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東京都算数教育研究会

瓦 報
活動の見直しを

平成21年－7

第116号

会長山崎憲

平成21年度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。

都算研規約第2条には、「この会は算数教育の推進ならびに会員相互の研

讃を図るとともに、東京都算数教育振興に関し、貢献することを目的とす

る｡」とあります。これが都算研の意志であります。昭和26年、都算研は

理事長山内俊次先生を中心に発足し、昭和46年、第8代高森敏夫先生の時

から会長制になったのだそうです。そして前会長の第44代会長荒木正志先

生の昨年度まで、都算研の目的が、連綿と受け継がれ、研究実績が積み上

げられて参りました。先輩の方々が築かれた伝統ある都算研の研究の実績

をけがさぬよう、微力ではありますが、精一杯努めさせていただく覚'悟で

す。皆様方のお力をお借りしながら、進めて参りたいと思っております。どうぞ宜しくお願いいた

します。

さて、今年度はこれまでの実績を踏まえ、次の3つの視点で活動したい考えです。

(1)研究テーマ「数学的な思考力、表現力の育成」を受け止め、研究を推進します。

①各部、各委員会で研究テーマの具現化を図り、各区市町村の算数部の活動に対し十分な情報提

供を行います。特に、研究テーマ「数学的な思考力、表現力の育成」と「数学的な考え方」の

関係を明確にし、移行措置期間の指導内容・方法をはじめ、新学習指導要領に即した研究を推

進します。

②各部、各委員会の活動を活性化すべく、部同士の連絡、委員会同士の十分な連携を図ります。

特に、既存の各部について「研究組織」としての構造を明確にし、研究部、調査部、多摩部、

編集部の関連を図ります。

(2)都算研の組織、事業を通して人材育成を図ります。

①都算研研究員制度に対して常任理事会一丸となって指導に当たり、夏季1日研修会などを企画

し広い視点から研究内容を見直し、質の高い研究内容を求めていきます。

②各委員会を構成する委員の人材育成に努め、都算研研究員経験者の各委員会での活用と育成、

及び各委員会委員の構成を見直し、その活'性化を図ります。

(3)都算研の組織運営について見直し、各区市町村研究部の活動の一助となるよう改善に努めます。

①ホームページの改善・充実に努め、よりよい情報提供を推進します。最新‘情報のアップロード

により情報発信、資料提供など、「役立つホームページ」を目指します。

②各支出経費の見直しを図り、予算節約に努めます。そのため、印刷費、通信費を見直し、印刷

物の重複を改めます。そのため、実態調査の集計結果報告などで若干ご不便をおかけするかも

知れませんが、ご賢察願います。

3点について述べさせて頂きました。これらの活動をこの1年間でできるだけ推進し、東京都の

算数教育の充実に寄与したい考えです。どうぞ各区市町村研究部の皆様方と先輩諸氏のご指導．ご

助言をいただけますようお願いいたします。
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退任にあたって

前会長荒木正志

昨年3月に新しい学習指導要領が告示され、今年度から移行措置による指導が始まりました。

東京都算数教育研究会では、新しい学習指導要領実施に向けて、一昨年から研究主題を「数学的

な思考力・表現力を育てる指導の在り方」として、各部・委員会の活動を主題として研究を進めて

参りました。さらに来年度の指導要領実施に向けて、各部・委員会は、主題に取り上げました「思

考力・表現力」の育成や、内容項目としてあげられた「算数的活動」の工夫の研究をさらに積み上

げていく必要があります。

昨年度の各地区の研究をながめますと、「思考力・表現力を育てる」という主題が多く見受けら

れます。今年度も都算研として、各地区との連携を図るとともに、主題に即した研究の情報を発信

していくものと思っております。

また、教育界の若返りが進む中で、都算研の研究員制度も定着して参りました。各区市部の学校

から推薦された意欲溢れる研究員の研究も充実してきた感があります。今年度の研究員は、応募の

半分の16名に絞らせていただき、スタートいたしました。これから先、研究員を修了した先生方に

都算研の各委員会で活躍していってもらいたいと願っております。

平成20年度の事業を推進し、成果を上げる事ができたのは、各地区の算数教育研究会の皆様、各

教育委員会の皆様そして温かく支えてくださいました本会の諸先輩の皆様のご理解とご協力のおか

げと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

子どもたちが、算数の学習を通して意欲的に学び、思考力・表現力など確かな学力を身に付ける

算数教育の実践の充実・発展されますよう祈念し、退会の挨拶とさせていただきます。

〔平成21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

研究部長野田不二夫

平成19年11月中央教育審議会より「教育課程部会における審議のまとめ」が出され、算数科の

改善の基本方針として「数学的な思考力・表現力は、合理的、論理的に考えを進めるとともに、互

いの知的なコミュニケーションを図るために重要な役割を果たすものである｡」が示されました。

また、新学習指導要領の算数科の目標も「算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・

基本的な知識及び技能を身に付け、日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え、表現する

能力を育てるとともに、算数的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に

活用しようとする態度を育てる｡」と改正されました。

本研究会では、「数学的な思考力」と「数学的な表現力」は表裏一体のものであるととらえ、昨

年度と同様に本年度も研究主題を「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
取り組んでいきます。

「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。

以上の考えに立ち、各区市等の研究会と連携を図りながら、各区市等及び各学校の算数指導の充
実に資するように努めてまいります。
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【平成21年度都算研総会】

平成21年度東京都算数教育研究会総会が、去る5月22日（金）東村山市立萩山小学校にて、ご来

賓として、東村山市教育委員会森純教育長をはじめ、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20年度の事業報告・決算報告承認後、会長には東村山市立萩山小学校山崎憲

校長が選任され、平成21年度新役員、事業計画及び予算案が決定しました。新会長山崎憲先生

の挨拶の後、山梨大学教授中村享史先生の「数学的な思考力・表現力を育てる指導のあり方」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、

中村享史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。

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
(研究委員会副委賑）

庶務副部長
(研究委員会副委員長）

庶務副部長
(誌憩劉灘坂）

会計部長

会計副部長

会計副部長

平成21年度東京都算数教育研究会役員

氏名

山 崎憲

子安茂

長尾選

木村洋子

清水道弘

林香代子

寺田貞夫

堀越和子

鈴木みどり

実川栄一

渡辺秀貴

菅野宏隆

篠原敬子

麿政尚文

福島幸子

稲垣光浩

所属校

東村山市立萩山小学校

江戸川区立小岩小学校

葛飾区立綾南小学校

小金井市立前原小学校

港区立白金小学校

世田谷区立松沢小学校

足立区ウ千寿桜小学校

江戸川反す

西小松川小学校

狛江市立和泉小学校

江東区立東川小学校

昭島市立壬川小学校

中央区立佃島小学校

あきる野市立
多西小学校

大田灰京山王小学校

八王子市立
弐分方小学校

北ぽず

滝野川第一小学校

役職名

会計監査

会計監査

研究部長

授業研究
委貝長

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
代表

多摩委員長
副代表

多摩委員長

多摩委員長
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氏名

渡遥克元

前野哲夫

野田不二夫

羽中田彩記子

池田恭一

山本英一

塚田俊雄

喜多輝顕

釣船雅子

杉原栄子

上野和彦

茂呂美恵子

小林なほみ

世古潤

平原保

田頭裕

所属校

世田谷区立城山小学校

台東区立平成小学校

八王子市立長池小学校

荒川区立汐入小学校

小金井市立
小金井第三小学校

北区立八幡小学校

世田谷灰京

千歳台小学校

目黒区立碑小学校

墨田区立隅田小学校

世田谷区立北沢小学校

新宿区立花園小学校

大田区立西六郷小学校

武蔵村山市立
第二小学校

八王子市立棚田小学校

府中市立
府中第三小学校

小平市立

小平第五小学校



【総会記念講演】 平成21年5月22日（金）於東村山市立萩山小学校

｢数学的思考力・表現力を育てる指導のあり方」

講師山梨大学教育人間科学部教授中村享史

1数学的な思考力・表現力

思考力と表現力は、表裏一体の関係にある。算数・数学においては、判断力は、思考力の中に

含まれる。中教審の答申では、思考力・判断力・表現力等の育成について6点書かれている。そ

の中でとくに重要なのは、「互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させること」

と考える。ここに思考・表現あるいは、思考・判断の指導方法に対する見方がでてきている。一

人一人が個別に学習しているのでは、思考力や表現力は育たない。相手に何かを伝えたい、相手

にどういえば伝わるのかを考えることは、自分の表現力を高めることになるし、一方で自分がど

のように考えていつたかの筋道を分かりやすくまとめていくことにもなる。

日常生活の中のさまざまな場面で数による表現が出てくる。特に一番多いのは、割合である。

そこで、きちんと判断し、正しいか正しくないか理由がいえる子を育てたい。算数の中では、思

考力・判断力・表現力を育むと同時に基礎的・基本的な知識・技能の習得が必要である。これは

車の両輪である。これを活用する力で結んでいくことが必要である。表現されている内容をどう

的確に判断できるかは、基礎的・基本的な知識・技能が必要ということになる。

2算数的活動について

新しい学習指導要領で大事にしてほしいことは、算数的活動を通してということである。文頭

に書かれているのはその意味である。算数的活動と思考・表現のかかわりでは、中教審の中で

①自分の考えを数学的に表現したり、解釈したりする活動

②自分の考えを判断し、評価し改善する活動とある。

思考、表現と直接関わってきて、私が一番関心を持っているのは、計算の意味や計算の仕方を、

言葉、数、式、図、数直線を用いて考え、説明する活動である。特に数直線の研究は以前から行

われているが、なかなか定着しない。算数を専門にする先生たちは、数直線を使おうとするがそ

うでない先生は、難しいとして使おうとしないのが現状である。数直線は、数のイメージや数の

大小関係が分かる。子どもたちにとって、分かりやすく、先生にとって、教えやすい。算数を専

門にしていない先生にも、広めていくことが大事である。数直線には、立式の根拠、計算の仕方、

見積もり、乗除法を統合的にとらえるなど教育的価値がある。

3数学的表現と書く活動

算数においてはさまざまな表現形式がある。操作表現、図表現、数式表現、言語表現である。

私は、言語表現としては書く活動は大事だと考えている。

書くことの意味は二つあると考える。
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・自己との対話

自分の考えを客観化して、考えを見直し、深めること（自己評価）

・他者の意識

他者の考えを取り入れたり、他者の意見によって自分の考えを見直したりすること

（相互啓発）

である。担任時代には子どもにマイノートを作らせた。マイノートの記述の内容は、以下のよう

である。

・問題を明確に書く。

・自分の考えを言葉、数、式、図などを用いて記述する。

・他者の考えを解釈し、自分の意見を加えて記述する。

・学習感想を継続的に記述し、自己評価に用いる。

ここで「学習感想」の役割であるが、子どもにとっては、自己の考えを振り返る（自己評価)、

自分と他者の考えの異同を知る役割があり、教師にとっては、授業理解の様相を知ったり、思考

力の評価をしたりすることができる。「学習感想」の段階は、以下のようになる。

．第一段階：授業についての具体的な記述はなく、自分の気持ちを書く。

・第二段階：授業の内容について書く。

・第三段階：自分の考えだけでなく、他人の考えについてどのように思ったかを書く。

・第四段階：自分の考えを見直す。

考える子どもの学習観は、

．覚えることは少なく、作り出す。

・根拠は何かを探る。

・前提と結論を明確にする。

．いつでも使えるか検討する。

．よりよいものを追求する。である。

－ ′
〆

《
‐ 思考力を伸ばす教師の役割

･「問うべき問い」を問うことである。先生が質問することは、子どもたちに問い方を見せて

いることになる。問題解決者としての姿を見せることが大事である。根拠、整合性、共通性、

相違性などを問うことである。

･表現することの良さを味わわせる。

･子どもの考えを価値づける。注意することと同じくらい、いいものはいいと伝えることが大

事である。間違えたことにだって価値づけることができる。教師という仕事は、未来をつく

る仕事である。10年、20年、30年先をつくる仕事である。20年後30年後、自分自身のアイ

デンティティーをもって生きる子どもをつくるために算数の授業がある。じっくり考える自

制（分からないことを分かるようになる努力）や自分の考えを発表する勇気、間違えを見直

す知的正直さ、みんなで学習することの意味を知ることを通して、未来を託せる子供たちを

つくる算数教育を進めてほしい。

（文責目黒区立碑小学校喜多輝顕）
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[平成21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」
I総会・講演会

平成21年5月22日（金）会場東村山市立萩山小学校

演題「数学的思考力・表現力を育てる指導の在り方」

講師山梨大学教授中村享史先生

Ⅱ研究部

l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。

2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)日時平成21年10月26日（月）午後1時45分～

（2）会場江戸川区立小岩小学校

（3）公開授業と研究協議

①第一分科会授業研究委員会より提案授業

②第二分科会研究委員会より提案授業

③第三分科会資料委員会より提案授業

④第四分科会公募による授業

⑤第五分科会公募による授業

⑥第六分科会公募による授業

(4)研究発表

①平成20年度実態調査の結果と考察（実態調査委員会）

②実態調査結果を踏まえた「数と計算･量と測定」領域の指導についての研究（資料委員会）

③「算数的活動を通した思考力・表現力の育成」（研究委員会）

④指導・講評前都算研会長荒木正志先生

3研究委員会

都算研の研究主題をふまえ、次の事業を行う。

1「算数的活動を通した思考力・表現力の育成」についての研究を行う。

(2)都算研研究発表会に提案授業と研究発表を行う。

（3）日数教・関プロ（千葉）大会において、「数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方一算

数的活動の充実を通して－」についての研究発表を行う。

（4）教員の授業力の向上を目指し、都算研研究員による研究を行う。

Ⅲ編集部

l会報委員会

(1)会報第116号(A4-8頁）平成21年7月発行

（2）会報第117号(A4-8頁）平成22年2月発行

2紀要委員会

研究紀要第45集(A版）の編集・発行平成22年3月発行

Ⅳ 調 査 部

l実態調査委員会

(1)平成20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・報告書の作成
（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

（3）日数教・関プロ（千葉）大会で「数と計算・図形」領域の実態を発表

（4）資料委員会との合同委員会の開催(10月下旬予定）

・平成20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
・平成21年度調査問題についての意見交換

（5）平成21年度実態調査問題「数と計算・図形」領域の作成・調査依頼
2資料委員会

CI「数と計算・量と測定」領域の指導資料作成
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(2)都算研研究発表会にて「数と計算・量と測定」の授業

(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

（4）日数教・関プロ（千葉）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（実
態調査委員会と関連づけ同一分科会にて発表予定）

V多摩地区委員会

・多摩地区における都算研活動の普及と各地区の算数研究の活性化を目指す。

・研究授業・講演会を2回実施(1回は都算研研究発表会時）

2回目平成21年11月11日（木）府中市で実施予定

Ⅵ各区市等部長会

平成21年11月13日（金）会場新宿区立花園小学校15時開催予定

○講演会同時開催

Ⅶ都算研ホームページ更新（ホームページアドレスが新しくなりました）
新アドレスh廿p://tosanken.main.ip/htdocs/

●各区市の本年度の研究計画

★千代田区……研究テーマ「算数のたのしさを知る子どもの育成」

本区では、サブテーマを「数学的な考えを育てる指導法の工夫」として、本時で育てたい数学的

な考えは何かを明確にして授業を提案するようにしている。子ども自身が数学的な考えを使って、

新しい算数をつくり上げる過程を大切にしながら、算数のたのしさが実感できるように指導法を工
夫している。指導案は、夏季集中研修日を利用して、検討している。教材の見方や考え方を適切に

とらえ、その価値を明らかにしながら授業のねらいを設定し、研究主題に迫る授業が提案できるよ
うに心がけている。

4月組織編成、年間計画9月提案授業（授業者：夏坂哲志先生）
6月指導法研修会［講師：笠井健一先生]10月研究授業(富士見小)[講師:杉山吉茂先生］

7月研究授業（番町小)[講師：松山武士先生］12月研究授業（昌平小）［講師:杉山吉茂先生］

8月指導案検討模擬授業[講師:杉山吉茂先生］1月研究授業（番町小）［講師:杉山吉茂先生］

★豊島区……研究テーマ「数学的な考え方を育てる指導の工夫」

本区では、副主題を「既習事項を活用する力の育成」とし、指導内容の系統性と関連性を明らか

にして、児童が既習事項を活用し、問題の解決にあたることができるよう、指導の工夫をしている。

年間3本の研究授業に向け、低学年、高学年、少人数・TTの三分科会での事前検討会を設定し、

授業研究を中心に活動している。また、都算研実態調査を基に、児童のつまずきとその手だてにつ

いて考察した「実態調査ニュース」を発行している。

4，5月組織作り・研究主題について6月年間計画・指導案検討会

7月研究授業「3年あまりのあるわり算」（仰高小）［講師笠井健一先生］

8月講演会［講師笠井健一先生］実態調査考察・「実態調査ニュース」の発行

9-10月指導案検討会

11月研究授業「6年体積」（清和小)[講師杉山吉茂先生］

12月研究授業「5年面積」（巣鴨小)[講師中村光一先生］

1月研究集録作成2月研 究 の ま と め 3 月 次 年 度 計 画

★日野市……研究テーマ「数学的な思考力･表現力を育てる指導の工夫～根拠がいえるひのっ子～」

本市の算数部は、17校51名の会員で構成され、授業研究を通して研究を深めている。

新学習指導要領では、全ての教科において思考とコミュニケーションの基礎となる言語力の育成が

求められている。本年度は、自分の考えを筋道立てて説明したり、根拠を明らかにして説明したり、

ことばや図、式など様々な方法を使ってわかりやすく説明する活動を重視すると共に、互いの考え

を交流し、高め合う場面を充実させるための教師の指導の在り方、指導方法を追及する。

4月組織作り研究授業計画 6月模範授業と講演[講師麿田敬一先生］

7．8月夏季指導案検討会9月研究授業(八小)[講師柳瀬修先生］

10月研究授業(潤徳小)[講師橋本忠明先生]11月研究授業(二小)[講師蒔苗直道先生］

12月研究授業(七小)[講師片桐重男先生］1月研究授業（平山小）［講師未定］

2月日野 市 小 教 研 研 究 発表会3月本年度のまとめ
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第91回全国算数・数学教育研究（京都）大

日本数学教育学会第91回総会

研究主題生きる力をはぐくむ算数・数学教育

会

1

2日程平成21年8月1日(土)～8月5日（水）

(1)講習会8月1日（土）～3日（月）会場京都教育大学

（2）大会8月4日（火）～5日（水）

（3）開会式8月4日（火）9：30～12:00会場国立京都国際会館

①分科会・ポスターセッション

8月4日（火)14:00～17:00会場国立京都国際会館

②部会講演・部会総会

8月4日（火)13:30～16:00会場京都市立洛央小学校ほか

③シンポジウム・総会・閉会式

8月5日（水）9：30～12:30会場京都市立西京高等学校ほか

－第64回関東都県算数・数学教育研究千葉大会

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

日程平成21年11月17日（火)9:00～16:30

会場財団法人海外職業訓練 協 会 ほ か

記念講演講師文部科学省教科調査官永田潤一郎先生

『可
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平成21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21年10月26日（月)13:45～（受付開始13:15)

会場江戸川区立小岩小学校 江戸川区東小岩3-20-10

電話03－3657－1078FAX03-3658-1538

交通JR総武線小岩駅徒歩15分京成電車江戸川駅徒歩10分

公開授業と分科会13：45～15:20

第一分科会授業研究委員会第四分科会く公募＞墨田区算数研究部

第二分科会研究委員会第五 分 科 会 く 公 募 ＞ 荒 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＞武蔵村山市算数研究部

全体会15:30～16:30

1開会のことば

(2)会長あいさつ

(3)研究発表

① 「平成20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」領域の指導についての研究」資料委員会

③「算数的活動を通した思考力・表現力の育成」研究委員会

(4) 指導 ・講 評前 東京都算数教育研究会会長荒木正志先生

(5)閉会のことば

１
２
３
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会報委員会

|I編集部長 塚田俊雄（世田谷・千歳台）

会報委員長喜多輝顕（目黒・碑）

委員深谷千恵（目黒・‘烏森）

副委員長河崎晃二（目黒・大岡山）

委 貝 吉 川 啓 子 （ 目 黒 ・ 烏 森 ）
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