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都算研の活動
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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、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．表現力を育成するための指導内容や活動を年間4回の提案授業を通して提案していま

す。問題解決の過程における子供の思考を的確に読み取り、数学的な価値付けによって子供の思考を

深める指導を進めると共に、互いの考えを読み取り表現し合う活動を効果的なものへと導く手だてを

工夫することで、子供の思考力・表現力を高めていきたいと考えています。

、研究委員会本委員会は昨年度から引き続いて算数的活動に焦点を当て、「算数的活動の充実を通して」

をテーマに、数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方を研究しています。具体的には学習指導

要領の算数科の内容項目に位置づけられた「算数的活動」について、全学年の指導に関する啓発資料

を作成しています。

算数を専門に研究されていない先生方でも、また経験の浅い先生方でも活用しやすい資料にしたい

と考え、ビジュアル化してイメージ化が容易にできるよう工夫しました。

・発表委員会10月21日、東村山市立萩山小学校を会場に都算研研究発表会を開催し、250名を超える参

加者があり、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、資料委員会の提案授業

と港区、大田区、狛江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行われました。その後の全体会では荒木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、前会長の麿田敬一先生より、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114号、2月に115号を発行。広報活動に努めています。

・紀要委員会平成20年度「算数教育研究紀要」第44号の編集を行い、平成21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19年度末に「数と計算」「図形」領域の学力調査を行いました。その集計結果と

考察を9月末までにまとめ、10月24日（金）東村山市立萩山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、8月関プロ群馬・前橋大会

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、検討が終わり印刷の準備

を進めています。例年通り、年度末には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19年度実施の学力実態調査の集計と考察」をもとに、『第2学

年かけ算の「1つ分の大きさを表す数」を理解させるための指導の工夫』という主題で､｢かけ算(1)」

の提案授業を行いました。その全体会報告では、18年度の実態調査の結果から、4年生の除法の筆算

の仕組みを理解させる指導について、研究発表を行いました。現在は、平成21年度配布予定の指導資
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を目指して、八王子市小教研算数部と共催で、多摩の授業

研究を実施しました。講師に、元都算研会長の柳瀬修先生をお招きし、八王子市の別所小学校で1年

「繰り下がりのあるひき算」の授業研究・講演会を行いました。授業者は中村真紀絵教諭です。14-5

のような計算の仕方を具体物や図や言葉で自由に考えさせ、自分の考えを相手にわかりやすく伝える

ことを指導の重点としました。低学年なりの表現力の高まりが見られました。
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【都算研・研究発表会】
平成20年11)月21日（金）於・東村山市立萩山小学校授業公開と研究発表

第1分科会第3学年「図に表して考えよう」

授業者武蔵村山市立第一小学校教諭林崇講師元都算研会長菅野俊子先生

1．題材名「図に表して考えよう」

2．本時のねらい

・数量の関係を図に表すことのよさが分かり、重なる部分に着目して問題を解決することができる。

3．展開の概要

「10cmのセロハンが5まいある。2cmずつ重ねてつないだ時の全体の長さを求める。考え方を説明しなさ

い｡」という問題。図に表し、2cm・6cm・8cmの長さごとにまとめて考える。全体から、重なり部分を引い

て考える。8cmを基に考える。それぞれの考えで似ているところを考える。図を使っている、かけ算を使っ

ているなどまとめ、適用問題を解かせ、最後にまとめをした。

4指導・講評

。「主な図による表現の系統」を基に、授業の中でどのように使われるのかを更に検討していって欲しい。問

題開発については、「考えることが楽しい」と児童が感じられるような授業になるよう、今回のように教科

書を更に発展させる工夫は良い提案である。ただし、児童がやや難しそうだが挑戦したいと思ったり、で

きた時に達成感が味わえたりするような授業にしていきたい。

・図にかいて考えるよさとはいったい何だろうか。たとえ3年生であっても、図にかくのは考えるはじめの

手がかりにし、最終的には式で表現できるようになって欲しい。授業研究委員会で提案している6つの表

現方法は、比重が異なると考える。式で表すことの方がより高度になる。

・図に表すよさを感じられるだけの授業でなく、式の意味を考える授業にもするために、「どのように考え、

どう解決していけば良いのか」を共通理解できるような授業展開にしたい。そのためには、式を先に提示

しどう考えたのかを説明する際に図を利用させる、適用問題におけるワークシートには図をかく欄は作ら

ない等、それぞれの場面での更なる工夫が必要である。思考力・表現力を育てる、算数的活動を重視する

ということであっても、決してまどろっこしい授業をする必要はない。やはり合理的なものを求める姿勢

を児童には育てていきたい。

第2分科会第1学年「3つの数のたしざん・ひきざん」

授業者都算研研究委員会委員豊島区立南池袋小学校教諭田村美絵

同千代田区立昌平 小 学 校 教 諭 清 水 智 子

講師元都算 研 会 長 青 柳 借 行 先 生

1．題材名「3つの数のたしざん・ひきざん」

2．本時のねらい

3つの数をたしたり、ひいたりする計算の意味を理解し、計算ができる。

3．展開の概要

「8＋2－4」の問題をつくる。各自ワークシートに問題をつくり書く。作った問題文にかえって（＋2）

と（－4）でよいわけを言葉で説明する。ブロックを操作しながら説明する。友達同士で作った問題を話し

たり、聞いたりする。

4．指導・講評

・3口の計算は、これから学習する繰り上がり（○と△で10､10と■で十何)．繰り下がり(10から○ひいて△、

△と■で何）のために学習する。3口の計算については、①a+b+cca-b-c(3)a-b+c

④a十b－cがある。④については扱っていない教科書会社もある。ただし、この式表示の理解には抵

抗を感じる児童もいる。

．誤った考え方を提示し、検討していくことはよいが、理解の遅れている児童には、より混乱させてしまう

恐れがあるため、十分に考慮する必要がある。

・操作活動のような算数的活動を、低学年ではとくに多く取り入れていくべきである。その意味で今回はブ

ロック操作の時間が少なかったように思われる。もっと席の隣同士で見合う活動を行ったり、一斉に操作

を行ったりしてもよかった。

、ワークシートでの色分けについては、これを演算決定に用いるのはよくない。また、1年生の学習では「は

じめに」「次に」などのキーワードを大事にするべきである。

、子どもは問題作りの学習経験が少なかったようだ。1年生は、教師の意図していることに結び付かない問

題を作ることも考えられるため、慣れるまでは場面を限定して作らせるとよい。

・意味のある活動、意義のある活動、価値のある活動とは何かを、さらに研究していってほしい。
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第3分科会第2学年「かけ算（1）」

授業者板橋区立成増小学校教諭高沢智子講師元都算研会長向山宣義先生

1．題材名「かけ算(1)」

2．本時のねらい

乗法の意|床について理解し、それを用いることができる。

3．展開の概要

ばらばらにいる全体数24人の子どもたちを2列に並びかえて数えることを課題に進める。

「1列○人口列」という言葉での表現の仕方につなげる。1列といくつ分がどれにあたるか確認しながら

児童の表したブロックで発表させた。

4指導・講評

・本時の学習内容は、かけ算の学習のまとめに扱ったら生きたかもしれない。

・算数の基本は、既習事項を活かして進めていく。学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を育て

ることが大切である。1年生では、ものの数を同じ数のまとまりで数える。新学習指導要領解説では、以

下のように例示されている。現行との違いは整理して表すという点である。

○○ ○○○○○○

2＋2十2十2
F巳

1年生でこうした学習をしていることを踏まえて、授業を考えなければならない。

｢1列に8人で3列」という言い表し方は言いにくい。「何のいくつ分」という言葉で進めていったらどうか。

式に表す上でどう指導していったらよいかを考えるべきである。

文章題について、文章から読み取るという活動を行っているか？文章から数量関係を読み取るようにすべ

きである。

第4分科会第6学年トピック教材「面積を比べよう」

授業者港区立青山小学校主幹山本雅志講師元都算研会長松山武士先生

1．題材名トピック教材「面積を比べよう」

2．本時のねらい

・結果を予想し、確かめる活動に進んで取り組み、既習事項を活用して面積を求めることができる。

・表と図を関連付けながら、面積の変化を関数的に考えることができる。

3．展開の概要

可
４

Ｐ
Ｌ 参

戸可

’1cmずら

司

青い部分と白い部分の面積を比べよう。4つの頂点を1cmずらしたときの青い部分と白い部分の面積を比

べよう。2cm、3cmとずらしていくとどうなるか考えた。4cm，5cmについても話し合いながら確認し表に

表し、きまりを見付け発表した。最後に上を折り込み確認した。

4．指導・講評

・発展的教材は色々な学校で開発されている。今の学習指導要領が学力低下を催す危険'性があると言うこと

で研究が盛んになっている。来年から移行が始まり新しい指導要領は内容的に豊かになる。中学校から降

りてくるので、どこまで発展教材をやっていけるかは今後の課題である。指導要領の基礎・基本を確実に

習得させることが来年以降の大事な学校教育の課題である。

・今日の教材は、子供たちの知的好奇心を高める教材である。数学的思考を高める観点で今日の教材は位置

づけられる。授業者のねらいは、子供たちが既習事項を活用して発展的に問題を難なく解くだけでは知的

好奇心がわかないので、既習をそのまま活用してもうまくいかないという場面をあえて作ることにある。

授業の初めの段階で予想を外し、中間の時点でも通常の決まりでは予想が外れるということは授業者のね
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らい通りだったが、子供たちにとってはどうだったのか。

青と白の面積が同じと言う根拠を子供たちは操作的に表したが、本来ならば次に進むために式による根拠

が必要であった。次の段階では操作的な根拠では表せず、子供たちの思考に影響があった。

残りの部分を示した発表をした時に強調しておけば、差が大きくなっていくことは、気付くはずである。

子供が意識するようになれば何がどんな風に増えたのかが分かったのではないか。

今回は変化が通常ではなく、関数的な部分では等差数列、等比数列で考察できる問題が小学校レベルでは

平均的な考察の対象。子供たちは今回、根拠を探すのが苦しかったと言える。

第5分科会第4学年「考えをだしあおう」

授業者大田区立梅田小学校教諭青木昌子講師元都算研会長麿部光威先生

1．題材名「考えをだしあおう」

2．本時のねらい

・2量の差に着目し、多様な考え方を表したり、友だちにもわかりやすく説明したりすることを通して、問

題を解決する。

3．展開の概要

「けんじくんはカードを52枚持っています。弟は38枚持っています。けんじくんが弟にカードを何枚あげ

れば、2人のカードの枚数は同じになりますか。また、答えの求め方をわかりやすく説明しましょう。」とい

う問題。求めるものは何か、わかっていることは何かを答えさせる。解決のための方法を思い出させる。自

力解決をする。数直線図、線分図、式、言葉の説明などどこに着目してどう処理したかを説明させる。第2

間を説く。

4．指導・講評

．よい授業のための4つの「あい｣。①愛、②合い、③I(主体的)、④目(eye)(教材を見極める目）
・既習事項が子どもに定着しているかなど、実態に合った指導の大切さ。教師は既習を生かして問題を解く

ことを支援する。今回、線分図に重点を置こうとしたのは教師側の意図であり、子どもの実態に合ってい

るかは疑問。線分図にすると分かりやすいという実感を子どもにもたせる。

第6分科会第5学年「和泉委員長に挑戦！」

授業者狛江市立和泉小学校教諭山下綾香講師元都算研会長中野洋二郎先生

1．題材名「和泉委員長に挑戦！」

2本時のねらい

．与えられた情報を整理したり選択したりして、筋道を立てて考え、示された判断が正しい理由を、式と言

葉を使って数学的に表現することが出来る。

3．展開の概要

「飼育小屋に新しいケージを2つ置きます。3つのケージから2つ選びますが､和泉委員長が「3つケージ

の中からどれとどれを選んでおいても、ドアを開け閉めするとケージに当たってしまう」といいました。委

員長がいったことが正しいわけを、式と言葉を使って説明しましょう。」という問題。棚十ケージ2つ分十ド

ア>300、ケージ2つ分>120，300-(棚十ケージ2つ分)<75など見通しを持たせる。考えたことを式と

言葉を使って数学的に表現させる。どの説明の仕方でも委員長のいっていることが正しいことを確認する。

最後に学習感想を書く。

4指導・講評

○PISA型学力へ向けた大事な提案であった。

<PISA型学力に必要な力＞として以下のことが必要になる。

1.問題場面を絵、図、表などから読み取る力

2．日本語力、言語能力

3．問題から必要な‘情報を取捨選択する力

4．自分の考えを表現する力

○本授業について、

PISA型の課題について授業をするには、日常の子どもたちの様子、経験などを把握しておく必

要がある。

、問題場面の把握をするとき、長さがどの部分を表しているかは、子どもから出す~ようにする。

・問題を基にして、図を描くことも子どもがやるようにする必要がある。

．考えを発表する場面では、子どもの表現したことを子どもたち同士で吟味し、よりよい方法を探していく。
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算数的活動を通して、思考力・判断力・表現力を高める指導を
実態調査委員会

本年度は、19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52地区305,203人であり、昨年度より26.496人の増加でした。ご協力に深く感謝いたします。

さて、今年度の調査結果によれば、おおよそ次のような傾向がありました。

◇全学年を通して、特に正答率の低い傾向にある問題

演算決定に関する問題○｢数と計算」領域における

○｢数と計算」領域における領域における数の相対的な見方にi封する問題

図形の弁別に関する問題○｢図形」領域における

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。

○文章から問題場面をイメージし、数量の関係を把握して解決に生かす。

○各学年において、絵やアレイ図、線分図、数直線などの表現をもとに立式をしたり、根拠の説明に

生かしたりする指導を重視する。

○数の相対的な見方を育てるために、お金の両替をしたり、ある数の何倍と見たり、]{)倍、100倍の

数のきまりを見つけ活用できるようにする指導を重視する。

○図形の弁別については見た目の判断とともに、定規やコンパスを使って正確に確かめる活動をさら

に重視する。

上記の問題は、他と比較して正答率が低く、長年の課題となっています。課題の解決は、算数的活動を

通して、思考力・判断力・表現力を高める指導の充実を図ることにより改善できると思います。先生方の

ご尽力で充実した指導を通して、調査結果の向上につながることを願っています。

数学的な恵考力・表現力の育成く算数的な活動の充実＞

研究委員会

算数的活動とは「児童が目的意識をもって主体的に取り組む算数にかかわりのある様々な活動」です。

今回の教育課程改善（算数科）では、算数的活動を一層重視していくために各学年の内容に算数的活動に

ついての記述が位置付けられました。

・具体物を用いて数量や図形についての意味を理解する活動

・知識・技能を実際の場面で活用する活動

・問題解決の方法を考え説明する活動

などが、算数的活動として具体的に示されています。

とりわけ本委員会がテーマとしている「数学的な思考力・表現力の育成」にあたっては、問題解決の授

業において、以下の力を育成の対象にしています。

【数学的な思考力】・類推的な考え・帰納的な考え・演鐸的な考え

【数学的な表現力】・言葉、具体物、数、式、図、表、グラフなどを適切に用いる力

・順序立てて、また、対比や関連付けを行いながら根拠や事実、方法を説

明する力

そしてこれらを育成するための指導の在り方については、本時に関しては、発問、ノート・ワークシー

ト等のかきかた、説明させる内容（発表者）の順序、板書等についてポイントを示すとともに、事前の指

導における配慮事項や、事後の発展的な扱いなどに関するポイントも示しました。
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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回研究授業平成20年9月19日（金）

授業者中央区立佃島小学校教諭川端幸子講師元都算研会長松野康子先生

1．単元名第1学年「くり上がりのあるたし算」

2．本時のねらい

．繰り上がりのある1位数+1位数のたし算のしかたについて、自分の考えを計算ブロックに置き換え

たり、絵や図、式にかいたりして順序よく考えることができる。

・10のまとまりをつくって考えると分かりやすいことに気付く。

3．展開

繰り上がりのあるたし算の導入。問題場面から式を全員で確認した後、「8＋7の計算のしかた」につ

いて、計算ブロックに置き換えたり、絵や図、式にかいたりして自力解決する。発表・検討場面では、

児童が友達の考えを聞いてそれぞれの考え方を比較できるよう、「この考えと似ているところはどこか

な？」等、教師が話し合いの視点を与える工夫をする。

4．協議と講評

・検討場面では、1年生の実態からみて、考えを1つずつ取り上げ確かめていく（同じ、似ている等）

方法はよかった。全員でブロック操作をして考え方を確認したのも有効であった。

・順序よく説明するための表現様式を指導することで、具体的操作から数の操作へと発展する。

・今後の研究で、思考力と表現力をつなげる活動を明確にしていくとよい。

第2回研究授業平成20年10月24日（金）発表会にて（前述）

第3回研究授業平成20年11月5日（水）

授業者文京区 立 誠 之 小 学 校 教 諭 関 口祝子講師元都算研会長中野洋二郎先生

1．単元名第5学年「小数のわり算を考えよう」

2．本時のねらい

・基準量を基にして数量の関係をとらえ、数直線や式等を用いて分かりやすく説明したり、誤答や友だ

ちの考えと自分の考えを比較しながら聞いたりすることができる。

3．展開

基準量を求めてから、問われている数量を求めるという二段階構造の問題を提示。問題構造がとらえ

にくいことや、自分の考えを説明したり数直線と式を関連付けて考えたりする力を伸ばすために自力解

決と比較検討を分け、2単位時間扱いの展開とした。本時は誤答の検討から入った。

4．協議と講評

・誤答を提示して検討することは、自力解決が十分に進んでいない場合には、意義がある。

・比較検討場面で話し合いを活発にするためには、子供が葛藤を起こしたり、発散したりすることがで

きるようにし、教師が引っ張りすぎないよう気を付ける必要がある。

・図や式だけでなく、言語や文による表現も大切にし、論理的思考力を高めて欲しい。

第4回研究授業平成20年11月28日（金）

授業者練馬区立田柄第三小学校教諭磯|暗信浩講師元都算研会長楠本善之助先生

1．単元名第6学年「図に表して考えよう」

2．本時のねらい

・問題文から必要な内容を読み取り、それらを図に表して問題構造をとらえる力を高める。

・図をもとにして、解決方法について筋道を立てて考える力を高める。

3．展開

買い物に関する会話文から必要な内容を読み取り、読み取った内容を分類整理して図に表す。その図

から問題構造をとらえて解決方法を考えていく。検討の中では、図や式を使って自分の考えを分かりや

すく表現したり説明したりする。

4．協議と講評

、自分の考えを図に表す力の育成は、自分自身が図を使って考える、相手に図を使って説明すると言う

点で大切だ。図に表すことのよさが分かると、子供は随時、図を活用するようになる。

、問題文を読む力の育成では、ただ全員で声に出して読む、常に指導者が必要な数量や求めるものに線

を引いて全体で確認するといった形式的な指導のやり過ぎに注意しなければならない。

・本時の問題のように、子供にとって実際の問題場面がうかぶような問題だと学習意欲が高まる。
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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。算数的な思考力・表現力の育成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ももっていますので、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、

全ての学校でそのまま取り入れることのできるものであり、初任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、関プロでの研究発

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。

多摩地区委員会授業研究・講演会は順調に実施されました

多摩地区委員会

多摩地区委員会では、10月31日に、八王子市小教研算数部と共催して八王子市立別所小学校で1年「繰

り下がりのあるひきざん」の授業研究・講演会を実施しました。当日は荒木正志会長、松尾耕作副会長、

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、八王子市小教研算数部顧問校長が3人、

八王子市の教員が13人参加されました。

八王子市教研算数部は、「数学的な考え方を育てる指導」を研究主題とし、副主題として「考えることが

好きになる指導法の工夫」に取り組んでいます。そこで、授業者の中村真紀絵教諭は、1年生なりに数学的

な考え方が期待できる「14-5」のような計算の答えの求め方を問題にしました。

当日の授業では、喜んで自分の考えを発表できるように発表のさせ方を工夫しながら進めました。子供

たちの考えには、M個のブロックから順に5個とるという数え引きの考え方で解決する子が多かったので

すが、1!個のブロックを10個と4個に分けて、10個から5個とって、残りの4個を加える仕方でやってい

る子も何人かいました。どの子も自分なりによく考え、発表していました。

ここでは、子供たちの繰り下がりの考え方の傾向がよく分かり、充実した研究授業となりました。また、

研究協議会でも柳瀬先生から授業の講評と、「数学的な思考力・表現力はどのように関連し合うか」につい

て貴重なご指導をいただきました。（詳しくは平成20年度紀要を参照）

第91回全国算数・数学教育研究（京都）大会
開催ご案内第56回近畿算数・数学教育研究（京都）大会

日本数学教育学会第91回 総会

1.研究主題生きる力をはぐくむ算数・数学教育

2日程 講習会平成21年8月¥-2--i日

大会8月4．5日

3．会場国立京都国際会館・京都市立西京高等学校・京都市立洛央小学校その他

第64回関東都県算数・数学教育研究千葉大会 開催ご案内
1,大会主題活用力・表現力を育てる算数・数学教育をめざして

2．日程平成21年11月17日（火）

3会場海外職業訓|練協会シンポジウムホールその他
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