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東京都算数教育研究会

平成18年－2

第111号
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"算数大好き”な子を一人でも多く育てよう

副会長滝葎福一
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迎春、みなさまには、日頃から都算研の事業にご理解とご協力を

いただき誠にありがとうございます。

さて、教育研究員制度廃止に伴い、今年度から都算研の事業とし

て“都算研研究員”の育成を始めました。今回は10人の研究員が推

薦され、1月17日に品川区立延山小学校で研究成果を発表しました。

また、昨年の7月31日と8月1日には、東京学芸大学で、第88回全

(東京）大会が開催され、たくさんの会員のみなさまに発表やら会の
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国算数・数学教育研究（東京）大会が開催され、たくさんの会員のみなさまに発表やら会の

運営にご尽力いただきました。10月30日の世田谷区立八I幡山小学校での都算研研究発表会

には、267人ものみなさんにご参加いただき、熱のこもった授業と協議会、各委員会の発表

となり盛会裏に終了できました。特に今年度から始めた発表会後の茶話会にも実にたくさん

の方に残っていただき、算数教育関係者や都算研の顧問･客員の先生方と懇親が深められた

ことは、大変有意義だったと思います。ご協力いただいたみなさまに感謝申し上げます。

実は、私、平成8年度に先輩から都算研の多摩地区の担当を仰せつかりました。多摩地区

といっても特に西多摩の算数教育の活'性化に携わってきました。西多摩から都心の研究会に

参加するには片道2時間もかかることを考えると気軽に出張もできないので、都算研で得た

最新情報を地元に持ち帰り、算数部員に広めることは大変重要な任務でした。また、西多摩

の情報を都算研に報告すると、西多摩にも関心を持ち出向いてくださる講師もおられて連携

が図れるようになりました。特に平成9年には、西多摩から発信する機会をいただき、長く

取り組んできた教材『不思議な時計』を都算研の発表会で発表したところ話題を呼び、平成

11年の新算数教育研究会(全国)大会に発表できることになりました。それが、日本数学教

育学会の杉山吉茂先生の目にとまり、全国に紹介していただけて、平成17年度の教科書に

採用されることになりました。ひたすら子どもに教わりながら教材研究を続けてきた算数部

員にとって大きな喜びと自信になりました。

資源の少ない日本にとっては、科学技術立国として生きる以外に生存の道はないでしょ

う。そのためには、都算研と区市の算数部が一層の連携を図りながら“算数大好き”な子ど

もを一人でも多く育てることが大切だと思います。よろしくお願い致します。
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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「単元を通した評価と指導の工夫」とし、提案

授業を4回行いました。「算数の学習指導を通して、子どもを育てる」ことで生きる力を育んでいきた

いと考えています。そこで数学的な考え方の育成をねらい、「数学的な考え方が評価できる場面｣｢数

学的な考え方を評価する問題｣｢モアベター集｣などの資料を作成し、算数科における単元を通した評

価と指導の工夫について研究実践してきました。

・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｣を副主題として研究を進めてきました。具

体的には、本時で育てたい数学的な考え方を明確にして、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状況をよみとること。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。本研究は平成15年度からの継続研究であり、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30日の都算研研究発表会では、「2年・サイコロのかくれている目の数を合わせるといくつか

な」の研究授業と、研究の概要や「3年．あまりのあるわり算」「6年・比」の評価事例の報告を行いま

した。

・発表委員会10月30日、世田谷区立八幡山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、成功裏に終了しました。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

業と千代田区、練馬区、稲城市の各算数研究部による公募授業を行いました。6つの分科会の公開授

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、菅野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、前会長新藤幸雄先生より今後の

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no号、2月にIll号を発行。広報活動に努めています。

・紀要委員会平成IS年度「算数教育研究紀要」第42集の編集を行い、平成19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17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。その集計結

果と考察を9月末までにまとめ、10月30日（月）世田谷区立八幡山小学校での都算研研究発表会で発

表しました。調査の集計と考察について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。

また、昨年度の「数と計算」「量と測定」領域の調査結果と考察については7月31日、8月1日の日数

教東京大会兼関プロ東京大会で発表しました。今年度の「数と計算」「量と測定｣領域の調査問題と集

計用紙については検討が終わり、理事会での検討をいただいた後、印刷の準備を進めます。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年度実施の学力実態調査の集計と考察」をもとに、「第4

学年円の'性質を利用して作図する活動を取り入れた指導の工夫…組み合わさった円をかこう」とい

う主題で｢円と球｣の提案授業を行いました。その全体会報告では、16年度の実態調査の結果から、5

年生の垂直･平行といろいろな四角形の指導について、研究発表を行いました。現在は、平成19年度

配布の指導資料を作成中です。

・多摩地区委員会多摩地区の算数教育の充実･発展を目指して、二つの事業を実施いたしました。一つ

は、小金井市市教研算数部と共催で、講師に埼玉大学教育学部･二宮裕之先生をお招きし、同市立本

町小学校で5年「図形と面積」の授業研究・講演会を行いました。もう一つは、都算研研究発表会に

おいて公募で授業・発表を行った稲城市市教研算数・数学部に対して協力いたしました。二つの授業

（別項参照）を通して、各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18年10月30日（月）於・世田谷区立八幡山小学校授業公開と研究発表

第1分科会第3学年「数学的な考え方を評価する問題（単元は「ぼうグラフと表｣)」

授業者江 東区立砂町小学校教諭金子美生講師元都算研会長前川禰進忠先生

1．題材名数学的な考え方を評価する問題

2．本時のねらい「分類の考え」「単位の考え」を伸ばす。

3．展開

1つの正方形が9つの正方形に分割してある図を見せ、「正方形はいくつあるかな？」という問題

を提示した。児童が自ら単位をかえて正方形を抽出することに気づかせ、自力解決では各自自由に

考えさせた。解決の結果を児童から聞くと、答えが様々なので、児童は「数え方」に目を向けた。

考えの検討では、「大」「中」「小」に分類する。順番に数える、数える時はlマスずつずらしていけ

ばうまく数えられる、ということが児童から出た。それを大きさごとに分類･整理して、順序良<

数えると、うまく数えることができるとまとめ、学習の感想を書き、終えた。

4．指導と講評

・数学的な考え方を伸ばす指導そのものが大切であることもさることながら、数学的な考え方を生

かすアイデアのいろいろを適切に指導することが大切である。児童の解決過程での様々なよさを

他の児童にも広め、誰もが活用できるようにさせていきたい。その際、児童に｢役に立つなあ」

「次に使えるなあ」ということを実感させたい。

・授業の中で演鐸･帰納･類推といった考え方を伸ばすためには、それが子どもから出た時に、い

かに教師が価値付けて定着させるかが大きなポイントとなる。

・数学的な考え方を伸ばすことは、1つの単元だけで考えるのではなく、単元の系統の中で位置づ

けていくべきことである。

・学習感想も大事な授業の一部と考え、十分な時間を確保するようにしたい。

第2分科会第2学年「手がかりをみつけて、『なぜ』を解決する」

授業者Tl武蔵野市立第三小学校教諭清水聡美T2中野区立桃丘小学校教諭吉田映子

講師元都算研会長向山宣義先生

1。題材名手がかりをみつけて、「なぜ」を解決する

2．本時のねらいサイコロの目の数の仕組みを用いて、かくれている目の数の和を考えることができる。

3．展開

サイコロのことで知っていることをあげさせた後(1から6まで、向かい合っている目の数を

たすと7｡）サイコロを3つ積み、かくれている目の数の合計はいくつという問題を提示した。教

師が答えを言い、確かめ、「先生はどうしてこんなに早いのかな？」と問いかけ、見つけ方を考

えさせた。1回目、2回目、3回目の式から児童は1段目と2段目のサイコロのかくれている面は

それぞれ7，合わせて14，3段目は7から見えている数をひき、その答えと14をたせばいいとい

う考え方を見つけた。その考えを用い、隣同士で数あてゲームを行い、最後にプリント（評価テ

スト）を行った。

4．指導と講評

．扱い方によっては他学年でも使えるおもしろい素材である。

・数学的的な考え方を類推、演鐸…など焦点化したところはよかった。

・本時は帰納的な考え方と演鐸的な考え方の素地的な経験をさせている。今後この経験をもとに考

えていけるようにする。本時は教えているが、はじめはそれでもよい。

・マジック的になっていたが、本来の算数にもっていくために、2段の方がよかったかもしれない。

・算数の表現方法として「式」が大切である。学習シートに「式」の欄があるとよかった。また、本

時のテストでも、式を書けば、演鐸的な考え方の素地の評価として見られる。「考え方｣と｢表現

処理」は、表裏一体である。
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第3分科会第4学年「円と球」

授業者足立区立千寿本町小学校教諭海老原幸子講師元都算研会長松山武士先生

1．題材名「円と球」

2．本時のねらい

・円を組み合わせた図をかく活動を通して、直径と半径の関係についての理解を深める。

3．展開の概 要

「右の形と同じ図をコンパスを使ってかきましよう。」と問いかけた。外側の円の直径･半径･半

円の半径のうち、一つがわかればかけるという意見から、自分が知りたい長さを一つ選ばせた。

半円の中心の見つけ方で戸惑う児童が見られたため、1つの半円の直径・半径を考えるよう助言

した。始めに知った長さはそれぞれ違うのに、なぜ同じ形がかけたかたずね、検討した。直径は

半径の2倍との関係から片方の長さがわかれば、もう一方の長さもわかることが確認された。ま

とめとして、半円3つの図形を示し、どのように求めるかと問いかけた。

4．指導・講評

・基本的な作図の技能をしっかりさせていきたい。

・児童にとって手ごたえのある教材を用意しなければならない。図形領域において、合同･対称・

拡大・縮小などの学習が扱われなくなった現実を考えたい。

・図形のかきっぱなしはどうか。検証が必要である。書いたら正しいかどうか検証されるべきであ

る。「長方形」を答えられる児童ではなく、「長方形」を判断できる児童にしていきたい。

第4分科会第1学年「たしざん」

授業者千代田区立番町小学校教諭佐々木千穂講師元都算研会長松野康子先生

1．題材名「たしざん」

2．本時のねらい

・数の構成や10の補数などの学習経験を生かして、答えが20よりも大きくなる1位数同士のくり

あがりのある3口の加法計算の答えを工夫して求めようとする。

3．展開の概 要

「6つのかたまりの黄色チョコ、7つのかたまりの白チョコ、8つのかたまりの赤チョコがあります。

全部あわせるとチョコは何個になるでしょう。」という課題を提示し、「パペツトのシロちゃんにも分

かるように並べよう」と呼びかけた。「10のまとまりを作る」という考えが出された。「6のブロック

だけ形をくずしてみましょう」「10のまとまりがぱっと分かるのはどんな並べ方ですか」と活動を進

めていく中で、さまざまな10のまとまりの形から、ぱっと見てわかりやすい形に気づかせていった。

最後に、青チョコ9こを付け加えた場合を考えさせ、10のかたまりを作ることの有用‘性に気づかせ

た。

4．指導・講評

。「ぱっと見ていい｣は個人的な価値であり、数学的価値が見えない表現である。「ぱっと見て｣の

ようなあいまいな言葉で算数を引っ張ってはいけない。子どもは数として処理できるのだから、

答えを導くためには式を使い、説明する時にブロックを使うというように、ブロックによるイ

メージ指導に偏らず、式での工夫も認めるようにしたほうがよかった。

・10とわかる形を取り扱うならば、20より大きくなる足し算の時がよい。それまでに培った数の

合成・分解の考え方が20より大きくなる足し算の時に、生かされることに数学的価値があり、

数学的な考え方を育てる場面になるのではないか。
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第5分科会第5学年「トーナメント表を作ろう」

授業者練馬区立中村小学校教諭曾我泉講師元都算研会長青柳借行先生

1．題材名トーナメント表を作ろう

2．本時のねらい・トーナメント表を簡単な場合からつくり、きまりを見つける。

．見つけたきまりを利用して49チームの場合について考える。

3 ．展開

①「トーナメント表を作り、シードなしの場合がどんなときかを考える」という課題を与える。

②どのようにといていいか考える。③シードなしの場合はどんなときか考えさせ、その時、きっ

と次はこうなると予想をし、それを確かめる。そしてなぜそうなるのか自力解決する。④｢男子

15人で腕相撲大会をするときのシードは何人」を考える。表よりシード数は16チームが0だか

ら、右から1，2，3，4，5，6，7になって、15人だと1人になる。⑤シードチーム数は次のシー

ドのない数から、チーム数をひけばいい。16-15=1だから1人。⑥49チームでは、64-49

をする。⑦「簡単な場合から考えていくときまりが見つかる」など、今日の学習をまとめる。

4．指導と講評

・興味のもてる導入であり題材のおもしろさはあったが、能力差により二極化した。その際どのよ

うに対応するかが問題だ。

・2のn乗を考えていた子。表に近いものを書いていた子もいたが、それ以外はトーナメント表を

かいていた。チーム数と試合数の関係は半数程位の理解度だった。

・1時間目は腕相撲大会など小さい規模を取り上げ2時間扱いくらいで考えてもよい。

・高校野球は49チームの場合、シード校とならない学校をX、シードとなる学校数をYとすると、

X+Y=49X/2+Y=32という連立方程式を解く問題となり、X=34Y=15となり、

今日の内容は中学生でも小学生でも使える素材である。

《
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第6分科会第6学年「組み合わせて考えよう」

授業者Tl稲城市立稲城第二小学校教諭畠中勝美

T 2稲城市立稲城第一小学校教諭岡本かおり講師元都算研会長麿部光威先生

1．題材名「組み合わせて考えよう」（5と6でできる数できない数）

2．本時のねらい

・2つの数を組み合わせて「表せる数」や「表せない数」の最高値を考えることを通して、そこに

あるきまりを見つけたり、発展的に考えたりすることができる。

3．展開

①導入として、「37人（クラスの人数）の子ども達にノートを買います。店には5冊組のノー

トと、6冊組のノートを売っています。何組ずつ買えば余りのでないように買えますか｡」を考え

る。②35人だったら、5冊を7組。37人だったら、5冊を5組と6冊を2組。③「5と6を使って

できる数やできない数を考える｡」11の倍数ができそう。37まで考える。④5と6でできる数と

できない数を表にして、きまりを見つける。⑤数字を変えて、発展的に考える。

4．指導と講評

・表の見方、作り方を5年生でやってみたいという意欲はとてもよい。また、公募による発表に進

んで取り組んだ意欲に敬意を表する。

・本時の展開においては、5と6でできる数を考える活動なのか、5と6ではできない数の最高値

を考える活動なのか、やや暖昧になってしまったように思う。その点を明確にする必要があっ

た。

。「5区切りの表」や「6区切りの表」という表し方は、新しい発想であると思う。とび込みのクラ

スで子どもたちの実態を事前にきちんと把握しきれない時であれば尚更、このような新しい発想

の教材を扱う時に、“このような表があるよ”“こういう考え方だよ”ということを事前に知らせ

たり紹介したりしてもいいのではないか。そして、他の数の時にも、使えるという活動でも良

かった。

会
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数学的な考え方の指導を意識しよう

実態調査委員会

本年度は、17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282,362名であり昨年度より24,643名の増加でした。都内各校のご協力に深く感

謝します。同時に、近年算数科における児童の実態把握とその手だてに強い関心が示されていること

を痛感し、算数教育の益々の充実に向けて強くその使命を感じます。

さて、今年度の調査結果によればおおよそ次のようなことが言えるのではないかと思います。

・算数技能の定着度は比較的よい。

・演算決定力に難が見られ、あまり改善されていない。

・整数を10や100を単位にしてみる見方や、ある数のいくつ分とみる見方が育っていない。

・計算のアルゴリズムに導く過程で、既習事項を用いた解決の理解が浅く、不十分である。

・図形の向きが変わると特定できない児童が多い。

そこで、次のような点に留意しながら指導していく必要があると考えます。

・演算決定の場面の扱い方やいろいろな場面と出会う機会を意識的に増やして、演算決定の根拠が

明確にもてるようにする。

・十進位取り記数法による単位の考え方や、小数、分数における指導での数の見方、任意の単位に

よる整数の見方などを意識的に指導する。

・計算のアルゴリズムの利用に止まらず、なぜそのような方法でよいのかを問いかけ、そのアルゴ

リズム生成の過程を既習事項の活用により明確にする指導を行う。

・平面図形の操作活動や表記活動を積極的に行い、平行･垂直の向き、図形そのものの向きについ

て多様にとらえる感覚を養う。

掲げた内容は、そのほとんどが数学的な考え方の充実により改善できるものだと思います。実態調

査委員会はこれまでの調査内容を吟味し、どのような調査が現場の指導改善に役立つかを考え、調査

に着手したいと考えております。

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ます。基礎･基本を確実に

身に付けるためには、指導のねらいを明確にして、児童の学習状況を具体的にとらえ、指導に生かし

ていくことが大切です。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があります。

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、4年間にわたり、標記の研究に取り組んできました。

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

とらえることにしました。

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、

抽象化の考え方、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、本時で育てたい数学的な考え方を明らかにすること。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状況をよみとり、評価すること。数学的な考え方にかか

わる評価問題を作成することを研究の中心課題としました。具体的には、数学的な考え方を伸ばす問

題等を提示し、児童の学習活動の様子を観察して、数学的な考え方をどのように評価するかという指

導のあり方や、ペーパーテストによる評価問題等を資料として提供しています。
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単元を通した評価と指導の工夫

授業研究委員会

第1回授業研究平成18年10月10日（火）

授業者板橋区立紅梅小学校岩崎政弘講師元都算研会長松山武士先生

1．単元名第5学年「図形の角」

2．本時のねらい

既習内容を使って、多角形の内角を和の求め方を考える。

3．展開

三角形、四角形の角の和の学習を基にして、自分が決めた多角形の内角の和を工夫して求める。

解決方法を検討する中で、帰納的な考え、演鐸的な考えのよさを感得させていく。

4．協議と講評

・帰納して一般化を図る考え方の他に、表現の考え、関数の考え、式の考えが用いられていた。内

容に関わる考え方についても掘り下げるとよい。

・発展的統合を目指した授業である。三角形は帰納的に、四角形はそれを活用して演鐸的に見つけ

ている。どちらで考えてもできるが、根底に潜んでいる数学的な考え方の追究をしたい。

第2回授業研究平成18年10月30日（月）発表会にて（前述）

第3回授業研究平成18年11月8日（水）

授業者文京区立青柳小学校教諭江口育子講師元都算研会長向山宣義

1．単元名4年「どのように変るかな」

2．本時のねらい

伴って変わる2つの数量に着目し、表に整理して変化と対応のきまりを見つける。

3．展開

一辺1cmの正三角形をピラミッド状に並べていくときに、段数と伴って変化するものを見つける。

図をかいたり表に整理したりして調べ、変化や対応のきまりを見つける。

4．協議と講評

・依存関係を探すにあたって、どこに目をつけていったらよいかという見方は前時の学習を使って

類推させることが大切である。

・言葉の式にこだわらずに数式に書かせた方が自然である。式をいくつか並べて書くと、表のよう

にきまりが見えてくる。一般的な数量関係を見つけさせたい。

第4回授業研究平成18年12月1日（金）

授業者杉並区立桃井第五小学校教諭野田万友美講師元都算研会長松山武士先生

1．単元名5年「面積の求め方を考えよう」

2．本時のねらい

長方形や三角形に着目して、ひし形の面積の求め方を考え、公式を導く。

3．展開

方眼上に置かれたひし形の面積の求め方をそれぞれに考え、図や式に表し発表する。検討の場面

では共通点に着目させ、対角線とひし形の面積との関係に気づかせていく。

4．協議と講 評

・数学的な考え方を評価する問題として、アイスクリームの問題と本時との関連づけが見えにく

い。

・今まで公式を作っているのだから構成要素を大事にして一般化するとよい。

・根拠があるから、今日はみな演鐸といってよいのではないか。何かを根拠にしながら常に新しい

ものをつくっている。
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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

資料委員会は、実態調査委員会で行われた実態調査結果の中から、極めて正答率の低かった問題を取り上

げ、その指導改善を提案する委員会です。基礎的・基本的な学習事項の定着を図るという今日的な学習課題

解決のためにも、本委員会の果たす役割は非常に大きいものととらえています。本年度は、各区市のIS名で構

成し、学年分科会と全体協議を繰り返し、課題解決のための方策を練って参りました。

本委員会では、単に誤答率の高い問題の正答率を高める提案ではなく、その問題解決にあたり関連する学習

指導の改善を主に検討しています。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

う特徴を持っていますので、資料委員会にも過去の優れた学習改善案が存在します。本年度も、これら過去の

蓄積･財産を生かしつつ、新たな問題点に着目し研究を進めて参りました。この研究は、どの学校でもそのまま

取り入れることのできるものであり、どの指導者であっても活用できるものです。毎年、都算研の研究紀要に研究

成果を掲載しています。皆様からご批判．ご意見をいただき、さらなる向上を目指して参りたいと思います。

本委員会では、指導資料の作成、都算研研究発表会での授業提案並びに全体会報告、関プロでの発表を

毎年行っています。本委員会の資料を各校で使用していただき、東京都の子どもたちの学力向上に寄与できる

よう今後も委員一同、提案内容の充実を図って参ります。

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8日に小金井市小学校教育研究会算数部と共催で同市立本町小学校で5年「図形の面

積」の授業研究と講演会を実施いたしました。

小金井市市教研算数部は「子どもの意欲を高める授業の工夫」を研究主題とし、副主題として「一人一人の

考えを生かす練り上げの指導｣に取り組んでいます。そこで、授業者の相津洋子教諭は、前時の学習だった「三

角形の面積の求め方」をふり返りながら、「三角形の面積を求める公式」をつくり出すところを本時の学習としました。

すなわち、調べたことを基にして、練り上げにより三角形の求績公式をつくり出すところにチャレンジしてみたわけです。

当日の授業では、子どもたちは等績変形や倍積変形等で出てきた式を調べながら、何とか三角形の求績公式を

導き出そうと試行錯誤していました。そして、底辺×高さ÷2，底辺÷2×高さ、高さ÷2×底辺の3通りにまとめてい

ました。

小金井市をはじめとして多摩地区の各市町村から60名を超える参会者があり、研究協議会も活発な意見交換が

できました。続いて、埼玉大学教育学部の二宮裕之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

IS年度紀要を参照）

出張も難しい昨今ですが、参会した先生方が研究授業や協議･講評の内容を、自校や自地区の算数教育に還

元し、さらに充実・発展させていただければ幸いです。

第89回全国算数・数学教育研究(高知)大会
開催ご案内第40回中国・四国算数･数学教育研究（高知)大会

日本数学教育学会第89回総会

1．研究主題創造的に未来を拓く算数・数学教育

2．日程講習会平成19年7月29．30．31日

大会8月1．2．3日

3．会場高知県民文化ホール・高知大学教育学部附属小学校・高知大学

雫室窯東鷺駕繊毒鯉畠騨驚課
2．日程平成19年8月17日

3．会場静岡文化芸術大学（浜松市）
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