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都算研の研究活動を各学校の中に広めよう

副会長長尾選

舞溌蕊擁

日頃から都算研の諸事業にご理解とご協力をいただきありがとうござい

ます。都算研の事業は、研究部（授業研究委員会、研究発表委員会、研究

委員会)、調査部（実態調査委員会、資料委員会)、編集部（会報委員会、

紀要委員会)、多摩地区委員会に分かれております。この中で研究委員会は、

都教委が実施していた「研究員」及び「東京の教育21研究委員会」が廃止

されたため、算数科の研究の灯を消さないようにするために、都算研が独

自に立ち上げたものです。毎年2月頃都内全小学校に公募で教職経験5年

目以上の枠で研究員を集め、年間10回以上都算研研究部の校長、都算研理

事及び理事OBの指導の下研究を進め、2月に研究提案授業と協議会、さら

しています。確かな算数の指導力をもった若手教員を育成しています。まに独自の研究紀要を発行しています。確かな算数の指導力をもった若手教員を育成しています。ま

た将来の都算研の担い手になって欲しいとも考えています。

さて、去る平成21年10月26日には、江戸川区立小岩小学校を会場に、都算研の「平成21年度

研究発表会」を開催致しました。当日は、大雨にもかかわらず、江戸川区教育委員会教育長をはじ

め大勢のご来賓、顧問客員の皆様、300人を超す会員の皆様の参加を頂きました。提案授業として、

都算研の授業研究、研究、資料の各委員会に加え、墨田区、荒川区、武蔵村山市の算数研究部から

の精力的な算数授業が公開されました。授業後の各分科会でも活発な意見交換がなされました。そ

れに続く体育館での全体発表では実態調査委員会、資料委員会、研究委員会が、実態調査の結果の

考察、実態調査の考察に基づいた授業改善のあり方、算数的活動を通した数学的な思考力・表現力

を育てる指導のあり方について発表を行いました。当日参加できた都算研の会員の皆様は、是非そ

の内容を自校及び所属する算数研究部でレジメを配布するか研究発表会の内容を報告し伝えて欲し

いと思います。

児童一人一人が、自分の力で課題から問題を発見し、見通しをもって考えて解決し、算数を作り

上げていく力が身につく授業展開は非常に高度なものだと思います。ハウツーもので簡単に様々な

場面の指導に対応できるものでもありません。児童の考え方として地道に積み上げていくことで初

めてできるものです。1年から6年までの計画的な積み上げが出来てこそ、初めて児童一人一人に

つけていくことができるものです。一人二人の有能な算数の指導者だけでは達成はできません。学

校あげてといいましょうか、学校が組織として力を発揮していくことが必要なのです。そのために

も、都算研の会員一人一人が、核となって自校の都算研の会員でない先生方に都算研の研究の内容

や授業の作り方を確実に伝えることが強く求められています。学校中のすべての先生方が確かな算
数指導の目的と指導観や方法を身につけて指導に当たった時、すばらしい大輪の算数の花が咲くこ
とになるでしょう。学習指導要領で、内容が現行のものより増えるというものは、戦後で2回目で

す。現行の中学校や高等学校から内容が降りてくるということでは、少なくとも指導法については
ゼロから児童の発達段階に合わせて考えなければなりません。本年は、新学習指導要領の移行措置

指導の1年目でした。来年度は2年目を迎えます。様々な新しい内容があることを考えますと、都

算研会員の算数科のプロ教師としての実力が試される年になるのではないでしょうか。
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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学習活動について、新算研全国大会(品川)含め4回の授業を通して提案しま

した。問題解決の過程における子どもの思考を的確によみ取り、数学的な価値付けによって子どもの

思考を深める指導を進めると共に、互いの考えをよみ取り表現し合う活動を効果的なものへと導く手

だての工夫によって、子どもの思考力・表現力を高めたいと考えています。

・研究委員会昨年度に引き続き、「算数的活動」の事例集を作ることを目的に活動してきました。数学的

な思考力・表現力を育てる上で、「算数的活動」が重要であるとの認識に立ち、昨年度のビジュアル化

した形式で作成しています。近年増えている若い教員にもわかるよう工夫をしました。

今後、作成した事例集をホームページに掲載し、活用できるようにしたいと考えています。11月17

日の日数教関プロ千葉大会において、研究発表しました。

・発表委員会10月26日、江戸川区立小岩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

と墨田区、荒川区、武蔵村山市の各算数研究部による公募授業を行いました。6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山崎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、前会長の荒木正志先生より、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116号、2月に117号を発行。広報活動に努めています。

・紀要委員会21年度「算数教育研究紀要」第45号の編集を行い、平成22年5月都算研総会の際に配布予

定です。総会に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20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

計と考察を8月末までにまとめ、その内容について10月26日（月）江戸川区立小岩小学校での都算研

研究発表会において発表いたしました。『平成20年度学力実態調査の集計と考察』の資料は、各区市

等の部長に配付いたしました。また、平成19年度の「数と計算」「図形」領域の『学力実態調査の集計

と考察』については、11月17日（火）の関プロ千葉大会で発表いたしました。

今年度の「量と測定」「図形」領域についての調査問題と集計用紙については、検討が終わり印刷の

準備を進めているところです。例年どおり、年度末に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20年度実施の学力実態調査の集計と考察」をもとに、「第1

学年長さの意味理解を深めさせるための指導の工夫」という主題で、「どちらがながい」の提案授業

を行いました。その後の全体会報告では、19年度の実態調査の結果から、主に2年生の乗法の導入に

おける意味理解に焦点を当てた指導の改善について、研究発表を行いました。現在は、20年度の実態
調査結果を受けた指導の改善についてまとめた指導資料（22年度配布予定）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、府中市公立小学校教育研究会算数部と共催で、講師に聖徳大学附属小学校長（元都算研会長）の

松山武士先生をお招きし、府中市立府中第三小学校にて黒川和彦教諭による4年生の小数のかけ算（小

数×整数）の授業研究を行いました。もう一つは武蔵村山市の市教研算数部と共催の中で、都算研研

究発表会にて第六分科会の授業研究を進めてきました（別頁参照)。この二つの事業を通して各市の先
生方との交流も図れ、活性化できたと考えます。
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【都算研・研究発表会】

平成21年10月26日（月） 於・江戸川区立小岩小学校授業公開と研究発表

第1分科会第6学年「場合の数を考えよう」

授業者都算研授業研究委員会板橋区立三園小学校主幹教諭岩崎直美
講 師元 都算研会長匿田敬一先生

1．題材名「場合の数を考えよう」

2．本時のねらい

いくつかのうちから2つを取って組み合わせるとき起こりうる場合を、落ちや重なりがないように
順序よく図や表、式に表し、整理して考えることができる。

3．展開の概要

ドリンクバーでスペシヤルミックスジユースを作るという設定で、「カルピス、オレンジジュース、メ

ロンソーダ、コーラの中から、選ぶ選び方は全部で何通りあるか調べよう」という問題。既習事項をも

とに、図や表、樹形図、式等自分の思考過程を表現できる方法で考えを進める。検討場面では、誤答を

教師から提示することによって、重なりがあることに気づかせ、前時の課題であった順列との違いを考

えることができるようにした。そして、図や樹形図、式などの解決の方法を発表し、それらの友だちの

考えを聞いてそれぞれの表現方法のよさを見つけ、自分の考えを深めさせていった。

4．指導・講評

。「場合の数」という新学習指導要領に対応した提案であった。落ちや重なりというのは、どういうこと

に注目すればよかったのか、より一層の説明が必要である。本時では、重なりがあることへの議論は

あったが、落ちがないかという議論が欠けていた。

・本時の問題では、「ジュースなので、先でもあとでも混ぜてしまうので同じ」という判断をさせたが、

同じ量ずつかき混ぜないといけないので、同じと言ってしまっていいだろうか。児童に考える力をつ

けていくためには、素材の選び方も大事である。

．「主な図による表現の系統表」は、教科書の列挙だけでなく、授業の中でどういうときに使われるのか

を、今後さらに検討していって欲しい。そして、一覧表として整理しておくと、より役立つ提案になっ

ていくと,思う。

一
Ｉ
Ｌ

第2分科会第3学年「ぼうグラフと表」

授業者都算研研究委員会委員江戸川区立江戸川小学校教諭平山秀人

講師元都算研会長、東京福祉大学教授菅野俊子先生

1．題材名「ぼうグラフと表」

2．本時のねらい

落ちや重なりがないように、資料を整理する方法を考える。

3．展開の概要

何度か読み上げられるクラスの遊びに関するアンケートの結果を、落ちや重なりがないように整理す

るための方法を考え、説明する。いろいろな考え方で、一番よいと思う方法で整理する機会を設け、そ

れぞれのよさを感じさせる。

4．指導・講評

・図やイラスト、吹き出しが使われ、どんな活動をするのか誰が見てもすぐに分かるように工夫された

指導案の形式である。指導のポイントも書かれており活動事例として使い易いものができている。

・数を数えるには①動かせるものを数える。②印刷物などの動かせないものを数える。③すぐに分から

なくなってしまうもの(音．走り去る車など)を数えるという段階がある。今回の授業は③に当たるが、

単元の始めの時間としては高度だったのではないか。

・整理の仕方の工夫を聞いたときに、真っ先に「正の字」と答えた児童が、実際に数えた際に数を間違
えてしまったため、まとめで、よいと思った方法を教師が聞いたときに「正の字」に手を挙げなかった。

手元で確認できる資料があればよかった。

.落ちや重なりがないということが目標であったことから考えてみても児童が手元で対象となる資料を

操作し、確認できるものの方がよかった。読み上げで資料を提示するのであれば、2年生の段階で③
のような学習活動に取り組んでいたか、レデイネスをチェックする必要あった。

・指導者が、2年生は、分類整理したことを表を用いて表したり、簡単なグラフに表したりするだけだ
が、3年生では、目的に応じて観点を決め、分類整理して表やグラフを用いて表すことが目標となっ
ていることを意識しておくことが必要。何のために資料を整理するのかをはっきりさせることが大切

である。実生活と関連させると、児童の意欲も高められる。

戸
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第3分科会第1学年「どちらがながい」
授業者世田谷区立船橋小学校教諭近藤牧子

講師元都算研会長青柳借行先生

1．題材名「どちらがながい」

2．本時のねらい

任意単位1つ分の長さを明らかにして、ものの長さを数で表す。
3．展開の概要

うさぎが跳んだ「長さ」をかえるに手紙に書いて伝えるという場面設定を行い、児童は前時に使用し
た「鉛筆」「消しゴム」「ブロック」などを用いて長さを測り取り、用紙に「○○のいくつぶん」と、任
意単位を用いて数値化し、言葉で長さを書き表すことができた。本時は、任意単位と普遍単位をつなぐ
共通単位（ブロック）の必要‘性に気付く段階として有効であった。

4。指導・講評

・前時の学習の何が生きて、本時にどうつながっているのかが重要である。

本時は、共通でブロックという単位を見つけたというのがステップアップした点だと思う。
本時のねらいは、何のいくつ分ということを、物を使って数値で表すところである。算数は簡潔で明
瞭でなければならない。

・導入はよかった。しかし、課題が示されたのは15分後である。｢前の時間には何をやったかな？」と言っ
て、もっと速く課題を提示すべきであった。また、もっと早めに共通単位に着目させ、「みんなが持っ

ている同じものは何？」として展開すべきであった。前の時間との違いを明確にして課題化すること

で、授業の課題が焦点化していく。

．「同じ物を使う」という押さえでは、測定の感覚がいい加減になってしまう。消しゴムは個々でそれ

ぞれの大きさが異なる。しかし、ブロックでも置き方によって長さが異なる。ブロックの長い方を使っ

てとか、同じ物のどこを使ってということをしっかり押さえていくべきである。

1年生にとっては、もっと活動させることが大切である。3,4時間目をつなげて活動する展開でもいい。

・児童にとって漠然とした「長さ」について、身近なものの量を活動を通しながら、子どもとのやりと

りの中で、誰でもわかりやすいように数値化し明確にしていくこと、単位をそろえることのよさや量

感覚などを育てていくことが大切である。

へ

第4分科会第5学年「きまりを見付けて～表にして考える」

授業者墨田区立東吾嬬小学校教諭水野秀紀

講 師 元 都 算研会長向山宣義先生

1．題材名「きまりを見付けて～表にして考える」

2．本時のねらい

・変化する2つの数量を表に表すことを通して、数量関係や規則性を見つける能力を高める。

3．展開の概要
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検討場面では、実物の操作や図を使って説明する方法と、表や式を使って説明する方法を関連づけ、
それらが同じことを表現しているのだと気付かせていった。

4．指導・講評

・式で解いた児童の考えをもっと見直すと他の考え方につながり、一般化につながったので、順奇数ず
つ増えていることに着目できるとよかった。

・問題提示については図のどこまでを見せるのかが難しい。上から見た図については、なくてもよかっ
たのではないか。

・表をどうやって完成させたかが大切である。子どもたちは表からきまりを見つけていたのではなく、
表を作るときに「考え方」がすでに子どもたちの中にあったので、そのときにどうして気がついたか
を明らかにしたプロセスを大切にした指導をしていけるとよい。

・関数的考え方とは、類推がはたらき、「ずっとこういくはずだろう。」という視点から、帰納的考えに
移行し、式を通して一般化していくものである。表を自分で作る作業も関数的考え方の一つが働いて
いることになる。
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第5分科会第4学年「変わり方調べ」

授業者荒川区立第五峡田小学校教諭田口博章

講師 元都算研会長松山武士先生

1．題材名「変わり方調べ」

2．本時のねらい

．伴って変わる2つの数量について、それらの関係を表や式に表して、2つの数量の関係を調べたり、
きまりを見つけたりする能力を高める。

3．展開の概要

紙テープの両はじをそろえて1回折って、2つに切ると、紙テープは何本に分かれるか考える。次に

紙テープの両はじをそろえて2回、3回と折って、2つに切ると、紙テープは何本に分かれるか予想を
立てた後、教師が実際にやって見せる。最後に紙テープの両はじをそろえて5回折って、2つに切ると、

紙テープは何本に分かれるか考える。実際にやってみたり、折った数と分かれた数の表をつくって考え
たりする。表を見て発見したきまりを発表する。

4．指導・講評

・今回のきまりを見つける上でのターニングポイントは「4回目」だった。表にしていくと、4回折っ

たときの数の変わり方が2通り出てくるはず。3回折って切るところまでは、子どもたちが安心して

取り組んでいたが、4回折るところをとばして、5回折るところで考えさせたのが難しかった。

・新学習指導要領では、5年生で比例を、6年生で比例と反比例を教えることになる。伴って変わる2
量をとらえるという学習はこれから学んでいくことになる。

・表の作成がなかなかできなかったことが、教師側の意図した「きまりをみつける」という部分に至ら
なかった原因であるだろう。

一
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第6分科会第2学年「ひきざんのひつ算問題を考えよう」

授業者武蔵村山市立第八小学校教諭平井希波

講師元都算研会長麿部光威先生

1．題材名「ひきざんのひつ算問題を考えよう」

2．本時のねらい

・2桁のひき算の筆算を通して、そこに潜む数の共通性を見つけさせていく中で帰納的な考え方や類推

的な考え方を経験させる。

3．展開の概要

「ある国のクイズ好きの王様が、問題に答えられたものにはご褒美をあげるというおふれを出しまし

た。それは、l～9のカードの中から2枚を選んで答えが18になる引き算をつくろうというものです。

ただし、2とぴのカードを選んで、二桁の大きな数をつくる。それを引かれる数にして計算すること｡」

と条件を付けた課題である。まず、答えが18になる計算を進めさせ、その中で減数と被減数の一の位

と十の位が入れ替わっていることに気付かせる。そして、同じようなことが言えるのか調べたいという

気持ちをふくらませながら3とぴや4とびの計算を進めていく。そうした一連の計算を押さえていく中

で、そこに見られる新たなきまりの発見へと思考を高めてきた。

4．指導・講評

・子供たちを教え、伸ばしていくためには4つの「あい」を大事にしたい。

。愛（教育愛）･合い（磨き合い、助け合いI(自ら考え、正しく判断し表現する）

eye(教材の本質、児童の実態を見極め、的確な対応力を持つ）

・本時の指導は都算研のテーマ「数学的な思考力・表現力を育てる指導」のうちの思考力に重点を置い

た指導であった。

低学年の児童に対して、教員が演じたり児童のイメージをふくらませたりする活動は学習意欲を高め

る。ここではまず｢ひっくり返しの計算｣､「2とび｣等の表現について子どもの共通理解を図る。そして、

①逆にした数を引くと答えが同じになる不思議だね。（本当に？いつでもいえるきまりかな？）

②他の数（とび）の場合でも答えが同じになるか調べてみましょう。

と展開していくのはどうであろうか。

大事なことは授業でどこまでをねらい、どんな既習がされているか。児童の実態はどういう状況か。

それらを整理して当該学年でどう取り組むかであろう。

・教材づくりに意欲的に取り組んでいて、すばらしい。積み重ねてほしい。

今
司
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算数的活動を通して、数学的な思考力・表現力の育成を

実態調査委員会

本年度は､20年度末に実施された「数と計算｣｢量と測定｣領域の学力実態調査の集計と考察を行いました。

集計児童数は、54地区327,919人であり、昨年度より22.716人の増加でした。御協力に深く感謝いたします。

さて、20年度の調査結果の分析・考察を通して、全体として特徴的なことでは、○計算の意味（演算決

定）○筆算形式の意味理解○量感○求積についての多様な考え方（式から求積の仕方を説明できる）

についての正答率が極めて低いということです。そして、その傾向は改善されることなく、数年間続いて

いるということです。

例えば、第6学年の異分母分数の加減の計算、分数の乗除の計算の正答率は、概ね80%を超えているの

ですが、基準量を求める分数の除法の立式の正答率は45％であり、分数の乗法の立式の正答率は64％です。

計算の意味の正答率の低さは、低学年においても顕著です。第1学年の加減の計算の正答率は、どの問題

でも95％以上ですが、求差の場面の立式の正答率は74％でした。また、第2学年の被乗数と乗数の順番を

逆にした文章題でのかけ算の立式の正答率は、53％でした。

そこで、形式的な計算ができるようにするだけでなく、学年の発達段階に応じて、具体的な操作、テー

プ図や線分図、とりわけ数直線をもとに演算の意味を理解し、その意味に基づいて演算決定でき、その根

拠を説明できる力及び計算の意味に基づいて計算方法を考える力を身に付けさせていくことが大切です。

そして、今回改訂された学習指導要領において、各学年の指導内容として規定された「算数的活動」を

一層重視することにより、授業改善が図られ、上記に述べた算数指導上の問題点が克服され、数学的な思

考力・表現力をさらに伸ばすことができると思います。

数学的な思考力･表現力を育てる指導のあり方～算数的活動を通して～

研究委員会

本委員会では、育成したい思考力・表現力を以下のようにとらえました。

＜育成したい思考力＞

・類似の場面から推測するという類推的な考え

・いくつかの具体例を調べて共通’性を見つけるという帰納的な考え

・ある前提をもとにして説明していくという演鐸的な考え

く育成したい表現力＞

・根拠・事実・方法を説明する力

・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、対比や関連づけを行いながら説明する力

以上のことを念頭に、ビジュアル化した「算数的活動」の事例集を、以下の3つに分類しました。

・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

「算数的活動」は、従来から行われてきている活動であり、これを機会に、あらためて活動の在り方を

示すことでよりよい活動が行われるよう、事例集を活用してほしいと思います。

－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回研究授業平成21年7月1日（水）

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山武士先生
1．単元名第2学年「かんたんな分数」

2．本時のねらい・折り紙などを半分、4半分にする操作を通して、等分の意味を知る。

・いろいろなものを等分する活動を通して、1/2^1/4の大きさを知る。
3．展開

1/2や1/4など簡単な分数を取り上げて、その意味を学習した後の発展的な課題。8枚の長方形のカー
ドでしきつめられる正方形の公園の中に花だんをつくる問題場面である。正方形の1/2の大きさになる
広さにカードをしきつめる方法を考えさせた。いろいろな形に並べたものを比べて「どのように考えて
並べたか」「本当に1/2の広さになっているか」を説明し合うことが主な活動である。具体的にカードを
並べ替えたり、8は4と4で分けられるので4枚分で1/2という考えが出された。

4．協議と講評

・分数を理解する上で基盤となる素地的な学習活動。3年生での量分数とのつながりを検討したい。
・数の多様な見方やグルーピングして数をとらえることが本時の学習を支える知識である。

・論理的に説明できる子供と感覚的に考える子供が見られる。どちらも大切にできるように操作活動を
通して思考を深められるようにすることが重要である。

第2回研究授業平成21年10月17日（土）

授業者練馬区立田柄第三小学校主幹教諭磯崎信浩講師筑波大学付属小学校教諭細水保宏先生
1．単元名第2学年「新しい計算を考えよう～かけ算(1)～」
2．本時のねらい

・既習のかけ算九九を基に、分配法則を活用して未習のかけ算九九を構成することができる。
・九九の構成について、半具体物やアレイ図等を使って、表現したり根拠を説明したりすることができ

る。

3．展開

九九の2の段から5の段が終わった段階で、既習事項を活用して未習のかけ算九九を構成していく学習
に取り組んだ。8個刺しのだんごモデル6本を使って、だんどの総数を求める計算方法を、l串8個を3個と
5個に分ける操作等で既習のかけ算九九になおして、アレイ図と式で自分の考えを表したり説明したりした。

4．協議と講評

．かけ算の学習では、①場面を捉え演算を決定する力②結果を求める過程の理解③計算のきまりを
活用する力④数に対する感覚を育てしくみを理解する力を育成することが大切である。

・アレイ図を、「解くときに使うための図」として使うのか「説明するときの図」として使うのか、指導
者自身がはっきりと意識することが大切である。

・自力解決で解決しきれない児童は、検討場面の学び合いで解決に至るように検討場面を構成する。
第3回研究授業平成21年10月26日（月）発表会にて（前述）

第4回研究授業平成21年12月9日（水）

授業者調布市立第一小学校教諭水野竜介講師元都算研会長松野康子先生
1．単元名第5学年「四角形と三角形の面積」
2．本時のねらい

・台形の面積を求める式からその意味を理解し、求め方を考え、言葉や図を使って説明することができる。
・台形の面積を求める式を比較検討し、数量の関係を一般化して表した公式のよさに気付くことができる。

3．展開

台形の求積公式を作り出していく授業。前時に台形の面積の求め方を考え、本時は発表・検討場面か
ら指導を進めた。4つの式を提示し、式からその考えをよみとらせた。その後、それぞれの式を検討し、
図と関連づけて数量の関係が明確に表されている式の検討から公式を導いた。

4．協議と講評

・面積の求め方を考える時、図形での具体的な操作を記号・数値・用語を正しく使って図で表現させる。
そして、式表現へとつなげていく流れを繰り返すことで表現力が高まる。

、4年生の面積の学習から求積公式とは面積を測る唯一の道具だということを指導し、面積の求め方を考
えるのではなく、求積公式を作るという目標を第一にもって活動させることが大切である。

・一つの図形を公式化するのは2時間扱いがよい。1時間目で既習事項を活用して面積の求め方を考
え、求め方を図で表現する。2時間目は操作→図→式の活動を振り返り、説明を考えてまとめ、求積
公式をつくり出し適用させていく。この活動の繰り返しで、思考力・表現力が身に付いていく。
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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。今年度は、実態調査委員会との合同委員会を立ち上げ、これ

まで以上に相互の連携を強化し、都算研の研究主題「数学的な思考力・表現力を育てる指導の在り方」に

迫るための研究を追究してまいりました。

本委員会は、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まいりました。この研究は、

全ての学校で実際の指導に生かすことのできる具体的な提案となっており、毎年、都算研の研究紀要に研

究の成果を掲載しています。皆様からご意見をいただき、更なる向上を目指してまいりたいと思います。

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活用していただき、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まいります。

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、11月11日、府中市立小中学校教育研究会算数部と共催して、府中市立府中第三

小学校で第4学年「小数のかけ算とわり算」の授業研究・講演会を実施しました。

当日の講師として、元都算研会長であり現在は聖徳大学大学院教授・聖徳大学附属小学校長の松山武士

先生を招き、また木村洋子副会長をはじめ都算研常任理事、都算研OBの先生方、府中市立小中学校教育

研究会算数部員、併せて40名を超える参加をいただき、充実した研究会を進めることができました。

府中市立小中学校教育研究会算数部は、研究主題「算数における表現力を育てる指導の工夫」を掲げ、

これまで研究を推進しており、これは都算研の研究主題とも直結するテーマでもあり、当日は両主題を掲

げての提案となりました。本授業では、育てたい表現力を「0.1のいくつ分という考えを図や式を使って説

明する」「小数の乗法・除法における筆算の仕方を説明する」として掲げ、授業づくりを進めてきました。

授業後の協議会では、日頃から充実したノート指導が行われており児童の表現力の育成が図られている

ことや、集団検討における児童の発表のつなげ方等、テーマに迫る指導であったこと等、活発な意見交換

がなされ、講師の先生からも、小数の乗除における計算指導3過程や乗法の意味について、また乗法モデ

ルの定着の必要性についてのご指導があり、盛会のうちに終える事ができました。（詳しくは、平成21年

度紀要を参照）

蕊：圭屋農垂琴蕊異羅鯛慧開催ご案内
日本数 学 教 育 学 会 第 9 2 回総会

1.研究主題豊かな発想をはぐくむ算数・数学教育

2．日程講習会平成22年7月30．31日・8月l日

大 会 8 月 2 ．3．4日

3会場朱 鷺 メ ッ セ ・ 新 潟 大 学 教育学部附属新潟小．中学校その他

第65回関東都県算数・数学教育研究埼玉大会

l、大会主題新学習指導要領を活かした算数・数学学習の提案

2．日程平成22年8月1!日（水）

3．会場大宮ソニックシテイ大 ホ ー ル そ の 他

開催ご案内

◆計報第13代会長溝田六郎先生が御逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします｡◆
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