
東京都算数教育研究会
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創造の熱気を再び

会長庚田敬一

このたび、東京都算数教育研究会会長の重責を担うことになりました。

菅野前会長をはじめ、諸先輩の方々が築かれた伝統ある都算研の研究の実

績を汚さないよう、常任理事、理事、会員の皆様方のご協力をいただきな

がら、微力ではありますが、精一杯努めますので、どうかよろしくお願い

申し上げます。

さて、今、教育界は大きな転換期を迎えております。

中央教育審議会の議論が煮詰まり、本年度中には、新しい学習指導要領
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の告示が行われるであろうという状況になっています。審議経過の報告では、新しい学習指導要領に

は、新たに「活動」の領域を設けるという方向‘性が示されています。また、先日、4月24日には、全

国規模で学力.学習状況調査が実施されました。いわゆるPISA型の読解力、考える力や表現する力、

日常生活へ算数を活用する力など、今後、学力として強調されると思われる内容が盛り込まれた新し

いタイプの問題が出題されて、社会的な関心も高まっており、その指導をどうするのかという課題が

示されたように感じます。

都算研といたしましては、このような社会の動向に敏感に対応して、これからの算数教育の在り方

について、積極的に‘情報を発信していきたいと考え、平成4年度から、これまで14年間にわたって

引き継いできた「数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在り方」という研究主題を、「数学的な思考

力･表現力を育てる指導の在り方｣という文言に変更いたしました。これまでの研究主題の精神を継

続しながら、時代の変化に対応するために、「表現力」という視点を加えていこうという意図による

ものです。

今年度中の改訂が見込まれている新しい学習指導要領は、最近の何回かの改訂のように、精選.縮

減というマイナスの方向ではなく、新しい領域が設定されるかもしれないというプラスの方向へ針路

をとっていくものになりそうです。新しい算数･数学教育の創造の意欲に燃えていた昭和40年代、現

代化の時代の熱気というところまでは難しいとしても、算数科の学習内容を、本来そうあってほしい

と考える豊かなものにしていくために、都算研が先頭に立ってしっかりと創造的に研究を深め、適

時．適切な‘情報発信を心がけなければならないと強く思っております。

どうか、各市区の算数研究部のみなさま、都算研会員のみなさまのご協力と先輩諸氏のご指導．ご

鞭捷をよろしくお願いいたします。
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退任にあたって

前会長菅野俊子

平成18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会の皆様、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。お蔭様で研究・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ましたことに感謝申し上げます。

なかでも、新規事業として、「都算研研究員｣制度を立ち上げましたが、皆様の協力を得て幸先の

よいスタートをきることができました。2007年問題である団塊の世代の大規模な退職は、教育界の

教員構成に大きな変化をもたらしています。さらには、これまでの東京都の研修制度が大幅に変わり

｢東京都研究員」や「東京の教育21研究開発委員会」が廃止されました。こうした背景のもと、都算

研として、算数教育を支え広める若手の教員の育成が必要であると考えての取り組みでした。全都か

ら10名の研究員を募り、授業実践を中心に研究を進め、1年間の研究成果を発表いたしました。

また、新指導要領改訂の動きがある中での一年間でした。児童の主体的な学びを進めるために、自

分の考えを図やグラフや式、言葉等を使って、ノート等に書き表し、それを用いて説明する学習活動

は、相互に補完しあって思考力と表現力を伸ばすということがいわれています。このような背景の下

で、研究主題の見直しを行いました。

終わりになりましたが、より一層子供たちの算数の力を確かなものにしていく研究を推進する、東

京都算数教育研究会並びに各地区の算数教育研究会としてのさらなる充実発展をご祈念申し上げ、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19年度〕研究主題

数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方

研究部長靭修二

平成17年10月中央教育審議会教育課程部会では、「義務教育修了段階において、子どもたちに身

につけさせたい能力」として、「数学的な思考力」とともに、「数学的な表現力」の重要性が示されま

した。このことは、学習指導要領改訂に向けての基本的な考え方にもなっています。

本研究会では、算数科の目標を踏まえ、平成4年度から｢数学的な考え方を伸ばす指導と評価の在

り方｣を研究主題として研究に取り組んできました。中央教育審議会教育課程部会では、「数学はも

のごとを論理的に表す普遍的な言語としての性格を持つ。きちんと論理立てて説明できる力を育てる

ことを期待する｡｣｢日常的な概念の形成、多様な表現、柔軟な幅広い解釈、論理的な思考など、算数・

数学教育に関連する国語力の育成が不可欠である｡」と指摘しています。

そこで、本研究会では、「数学的な考え方」と「数学的な表現力」は表裏一体のものであるととら

え、本年度の研究主題を「数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方」として研究に取り組むこ

とにしました。

「数学的な思考力」を育成するためには、根拠を明らかにし筋道立てて論理的に考えることの指導

を充実させること、また、「数学的な表現力」を育成するためには、数、式、表やグラフ、図等を用

いて、事象や自分の考えを整理したり、分かりやすく説明したりするなど、自分の考えを表現し伝え

合うことの指導を充実させていきたいと考えます。

以上の考えにたち、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

するように努めたいと考えます。
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【平成19年度都算研総会】

平成19年度東京都算数教育研究会総会が、去る5月21日（月）世田谷区立八幡山小学校にて、ご

来賓として、世田谷区教育委員会若井田正文教育長をはじめ、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18年度の事業報告・決算報告承認後、会長には世田谷区立八幡山小学校庚田敬

一校長が選任され、平成19年度新役員、事業計画及び予算案が決定しました。新会長麿田敬一先

生の挨拶の後、埼玉大学教授金本良通先生の「数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方」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、金

本良通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。
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役職名

会長

副会長

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
副委

庶務副部長
(研究
副委

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

平成19年度東京都算数教育研究会役員

氏名

唐田敬一

高田英雄

松 丸剛

深見填一

荒木正

田中みさ子

子 安茂

塚田俊雄

杉原栄子

上野和彦

林香代子

斉藤規子

大 橋明

茂呂美恵子

長 尾選

木村洋子

麿政尚文

実川栄一

鈴木みどり

所属校

世田谷区立
八幡山小学校

杉柿灰立
杉並第一小学校

品川区立戸越小学校

稲城市立
稲城第一小学校

練馬区立
練馬第三小学校

目黒区立緑ヶ丘小学校

江戸川区立小岩小学校

世田谷区立

千歳台小学校

八王子市立第六小学校

新宿区立花園小学校

世田谷区立
花見堂小学校

板橋区立
志村第三小学校

青梅市立第四小2学校

大田区立
大森第四小学校

葛飾区立綾南小学校

小金井市立緑小学校

大田区立相生小学校

江東区立東川小学校

狛江市立和泉小学校

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

ニァーユー局シ、

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
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氏名

靭修二

羽中田彩記子

宮山延敬

清水道弘

上谷哲雄

堀越和子

釣船雅子

麿瀬員一

山崎憲

寺田貞夫

松尾耕作

野田不二夫

世古潤

小林なほみ

平原保

篠原敬子

柳瀬泰

所属校

練馬区立大泉小学校

荒川区立汐入小学校

杉並区立
杉並第四小学校

港区ウ白金小学校

多摩市立北諏訪小学校

江戸川lヌウ
西小松川小学校

墨田区立隅田小学校

品川区立伊藤小学校

東村山市立
萩山小学校

足立区立亀田小学校

小金井市立南小学校

八王子市立川口小学校

八王子市立
上柚木小学校

武蔵村山市立
第二小学校

府中市立
府中第三小学校

あきる野市立
多西小学校

町田市立
木曽境川小学校



【総会記念講演】 平成19年5月21日（月）於世田谷区立八幡山小学校

｢数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方」

講師埼玉大学教育学部教授金本良通

1．はじめに

数学的な思考力・表現力を育てるためには、①

数学的な思考力・表現力の今日的な意義②数学

的な思考力・表現力に具体的にどんなことが期待

されているか③数学的な思考力・表現力を高め

るためにはどうすればよいかを考えていく必要が

ある。

第3期教育課程部会では｢知識を活用して、探究

型の学習へと発展させる観点から、これまで必ず

しも具体的な過程が明確でなかった思考力や表現

力の育成を、各教科等において相互に関連付けな

がら図る具体的な方法を次のように検討している。

…言葉や数、式、図、表、グラフなどの相互の関

連を理解し、それらを用いて説明・表現する指導

の充実(算数・数学)」とまとめている。こうした

視点が重要である。

2.中央教育審議会が求めている新たな教育の創

造：「習得・活用・探究」サイクル

改善の方向性において、思考力・表現力の育成

は、①「数学的な思考力・表現力の育成」②｢算

数的活動･数学的活動の充実｣の2箇所で、次のよ

うな提言がされている。

①「論理的な思考力やコミュニケーション能力

を高めるために、根拠を明らかにし、筋道を

立てて体系的に考えるなどの数学的な思考

力を育成したり、言葉や数、式、図、表、グ

ラフなどの相互の関連を理解し、それらを

用いて分かりやすく説明するなど、自分の

考えを表現し伝え合う力を育成したりする

指導を充実してはどうか｡」

②「数量や図形などについて実感的な理解を深

めたり、数学的な思考力を高めたり、算数・

数学の学習の楽しさや学ぶことの意義を実

感したりするために、児童生徒が主体的に

取り組む算数的活動や数学的活動を生かし

た指導を一層重視してはどうか｡」

ここで、算数的活動の目的とは、次の3つを

あげておきたい。

①実感的理解を深めるために算数的活動を行

う。

②数学的な思考力を高めるために算数的な活

動を行う。

③算数の学習の楽しさや学ぶことの意義を実

感するために算数的活動を行う。

具体的には①実生活・実社会に算数を生かす

②物事を論理的に筋道立てて考えて、判断する

③自分の考えを評価し、改善する④自分の考え

を数学的に表現したり、判断したりする活動を通

してである。

3.全国学力調査の特徴

全国的な学力調査の具体的な実施方法等につい

ては、次のような特徴があった。

・身に付けておかなければ後の学年等の学習

内容に影響を及ぼす内容や、実生活におい

て不可欠であり常に活用できるようになっ

ていることが望ましい知識・技能など

（主として「知識」に関する問題）

・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用

する力や、様々な問題解決のための構想を

立て実践し評価・改善する力など

（主として「活用」に関する問題）

【4月24日の全国学力調査から】

特徴的な問題を分析してみよう。

・グラフの問題=>出題の趣旨｢グラフから、資

料の特徴や傾向をよみとることができるか

どうかをみる｡」
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ケーキの問題＝出題の趣旨「買い物場面で

必要な’情報をよみとり、次のことができる

かどうかをみる。・百分率を用いて問題を解

決すること。．与えられた条件を基に情報を

選択し、筋道を立てて考えること｡」

4.数学的な思考力や表現力を高める指導について

思考力・表現力を高めることは、考えるという

ことと他者と交流するという2つの方向の活動を

モニターし、コントロールしていく力を育ててい

くことと関連が深い。

考える力

▲

一一＞

自己評価の力

（自ら学びの過程や意味

や価値をモニターし､学

びをコントロールできる力）

コミュニケーション能力

①数学的な考え方や問題解決能力を高める

②数学的な表現力・コミュニケーション能力

を高める（読解力も含めて）

③考える力と表現する力と振り返る力を一体

的に育てる工夫

④協同的な学習形態の組織(一斉で、グループ

で、交流コーナーなどで）

⑤「学び合い高め合う」学級文化の創造

5．思考力を高めるために

数学的な考え方や問題解決能力を高めることに

関わって、指導の在り方を考える。

①帰納的な考え方、類推的な考え方、演鐸的な

考え方、統合的な考え方、発展的な考え方な

どのいくつかの考え方を繰り返し経験させ、

身に付けさせる。

②考えの過程を振り返り、根拠を明確にして、

説明できるようにする。考えの過程をノー

トに書く。

③筋道を立てて考え説明できるように、次の

言葉が使えるようにする。

（ァ）根拠を表す言葉「…だから……」

（イ）順序を表す言葉「…はじめに…、つぎ

に…」

④他者の考えをよみとり、それと関連しなが

ら考えさせていく。

6.表現力を高めるために

考える力と表現する力と振り返る力に関わって、

指導の在り方を考える。

①多様な表現(言葉、記号、数、式、図、表、

グラフなど）を用いる

②筋道を立てて考えたことの表現；表現する

ことを通して筋道を明確にする。

③文脈をとらえる

④表現の仕方そのものを検討する；表現のよ

さを味わう；分かりやすい表現、「ステキな

表現」を紹介し合う。

⑤教材と関わらせて、表現力を高める6年間

（低中高）プランを構想する；授業の流れと

関わりでプランを構想する。

7.おわりに

・算数の指導改善の方向性をとらえていきた

い。単に以前の指導要領に戻すような発想

ではない。

・学力調査の実施により、方向性の具体化が

先行してきている。

．「教育の目標を明確にして、結果を検証し、

質を保証する」システムへと転換する。

．すでに、指導改善の方向性から、実践への具

体化の段階になろうとしている。

（文責江戸川区立西小松川小学校堀越和子）
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[平成19年度事業計画の概要］

〈研究主題>「数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方」

l総会・講演会

(1)日時・会場平成19年5月21日（月）午後2時30分世田谷区立八幡山小学校

（2）演題「数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方」

（3）講師埼玉大学教授金本良通先生

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19年10月29日（月）午後1時30分練馬区立練馬第三小学校

（2）分科会公開授業と研究協議

（3）全体会研究発表

①平成18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・図形領域」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）算数的活動に関する領域の研究を行う。

(2)都算研研究発表会に提案授業を行う。

（3）関プロ（浜松）大会において、数学的な考えの評価の研究発表を行う。

（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112号、第113号を編集・発行する。

6紀要委員会

研究紀要第43集を編集・発行する。

7実態調査委員会

(1)平成18年度実施の学力実態調査｢数と計算・量と測定｣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・量と測定」領域の実態について報告する。

（3）関プロ（浜松）大会で「数と計算・図形」領域の実態を発表する。

(4)実態調査「数と計算・図形」領域の作成・調査依頼を行う。

8資料委員会

（1）「数と計算・量と測定」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・量と測定」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・図形」領域の指導資料についての研究発表を行う。

（4）関プロ（浜松）大会で「数と計算・図形」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19年11月,1.3日（火）午後2時30分カスケードホール

（2）内 容講演会

11都算研ホームベージ更新

アドレスhttp://www.tosanken.com/
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●各区市の本年度の研究計画

★目黒区……研究テーマ「算数のよさを味わう学習を目指して」

本区では、サブテーマとして－活用する力を育てることを通して－を掲げ算数のよさに迫る。子ど

もが｢なるほど｣「よくできているな｣などと感じるときこそ、算数のよさを味わう学習が成立してい

るときと考える。活用する力を育てる視点を、物事を数理的にとらえたり、自分の考えを筋道を立て

て説明したり、発展的に考えたりすることにおき、研究授業を通して研究主題にある、算数のよさに

迫る。特に、筋道を立てて説明するときに根拠となることは、操作や経験、推論などがあり、これを

根拠に説明することを大事に扱う。

5月組織作り研究授業計画5月研究主題、研究の内容検討

6月授業研究（,烏森小）（講師杉山吉茂先生）7月授業検討

9月授業研究（大岡山小）（講師黒沢俊二先生)10月授業研究（中目黒小）（講師八木義弘先生）

1 1 月 分科会授業まとめ12月研究のまとめ

1月都算研実 態調 査分 析2月発表分科会

3月全体発表会

（亘理史子）

★葛飾区……研究テーマ「生き生きと考える楽しい算数学習の創造」

本区算数部は区内50校の会員110名で構成されており、月1回の月例会を中心として、上記テー

マのもと年間4本の授業実践を行っている。児童一人ひとりの考えを生かす指導の創造の視点として

｢課題の工夫」「活動の工夫」「評価の工夫」の3点を設定し、各授業ごとに3～5回の事前研、1回の

事後研によって授業を創り上げ、実践･検証している。また、毎年都算研の実態調査にも協力してお

り、都の結果に本区の結果や考察も加えて各校へ還元し、日々の実践に役立てている。

4月組織編成、年間計画、研究の方向 付 け 5 月 授 業 者 決 定 、 指 導 案 検 討

6月授業研①［住吉小・萩原紗理（1年)］7月夏季部会、実態調査考察検討

8月夏季部会、指導案検討9月実態調査報告、指導案検討

10月授業研②［中之台小・吉野裕子(5年)]11月授業研③［綾南小・小久保篤(2年)]

12月研究紀要について、指導案検討1月授業研④［青戸小・鶴岡武治(4年)]

2月葛小教研・研究発表会3月本年度のまとめ、次年度計画

（伊井祐司）

★羽村市……研究テーマ「数学的な考え方を伸ばす指導の工夫」

昨年度まで、「自力解決を図るための指導の工夫｣というテーマを掲げ、既習事項を活用した問題

解決学習を実践してきた。学力低下の解消に向けて様々な取り組みを行ってきたが、算数学習の楽し

さや価値を実感させていくためには、児童のより主体的な課題解決学習を実践していく必要がある。

本年度は、算数学習の真の楽しさや価値を更に追求していくために、算数的活動や論理的思考を核に

した、「数学的な考え方を伸ばす指導の工夫」とした。

4月総会、研究主題・組織編成・年間計画6月授業研究会（富士見小）

6月授業研究会（羽村一中）8月講演会（講師：小島宏先生）

1 1 月 授 業研究会（羽村東小学校)1月授業研究会（武蔵野小）

2月研究のまとめ2月 研 究 発 表 会

※それぞれの授業研究会の前に、1，2回の事前検討会を行う。

（田中敏文）
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第89回全国算数・数学教育研究（高知）大会
日本数学教育学会第89回総会

’大会主題創造的に未来を拓く算数。数学教育
2日程平成19年7月29日（日）～8月3日（金）

(1)講習会7月29日（日）～31日（火）会場高知城ホール

（2）大会8月1日（水）～8月3日（金）

（3）開会式・シンポジウム8月1日（水)10:oo～16:30会場高知城ホール

①分科会・ポスターセッション

8月2日（木）9：30～16:30会場高知市立昭和小学校

②部会講演・部会総会

8月3日（金）9：30～n:oo会場高知県民文化ホール

③総会・閉会式

8月3日（金)11:10～12:30会場高知県民文化ホール

｜
’

関東都県算数・数学教育研究静岡（浜松）大会

算数的活動・数学的活動を通して、

考え合う楽しさを味わう授業をめざして

平成19年8月17日（金)9:40～16:15

静岡文化芸術大学

演題「これからの算数・数学教育と実践・研究の方向」

講師日本数学教育学会会長中原忠男先生

へ

2日 程

3会 場

4記念講演

’
平成19年度都算研研究発表会

研究主題数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方

日時平成19年10月29日（月)13:30～（受付開始13:00)

会場練馬区立練馬第三小学校

電話3970-5641FAX3577-7988

交通西武池 袋 線 中 村 橋 駅 徒 歩 3 分

公開授業と分科会13:30～15:i0

第一分科会授業研究委員会第四分科会く公募＞新宿区算数研究部

第二分科会研究委員会第五分科会く公募＞江戸川区算数研究部

第三分科会資料委員会第六分科会く公募＞小金井市算数研究部

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IS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･図形』領域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菅野俊子先生

(5)閉会のことば

１
２
３

戸司
4

5

会 報 委 員 会

編集部長上谷哲雄（多摩・北諏訪）

会報委員長堀越和子（江戸川・西小松川）副委員長土屋秀人（江戸川・西小松川）

委員高田大（江戸川・西小松 川）委貝高橋恵一（江戸川・松江）
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