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東京都算数教育研究会

会
平成17年－2

第109号

確かな学力をつける算数研究を生かそう

ｱ瑳匿鏡~蕊Ff

副会長前葎紘一

たくさんの事件、事故のニュースの中で、数や式に関わることにはなんとなく敏

感に反応してしまいます。ひとつは株の売買の数値の取り違いの事件です。「62万円

のl株」のつもりが「1円の62万株」と入力してしまったものです。もうひとつは

耐震強度の計算式の改ざんによる耐震強度偽装建築計画書の作成です。学力向上が

大きな問題になっているときに時期を合わせたような2つの事件は学力とは何かを

改めて考えさせるよい材料といえます。

「確かな学力」について、少なくとも現場の先生は評価の観点を「関心、意欲、態

度｣｢数学的な考え方｣｢表現、技能｣｢知識、理解｣におくことは共通しているでしよ

う。しかし、一部に計算重視(それも簡単な計算を速くやること）の数値の向上が学力の中核であるような捉え

方が散見されます。瞬時に脳が働くスポーツに似た活動の学習もある意味で大切にされていいでしょう。しかし、

それが全てであるような扱いになると、考える力、問題を粘り強く解決する力を身に付けることは難しく、算数

の本当の力を育てることにならないと思います。自分が簡単に解けない問題を試行錯誤しながら時間をかけて解

く、時には日にちをまたいでまで考え続けるといった問題解決への情熱とこだわりは、数に対する意味、式のもっ

ている問題解決への重さ、そして、数や式のもつ便利さと同時にその扱いによっては大きな問題が生じることを

感じ取り、算数・数学を使うことの価値を味わうこと、それら全てを通して「確かな学力」といえるでしょう。

昨年の今頃は、OECD(経財協力開発機構)の調査での日本の数学的応用力が下がったこと、正A(国際教育到

達度評価学会)での算数での楽しさを感じ取っている児童が少ないことが大きな話題となりました。様々な調査

の評価・考察をどのようにとらえるかによって、その後の算数教育の実践に大きな違いが出てきます。

算数･数学は数や図形を論理的に扱うということで、様々な評価の数値に対しても他教科よりも敏感であって

よいのではないかと思います。ここ数年、学力調査の結果から、子ども達の学力について大きな課題が投げかけ

られています。

歴然と示された数値はそれなりの重みを持ってきます。調査対象の質の問題から、指導力、重点指導内容、何

よりも数値化が可能な測定できる学力の内容であるか、等々・

算数教科も指導に対してしっかりと評価し、改善し、確かな学力を身につけなくてはなりません。日常の授業

や学力実態調査を通して、数学的な考え方を中心とした考え力を育成するにはどのようにしたらよいか。東京都

の算数指導の向上を志す多くの先生たちが、東京都算数教育研究会として精力的に継続的に研究してきています。

平成17年10月21日には、文京区立本郷小学校を会場に都算研の｢平成17年度研究発表会」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、3側人を超す会員の皆様の参加をいただきました。提案授業とし

て都算研の授業研究、研究、資料の各委員会に加え、江東区、世田谷区、東村山市の地区算数研究会も参加した

精力的なものになりました。全体発表では実態調査委員会、資料委員会、研究委員会が、実態調査の結果の考察、

それに伴う授業改善のあり方、数学的な考え方の評価と「確かな学力育成｣の根幹をなす考え方の発表を行いま

した。

児童一人ひとりが自分の力で問題を発見し、解決し、算数をつくり上げていく力が身につく授業展開は非常に

高度なものだと思います。ハウツーもので簡単に様々な場面の指導に対応できるようなものではないと思います。

だからこそ専門'性が必要であり、先生としてのプロの授業力が求められているのではないでしょうか。

今年は8月には東京で日数教の大会が開かれます。日ごろの研究の成果を発表されるとともに、多くの仲間の

熱い算数・数学教育にかける思いに触れて、次代を担う子ども達に「確かな学力」を育んでいこうではありませ

んか。
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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民部と会計部を置き、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。本年度も研究発表委員会では、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。

・授業研究委員会都算研の研究主題を受け、研究主題を「単元を通した指導と評価の工夫」とし、

委員14名で活動し、提案授業を4回行ってきました。数学的考え方の育成をねらい、モアーベ

ター集、数学的考え方を引き出す発問集、考え方が見とれる場面集、興味ある問題集(教材開発）

などの資料を作成し、指導に役立てたいと考えました。今年度は、東村山市、東久留米市、台東

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」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｣の副主題として研究を進めてき

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、表現したもののなかから数学

的な考え方の特'性をよみとること。さらにペーバ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3年研究の最終年度であり、年度末に今までの資料に加えて、6つの事例を

提供する予定です。

10月21日の都算研研究発表会では、「1年・くり下がりのあるひき算」の研究授業と、「2年・

たし算とひき算」「4年・わり算の筆算」「5年・三角形と四角形の角を調べよう」の評価事例の報

告を行いました。

・発表委員会10月21日、文京区立本郷小学校を会場に都算研研究発表会を開催し、300名を超え

る参加があり、成功裡に終了しました。本年度も授業研究委員会、研究委員会、資料委員会の提

案の授業と江東区、世田谷区、東村山市の各算数研究部による公募授業を行いました。6つ分科

会の公開授業のあと活発な研究協議会が展開できました。体育館での全体会では、新藤会長と来

賓の挨拶の後、実態調査委員会、資料委員会、研究委員会より研究報告がなされ、前会長向山

宣義先生より今後の研究の課題を踏まえてのご講評をいただきました。

・会報委員会7月に108号、2月に109号を発行。広報活動に努めています。

・紀要委員会平成17年度｢算数教育研究紀要」第41集の編集を行い、平成18年5月都算研総会の

際に配布の予定です。総会の参加のない地区は部長校へ着払いで送付いたします。

・実態調査委員会平成16年度末に「数と計算」「量と測定」領域の学力実態調査を行いました。そ

の集計結果と考察を9月末までにまとめ、10月21日（金）文京区立本郷小学校での都算研研究発

表会で発表しました。調査の集計とまとめの冊子は各地区の部長を通して都内全校に配布いたし

ました。昨年度の「数と計算」「図形」の調査結果の集計と考察については、8月全国算数・数学

教育研究（長野）大会で発表いたしました。

今年度の問題と集計用紙については検討が終わり印刷の準備を進めています。例年通り年度末

には各校で実態調査をしていただく予定です。

・資料委員会都算研研究発表会では「平成17年度資料委員会作成の指導資料」をもとに、「第5学

年図形の感覚を育成する指導の工夫…四角形をつくろう」という主題で｢垂直･平行と四角形」

の提案授業を行った。その全体会では指導資料の解説と研究発表を行った。現在、平成17年3

月に行われた都算研実態調査「数と計算・量と測定」領域の結果と考察を受け、指導資料を作成

中である。また、本年度は日数教長野大会でも研究発表を行った。

・多摩地区委員会二つの研究授業を実施しました。一つは青梅市小教研算数部と共催で講師に東京

学芸大学名誉教授・伊藤説朗先生をお招きし、青梅市立新町小学校で「くり下がりのあるひき算」

の授業を行いました。もう一つは、東村山市小教研算数部と共催して都算研研究発表会で発表しま

した。二つの授業（別頁参照）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17年10月21日（金）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「四角形をしらべよう」

授業者日野市立日野第五小学校教諭青木裕子講師元都算研会長松野康子先生

1．題材名直 角三角形

2．本時のねらい・直角のかどに着目して、直角のかどのある三角形をかくことができる。

・直角三角形の定義を理解する。

3 ．展開

初めに、円形の紙にかいた3つのかどの形を見せ、直角を予想させ直角を確かめたあと、「直角の角

のある三角形をつくりましよう」という課題のもとドット図の紙に各自かかせた。その後、発表･検討

の段階で、かき方を振り返らせ構成要素をもとにかいたことを意識づけ、どの三角形にも直角があるこ

とを直角の紙で確かめさせた。また、平行・回転・対称にもふれ、最後に直角三角形を定義し終えた。

4．指導と講評

・図形指導として用語を大切にし、子どもの声をひろいながら授業が進められていてよかった。また、

研究の成果としては①理論研究（数学杓な考え方の分析、具体化、重点化）②現状分析・実態把握、

③単元指導計画（数学的な考え方の明確化）④単元を通した評価計画（児童の変容）の4点が挙げら

れる。

。数学的な考え方をどう伸ばすかについて、焦点化していくことが大切である。「単元を通した指導と

評価｣とあるが、今までの研究とどう違うのか明らかにし、何を主張するのか提案を明確にしてほし

い。また、子どもの経験的（直観的）な思考を数学的な思考に高める、つなぎの部分が大切である。

一

第2分科会第1学年「くり下がりのあるひき算」

授業者文京区立誠之小学校教諭佐藤郁子講師元都算研会長松山武士先生

1．題材名く り下がりのあるひき算

2．本時のねらい

．繰り下がりのあるひき算のしかたについて、10のまとまりに着目して考える。

3．展開

初めに「かきが13こなっています。そのうち□ことりました。のこったかきはなんこですか｡」の

□に2を入れ、既習事項do-1位数）との違いを明確にさせた。次に□を9に変え本時の課題「13

－9のこたえのもとめかたをかんがえましょう。」に取り組んだ。自力解決では、ブロック、絵、図

などを活用して考えたことをワークシートに書かせるようにした。ブロックを操作して解決した児童、

10のまとまりを意識しながら数を分解･構成して解決した児童などの発表の後、「評価プリント」の問

題を解決することでまとめとした。

4．指導と講評

・本時について、15分間の自力解決で児童が懸命に考えた。児童の思考は流動的で柔軟'性がある。途中

で多様な考えを仲間から学び取った。指導者は38人の解決方法を見取り、意図的に指名するなど、一

人一人に対して温かく評価しようとする姿勢が見られた。。答えを出すことは大切だが、答えを出す

過程を論理的に説明できる子にしたい。繰り上がりを学習した児童は、10のまとまりを意識して｢10

といくつ｣にすれば答えを出すことができると考えて活動する。そこで、導入に何を提示するのかが

大切になってくる。

．「何のための考え方か」を明確にしたい。本単元は、①筆算に接続する。補数を意識する減加法のア

イデアを生かす。②念頭操作をさせる。本時では10の補数を意識させる。

・指導観として、「児童の考え方に間違いはない。その子の考えの背景となったこと、何を根拠とした

のかなどを読み取る」ことが必要である。

・指導と評価の一体化について、テストは、コミュニケーションの材料となる。そのために、何のために

考え方を育てるのかを明確にしたい。児童は、テストをすることで教師の意図、学びの方向‘性を知る。
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第3分科会第5学年「四角形をつくろう」

授業者東京学芸大学附属小金井小学校教諭高橋丈夫講師元都算研会長八木義弘先生

1．題材名「四角形をつくろう」

2．本時のねらい

・平行四辺形を作っていく活動を通じて、垂直、平行の位置関係や台形、平行四辺形、長方形など

の概念について理解を深める。

3．展開の概要

まず、ジオボード上に固定された輪ゴムの上に、もう1本の輪ゴムをかけ、四角形をつくり、

そして、どのようにしたら平行四辺形や長方形がうまくつくれるのかそのコツを追求させていっ

た。「どうすれば平行四辺形は作れるかな？長方形は作れるかな？」｢本当に平行四辺形になっ

ているのかな？長方形になっているのかな？」と活動を進めていくことによって、辺と辺の関係

に目が向き、図形の特徴をとらえ、平行や垂直に対する感覚を磨いていった。

4．指導と講評

・最近、子どもの誤答のつまずきに焦点を当てて分析をすることが少なくなってきている。各校で

も行って欲しい。

・図形の感覚とは何なのか？補助線やない線が見える感覚。感覚的なものを育てるためには繰り

返し指導を行うことが大切である。

・子どもたちの説明は、できるだけ少ない言葉で簡潔・明瞭にすることが重要である。

・児童の発表の中で｢長方形にならないように」という言葉があった。正方形がだめなのか、長方

形の仲間として扱うのかは考えなくてはならない。

第4分科会第6学年「分数のかけ算とわり算を考えよう(2)」

授業者江東区立八名川小学校教諭峯岸里美･東本芳美講師元都算研会長麿部光威先生

1．題材名分数のかけ算とわり算を考えよう（2）

2．本時のねらい

・分数の包含除の問題で、商とあまりを正しく求めることができる。

・商とあまりを求めたあと、その商とあまりが正しいかを図などで確かめることができる。

3．展開

問題l「ジュースが3iあります。2/3eずつびんにつめると、何本のびんがいつぱいになります

か。また、何、ありますか｡｣の解決では、商とあまりの正誤を図で確かめるようにした。自力解決

が困難な児童にはヒントカードで図のかき方を支援した。発表･検討を通して、商の表す意味を考え

させ、わり算のよさに気付かせた。問題2¥A:ジュースが11/4Iあります。2/3eずつびんにつめ

ると、何本のびんがいつぱいになりますか。また、何、あまりますか。B:ジュースを2/30入りの

びんにわけます。5本がいつぱいになり、6本目のびんには1/4の量が入りました。ジュースは全部

で何‘ありますか｡」から自分なりに課題を選択させ、問題lでつまずいた児童を支援の対象にして

全員が正答できるようにした。商の数の表す意味を考える習泌慣の大切さや分数の意味について理解を

深めることでまとめとした。

4． 指導と講評

・大田区算数研究部が取り組む「基礎・基本の確実な習’慣」の研究は時代のニーズや児童の実態に

合っているが、「基礎・基本」の内容について明確にしていく必要がある。

・本時は発展の要素が強く難しかった。児童が数直線や面積図をどこまで使えるかなど実態を把握

したり、理解が不十分な児童への支援を考えたりしておくことが大切である。TT指導なら実態

を踏まえて支援の対象を絞ることもできる。

・問題は、文言から立式できないように工夫されている。自力解決が10分間のところを20分間か

かったので、立式だけ一斉にやると時間短縮になる。
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第5分科会第5学年「偶数と奇数」

授業者世田谷区立山崎小学校教諭桑田亜貴子講師元都算研会長中野洋二郎先生

1．題材名偶数と奇数

2．本時のねらい2つの整数を十，－，×の演算記号によって結んだ結果が、偶数･奇数のどちら

になるか考え、きまりを見つけることができる。

3．展開

①13～48を書いたカード36枚を裏返し、1～12を書いたカードを表にしておく。②裏返し

のカードから1枚取り、表に返す。③表のカードから1枚取り、2つの数字を演算記号（十，

－，×）でつないだ結果を考えて、偶数になるか奇数になるかを宣言し、演算記号が書かれたサ

イコロ2つを振る。④宣言通りになれば、陣取り表のマスを塗ることができる。⑤次の人は1

度塗った場所は塗ることはできない。以上を繰り返し、より多く色を塗った人が勝ちとする。

このようにケームを進めていく中で、2枚目のカードを選ぶ際、偶数と奇数のどちらがでやす

いかをよく考えてから宣言する方が、陣取りが進むと考えさせる。演算によって、結果が偶数か

奇数になることにきまりがあることに気付かせる。

4．指導と講評

・今回の教材は、ゲームをしながらルールを考えられる、思考できるよさがあった。しかし、帰納

的な考え方や演鐸的な考え方など、数学的な考え方を表現し合い、学び合う場面が必要である。

・途中で作戦タイムをとるとよかった。

・1例だけでなく、図、式などで他の例を示し、一般化することが大切である。

・学習感想は、形式的になるのは好ましくない。気付いたことを整理し、表現するものが望ましい。

・ケームやパズルを楽しむだけでなく、算数的な活動になるよう取り組むことはとても意義があ

る。

第6分科会第4学年「数表のひみつ」

授業者東村山市立久米川小学校教諭安西玲子講師元都算研会長青柳借行先生

1．題材名数表のひみつ

2．本時のねらい数の並び方のおもしろさを通して帰納的な考え方や類推的な考え方を経験する。

3 ．展開

．oから99までの数表の（0込99）の並びに目をつけ、和が一定になることに気がつく。

．他にもこのように和が一定になる列があるかを調べる。調べていく中で、きまりがないか、また

そのきまりはどうしてそうなるのかを考える。

・和が一定になる列を確かめる。

・今日いろいろな発見ができたのは、「いくつかの場合を調べてきまりを見つけられた｡」｢いくつ

かのきまりから他のことを予想できた｡」からだということが分かる。

4．指導と講評

・本時の授業は数の面白さがあり、類推、帰納、演鐸的な考え方を通して、数表の秘密にせまれた

面白い素材であった。

・秘密がよく分からなかった子もいたようだ。秘密が分かった子･ヒントが必要な子に分けて考え

させるのもよいのではないか。計算が苦手な子には電卓を使わせるのもよい。

．「10減ってl減るから」→「10下がってl下がる」先生が身体で表現していて、そのことによ

り数全体の動きが読めてよかった。

・算数嫌いを作らない工夫は導入投階での食いつきがポイントである。導入をしたら、じっくり子

どもたちだけで取り組ませておくのもよいのではないか。
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式の指導のあり方を改善しよう

実態調査委員会

本年度は、16年度末に実施された「数と計算」「量と測定」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50地区257,719名であり昨年度より29.050名の増加でした。ご協力に深く感謝い

たします。

調査結果を見ると、昨年度同様、式の意味を理解したり正しく演算決定したりする力が十分身に付

いていません。実際、1年70％（昨年より1%減)、2年51%(2%増)、3年50%(3%減)、4年

63％(変わらず)、5年は前回は小数の除法で59％であったが今回は乗法の問題で56％、6年は前回

答えの分母が2であったものを3となる数値にして調査し、47%(1%増）となっています。この

傾向は10年以上変わっていません。算数の指導のあり方を研究されている先生方がそれぞれの地区、

それぞれの学校でリーダーシップを発揮され、どの学年も10%以上正答率を上げられるようにして

いただきたいと思います。特に、次のような点について留意していただきたいと思います。

○数量の関係（どのような問題なのか)を表す式と答えの数値を求めるための計算とを混同しない

こと。

○同じ演算となる問題を続けるだけでなく、除法の場面が理解できたら加法、減法、乗法などいろ

いろな場面の問題を混合して出題し｢何算だろうか｣と一つ一つ判断していく経験をさせること。

○小数、分数の乗除の計算は、伴って変わる2つの量を意識できるように指導法を工夫すること。

○「2/3mは1mの2/3倍である」というような数量の見方ができるようにすること

長年変わらず正答率の低い問題の調査結果は、全国的な傾向でもあります。そして、これまで行っ

てきた学習指導では十分ではないことを訴えています。是非、先生方のご尽力で指導法を改善し、そ

の成果が調査結果となって現れることを願っています。

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

評価については、目標に準拠した観点別学習状況の評価を基本としている。それは、基礎･基本を

確実に身に付ける上で、児童の学習状況を具体的にとらえ、指導に生かしていくことができるからで

ある。しかし、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、その内容や思考の

プロセスなどをよみとることが難しいという状況である。

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、3年間にわたり、標記の研究に取り組んできた。

研究を進めるにあたっては、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、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

とらえることにした。

①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、

抽象的な考え方、一般化の考え方

②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を作成すること。算数の学習中にみられる児

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よみとり、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開発や、問題を提示して、児童の学習活

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17年6月28日（火）

授業者東村山市立秋津東小学校教諭比留川美由紀講師元都算研研究部長山中優先生

1．単元名4年「分数」

2．本時のねらい

分数の構成や数直線をもとにして、真分数の大小の比べ方を考えることができる。

3．展開

1/10が3つ分と1/10が7つ分の大きさを比べることを、テープや数直線を使って解決する。そ

して、同分母分数の大小比較をする際のきまりに気付く。

4．協議と講評

・1つだけ(3/10と7/10)を比較しての一般化は急ぎすぎ。せめて2～3個をやってから。

．「(分母が同じ分数の）大きさを比べたいが、何かきまりはないかまとめてみよう。」というよう

に、1つの物事を解決して自分なりにまとめていく、そして、自分の得意な方法で説明していく

ようにするのがよい。

第2回授業研究平成17年10月21日（金）発表会にて（前述）

第3回授業研究平成17年11月2日（水）

授業者東久 留 米 市 立 本 村 小 学 校 教諭白石明子講師元都算研研究部長山中優先生

1．単元名2年「かけ算(3)」

2．本時のねらい

6×7の計算の仕方をいろいろ考えることができる。

3．展開

6×7の計算で、既習の考え方を活用して、同数累加で答えを求めるとともに、被乗数を分け

ることによって、習った九九を使って答えを見つける方法について考える。

4．協議と講 評

・児童がお互いの考え方のよさや問題点を言うことができ、学び合えることを大切にしたい。

・考え方のよさを子どもが質問し、子ともが答えられるとよい。また、その考え方をネーミングす

ることで、数学的考え方をその学年なりに捉えることができる。

．気づき、問いを持ち、関係づけ、まとめる流れの中で、児童の考えの変容が見られることが大切。

今．

一
ｋ

第4回授業研究平成17年11月9日（水）

授業者台東区立蔵前小学校教諭 松 田 隆 講 師 元 都 算 研 研 究 部 長 山 中 優 先 生

1．単元名4年「広さを調べよう」

2．本時のねらい

周りの長さが等しいいろいろな形を考え、自分なりの観点をもちながら面積を調べる。

3．展開

周りの長さが16cmのいろいろな形づくりをし、面積を求めることを通して、周りの長さと面積

の関係についての理解を深める。

4．協議と講評

．敷き詰めや広がりなどの量感が十分でないという実態調査結果から、本単元では公式をつくり出

すまでの学習過程を丁寧に扱い、量感を育てることが大切である。

、試行錯誤的な問題解決ではなく、見通しをもたせることにより、筋道立てて考えさせるとよい。

、児童が帰納的に見出したものを、いつでも言えることか一般化していくことが大切である。
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都算研実態調査結果で明らかになった課題に対する学習指導の改善

資料委員会

資料委員会とは、実態調査委員会が行った実態調査結果の中から、正答率の低い問題を取り上げ、

その指導改善を提案する委員会である。本委員会に与えられた課題はきわめて大きいと言えるが、本

年度も、各区市から21名の精鋭で構成し、学年分科会と委員会全体会を繰り返し、課題を正面から

受け止め、あつく真剣に研究を重ねてきた。

本委員会では、単に誤答率の高い問題の正答率を上げる提案ではなく、その問題に関連する指導、

中でも学習指導の改善を主に検討している。幸いにも、都算研実態調査は同内容の問題を毎年繰り返

し実施して比較検討するという特徴を持っているので、資料委員会にも過去の優れた改善案が存在す

る。本年度も、これら過去の蓄積を生かしつつ、新たな問題点に注目し、研究を重ねた。この研究結

果は毎年、都算研紀要に掲載しているので、ご批判やご意見をいただきたい。その研究成果の普及と

しては、指導資料の作成と共に、都算研研究発表会では分科会授業提案と全体会での報告を毎年行っ

ている。また毎年、関プロで発表している。

来年度は、日数教大会が東京で開催される。資料委員会は運営部門を担当し大会に寄与することに

なっている。来年度はさらに委員の増強を図り、運営の成功を期するとともに、提案内容のさらなる

充実を期していく。

へ

多摩地区委員会の活動紹介

多摩地区委員会

本委員会では、11月30日に青梅市小数研算数部と共催で同市立新町小学校で1年生
11-4= 7

の「繰り下がりのあるひき算」の研究授業と講演会を実施しました。
12-5= 7

授業者の鈴木博之教諭は、低学年から数感覚を豊かにしたいという願いを持ってい

ました。この単元は、11からISまでの2桁の数から1桁の数を引く繰り下がりの13-6=7
あるひき算の仕方を考えさせ、どの子にも瞬時に答えが出るようにすることがねらい14-7=7

15-8= 7
ですが、練習過程で数感覚を豊かにする工夫を考えました。具体的には、フラッシュ

カードでひき算の練習をしていた時、ある児童が「先生、答えが2や3になるカー16－9＝7
ドより、答えが7や8になるカードの方が多いよ｡」という気づきを授業で取り上げ、。並び変えた後の式

｢答えが7になるひき算を探そう」という課題で自力解決に入りました。

見つけたカード（式）を並べ変える活動を適して、式の変化（右上）に気づくことができました。

多摩地区から45人の参会者があり、協議会も盛り上がりました。続いて東京学芸大学名誉教授の

伊藤説朗先生からご講評とご講演をいただきました。（詳しくは都算研'7年度紀要を参照）

出張も難しい昨今ですが、近隣の研究会ということで出張許可がいただけ、参会者には吸収した算

数教育の力を自校はじめ多摩地区に還元していただければ幸いです。
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第88回全国算数･数学教育研究(東京)大会
第61回関東都県算数･数学教育(東京)大会

日本数学教育学会第88回総会

開催ご案内

大会主題

日程

意欲を高め思考力を育む算数・教学教育

平成18年講習会7月29日（土）・30日（日）

大会7月31日（月)-8月1日（火）

東京学芸大学同附属小金井小学校・中学校中野サンプラザ

1．

2．

Ｉ3．会 場

－会報委員会一

｜編集部長鈴木正孝I江東第四”，会報委員長上谷哲雄I多摩北諏訪， lll
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