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東京都算数教育研究会

会
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算数教育の一層の発展のために

平成18年－7

第110号

会長菅野俊 子

;繍溺墓駕鷲鴬謡護撫胤悪
‘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、会

|員の皆様のご協力をいただきながら､微力ではございますが本会が東京都
の算数教育の充実に資するよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

、「全国学力調査検討会議」が、来年の4月24日（火）に全国の小学校6年さて、去る4月25日に、「全国学力調査検討会議」が、来年の4月24日（火）に全国の小学校6年

生と中学3年生を対象に国語と算数･数学の学力調査を実施するという報告を発表いたしました。ま

すます、算数教育の役割が重要になってきます。学力調査の実施に振り回されることはありません

が、これをきっかけに日頃の指導を振り返ってみる必要があります。

1時間のねらいを焦点化し、児童がやる気になる「問いかけ」や「課題」を工夫し、「楽しくわかる」

授業を構築する必要があります。更には、学んだ内容を他の場面で｢活用」したり、機械的な学習に

終始しない｢繰り返しの学習｣の工夫をしたりして、より一層、理解が深まり、「できたと実感する」

授業を目指す必要があります。少なく覚えて、それらを活用して新しい考えを生み出す経験を大切に

していきましょう。自分の考えを引き出して、認めてくれる先生を児童は何よりも求めています。そ

れが「算数を好き」にさせることになります。

また今年度から、東京都では教育研究員制度や東京の教育21を廃止しました。そこで、「教科指導

の専門'性」を追求する教師を育成するために、都算研では、「算数の研究生」を各学校の校長先生か

らご推薦いただき、今年度から組織化しました。都算研の役員が担当になり指導に当たっています。

最後になりますが、今年の7月31日8月1日に日本数学教育学会全国大会・東京大会が東京学芸

大学を会場にして開催されます。会員の皆様に運営･発表等でご協力をいただいていることに御礼を

申し上げます。と同時に、算数教育の一層の拡大を図っていくために、都算研の各種事業への積極的

な参加を呼びかけていきます。一層の連携を図りながら、研究･調査･広報活動の充実のために、会

員の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。

-!-



退任にあたって

前 会 長 新 藤 幸 雄

平成17年度の東京都算数教育研究会の諸事業に対し、各地区の算数教育研究部の皆様、各地区の

教育委員会の皆様、そして、本会の諸先輩の皆様には温かいご理解とご支援をいただきましてありが

とうございました。お陰様で研究･調査･発表など、所期の計画を滞りなく実施することができ、都

算研としての役割を果たすことができたのではないかと思っています。ありがとうございました。

さて、現行の学習指導要領および学校週五日制が実施されてから4年が経ちましたが、学力低下を

心配する声を受けて、また変化が激しい社会の動きを受けて早くも学習指導要領改訂の作業が進めら

れていると聞き及びます。一方、教育界ではここ数年の間に多くの定年退職者に代わって新規採用教

諭が各学校に多く配置されるという実態があります。また、東京都の研修制度が大幅に変わり、これ

までの｢東京都教育研究員｣｢東京の教育21研究開発委員会｣が廃止されるという状況にあります。こ

れらを受けて都算研では、研究部の中の研究委員会に副委員長を置き、「都算研研究員」として全都

から10名の委員を募り、一年間、研究授業をいくつか組みながら実践的な研究活動を進め、その成

果を発表するという事業を新たに起こしました。「都算研研究員｣の方々が算数指導の実力を一層高

め、各地区の算数指導の研究を活性化させ、同時に都算研の各事業に積極的に参加していただくこと

によって、都算研自身が活'性化していくことを期待したいと思います。

終わりになりましたが、子ども達の算数の力を向上させるために東京都算数教育研究会並びに各地

区の算数教育研究部がさらに充実発展されますようご祈念申し上げまして、退任のご挨拶といたしま

す。ありがとうございました。

〔平成18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

研究部長一ノ瀬喜子

平成14年度に改訂された学習指導要領では、基礎・基本の着実な定着を図り、個‘性を生かす教育

を充実するため、教育内容を厳選し、知識や技能を習得させるとともに、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が強調されています。しかし、学力の低下を危倶する声を受け、平成

15年12月、総則を中心にその一部が改正され、「学習指導要領の基準性を踏まえた指導の一層の充

実」が示され、そこでは、発展的な学習内容について、これまで以上に重視されています。

そこで、本会では、そ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｣、

副主題を「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｣は、単に形式的な計算ができ、知識を習得すればよいと考えるのではなく、数．

量についての感覚を磨き、数学的な考え方を働かせることを含めた｢基礎.基本｣です。したがって、

指導内容を十分に捉えた上で、算数にふさわしい思考を高めるために具体的な活動を取り入れなが

ら、児童に数量や図形の基礎的な知識･技能を獲得させること、また、その過程で、創造的.発展的

に考える力を伸ばしていきたいと考えます。また、本年度より、「都算研研究員｣制度を設け、教科

の専門'性を重視した教員の資質の向上にも努めていきます。本研究会では、以上の考えのもとに各区

市の研究会と連携を図りながら、各区市及び各学校の算数指導の充実に資するよう努めたいと考えま

す。

－2－

へ

へ



【平成18年度都算研総会】

平成18年度東京都算数教育研究会総会が、去る5月23日（火）文京区立本郷小学校にて、ご来賓

として、文京区教育委員会･宮下員教育長をはじめ、歴代の会長や顧問、客員の先生方のご臨席のも

と開催されました。

総会では、平成17年度の事業報告・決算報告承認後、会長には文京区立本郷小学校菅野俊子校

長が選任され、平成18年度新役員、事業計画及び予算案が決定しました。新会長菅野俊子先生の

挨拶の後、茨城大学教育学部教授根本博先生の「中教審答申(H.17.10.26)と算数教育」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、根

本博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、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。

平成18年度東京都算数教育研究会役員
一
ｋ
〆
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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

庶務副部長

庶務副部長
(研究委員会
副委員長）

庶務副部長
(研究委員会
副委員長）

庶務副部長
(発表委員会
副委員長）

会計部長

会計副部長

会計副部長

会計監査

会計監査

氏名

菅野俊子

麿田敬一

滝津福一

鈴木正孝

増田吉史

庚瀬員一

塚田俊雄

杉原栄子

上野和彦

林香代子

清水道弘

斉藤規子

宮山延敬

橋本由美子

田中みさ子

長 尾選

岩谷力

庚政尚文

所属校

文京区立本郷小学校

~世田谷区立
八幡山小学校

瑞穂町立
瑞穂第三小学校

江東区京
第四砂町小学校

港区ウ白金小学校

品川区立伊藤小学校

千代田区立
お茶の水小学校

八王子市立
第六小学校

新宿区立
四谷第四小学校

世田谷区立
花見堂小学校

町田市立
鶴川第四小学校

板橋区立
志村第三小学校

杉並区京
杉並第四小学校

板橋灰京
高島第二小学校

目黒区立緑ヶ丘小学校

江戸川区立松本小学校

世田谷区立駒沢小学校

大田区立相生小学校

役職名

研究部長

授業研究
委員長

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

氏名

一ノ瀬喜子

荒木正

靭修二

子一安茂

高田英雄

上谷哲雄

釣船雅子

松丸剛

山崎憲

寺田貞夫

深見員一

野田不二夫

小林なほみ

世古潤

松尾耕作

木村洋子

大橋明

所属校

板橋区立成増小学校

練馬区立
練‘馬第三小学校

練馬区立
大泉小学校

江:戸川区立小岩小学2校

杉柿灰寸

杉並第一小学校

多摩市立北諏訪小学校

墨田ほず

第一寺島小学校

品川区立戸越小学校

東村山市立
萩山小学校

足立区立
舎人第一小学校

稲城市立
稲 城第一小学校

八王子市立川口小学校

武蔵村山市立
第二小学校

八王子●市立
上柚木小学校

小金井市立南小学校

小金井市立緑小学校

青梅市立第四小学校



〔総会記念講演〕 平成18年5月23日（火）於：文京区立本郷小学校

｢中教審答申(H.17.10.26)と算数教育」
～中教審答申及び教育課程部会「審議経過報告」から～

講師茨城大学教育学部教授根本博

（前文部科学省初等中等教育局主任視学官）

l社会の変化と児童生徒の学習状況

1)(子どもを取り巻く）社会の変化

○豊かさを甘受し、生活が合理化される中で見

失ってきたことに、次のようなことがある。

自分が何かの役に立っているという自己

肯定感の減衰。努力してもしょうがないと

いう意識が拡大→世代間に格差。日本

人の美徳とされてきた「勤勉さ」が失われ

つつある。→社会の活力の低下

2）児童生徒の学習状況

○生徒のいわゆる学力について陰りがみられる。

・平成15年度教育課程実施状況調査で、中

学校数学は、素点0点が他教科と比較し

群を抜いて多く、グラフでは平坦化傾向

にあることも特徴である。

○我が国の無答率の平均は、OECDの平均よ

り1ポイントから3ポイント高いとの指摘

がある。

○自分の考えを書く問題の通過率は全般的に

低い。また記述式の問題では無解答の反応

率が高い。

○通過率の低い問題、無解答の反応率の高い

問題は、関連付けて考える能力を問う問題

であり、ここに、日本の算数・数学教育の

大きな課題がある。

2教育課程の基準の改善（算数／数学）の方向

1)義務教育の構造改革

の目標であると考える。

学校の教育力(｢学校力」を強化し、教師

の力量（｢教師力｣）を強化し、それを通じ

て、子どもたちの「人間力」の豊かな育成

を図ることが国家的改革の目標である。

註）「人間力」社会を構成し運営するとともに、自

立した一人の人間として力強く生きていくための総

合的な力。構成要素としてi)知的能力的要素ii

社会・対人関係的要素lil)自己抑制的要素。

（｢人間力戦略研究会報告書」平成15年4月10日）

一
Ｊ

皇

inputとoutput

①何を達成すべ今②学校現場の権今③国の責任にお
きか目標を設限と責任を拡いて改革の成

定して条件整大する果を検証する

備をする

学習指導要領学校の組織力全国学力テスト

到 達 目 標 （ 学 校 力 ） 学 校 評 価 の 実施

2）教育課程部会「審議経過報告」

(H.18.2.13)から

○現行学習指導要領の考え方

これからの社会においては、主体的・積

極的に考え、総合化して判断し、表現し、行

動できる力を備えた自立した社会人を育成

することがますます重要。基礎的・基本的

な知識・技能を徹底して身に付けさせ、自

ら学び自ら考える力などの「確かな学力」

を育成し、「生きる力」をはぐくむという現

行学習指導要領の基本的な考え方は今後も

維持することが適当。

○習得型の教育と探球型の教育

基礎的･基本的な知識･技能の育成（いわ

ゆる習得型の教育）と、自ら学び自ら考え

る力の育成（いわゆる探求型の教育）とは、

対立的あるいは二者択一とらえるべきもの

ではなく、この両方を総合的に育成するこ

とが必要。

○各教科等を横断してはぐくむべき能力とし

て次の5点を提言しているが、特に（2）を

関連付けて考える能力の育成という点から

－
１

－中央教育審議会答申

「新しい時代の義務教育を創造する」

平成17年10月26日

これからの新しい義務教育の姿として、

子どもたちがよく学びよく遊び、心身とも

に健やかに育つことを目指し、高い資質能

力を備えた教師が自信をもって指導に当た

り、そして、保護者や地域も加わって、学

校が生き生きと活気ある活動を展開する、

そのような姿の学校を実現することが改革

－4－



r可

r両

重視したい。(1)体験から感じ取ったことを

表現する力（感'性や想像力を生かす）（2）情

報を獲得し、思考し、表現する力(言語や情

報を活用する）（3）知識・技能を実生活で活

用する力（知識や技能を活用する）（4）構想

を立て、実践し、評価・改善する力（課題探

求の技法を活用する）

3これからの算数教育

1)実生活を視野にいれて……目的意識を明

確にする

○「人間力」という考え方を用いること

現実の社会で大人がどのように生き、そ

こでは何が必要とされるのかを見せること

によって、学ぶことの意義を子どもたちに

伝え、何のために学ぶのかという目的意識

を明確にすること

○算数・数学における教育課程の改善に期待

されること

①大切なことは折に触れて指導できるよう

にすること（スパイラルに)。②ものを見る

視点(図形の見方)などを重視すること。③

統計の内容など充実すること。④振り返っ

て考えること、発展的に考えを進められる

ようにすること。⑤系統性を重視すること。

2)ACCACに見る教育の姿について

ACCAC(Qualifications，CurriculumandAssess-

mentAuthorityforWales)

○ACCACの問題に見る教育の姿

①直接的（直線的）ではないこと。②社会

（生活)との関連を考慮していること。③他

教科との関連が見られること。④学習内容

の本質部分を見定めていること。⑤自立し

ていけるかどうかをみようとしているこ

と。

○ACCACの問題の一つ

Thepiechartshowshowmanypeooleliveoneachisland

Themapshowsfourislands

’
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Thetableshowsthenumberofvisitoi･stoeach

islandononeday

island A B C ，

numberofvisitors 1()13 588 409 796

上のような情報（島の面積や人口は与えら

れていない)から①1平方Kmあたりの観

光客の多い順を問う問題②人口密度を問

う問題がある。ここに日本が参考にすべき

教育がある。

3）「教育｣の‘恢復(｢人間｣を育てること）……

振り返って、深める

○「自己二頼ツテ他二頼ラズ……」……自立

心の酒養がこれからの教育に大切なこと

である。佐藤良一郎著「数学教育各論」

昭和4年東洋園書合資株式会社

○W.W.Sawyerも'VisionofElementary

Mathematics'1964で次のように述べている。

Themaindutyofateacheristoshowthepupil

clearlywhattheproblemis,andtoencouragethe

pupilattackit.Solvingtheproblemismainlythe

responsibilityofthepupil.Itisnottheteacher's

businesstoprovideacut－and－driedmethodof
solution.

まとめ

・算数教育を通して、より良くなりたいとの

意思を育てることが大切である。

・理解しようと思ったら、辛いことがあろう

とも努力して分かろうとしなくてはならな

い。これを教える必要がある。

・目標に向かってコツコツ努力することは尊

いことである。これを教える必要がある。

．「頑張らなくてもよい」とか「努力したって

仕様がない」こうしたことを奨励するよう

な教育であってはならない。

（文責多摩市立北諏訪小学校長上谷哲雄）



[平成18年度事業計画の概要］

〈研究主題>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～

1総会・講演会

(1)日時・会場平成18年5月23日（火）午後2時30分文京区立本郷小学校

（2）演題「中教審答申(H.17.10.26)と算数教育」

（3）講師茨城大学教育部教授（前文部科学省初等中等教育局主任視学官）根本博先生

2授業研究委員会

(1)研究事業を年4回実施する。

（2）都算研の研究主題に基づいて、授業改善を図る授業研究を行う。

(3)研究発表会での研究授業以外は、授業研究委員が所属する区市と連携し、研究授業及び研究協

議会を行う。

3発表委員会

都算研研究発表会を下記の要領で実施する。

（1）日時・会場平成18年10月30日（月）午後1時30分世田谷区立八幡山小学校

（2）分科会公開授業と研究協議

（3）全体会研究発表

①平成17年度実態調査の結果と考察（実態調査委員会）

②実態調査結果に基づく「数と計算・量と測定」の指導についての研究（資料委員会）

③数学的な考え方の評価（研究委員会）

4研究委員 会

都算研の研究主題に基づき、次の事業を行う。

(1)数学的な考え方の評価についての継続研究

（2）都算研研究発表会に提案授業を行う。

（3）日数教・関プロ（東京）大会において研究内容の発表を行う。

（4）教員の指導力の向上を目指し、都算研研究員による研究を行う。

5会報委員会

会報第no号、第Ill号を編集・発行する。

6紀要委員会

研究紀要第42集を編集・発行する。

7実態調査委員会

(1)平成17年度実施の学力実態調査「数と計算・図形」領域の集計・考察・報告書を作成する。

（2）都算研研究発表会にて「数と計算・図形」領域の実態について報告する。

（3）日数教・関プロ（東京）大会で「数と計算・量と測定」領域の実態を発表する。

（4）実態調査「数と計算・量と測定」領域の作成・調査依頼を行う。

8資料委員会

（1）「数と計算・図形」領域の指導資料を作成する。

（2）都算研研究発表会にて「数と計算・図形」領域の提案授業を行う。

（3）都算研研究発表会にて「数と計算・量と測定」領域の指導資料についての研究発表を行う。

（4）日数教・関プロ（東京)大会で「数と計算・量と測定｣領域の指導資料についての研究発表を行う。

9多摩地区委 員 会

研究授業・講演会を2回実施する。（1回は、都算研研究発表会時）

10各区市等部長会

(1)日時・会場平成IS年11月14日（火）午後2時30分神楽坂エミール

（2）内容情報交換講演会

11都算研ホームページ更新

アドレスhttp://www.tosanken.com/xoops/
12日数教全国大会（東京大会）の準備と実施
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●各区市の本年度の研究計画

★港区……研究テーマ｢数学的な考え方を伸ばす指導と評価～発展的な考え方を伸ばす指導の工夫」

本区では、新しい算数教育の動向や都算研の研究テーマ、さらにこれまでの本区での研究の経緯を

受け、標記の研究テーマのもとに研究を進めている。特に、“発展"については、平成14年度からサ

ブテーマに掲げているが、本年度は、「発展的に考える」思考面に焦点をあて研究を進める。

児童が発展的に考えるようになるためには、①課題意識の明確化、②発展的に考える、③課題を発

展させるといったプロセスを踏むことが必要と考えている。そこで、このプロセスの中で、学習計

画、課題、発問、まとめかたの工夫を行うことで、児童自ら発展的に考えるようになると考え、授業

研究に取り組むことにしている。

5月研究主題・組織編成・年間計画6月授業研究（赤羽小）

7月授業研究（赤羽小）8月日数教（東京）大会発表

9月日 数 教 （ 東 京 ） 大 会 報 告10月授業研究（青南小）

11月授業研究（弄小)12月実技研修会

1月 研究のまとめ2月研究発表会

3月今年度の反省と次年度の計画

（柴健）

★武蔵村山市……研究テーマ「児童の意欲を引き出す指導のあり方」

本市では、教師がどのような働きかけをすれば児童の意欲を引き出すことが出来るかを研究するこ

とにより、児童一人一人が「分かる楽しさ」や「出来る喜び」「学ぶ喜び」を持つことができるように

なると考え、本研究主題を設定し年間10回の算数部会を開催し研究を進めている。

実際には、事前研究も含め2回の研究授業を中心に研究を行っている。また、各学校で実践報告

(指導する上で効果的であった教材･教具を紹介しあったり、指導方法について紹介したりしている｡）

も行い、若手の教員が増えている中、どの部員も明日からの授業にすぐに役立つ指導を学ぶことが

出来るように努めている。

4月研究主題・組織編成・年間計画5月教材・教具の紹介

6 月分科会・教材、教具の紹介7月講演会（講師：神田恭司先生）

9月分科会毎に事前研究会10月研究授業（2年平井希波教諭）

11月研 究 授 業 ( 5 年 小 瀬 ま すみ教輸)1月研究のまとめ

2月研究発表会3月研究のまとめ

（柾谷雅弘）

★あきる野市……研究テーマ「意欲を高め考える力を伸ばす指導の工夫」

昨年度、西多摩広域の研究組織から、市内小学校の教育研究会に編成変えが行われ、部員39名の

研究会出席率が格段に向上した。都や市の学力向上を図るための各種調査結果分析に基づき、考える

力を伸ばし、算数好きの子どもを育てるために、目に見える具体的な授業改善策を模索している。全

国算数・数学教育（東京）大会発表に向けてプロジェクトチームを立ち上げた。

4月総会（ふれあいセンター）5月研究推進会議

6月授業研究会（五日市小）7月研究推進会議

8月全国大会発表（学芸大）・夏季研修会（中央公民館）

10月授業研究会（西秋留小)1月研究発表会（多西小）・研究推進会議

3月研究紀要作成・研究発表会（ふれあいセンター）

※この他に低・中・高学年ブロック研究会（年間6回程度）

（篠原敬子）
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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・数学教育研究（東京）大会

日本数学教育学会第88回総会

大会主題意欲を高め思考力をはぐくむ算数。数学教育1

2日程平成18年7月29日（土）～8月1日（火）

1講習会7月29日（土）～30日（日）会場東京学芸大学

（2）大会7月31日（月）～8月1日（火）

（3）開会式・シンポジウム7月31日（月)9:30～12:00会場中野サンプラザ

①分科会・ポスターセッション

7月31日（月)14:oo～17:oo会場東京学芸大学

8月1日（火）9：00～15:oo同附属小金井小学校

②部会 講 演 ・ 部 会 総 会

8月1日（火)15:00～16:oo会場東京学芸大学

③総会・閉会式

8月1日（火)16:10～17:oo会場東京学芸大学

F巳

平成18年度都算研研究発表会

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

日時平成18年10月30日（月)13:30(受付開始13:oo)

会場世田谷区立八幡山小学校世田谷区八幡山1丁目14番地1号

電話3302-2618FAX3302-4064

交通京王線上北沢駅徒歩、12分

公開授業と分科会13:30～15:10

第一分科会授業研究委員会第四分科会く公募＞千代田区算数研究部

第二分科会研究委員会第五分科会く公募＞練馬区算数研究部

第三 分科会資料委員会第六分科会く公募＞稲城市算数研究部

全体会15:20～16:30

1)開会のことば

(2)会長あいさつ

(3)研究発表

①「平成17年度実態調査の結果と考察」実態調査委員会

②「実態調査をふまえた『数と計算･量と測定』の指導についての研究」資料委員会

③ 『数学的な考 え方の評価」研究委員会

(4 )指導・講評前東京都算数教育研究会会長新藤幸雄先生

(5)閉会のことば

’1

２
３

4

国司

5

会報委員会

|’
編集部長高田英雄（杉並・杉並第一）

会報委員長上谷哲雄（多摩・北諏訪）副委員長高橋光夫（多摩・竜ヶ峰）

委員森山明（多摩・瓜生） 委員石井智子（多摩・北諏訪）
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