研会長八木義弘先生

1．題材名かたちあそび

2．本時設定の理由

都算研資料委員会の提案授業である。平成15年度都算研実態調査第1学年図形領域は、目的

に合わせて平面の形を分解してとらえることができるかをみる問題であった。正答率は72％で、

特に球で円が写し取れるとした児童が17%あった。円と球を両方とも「まるい」という見方だけ

であいまいにとらわれていることや実際に球を使って形を写し取る活動をしていないことが原因

と考えられる。この結果を踏まえての提案である。

3 ． 展 開

本時は図形の基礎的理解の学習として、身の回りにある立体図形や積み木などを使って、十分

に算数的活動をするようにした。面の写し取り、スタンプ、ブラックボックスという3種類の活

動を取り入れ、楽しく活動するだけではなく、大小、色、材質、位置などを捨象して、図形とし

てみること、立体図形を理想化してみることを大切にする指導を工夫した。

4．協議と講評

．実際に積み木や身近にあるいろいろな図形などに直接触れさせ、算数的活動を大切にしたい。

・図形を様々な角度からみていくことは活動そのものには意味がある。

・児童の中には、立体と平面の区別が付いていない者がいる。ブラックボックスの活動場面でも

球を「まる｣、直方体を「しかく」と子ども同士で言い合い正解にしている場面がみられた。

・三角柱を入れるなど、扱う立体の種類や指導の方法などをさらに検討し改善していくとよい。

※資料委員会では実態調査の結果を踏まえ指導資料を作成しているのでご活用願いたい。

第4分科会第2学年「かけざん（1）」

授業者目黒区立月光原小学校教諭吉川啓子講師元都算研会長唐部光威先生

1．題材名かけざん（1）

2．本時のねらい被乗数が5の場合のかけ算の’性質に気づき、これを用いて5の段の九九を構成す

る。

3 ． 展 開

・ケームの結果を思い出して、5×lから5×5までの5のかけ算の秘密（きまり）を探す。

・上下の式の関係に着目して、答えが5飛びになっている、5と0が順番になっている、前の式

より5ずつ増えているなどのきまりを見つける。

．見つけたきまりから、5×5より大きいかけ算の答えを出す。

．「ひとつ分の大きさ」や「いくつ分｣が変わってもいつもいえるスペシャルなひみつが見つかる

といい。5×1から5×9まで順番に並べた部分を「5の段の九九」というとまとめる。

4．指導と講評

．「算数のよさを味わう学習を目指して」という視点で研究を進め、内容ごとに「よさ」を一覧表

にまとめたのは貴重である。

・算数の内容が持つ「よさ」の内容は何なのか、その意義をさらにはっきりさせて欲しい。

・本時の課題である「ひみつ」とはいったい何なのか、言葉自体はおもしろいが、人に教えたく

ないものが「ひみつ」であり、教師には使いやすい言葉ではあるが、児童にとって内容がつか

み取ることが難しい言葉でもあった。きまりを見つける根拠となることは何なのか、児童に伝

わるようにすると、「ひみつ」のよさを味わわせることができたのではないか。

．「基礎・基本の定着」「発展」の2点をおさえた授業であった。

・児童に対する接し方がきめ細かで、低学年の指導としてはすばらしい。

－4－

戸、

F言



_ノー

受今

一

〆

第5分科会第5学年｢小数のわり算」

授業者Tl板橋区立高島第二小学校教諭白厩延行講師元都算研会長青柳借行先生

T 2 板 橋 区 立 紅 梅 小 学 校教諭岩崎政弘

1．題材名小数のわり算

2．本時のねらいわり算をわり進めることで商が規則的に繰り返されるわり算があることに気づ

く。

3 ． 展 開

初めに「5÷0.7」の計算方法を振り返り、あまりにOを補っていきながら、小数点以下20桁
まで2分間でわり進め、商に同じ数字が出ることに気づかせていった。

次に「25÷0.7」の被除数を変えて計算するコース(Aコース）と、除数を変えて計算するコー

ス(Bコース）のどちらに取り組みたいか児童い選択をさせ、2つのコース別の学習を行った。

その後取り組みの結果と気づきを発表しあい、小数のわり算の商にはわり切れるものと循環小数
になるものがあることに気付かせていった。

4．指導と講評

．なぜ「答えが繰り返す」と分かるかという問いに「同じ問題が出てくる」と子どもが答えてい

た。0をつける前のひいた数を見て同じ数だという気づきが大事である。

．TT指導では進んでいる子どもに「わられる数を3.1，3.2……とどんどん上へ進ませていった

らどうなるか｣と投げかけ、もう少し数の範囲を広げていくとよい。理解できる子どもとまだ

不十分な子どもに分けて個に応じた指導をするとよい。進んでいる子どもには｢循環小数にな

る十の小数第百位の数字は何か｣などアレンジして与えてあげるとおもしろい。

第6分科会第4学年｢整理のしかた」

授業者昭島市立田中小学校教諭田中淳志講師元都算研会長松山武士先生

TA役福生市立福生第四小学校教諭内田聡

1．題材名「整理のしかた（カード取りカードの勝ち方を見つけよう）」

2．本時のねらい結果をわかりやすく整理してまとめ、規則性（共通'性）を見つける力を伸ばす。

3．展開

①ゲームのルール・’から13まで順番に並んだケームを2人で交互に引いていく。

．一度に1～3枚のカードを引くことができる。

・13のカードを引いた方が負けとする。

②2人で組んでゲームをする。“必ず勝てる方法があるだろうか”を考えながらゲームをし、必

勝法を見つける。

③勝った場合を自分なりに記録し、データを整理することにより必勝法を見つける。

④自分の見つけた必勝法を友達に分かりやすく説明する。

⑤《必勝法》勝つためには12のカードを取ればよい。12のカードを取るためには8のカードを取

ればよい。8のカードを取るためには4のカードを取ればよい。後攻になればよい。

4．指導と講評

・45分の内の30分間が自力解決(必勝法の発見と友達にわかりやすい説明の方法の工夫)の時間

であった。各自が練り上げ、ほとんどの児童が必勝法に気づくことができた。

・学習感想について①教師の願いやねらいと児童の学習感想が一致するのがよい。②学習感想

の中で｢次は～をやりたい」は、学習の連続性があってよい。③学習感想の視点は最初は教師

が与えてもよいが、視点を与えずに書けるのが望ましい。

・授業の前半は個別指導、解決状況の把握が大切。後半は児童の考えをもとに進めたい。
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式に表したり式をよんだりする力を育てる研究を一層進めたい

実態調査委員会

本年度は、15年度末に実施された「数と計算」「図形｣領域の実態調査の集計と考察を行いました。

集計児童数は51地区228,669名で、前回と比べて61.732名の増加でした。算数教育に対する関心が高

まっていることを伺えます。

今回の調査結果で、どの学年にも言えることは、問題文意味を理解し、式に表したり式をよんだり

することの正答率が低いということです。

具体的には1年71%、2年49%、3年53%、4年63%、5年59%、6年47%という数値になっ

ています。5年の問題で91%というのがありますが、これは｢何人に分けられるか｣という3年生で

学習したわり算の意味をそのまま用いているものなのです。

6年の正答率47%の問題は｢÷mの鉄の棒の重さは3kgでした｡この鉄の棒1mの重さはどれだ
けでしょう｡」というものです｡第一に｢÷mは1mの号倍であること｣、第二に｢長さが
旦倍になると重さも÷倍になること｣を理解できるようにしなければなりません｡そして､第三に
ご倍になったものを元に戻すには号で割ればよい｣ということが理解できるようにしなければ稜り
ません。このことを強調した指導のあり方に関する研究が期待されます。

本年度の問題は、「数と計算」「量と測定」の領域ですが、次のような点に配慮して作成しました。

1.基本的な考え方として、歴史的に繰り返し採用してきたものでこれまで問題点の指摘が無かっ

たものについては、継続して採用する

2．問題点の指摘があったものについては、これをできるだけ解消しながらねらいが達成できる

ように工夫する

3．良い問題であるが、紙面の関係で昨年度採用できなかったものについては、今年度採用する

今年度も各地区での実態調査と集計についてどうぞよろしくお願いいたします。

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

新教育講程の実施に際して、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′情がある。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、昨年度より2年間の予定で、標記の研究テーマに取り組んだ。

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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数学的な見方・考え方を育てる指導の実践

授業研究委員会

第1回授業研究平成16年6月2日（水）

授業者福生市立福生第三小学校教諭若林睦美講師元都算研副会長渡逼信夫先生

1．単元名 2 年 「 た し 算 」

2．本時のねらい

いろいろな筆算形式の問題を作ることを通して、2位数どうしの加法の理解を深める。

3．展開

答えが100になる筆算形式の計算問題を、思いついた数を使って考えたり、カードを使って考

えたりする中で、繰り上がりも意識して、いくつかの問題作りをする。

4．協議と講評

．答えを100とこだわらなくても、本時のねらいに迫れたのではないか。

・カードの活用はよいが、2年生が記号(数字)だけで考えるのは難しい。図、線分図、ブロック

などに表す活動を入れて、きめ細かい指導をしていくところではなかったか。

第2回授業研究平成16年9月15日（水）

授業者三贋市立井口小学校教諭久保泰樹講師元都算研会長楠木善之先生

1． 単 元 名 2年「図を使って考えよう」

2．本時のねらい

加法逆の減法の問題解決の際、テープ図などに表し、理由を明確にして立式することができる。

3．展開

加法逆の減法の問題解決の際、テープ図を用いて立式したり、立式した根拠を明らかにしたり

することにより、テープ図のよさに気付く。

4．協議と講評

・加法とした誤答に対しては、教師側でしっかりテープ図との関連を説明するべきだった。

・数直線になれる前段階としてテープ図などがある。

、1年生の最初の段階から立式が入っている。＋、－などの記号化していく大切な場面を体‘験さ

せていくことが、やがてテープ図の考え方、かき方に有効となる。

第3回授業研究平成16年10月18日（月）発表会にて(前述）

第4回授業研究平成16年11月10日（水）

授業者江 東区立第七砂町小学校教諭金子美生講師元都算研会長松山武士先生

1．単元名1年「おおきなかず」

2．本時のねらい

100までの数および100を中心とした前後の数の順序や数系列を、数直線を用いてとらえよう

とする。

3 ．展開

100という目盛りのある「かずのせん」を用いて、目盛りの並びのきまりを自分で考えて作る

という活動をしながら、多様な考えを出し合い、多様な「かずのせん」にふれる。

4．協議と講評

・座席表を有効に活用し、一人一人の学習の経緯を把握して、授業の連続'性をつかみ、授業を進

めていた。

・数学的な考え方の力を育てるためには、そのための活動を意図的に用意していく必要がある。
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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「数

と計算」「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指導資料と

して提案していくこととした。

今回の「数と計算」「図形」領域の実態調査の結果から、各学年2事例の提案をすることにした。

第1学年ひき算（立式）かたちあそび

第2学年 1000より大きな数三角形・四角形

第3学年大きな数10000箱を構成する面

第4学年四則混合の計算二等辺三角形・作図

第5学年小数の除法（立式）四角形と辺の平行

第6学年演算決定展開図

まだ、検討途中であるが、研究発表会で配布予定の指導資料をぜひご参照ご活用いただきたい。

1.大会テーマ

2．大会開催日

3．会場

4．内容

17年度の研究大会のご案内
第21回小学校算数教育研究全国（茨城）大会

算数の授業で大切にしたいこと

平成17年11月5日（土）

水戸市立千波小学校

特別公開授業(12公開)io:oo～10:45

公開研究授業(18公開)11:15～12:00

研究協議会(16分科会)13:io～14:30

全 体 会14:45～15:15

記念講演 1 5 : 1 5 ～ 1 6 : 4 5

第87回全国算数・数学教育研究（長野）大会日本数学教育学会総会

1.大会主題生きる力を育む算数・数学教育の創造

～確かな能力の形成をめざして～

2．会場自治会館県民文化会館長野市立城山小学校他

3．日程平成17年(2005年）

講習会8月1日（月）～3日（水）

開会式・記念講演・アトラクション・シンポジウム8月4日

分科会(I)分科会（Ⅱ）ポスターセッション8月5日

分科会（Ⅲ）総会閉会式8月6日

編集部長児玉良司（杉・桃二） 編集委員長岩谷力（世・駒沢）
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