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昨年、10月29日に練馬第三小学校で行われました都算研の研究

発表会には、多数の皆様にご参会いただき、盛大に開催できました。

改めて御礼申し上げます。

日頃から都算研の諸事業にご理解。ご協力いただきありがとうご

ざいます。各区や市部で精力的に活動されている様子を伺い、算数

教育の広がりを感じています。さらに、昨年度から発足した都算研

の研究員の活動も区・市別に主題を設けて研究を続けています。今後、研究員を経‘験され

た方々が研究の成果を発揮し、ますます活躍されるよう期待しています。

さて、10月には、文科省の全国学力調査の結果が公表されました。「学力低下」が問題

になっていたことが調査のきっかけの一つのようですが、近年の詳細な情報がないため

に、単純に比べることは難しい部分もあります。しかし、いくつかの課題がはっきりして

きたのも事実です。特に、知識の「活用」を問う問題の正答率が低いのが目立ち、知識の

活用が苦手なことがはっきりしてきました。学力調査の結果を真筆に受け止め、日頃の授

業改善に役立てていくことを願っています。

ここで改めて学力について考えてみたいと思います。「学力とは何か」「学力低下論」

等「学力」について議論されて時間は経ちますが、私は、学力を単に知識や技能の習得

にとどまらず、広義にとらえ、関心・意欲・態度や思考力・判|断力といったことまでも

バランスよく身に付けるように育てていってはじめて学力は育つものと思っています。

そのためには、

①子どもをとりまく環境の大切さを再認識し、整備していくこと。

②土台作りである家庭での役割をきちんと果たしていくこと。

③学校では、学習内容の確実な定着を図っていくこと。

が大切だと考えます。

学力を育てることは、家庭・地域と学校が融合して取り組むべき極めて大きな課題です。

これからも都算研は、「数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方」を主題に研究を

続けてまいります。よろしくお願いいたします。

-1-



【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、副主題を「子どもの思考過程が見える授業」と設定し、数

学的な思考力に裏付けられた表現力の育成を目指す授業の在り方を提案することにしました。図や数

直線、表や式等に表現した自らの思考過程を振り返るとともに、自分の考えを他に表現し、互いによ

み合うことで、思考を深め、広げる子どもを育てたいと考えます。4回の提案授業を通して、問題解

決の各過程における子どもの思考過程をよみ取り、数学的に価値付けることにより、子どもの思考を

深める指導の手立てを追究してきました。合わせて、単元で育てたい思考力・表現力を子どもの姿や

言葉で具体的に示す資料を作成しているところです。

･研究委員会都算研の新たな研究主題を受け、本委員会では｢算数的活動を通した思考力･表現力の育成」

を研究主題とし、研究を進めてきました。具体的には学習過程の各段階で算数的な活動を通した指導

法の工夫をすることで、児童の思考力・表現力の育成を追究してきました。なお、数学的な思考力と

表現力は、表裏一体のものであると捉えております。

10月29日の都算研研究発表会では、「1年．あわせてJ3になるかずは、いくつといくつ？」の研究

授業と、研究の概要や「4年・角とその大きさ」の実践事例報告を行いました。本研究は今年度が1年

目であり、今後も授業実践を通して研究を深めてまいります。

・発表委員会10月20日、練馬区立練馬第三小学校を会場に都算研研究発表会を開催し、350名を超える

参加があり、成功裏に終了いたしました。本年度も授業研究委員会、研究委員会、資料･委員会の提案

授業と新宿区、江戸川区、小金井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。その後の全体会では匿田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、前会長の菅野俊子先生より、今

後の研究のあり方を踏まえたご講評をいただきました。

・会報委員会7月に112号、2月に113号を発行。広報活動に努めています。

・紀要委員会平成19年度「算数教育研究紀要」第13集の編集を行い、平成20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。

6実態調査委員会平成18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20日（月）練馬区立練馬第三小学校での都算研研究発表会

にて発表しました。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しまし

た。また、昨年度の「数と計算」「図形」領域の調査結果と考察については8月17日（金）、関プロ浜

松大会にて発表しました。今年度の「数と計算」「図形」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18年度実施の学力実態調査の集計と考察」をもとに、「第4学

年除法の筆算の仕組みを理解させる指導の工夫：筆算の仕組みを調べよう（3位数÷1位数)」とい

う主題で､｢除法の筆算｣の提案授業を行いました。その全体会報告では､17年度の実態調査の結果から、

4年生の円と球の指導について、研究発表を行いました。現在は、平成20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、

西多摩郡公立小学校教育研究会算数部と共催で、講師に元都算研会長の楠本善之助先生をお招きし、

瑞穂町立瑞穂第三小学校で5年「考える力をのばそう（きまりを見つけて)」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第六分科会で授業・発表を行った小金井市市教研

算数部に対して協力いたしました。二つの事業を通して、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19年10月29日（月）於・練馬区立練馬第三小学校授業公開と研究発表

第1分科会第6学年「考えたことを表現して問題を解決しよう」

授業者練馬区立光が丘第三小学校主幹島崎一江講師元都算研会長松野康子先生

1．題材名考えたことを表現して問題を解決しよう

2．本時のねらい

・全体量をlとみることのよさが分かり、場面を図などに表して、問題を解決する能力を高める。

3．展開の概要

「全体量の分からない水そうがある。15分間で水そうをいっぱいにする細い管で水を入れ始めて4分後

に､12分間で水そうをいっぱいにする太い管に切り替えて水を入れる。何分後に水はいつぱいになるか」

という問題。児童は、全体をlと見る考えや、全体を15と12の最小公倍数である60で見る考えを、線

分図、図、表に表し自力解決を行った。教師はヒントカード、小集団指導でモデルを示した。解決方法

の検討では友達の考えを説明し合い、それぞれのアイデアの似ているところ、違うところをまとめるこ

とで、よさを捉えさせた。

4．指導・講評

・本時のねらいは、全体をlとしてみるよさを問題解決に使うための思考と表現の力を一層確かなもの

にしていくこと。色々な考えを出して表現するのは前時の目標である。

・数学的思考力と表現力の間には判断力がある。思考力と判断力は行ったり来たりするもので問題解決

の過程が見える数学的手法を講じなければいけない。最後は、やはり式である。

・式と図が結びつかないのは、図をよむ学習をさせていないからであり、さらに図をかくことが思考の

ヒントになるように育てたい。

・表現しながら思考するということは、表現を読み取る訓練をすること。発表のための表現ではない。

表・図を読み取り、式と関連付けることを意識した指導を大切にする。

第2分科会第1学年「たしざん」

授業者品川区立延山小学校教諭宮本恵美子講師元都算研会長庚部光威先生

1．題材名「たしざん」

2．本時のねらい

．合わせて13になる数の組み合わせを、多面的に見ることができる。

・加数と被加数の関係に気付き、合わせて13になる式を全て見つけられることに気付く。

3．展開の概要

導入で「合わせて10になる数」について振り返り、本時の問題「合わせて13になる数はいくつとい

くつですか、式を作りましょう」と提示した。自力解決において児童は紙に書いたりブロックを操作し

たりして、見つけた式をカードに書き、2人組で式のカードを見せ合った。全体での発表・検討で加数

と被加数が入れ替わっているものを「ペア」として捉えさせることで、児童から出されなかった式を補

わせ、7ペアの式を全て出させた。

4．指導・講評

・数学的な表現力の系統性は大事。指導案の中で示したところはよかった。

・1年生に分かりやすいよう文言をかえたところがよかった。

・式を全部出した後、と雷う整理するかで困っていた。数の合成分解を全てやっているのであれば、既習

のもので整理してやらせてもよかった。「全部見つける」ことが課題であれば、全部見つけるという

活動をどこかでやっている必要がある。

・表現されたものを理解する力がないと活動が始まらない。当たり前だが、活動の際には重要。

．「数学的な思考力」「思考力」で、数学的な～が付いているものと付いていないものを整理するとよい。
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第3分科会第4学年「筆算の仕組みを調べよう」

授業者足京区立花保小学校教諭根本裕巳講師元都算研会長青柳借行先生

1 ．題材名「 筆算の仕組みを調べよう」

2．本時のねらい

・外国で使われている除法の筆算型式の意味を考えることにより、日本で使われている除法の筆算形式

の意味を深める。

3．展開

外国の教科書に載っていた筆算を提示し、それぞれの数の意味がわかるか発問した。「(筆算の中の）

3ってなにを意味するのかな」という発問をきっかけに、日本の筆算と比べれば、それがわかってきそ

うだという見通しを持たせた。数の意味について見当がつかない児童には日本の筆算と対応するところ

を線で結ばせ、速く解決した児童にはさらにそれぞれの筆算の数の違いや省略しているところに着目さ

せた。解決の検討ではそれぞれの共通点や差異を捉え、筆算の数の意味について考えた。学習のまとめ

で感想を書き、日本の筆算の意味の理解を深めることができた。

4．指導と講評

・わり算の筆算の学習の基本として「①十進位取り記数法ができる②数の相対的な大きさの見方ができ

る③3年生の部分積の意味が理解できている」ことが、数値の意味を理解する上で大切である。

・アルゴリズムがわかっていれば筆算計算はできるであろうが、筆算の仕組みや数の意味を理解するこ

とはできない。外国の筆算と比較することで日本の筆算の意味を理解させることができる。

・日本の筆算でも外国の筆算でも形は違うけど、同じ事をやっていることに気づかせ、さらに「同じ事

をやっているとは、どういうことですか？」と発問すれば、児童から「たてる」「かける」「ひく」「お

ろす」という意見が出て、日本と外国の筆算の仕組みの意味が明確になる。

第4分科会第2学年「かけ算（1）『新しい計算方法を考えよう』」

授 業者Tl新宿区立早稲田小学校教諭匿幡繭子

T 2新宿区立落合第四小学校教諭赤坂幸代子講師元都算研会長前川禰進忠先生

1．題材名「かけ算（1）『新しい計算方法を考えよう」」

2．本時のねらい

．まとまりを作ってかけ算の式で表すことができる．

.かけ算がどのような場面で用いられるかを理解する。

3．展開

箱に入っているチョコレートの数を工夫して求めましょうと発問した。1つ分の数をきめて立式する

ように問題の図が記されたワークシートを配布した。多様に考えられるように図はいくつか記し、解決

できた子には、他の1つ分を見つけて考えたり、全部あるとしたものからかけた部分を引く考えから立

式できたりするようなげかけた。どんな考えで求めたかを児童に発表・検討させ、考えを深めさせるな

かで、友達の考え方（図的表現）から、何を1つ分の大きさとしたか読み取ることができるようにした。

4．指 導 と 講評

・言語的表現・現実的表現・操作的表現・図的表現・記号的表現のような表現方式を意図的に活用させ

意識化し、思考力や判断力を身につけさせていくことが大切である。そのために「各表現方式の関係」

（他の表現に言いかえるような活動)、「各表現方式の役割」（①解決そのもの②コミュニケーション③

各表現の接着剤)、「問題解決学習における表現内容」（場面によって目的が違う表現）について、今

後研究を深める事を期待している。

・本時は、説明のために表現を重視した授業であった。子どもたちは自分の考えの道筋をよく表現して

いた。子どもは「1つ分」はしっかり捉えていたので、たす、ひくの表現は必要ない。
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第5分科会第5学年「式を立てるときの方法に強くなろう」

授業者江戸川区立第四葛西小学校教諭重久顕宏講師元都算研会長向山宣義先生

1．題材名「式を立てるときの方法に強くなろう」

2．本時のねらい

・鑑賞を通して、式を立てるときの方法に強くなり、演算決定能力を高める。

3 ．展開

「長さが1.2mで、重さが1.8kgの鉄のぼうがあります。このぼう1mの重さを求める式を書きましょ

う｡」という課題を提示した。演算決定の時に自分の課題はどれか明確にした。①何算か迷う②何算

か分かっても、何を何でかけるか、何を何でわるかなど迷う③数直線を書く時に迷う④数直を書い

た後に、式を立てるのに迷うの四つに分けて、それぞれの課題を鑑賞し合った。また、各つまずきに対

して有効なアドバイスをもとめる、学び合う授業を行った。数直線の書き方、数直線から式を立てる方

法など演算決定に関する知識や技能を高める授業を行った。

4．指導と講評

・国立教育政策研究所の調査では、「1kgの重さは何kgですか」とたずねておき、この問題を解くとき

に適切な式を選ぶ形式で出題されている。

・協議の中で指摘されたとおり、数量の関係を読みとらせてから、数直線を指導するとよかった。

・言葉の式は、扱う対象によって言葉が変わる。そのため、数量関係を一貫してとらえるには、数直線

が欠かせないことが分かる。

第6分科会第3学年「四角形を調べよう」

授業者小金井市立緑小学校教諭本 多紀之講師元都算研会長松山武士先生

1．題材名「四角形を調べよう」

2．本時のねらい

・操作活動を通して、正方形、長方形、直角三角形などの構成要素をとらえ、それらの概念を理解する．

3．展開

「ある国の王様は、2人の王子に自分の土地を分け与えようと思っています。その土地の形は正方形で

す。どんな分け方があるでしょうか｡」という課題を提示し､「ちょうど半分になる分け方を考えてみよう」

と呼びかけた。ぴったり重なる2つの形を見付けたり、定規を使って斜めの線を引いて、同じ大きさの

直角二等辺三角形を2つ作ったりしたなどの考えが出された。直角三角形や正方形に親しみをもたせ、

分割していくことで平面の広がりに気づかせようとした。

4．指 導と 講評

・できた形が本当に正方形・長方形、直角三角形なのか検証する必要がある。3年生のこの段階で図形

を見せ、「どんな形？」と問いかけると、直感で「長方形」と答える。直感で認知したものを、検証

活動を通して根拠を明らかにすることが論理的な考え方を育てる上では大切である。

・新学習指導要領でも、表現する力は重視している。図形は表現力を高めるのにとてもいい。

例「下の赤を上に上げる｡」→「下の長方形を上に移動させる｡」

このように、こどもたちの発言を算数用語を使って言い換えてあげながら、自分の考えをみんなに分

かるように表現できるように育てていくことが大切である。既習を使って、正確に表現する力を育て

ていきたい。
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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、18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53地区278707名と、去年度より3,655名の減少でしたが、実施地区が2地区増加し、各小学校の

関心の強さを感じます。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。

また、当方の手違いにより、調査にご協力下さっている青梅市、小金井市を報告書冊子巻末の一覧表に掲

載いたしませんでした。関係各校及びご尽力下さった先生方に対し、紙面をお借りしてお詫び申し上げます。

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。

・計算技能の定着度は比較的よい。

・演算決定力に難が見られ、相変わらず改善されていない。

・乗法や除法における筆算のしくみの理解が十分でない。

．円の求積のアイディアの理解が不十分である。

・身近な物の面積を概算によって求め、活用する経‘験が不足している。

・式を読んで求積の仕方を理解することが苦手である。

・量の比較の場面などで、ゆっくりと筋道をたてて考えることが苦手である。

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。

・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。

・求積のアイディアを追体験したり、式と対比して理解を確かなものにする。

・量感を養うのみではなく、簡単な計算によって「大体これぐらいの量」と言えるように、公式の活

用の場を増やす。

・自分の考えを、○○だからこうなる、△△だからこのように言えるはずだというように、筋道を立

てて順序よく説明できるよう指導を繰り返す。

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。

算数的活動を通した思考力・表現力の育成

研究委員会

算数科のねらいは、算数的活動を通して知識･技能の定着を図り、数学的な考え方を育成するとともに、

それらを進んで活用する態度を育てることにあります。しかし、中央教育審議会教育課程部会によると、

今日的な算数教育の課題として「事柄や場面を数学的に解釈すること、数学的な見方や考え方を生かして

問題を解決すること、自分の考えを数学的に表現すること」また、「算数的活動については、数量や図形に

ついての作業的活動や体,験的活動などを取り入れる授業が学校現場において次第に増えてきているが、よ

り多くの実践例を工夫したり、活動のねらいをより明確にしたりすることが必要であること」などが指摘

されています。

そこで、本委員会では今年度より、上記の研究主題を設定し、具体的な授業実践に基づいた研究活動を

進めてきました。算数科における思考力や表現力については、下記のように捉え、児童が主体的に取り組

む算数的活動を生かした指導法を追求しています。なお、思考力と表現力は、表裏一体の関係にあると捉
えています。

【数学的な思考力】①既習事項を活用し、課題を解決できる力

②自分の考えや方法の根拠を明らかにし、筋道立てて考える力

③自分の考えを友だちの考えと関連付けたり、統合したりする力

【数学的な表現力】①言葉や数、式、図、表、グラフなど、多様な表現方法が使える力

②多様な表現方法を用いて、自分の考えを整理したり、分かりやすく説明したりする力
③数学的なアイデアをもとに、自分の考えを表現できる力

－6－
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子どもの思考過程が見える授業

授業研究委員会

第1回授業研究平成19年9月21日（金）

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野康子先生

1．単元名第4学年「図に表して考えよう」

2．本時のねらい

根拠をもとに筋道を立てて説明したり、自分の考えと比較しながら友だちの考えを聞いて思考を深め
たりすることができる。

3．展開

二量の差に着目して解決する問題（和差算）を提示。自力解決後の検討では、自分の解決方法を順序

よく話したり、式と図を合わせて説明したりして考えを比べていく中で、図で表すよさに気付き、問題
を多面的にとらえていく。

4．協議と講評

・子どもたちは、難しいものに取り組んだという達成感があった。「考えたくなる」魅力ある良い課題

であった。

・検討場面がよく計画されていて、それぞれのアイデアの関わりを考えさせるように、子どもたちの言

葉をうまく引き出していた。表現方法の比較に時間が取られたが、それぞれの考え方の比較検討がで

きた。今後は、自力解決場面での思考に役立つ表現力についても追求したい。一

第2回授業研究平成19年10月20日（月）発表会にて（前述）

第3回授業研究平成19年11月10日（月）

授業者立川市立柏小学校教諭常本 知恵子講師元都算研会長楠本善之助先生

1．単元名4年「どのように変わるかな」

2．本時のねらい

伴って変わる二つの数量の関係に着目し、表や式などに表して、その変化や対応のきまりを見付け、

問題を解決する。

3．展開

一辺1cmの正方形をピラミッド状に並べていくときに、段数と正方形の関係について図や表を使っ

て、変化や対応のきまりを見付け、問題解決し、図や表を用いた解決方法を検討していく。

4． 協 議 と 講評

・関数の考えでは「依存関係」を子ども自身に見付けさせることが大切である。

・自力解決が終わり、時間がある児童には、分かりやすい説明の準備をする習'慣を身に付けさせておく。

・自分の考えを分かりやすく伝えることが算数の表現力育成という面で重要になる。図や表、数や式に

置き換えて表現（表記）し、それを基に分かりやすく言葉で説明できることが算数における大切な表

現力である。'、

第4回授業研究平成19年12月17日（月）

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 向 山 宣 義 先 生

1．単元名5年「比べ方をかんがえよ う」

2．本時のねらい

問題の構造をとらえ、割合を求めた後、比べる量を導く2段階思考ができるようにする。自分の考え

を、数直線やその他必要な図等を用いて表現することができる。

3．展開

2段階思考で比べる量を求める問題として、定価の20％引きの値段の求め方を考える。数直線や線分

図、言葉の式などに表して問題を解決し、検討の場面を充実させることにより、誤答や疑問に対して全

体で修正したり教えあったりしていく。その過程で、図や数直線、表のよさに気付かせる。

4．協議と講評

・自力解決時にあえて完全解決をねらわず、検討場面を充実させ、児童同士が正しい答えを見出してい

く今日のような授業展開もよいが、それには十分な教材研究が必要である。

．「見積もりと比べて答えがおかしい」という発言を流れの突破11にして展開する形なので、もっと児

童の言葉で表現させられたらよかった。

・数直線と線分図のちがいについては、次に105%の値段などを考えさせると、数直線の方が一般化し

やすいことが児童に分かる。
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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、数学的な思考力・

表現力を育て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11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

討するといった特徴をもっていますので、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

毎年行っております。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。
〆 □

多摩地区委員会授業研究・講演会は大盛況でした

多摩地区委員会

多摩地区委員会では、12月3日に西多摩郡公立小学校教育研究会算数部と共催で瑞穂町立瑞穂第三小学

校で5年「考える力を伸ばそう」「きまりを見つけて」の授業研究・講演会を実施いたしました。当日は匿

田敬一会長、深見員一副会長、小林正敏元副会長、中村光義元副会長以下、都算研常任理事が5人も参加

され、稀にみる都算研多摩委員会授業研究・講演会となりました。

当日は「6点打ちのシートを作って、三角形のでき方を調べる」授業でしたc外側が三角形で中に3点、

外側が四角形で中に2点、外側が五角形で中に1点、外側が六角形の場合、と点を打って真剣に考えていま

した。既習では5点打ち三角形が何個できるか学習しています。外側が三角形でなかに2点の点の取り方で

は三角形が5個、外側が四角形で中に1点の点の取り方では三角形が4個、五角形の点の取り方では三角形

が3個、できることが分かっています。その経‘験を生かし、子どもたち色々な場合の三角形の数を真剣に

考えていました。

西多摩郡の先生方をはじめとして多摩地区の各市町村から50人を越える参観者があり、研究協議会も活

発な意見交換ができ盛り上がりました。元都算研会長の楠本善之助先生からご講評とご講演をいただきま

した。（詳しくは平成19年度紀要を参照）

へ

第90回全国算数・数学教育研究（福島）大会

第57回東北地区算数・数学教育研究（福島）大会 開催ご案内
日本数学教育学会第90回総会

I.研究主題算数・数学の力をはぐくむ教育の創造

2．日程講習会平成20年8月1．2．3日

大 会 8 月 4 ． 5．6日

3．会場郡山市民文化センター・郡山市明健小学校．明健中学校

１
１

第63回関東都県算数･数学教育研究群馬(前橋)大会開催ご案内
1.大会主題子どもたちの学びあいを大切にする算数・数学教育を目指して

2． 日 程平成20年8月19日

3会場群,馬大学荒牧キャンパス
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