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算数教育の更なる充実のために

副 会 長 小 林 な ほみ

日頃から都算研の諸事業にご協力ありがとうございます。今年度は，都

算研がスタートして60周年目という節目の年で，例年以上に力を入れて諸

行事に取り組んできています。

去る5月21日（金）に行われました総会におきましても，この間の歩み

を振り返って，第25代会長の柳瀬修先生と第36代会長の匿部光威先生に，

40周年や50周年の頃と算数教育についてお話を頂きこれまで都算研が

教育の動向を捉えつつ算数教育の充実に寄与してきたことを見つめる事が

できました。都算研の研究テーマを見ましても，時代の要請学習指導要

領の変遷の中で幾多の工夫がなされ，昭和58年から「数学的な考え方を伸

ばす指導のあり方」と題して数学的な思考力・表現力に視点を当ててきて

;を求めて，「数学的な思考力・表現力を育てる指導のあり方」へと平成19

至っています。特に今年度は，60周年という節目の機会を捉え，また移行
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おり，以来，学びの充実を求めて，「数学的な思考力・表現力を育てる指導のあり方」へと平成19

年に改正され．今年度に至っています。特に今年度は，60周年という節目の機会を捉え，また移行

期の最終年度であることを踏まえつつ，「思考力」や「表現力」について再吟味を加え，「筋道立て

て論理的に考える指導」や「自分の考えを図や式や表などを用いて表現し伝えあう指導」と，その

あり方を重視し，研究活動に力を注いできているところです。

そうした中で，過日10月21日（金）に，港区立白金小学校において,60周年記念研究発表会が

行われました。当日は270名という多くの先生方の参加を頂き六分科会に分かれての提案授業を

進めることができました。第一分科会は授業研究委員会からの提案で，ここでは子供の思考過程が

見える授業を目指してきました。第二分科会は研究委員会からの提案で，算数的活動に関する領域

の研究の中から思考力・表現力の育成を目指した授業を行いました。第三分科会は，今年度，再編

成された多摩地区委員会の授業研究班からの提案で，資料委員会から出だされた改善資料を基に授

業が進められました。第四，第五，第六分科会は各区市からの公募で，都算研と区市との連携の中

で算数教育の充実を図ろうと進められてきているものです。今年度は，中央区，足立区，小平市の

地区算数研究会からの提案授業でした。全体発表会では，実態調査委員会から各区市に依頼した学

力実態調査の結果の考察を，資料委員会からは，その考察を基に授業改善に向けた指導の提言を

そして研究委員会からは算数的活動を通した思考力・表現力の育成について発表してきました。活

発な研究発表が展開され，多くの先生方と共有の時間がもてた事は成果であったと思います。

いよいよ新学習指導要領の全面実施です。今回の改訂では，「主体的に課題を解決する資質や能

力」が重視され，算数科においても，算数的活動の一層の充実の中で，どう考え，どう表現し考

えを深めていくのか，「思考，判断，表現」を一体的に捉えた学びの重要’性が問われてきています。

過日国立教育研究所から出された学習評価の考え方を見ても，「変化の激しい社会を担う子供た

ち一人一人の資質・能力をより確かにはぐくむよう改善を図ってきた｡」と述べられ，算数科の評

価観点でも．数学的な考え方について，「思考・判断」から「思考，判断，表現」へと改訂されて

きています。

今後も，こうした動向をおさえつつ．都算研としても，数学的な思考力や表現力の育成を機軸に

研究・調査・広報活動の一層の充実を進め，各区市との連携強化を図っていければと考えます。
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【研究発表会I

平成22年10月22日（金）於・港区立白金小学校授業公開と研究発表

第1分科会第4学年「宝物はどこ？」

授業者都算研授業研究委員会日野市立日野第七小学校教諭閏井研司

講師元東京都算数教育研究会会長荒木正志先生

1題材名「宝物はどこ？」

2本時のねらい

・能率的にものの位置を見付けようと，暗号文を整理して考える。

・基準となる点と2方位を用いて，ものの位置を表せることを知る。

3展開の概要

暗号文をもとに宝物を見付けることを知らせる。そして，いくつかの練習を通して，暗号文の見方と

位置の表し方を確認し，さらに暗号文を整理して位置を見付ける方法の見通しを立てる。暗号文をもと

にカギを見付け，カギの位置を確認する。暗号文の中にある方位の数を数え，反対の方位（東と西，北

と南）で多い方から少ない方を引いて，多い方にその分だけ進む。

4指導・講評

今回のように，飛び込みの授業であればなおさら，問題の取り組み方の説明に時間を要するのは仕方

がないことである。児童の思考が深まったかどうかは分からないが，確実に広がってはいたと感じた。

最初は暗号文に示された順番で道をたどっていた児童も，練習問題における友達の意見を聞いて，その

子なりに広がりをもち，考えていたと思う。電子黒板は，今後多くの学校で採用されると思うので，我々

指導者側が使いこなせるよう努力していく必要がある。今回は，そういった意味でも価値ある提案授業

であった。

第2分科会第1学年「たしざん」

授業者都算研研究委員会大田区立洗足池小学校主任教諭秋山亮

講師元東京都算数教育研究会会長青柳借行先生

1題材名「たしざん」

2本 時の ねらい

．答えが同じたし算の式を工夫して見付ける。

・規則性に着目して被加数や加数が11以上の答えが同じたし算を考えたり，発見した式の答えを確かめ

る方法を考えたりする。

3展開の概要

繰り上がりのあるたし算を定着させた後に，「口十□=13」になる式を見付けるという活動を行う。全

体で話し合う場面では，式を見つけるためのアイディアを出し合い，被加数と加数を入れ換える方法，

被加数を1増やしたら加数をl減らす方法などを共有できるようにする。こうすることで，試行錯誤し

て見付けていた子どもに，友達の考えのよさに気付かせ，学習したことを活用しようとする態度を育て

る。また，式を見付けていく過程で順序良くカードを並べると「11+2」や「11+12」などの未習の式を

発見する子どももいる。この発見を活かして，くり上がりのない「1桁十2桁｣，「2桁十1桁」の計算
についても考えさせる。

4指導・講評

本時の内容は，発展である。教科書によっては，「□+=12になる式を考える｡」「答えが14になる

式を考える｡」など同じく発展として扱われている。何を活用しているのか，また，この後，どんなとこ

ろで活用できるのかを明らかにしたい。「活用に視点をあてる」という研究テーマは，他にはないので，

さらにつっこんで研究し，資料提供をしてほしい。
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第3分科会第2学年「どんな計算になるかな」

授業者都算研多摩地区委員会東村山市立萩山小学校教諭相原涼恵

講師元東京都算数教育研究会会長菅野俊子先生

1題材名「どんな計算になるかな」

2本 時 の ね らい

・加法逆減法の問題を，テープ図を基に関係をとらえ，演算を決め，立式する。

・テープ図のかき方，読み方を理解し，数量の関係をとらえ，演算を決める。

3展開の概要

前時の問題「公園でこどもが何人かあそんでいました。そのうちの5人かえったので，のこりは13人

になりました。はじめは何人いましたか｡」本時の問題「公園で子どもが何人かあそんでいました。あと

から5人きたので，ぜんぶで13人になりました。はじめは何人いましたか｡」問題場面を前時と本時で

とらえ，テープ図を基に演算決定し，正しく立式する。

4指導・講評

話題'性のある提案であった。今回の取り組みとして学ぶことは，研究のねらいが非常に明確だったこ

とだ。テープ図の指導を通して，そのよさを理解させるという目的がはっきりしていた。そして，綿密

な計画で子どもたちを導いていったことには学ぶことが大きい。前時と本時は問題場面が似ていて，提

示する数値が同じという問題なので，まとめは，それを比較させることで理解を図ろうとした。やや形

式的になるところはあったが，内容は理解されていた。3つの数量の関係を言葉→数→式表示へと，一

つ一つのステップを踏んでつなげていくことが，子どもに理解させる上では大切である。テープ図は，

丁寧に指導し，繰り返し活用させたい。

第4分科会第5学年「式と計算」

授業者中央区立京橋築地小学校主任教諭武内伸輔

講師元東京都算数教育研究会会長麿田敬一先生

1題材名「式と計算」

2本 時 の ね らい

・問題場面を図や式に表し，2つの数量の関係を○や□を使って一般化した式に表す。

3展開の概要

本時の課題「正方形の花だんがあります。ここに人が立ち入らないように1辺に○本の杭を打ってひ

もを張ります。全部で何本の杭が必要でしょうか｡」で，「l辺に6本の杭を打ったときにどうなるか」

を考える。子どもはまず，そこまでで学習してきた1辺に2本のとき，3本のときのことを振り返りな

がらやり方や答えの見通しをもつ。そして，問題場面を図で考えたことを式に表して確かめたり，式の

意味を図に表したりして考えるなど式と図を行ったり来たりしながら思考を深めていく。さらに，式の

数字は図のどこに当たるかを考えながら，式の意味を理解し，一般化していく。

4指導・講評

本時は，「1辺に○本の場合の杭の本数を求める」という課題を与え，6本ではどうなるか自力解決さ

せた。指導案の予想通りの反応があったが，5×4の式はそのままでは一般化につながらないため，式の

意味をどのように扱うかが大事なポイントとなる。式を一般化するという意図は，○本と示すことで伝

えやすかったが，式の一般化の意味を子どもたちに実感させるためには，思考の流れが不自然である。

さまざまな本数で立式し調べた後，どのような数でも成り立つようにするための式を考えるほうが，自

然な流れである。本単元には，様々な内容が含まれている。学習指導要領をよくみて，数量関係の内容

項目を洗い出して，一つ一つの項目について何を学習するのか理解しておくことが大切である。
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第5分科会第6学年「面積の同じ四角形」

授業者足立区立千寿桜小学校教諭井口紘平

講師元東京都算数教育研究会会長向山宣義先生

1題材名「面積の同じ四角形」

2本時のねらい

・面積を移動させた四角形が元の四角形と同じ面積になる理由を，既習の面積の求め方を基に考える。

3展開の概要

面積が14c㎡になるような四角形を，既習の図形を組み合わせたり，面積を求める公式に数値を当ては

めたりして考える活動を行い，その中で，台形の頂点をいくつか動かしても面積が同じになる方法を考

える。その際，既習の考え方と関連付けながら，言葉，数。式，表などを用いて考え，根拠を明確にし

て説明する力を育てる。また，台形の上底と下底の和が一定になる関係を考えさせることで，比例反比

例の基礎となる数量関係の力を育てる。

4指導・講評

「課題」と「問題」を順に提示したが，理解が不十分で頂点を4つ動かしたり，別々に動かしたりする

子どももいて少し残念だった。三角形の高さが話題になったとき，「近くの人と話し合ってごらん｡」と

時間をとり，みんなで考えられたことはよかった。台形で学習したことを一般四角形にどう生かしてい

けるかを考えて授業してほしい。問題解決学習では，「どうしてそう考えたか｡」「どうやってその考えに

行き着いたか｡」というプロセスが大事。今日の場合，同じ面積ということの証明を行うときは，「答え

が14だから｡」ではなくて，「台形だから求積公式が適用できるから正しい｡」と説明させなくてはなら

ない。算数では，発見して（類推的な考え方)，それが真であることを説明していく（演鐸的な考え方）

活動が大切である。

第6分科会第3学年「くふうして答えをもとめよう」

授業者小平市立花小金井小学校主幹教諭竹内智

講師元東京都算数教育研究会会長松山武士先生

1題材名「くふうして答えをもとめよう」

2本時のねらい

・既習事項から方法を類推し，問題を解決する。

・的確に数を組み合わせて計算したり図を操作したりして，多様な解決法を考える。

3展開の概要

ブロックの総数を求める問題で，「11＋22＋33＋・・・＋99」の計算の仕方を工夫するという内容。

次に示す5つの反応にふれた。①（11＋99）十・・・＋（44＋66）＋55＝110×4+55=495(D(11

＋88）十・・・十（44＋55）＋99＝99×5=495(Dllをひとかたまりと考え,99のかたまりを作り，

99×5=495R11をひとかたまりと考え，図を用いてならし,55×9=495c11をひとかたまりと

考え,noのかたまりを作り,no×4+55=495

4 指導・講評

前時の問題では,(Dl+2+…+9=10×4+5@(0)+l+2+…+9=9×5③図を用い

てならす。（5×9）④倍積変形させる。(10×9÷2)が主な解決法である。本時では前時とのつな

がりをもっと重視してほしかった。例えば，前時で取り上げた方法に名前を付けさせる。そして，本時

の見通しをもたせる段階で「今日はどの方法でやりますか｡」と問い，それぞれ選んだ方法で取り組ませ

てみる等の指導が考えられる。その際，選んだ理由をはっきりさせること，たとえ子どもの解法が不十

分でも大事に扱うことが重要である。今後は「活用する問題解決学習」を開発していってほしい。例え

ば90分で授業を構成し，前半は問題解決学習，後半は生活などに活用する学習とするなどの方法が考え

られる。
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学習内容を的確にとらえ，数学的な考え方の育成を
実態調査委員会

本年度は,21年度末に実施された「量と測定」「図形」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，53地区305,842人でした。御協力に深く感謝いたします。

さて，21年度の調査結果の分析・考察を通して，全体として明らかになった問題点として，○式を読む

指導の充実○図形の概念の理解の指導の充実などが挙げられます。以下に，「量と測定」「図形」の各
領域に分けて，各学年の問題点等を述べます。

|｢量と測定｣領域｜
【第1学年】時刻（9時56分）を正確に読むことができるかをみる問題（正答率72％)。

20年度に第2学年に実施したときの正答率83％より低下しています。長針の読みを間違えた児童が多
かったと考えられます。

【第2学年】簡単な場面について，時間(30分）を求めることができるかをみる問題（正答率59%)。

時間を直線で表したり，時計を操作したりして，時間の経過を視覚的にとらえさせていくことが大切で

あると考えます。

【第3学年】巻き尺の目盛り(4m6cm)を正しく読むことができるかをみる問題（正答率59%)。

毎回正答率が，55％程度と正答率が伸びていない問題です。

【第4学年】式をもとに複合図形の面積の多様な求め方を読み取ることができるかをみる問題（正答率

49％)。前回と変わらない結果でした。式から解決方法を読み取ることが不十分であるということが分

かります。

【第5学年】式から面積の求め方を読み取ることができるかをみる問題（正答率64％）

正答率は，前回よりやや上がったものの十分な結果とは言えません。

【第6学年】式から体積の多様な求め方を読み取ることができるかをみる問題（正答率73％）

正答率は，前回よりやや上がりました。

|｢図形｣領域｜
【第1学年】目的に合わせて平面の形を分解してとらえることができるかを見る問題（正答率78％)。

円と球を両方とも丸いという見方だけであいまいにとらえていることが分かります。

【第2学年】辺の長さや角の大きさに着目して，図形を弁別できるかをみる問題（正答率正方形：77％，

長方形：72％，直角三角形：68％，直角が一つもない形：37％)。第3学年で実施したときも同様に正

答率の低い問題でした。

【第3学年】辺の長さや角の形に着目して図形を弁別できるかをみる問題（正答率50％)。

19年度に第4学年で実施したときよりも5ポイント下がっています。置かれている位置を捨象して図形

を見られるようにすることが大切です。

【第4学年】置かれている位置にかかわらず，平行四辺形や台形を弁別できるかをみる問題（正答率

77％)。第5学年から移行した内容ですが，正答率は少し上回りました。

【第5学年】合同な三角形をかくために必要な条件を見付けることができるかをみる問題（正答率

49％)。正答率は上がっているものの，これは決して十分な理解とは言えません。コンパスや分度器を

適切に用いての作図方法をしっかりと理解させ，活用できるようにすることが大切です。

【第6学年】縮図の活用をみる問題（正答率84%)o11年度実施の正答率とほぼ同じです。

このような実態を考えると，求積方法を図と式と関連付けて説明するなど式の表している事柄を読み

取る活動を積極的に取り入れていくことが大切であると思います。また，いろいろな形や大きさの図形

を様々な位置で提示するなど，大きさ．形，位置を捨象して図形を見られるようすることも重要です。

さらに．三角定規・コンパス・分度器などを活用して，図形を演鐸的に説明できる力を育てていくこと

が必要だと思います。
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算数的活動を通した思考力・表現力の育成

～活用する力に視点をあてて～

研究委員会

本委員会では，これまでに算数的活動の事例集を作成してきました。今年度はそれに「活用する力」と

いう視点を加え，研究を進めました。このことによって，算数的活動の目的や効果が明確になるとともに

｢思考力・表現力の育成」にもつがるのではないかと考えました。

■｢活用する力」について本委員会では，学習指導要領の中でいわれている「活用する態度」を身に付け，

「既習の内容を活用して新しい知識や方法を生み出すことができるようになること」ととらえました。具

体的には，全国学力学習状況調査解説資料に示された「活用」に関する問題作成における4つの観点を

基に，授業を見直しました。

■算数的活動と「活用する力」について算数的活動を通した学習を「活用する力」に視点をあてて見直

すことによって，既習事項をどのように学習に活かしていくかが明らかになると考えました。また，そ

の時間に学習したことが，それ以降の学習にどのように活用されるかが明らかとなり，習得した知識・

技能，数学的な考え方を生きた力として使えるようになると考えました。

■活用の場面について本委員会では「活用の場面」を①算数の学習の中での活用②他教科の学習の中

での活用，③生活の中での活用の3つととらえました。算数の学習で学んだことは，算数の学習だけで

なく他教科や広く生活の中にも活用されることを目指していますが，本研究では，その中でも特に「算

数の学習の中での活用」に絞って研究を進めました。「本単元で活用させたいこと」と「今後活用させた

いこと」を指導案に明示し，「本単元で活用させたい既習」と「本単元で既習として使えるようにさせた

いこと」を明らかにして授業を行いました。

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。昨年度から，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。これら過

去の蓄積・財産を生かしつつ，特に今年度からは全学年を通じた共通の問題点に視点を当て，その改善

を図るための指導の系統‘性に着目した研究を重視してまいりました。

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。
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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22年9月28日（火）

授業者杉並区三谷小学校主任教諭山田尚人講師元都算研会長荒木正志先生
1．単元名第6学年「分数×分数分数÷分数」

2．本時のねらい・分数÷単位分数の計算の意味やしかたについてグループで伝え合うことで，自分
の考えを広げることができる。

3．展開ジグソー学習という学習形態で，分数の除法「2／5÷1/4」の計算の意味や仕方の理解
を深め考えを広げていく。まず前時に児童から出た4つの考え方を基に形成した研究班で，それぞれの
考え方の理解を深め，よりよい説明の仕方を話し合う。次に研究班で理解を深めた考え方を学習班に持
ち帰り，互いに説明し合う。それぞれ異なる考え方を説明し合い，そのよさや似ている点を話し合う中
で「どの考え方も2／5×4をしている」という分数÷単位分数の意味に気付いていく。

4．協議と講評

・ジグソー学習は，場面を捉えて扱うことが大切である。また，形式的にやってみても，意味がなく，
分からないことを分からないと言えるような学級づくり等，普段からの掘り起こしが必要である。

・習熟度の差を考慮すると，全員が4つの考え方の全てを理解するのは難しい。スモールステップで目
標を設定していくことが重要である。

・6年生にとって，演鐸的に考えさせることは大切であるが，今回の場合，公式化する際には，もう少
し帰納的に考えさせていくことが重要である。

第2回研究授業平成22年10月22日（金）発表会にて（前述）

第3回研究授業平成22年11月19日（金）

授 業者中央区立佃島小学校主任教諭川 端 幸 子 講 師 前 都 算 研 会 長 山 崎 憲 先 生
1．単元名第5学年「倍数と約数」

2本時のねらい

・24が公倍数になる2つの整数を考えることを通して，倍数と約数には関係があることを理解する。

3．展開本時は，倍数と約数の学習を一通り終えた後の単元のまとめとして設定。問題1では，6

秒毎と8秒毎に打ち上がる花火マシーンが同時に打ち上がるのは何秒後であるかを，公倍数の考えを用

いて解決した。次に，中心課題になる問題2では，6と8のように，24が公倍数になる2つの数の組み

合わせを考えた。検討場面では，見つけた2つの数の組み合わせや，どのような考え方でその数の組み
合わせを導き出したかを発表・検討し，倍数と約数が密接な関係にあることをおさえた。

4．協議と講評

・児童のノートには思考過程がよく表現されていた。線分図で表現している児童の考えを取り上げるな
ど，視覚的にわかりやすい資料が提示されればもっとよかった。

．この1時間で児童にどんな力が付いたのか，倍数と約数に関係があることがわかったらどんなよいこ

とがあるのか，というねらいが暖昧であった。児童が，学習したことを次に使おうと思えるような授

業にする必要がある。

・児童の全体思考の流れがわかるような板書を工夫する。

第4回研究授業平成22年12月9日（木）

授業者葛飾区立東水元小学校主任教 諭山 先聡 美講 師元 都算 研会 長菅 野俊 子先 生

1． 単元 名第1学年「どちらがひろい」

2．本時のねらい

・直接比較をしにくいものの広さ比べをすることができる。

3．展開教師が師範で陣取りケームをやって見せたのち，2人組で実際に陣取りケームを行い，自分

たちのケームの結果の判断理由を考えた。そして，全員の(11組）の陣取りケームを並べ，「①見ため

でくらべる」方法，「②はんぶんとくらべる」方法，「③マスをかぞえてくらべる」方法に分類した。ま

とめでは，直接比較以外にも比較方法があることを確認し，いつでも使えるという点で任意単位を使っ

た比較方法のよさをおさえた。最後にもう一度陣取りケームを行い，よりよい方法を自分で選択した。

4．協議と講評

・1年生児童は言葉による説明がまだ十分にできないので，教師が寄り添って，掘り下げたり，補って

いくことが必要である。また児童同士が，お互いの考えや表現を補い合う場の設定があった点がよ

かった。

・思考力や表現力を高めるためには，かくことを大切にし,1年時からノート指導をしっかりとしたい。

・どちらがどれだけ広いという差を考えることで，児童が任意単位の必然‘性に気付けるようにしたい。

・新指導要領にある「面積の考えの素地作り」とはどういうものかを更に検討していく必要がある。
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多摩委員会の研究活動について

多摩委員会

多摩委員会では，今年度から組織の機能を以下のように改めました。

1目的

○多摩地区の算数教育の活'性化を図る。

○算数教育のエキスパートを養成し，多摩地区の児童の学力向上に資する。

○都算研多摩地区の後継者を育成する。

2活動概要

都算研研究員等，算数の実践研究に携わってきた教員10名を所属長の承認を得て多摩委員会委員とし

て選び，授業研究班と多摩地区発表班を編成して研究活動を進めました。また，多摩地区公募によって

選ばれた地区の研究発表を支援する等，次の活動を行いました。

へ
〕

、
』

以上，6回の研究授業を公開しましたが，どの活動もたくさんの参加者があり，活発な意見交換や講師の

先生から細かいご指導を受けることができ，充実した研究会を持てることができました。

これには，都算研副会長をはじめ、都算研常任理事,都算研OBの先生方が,毎回ご指導に来て<ださり，

応援いただいたからだと感謝しております。多摩委員会委員を中心に多摩地区の算数教育の活’性化の基

盤が整いましたので，さらに発展するよう取り組んで参ります。

編集部長杉原栄子（世田谷・北沢）会報委員長菅野宏隆（中央・佃島）
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授業研究班

多摩地区

発表班

多摩地区公募

活動内容

･資料委員会から提案された改善資料を基にして授業を組み立てて授業研究。

①7月8日（木）単元名；6学年「文字と式」

授業者；稲城市立稲城第二小学校中里孝昭教諭

講師；元東京都算 数 教 育 研 究 会 会 長 楠 本 善 之 助 先 生

②9月9日（木）単元名；第5学年「図形の面積」

授業者；小金井市立緑小学校飯島直美教諭

講師；元東京都算 数 教 育 研 究 会 会 長 楠 本 善 之 助 先 生

③10月22日（金）都算研研究発表会第2学年「どんな計算になるかな」

授業者；東村山市立萩山小学校相原涼恵教諭

・都算研のテーマ「数学的な思考力・表現力の育成」に基づいて授業研究。

研究主題「根拠を明らかにし，筋道立てて説明する力を高める指導の在り方一数量

の関係を式に表したり，式を読み取ったりする活動を通して－」

①10月28日（木）単元名；第1学年「たしざん」

授業者；小平市立小平第五小学校市川妙子教諭

講師：鎌倉女子大学特任教授麿田敬一先生

②12月1日（水）単元名；第5学年「分数」(3学級4展開）

会場；昭島市立玉川小学校授業者は多摩委員会委員

講師；東京学芸大学教授藤井害亮先生

･多摩地区の支部から公募し，研究発表を支援。今年度は小平市が発表。

○10月22日（金）都算研研究発表会第3学年「くふうしてもとめよう」

授業者；小平市立花小金井小学校竹内智主幹教諭


