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東京都算数教育研究会

令和４年―７月
第１４２号

http://tosanken.main.jp/会 報
令和の日本型学校教育の実現に向けた�

� 「東京都算数教育研究会」の役割
会長　早藤　基代孝

　この度、東京都算数教育研究会（都算研）第 58 代会長に就任いたしました 新宿区立牛込仲之小学校長  
早藤 基代孝です。内藤 和巳前会長をはじめ、諸先輩の先生方が長年にわたり築かれてきた都算研の研究活動及び
諸事業のより一層の充実・発展のために、常任理事、各地区理事、会員、各小学校、関係諸機関のご支援・ご協
力を賜りながら、精一杯努めてまいります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　さて、令和３年１月の中央教育審議会答申において、現在の学習指導要領の趣旨の実現を目指した「令和の日
本型学校教育」の方向性が示されました。全ての子供たちの可能性を引き出すためには、「主体的・対話的で深い
学び」の創造は不可欠であり、そのために「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させていくこ
とが大切とされています。この「個別最適な学び」と「協働的な学び」という対照的な学びが重視された背景に

は、「子供はそもそも有能でありその可能性を引き出すためには、これまで以上に『学びの質』を高める必要があり、その具体的な改善の
方向をこの２つの学びの在り方から再考していこう」という考え方があります。
　算数教育においても、これまで個に応じた指導方法や指導体制の工夫改善は行われてきましたが、「個別最適な学び」では、学びの主体
を子供に置き、子供の個々の実態を把握したり、ＩＣＴ環境の活用によって能力育成への効果的な学びを支援したりしていくことが期待さ
れています。また、「協働的な学び」では、集団の中で個を埋没させることなく、一人一人のよさや可能性を生かし、異なる考え方を組み
合わせてよりよい学びを生み出すことが求められています。この両者の一体的な充実を図り、「主体的・対話的で深い学び」の実現を通し
て『学びの質』を高める授業改善を行っていかなければならないと考えております。
　都算研の具体的な取組としては、現在の学習指導要領からこれまでの「内容」ベースから「資質・能力」ベースへの授業改善が求められ
たことを受け、平成 29 年度から研究主題を『数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方』に変更し、現在に至っております。
本年度もこの研究主題を継続し、算数教育の立場から、この「令和の日本型学校教育」の実現に必要な資質・能力の育成を図ってまいりま
す。
　都算研の研究活動及び諸事業の運営に当たっては、新型コロナウイルス感染拡大によって、ここ２年数か月にわたって、総会や研究発表
会、研究員研究発表会、授業研究会等で、開催規模の縮小や開催方法の工夫（リモート配信・会議等）、参加者数の制限等を行っており、
本年度も引き続き同様の工夫や配慮が必要です。しかし、東京都の算数教育の充実・発展のためには、都算研の役割は重要です。様々な制
約がある中ではありますが、東京都の算数教育のさらなる充実・発展に向け、強い信念と情熱をもって、下記の２項目の重点とし研究を推
進してまいります。
１．令和の日本型学校教育の実現に向けた組織力を生かした研究活動及び諸事業の推進

　学習指導要領の「数学的な見方・考え方を働かせ、数学的な活動を通して、数学的な資質・能力の育成を目指す」という目標達成に向
け、都算研研究主題を『数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方』とし、東京の算数教育をリードするという役割をしっ
かりと担いながら、令和の日本型学校教育の実現に寄与してまいります。庶務部・会計部・研究部・発表部・編集部・育成部の６つ事業
部の充実を図りながら、研究部の４つの委員会（研究委員会、授業研究委員会、実態調査委員会、資料委員会）で、それぞれが明確な課
題を設定し、委員の総力を結集して研究活動を推進してまいります。そして、各事業部や委員会相互の連携をより一層深め、研究の質的
向上を図るとともに、成果等を積極的に情報発信してまいります。

２．令和の算数教育の中核を担う人材の育成
　都算研では、今年度、研究部の各委員会に総勢 86 名の委員が所属し、委員一人一人が算数教育の充実・発展に向けての熱い情熱を
もって研究活動に取り組んでいます。また、都算研独自の研究員制度も今年度で 17 期を迎え、今年度も７名の研究員が自ら課題意識を
もち、意欲的に研究活動を始めたところです。これら各委員会・研究員のメンバー一人一人は、まさに令和の算数教育を支えていく中核
となる教員です。常任理事 29 名の総力を結集し、共に研究活動を進める中で、これからの東京都の算数教育を牽引するリーダーの育成
に努めてまいります。

  結びに、本会をご支援いただいております東京都教育委員会、各区市町村教育委員会、都内各小学校の校長先生をはじめ教職員の皆様、
関係者の皆様のご協力と、先輩諸氏のご指導・ご助言をお願い申し上げ、会長就任のご挨拶とさせていただきます。

都算研シンボルマーク
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退任のあいさつ
第 57 代会長　　内藤　和巳

　令和３年度は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の流行が、子供たちの教育活動に大きく影響を
あたえ、様々な教育活動が制限されました。しかしそういう中にあっても、都算研は委員、常任理事、顧問など
関係者が一丸となって、算数教育の質を高め、人材育成にも貢献すべく研究活動を継続し、成果を上げました。
　五月は三鷹市立中原小学校を会場に、総会と横浜国立大学教授池田敏和先生の特別授業と講演をオンラインで
配信しました。十月は新宿区立江戸川小学校を会場に研究発表会を行いました。子供と大人が交わらないように
子供の授業をあらかじめ録画しておくなどの工夫をしました。その他、各種委員会も精力的に活動しました。本
会の研究主題「数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方」に迫るべく、各部・各委員会はオンラ
インを取り入れるなど工夫して研究を推進しました。さらに第十六期都算研研究員、新実態調査問題の作成を含
めた各委員会での活動も当初の目的を果たすことができました。
　この研究活動と人材育成の体制こそ、都算研の最大の宝です。これを預かり、引き継げたことは支えてくだ
さった多くの皆様のおかげです。本当にありがとうございました。第 58 代会長早藤基代孝先生のもとでさらな
る充実と発展を遂げることを切に願っています。
　最後になりましたが、令和３年度総会において特別授業とご講演をしてくださいました横浜国立大学教授池田
敏和先生はじめ、区市等部長研修会にてご指導くださいました世田谷区教育委員会教育政策部教育指導課長毛利
元一先生、研究員の研究発表会でご講演くださいました文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター研
究開発部教育課程調査官笠井健一先生、東京都や各区市町村の教育委員会、都算研顧問・客員の先生方、多くの
関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。

〔令和４年度〕研究主題

数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方
研究部長　　田中　淳志

　学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行うことが掲げられています。
この指導で、児童が次代に求められている資質・能力を身に付け、能動的に学び続けることを目指しています。
算数科の目標は、「数学的な見方・考え方を働かせ、数学的な活動を通して、数学的に考える資質・能力を育成
することを目指す。」と示されています。「数学的な見方・考え方」が強調され、学びの鍵となっています。そし
て、「算数・数学の問題発見・解決の過程」を大切にした学習を通して、「知識及び技能」「思考力、判断力、表
現力等」「学びに向かう力、人間性等」の数学的な資質・能力の育成が求められています。
　本研究会では、過去 20 年以上にわたり「数学的な考え方」や「数学的な思考力・表現力」の育成に焦点を当
て、その指導と評価について研究に取り組んできました。そして、平成 29 年に告示された学習指導要領の改訂
を機に、これまでの流れを踏まえ、研究主題を「数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方」と
し、算数科で育成を目指す資質・能力を学習指導要領が示す３つの柱から捉え、さらなる指導の改善・充実を
図ってきました。
　本研究主題の下、各委員会の研究の取組により、「指導と評価の一体化」に焦点を当てた授業づくりの研究や、
教材の本質を捉えた授業実践、また、実態調査とそれに基づいた授業改善のための資料作成等、多くの成果を実
現してきました。しかし、課題として、「数学的な見方・考え方」をさらに明らかにすること、どのようにすれ
ば児童自らが「数学的な見方・考え方」を「働かせる」ことができるのかを明らかにすること、コロナウイルス
感染症の流行で縮小せざるを得なかった実践授業の充実や実際の指導に効果的に活用できる教材・資料を作成す
ること、また、本会の研究の推進に適した実態調査の充実等があります。そのため、今年度も研究主題を継続
し、上記の課題解決に向けて取り組んでいくこととしました。
　コロナウイルス感染症がなかなか終息しない状況ですが、都算研の各部・各委員会の力の結集、また、都算研
と各区市町村研究会との連携を図りながら、止めることなく、算数教育の研究と発展に努めてまいります。
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【令和４年度 都算研総会】　
　令和４年度東京都算数教育研究会総会は、５月 12 日（木）新宿区立牛込仲之小学校にて開催されました。新
型コロナウイルス感染症拡大防止のために、参加者については、ご来賓、顧問・客員、各委員、研究員、常任理
事、新宿区算数部と限定し、人数を制限して開催させていただきました。（約 120 名）
　総会においては、令和３年度の事業報告と決算報告が承認され、会長には新宿区立牛込仲之小学校　 
早藤　基代孝校長が選任されました。また、令和４年度の新役員、事業計画および予算案が決定いたしました。
　下記が令和４年度東京都算数教育研究会役員、６ページからが令和４年度事業計画の概要となります。本年度
も、昨年度同様、コロナ禍での活動となり、記載通りの諸事業や研究活動が実施できないことも想定され、中止
や延期、内容変更となる可能性もあります。その際には、ご理解・ご協力の程をよろしくお願い申し上げます。

令和４年度 東京都算数教育研究会 役員　
役職名 氏　名 所属校

会　 長 早　藤　基代孝 新宿区立牛込仲之小学校

副会長 濱　田 　　  伸 稲城市立稲城第二小学校

副会長 森　田　康　之 杉並区立東田小学校

副会長
会計部長 宇賀神　礼　子 町田市立七国山小学校

庶務部長 樋　川　宣登志 調布市立布田小学校

庶務副部長 原　沢　伸　一 台東区立石浜小学校

庶務副部長 諸　田　 　  哲 北区立西ヶ原小学校

庶務副部長 杉　本　　　謙 文京区立昭和小学校

会計副部長
資料副委員長 太　巻　美　青 江戸川区立鹿本小学校

会計副部長
実態調査副委員長 日　下　勝　豊 目黒区立中根小学校

会計監査
育成副部長 上　原　史　士 北区立十条小学校

会計監査
授業研究副委員長 松　本　雅　史 小平市立小平第五小学校

研究部長 田　中　淳　志 あきる野市立東秋留小学校

研究委員長 岩　﨑　政　弘 文京区立金富小学校

研究副委員長 曾　我　　　泉 渋谷区立西原小学校

研究副委員長 小　栁　政　憲 小金井市立前原小学校

役職名 氏　名 所属校

授業研究委員長 神　田　恭　司 立川市立第十小学校

授業研究副委員長 深　尾　　　剛 品川区立清水台小学校

授業研究副委員長 仙北谷　仁　策 八王子市立椚田小学校

実態調査委員長 熊　倉　　　勝 文京区立明化小学校

資料委員長 松　原　　　修 武蔵野市立第二小学校

発表部長 江　原　幸　一 調布市立石原小学校

発表委員長 谷　口　雄　麿 清瀬市立清瀬小学校

発表副委員長 古　林　香　苗 国分寺市立第三小学校

広報委員長 大　場　一　輝 八丈町立三根小学校

編集部長
紀要委員長 鈴　木　　　淳 八王子市立中山小学校

会報委員長 佐　藤　郁　子 新宿区立愛日小学校

育成部長
育成委員長 清　水　智　子 北区立谷端小学校

育成副委員長 室　伏　千　絵 大田区立大森第五小学校
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「数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方」
講師　明星大学客員教授・明星小学校長　　細水　保宏　先生

１　はじめに
　研究授業は、うまくいく方法が分かるだけでなく、うまくいかなかった部分が分かることも研究です。本日の
授業が、同じ授業を観た先生同士が話し合う材料として提供できたならば嬉しいです。本日はこのような機会を
いただきましたので、①今､ 大切にしていること②授業力③算数の授業のつくり方の３つの点を中心にお話しし
ようと思います。
２　今､ 大切にしていること⇒学級づくり・授業づくりについて
　この時期は学級づくりが大切です。先生が「手伝って」と言うと多くの子は手伝ってくれます。しかし、「手
伝ってほしいな」と思ったときにさっと出てきて手伝ってくれる子もいます。そのような優しい子を増やしたい
と思ったならば、最初は手伝ってほしいところを教える。でも２回目は教えない。言われなくてもできるか確認
をする。できていれば褒める、できていなければ再度教える。これを繰り返す。それが「指導と評価の一体化」
です。
　例えば、学校長として４月、５月に学級づくりでまず大切にして欲しいこととして、自分達で「並ぶ」ことが
できる集団づくりをあげました。コロナ禍で朝会もあまり行われてこなかった中で並ぶ経験が少なかったのも分
かります。しかし、並ぶことは校外学習で出た時には命に関わります。運動会練習で並ぶ子どもの姿を見てみる
と、そこに指導力の差が観られます。教師が一つのチームになって教え合い学び合って指導力を高めていく、そ
れが学校づくりで大切です。学級づくりも同じで、４月、５月はこんな学級にしたいと投げかけ、最初は手と眼
をかけ、だんだん手を放して､ 眼をかけて自立できるようにしていくのです。それを子どもたちと一緒のチーム
となってクラスを創っていくのです。
　授業づくりについてですが、子どもたち一人ひとりの「主治医」になってほしいと思います。本日の授業で
は、アイスブレイクを通して自由に動く姿で、発言力が豊かな子、自己表現に臆病な子を捉えました。また、日
付などをノートに書いている姿から、算数が苦手そうな子を捉えました。そして、授業では、臆病な子、苦手な
子を中心に当てていきました。苦手な子を傷付けないようにとの配慮から手を挙げた子を中心に進めていく授業
を多く見かけます。苦手な子ほどコンタクトを多く取っていくことが大切だと考えています。自分の授業力につ
いては、自分でやっていることは気付かないことも多いので、研究授業などを通してみんなで話し合いながら、
自分自身の授業力を高めていけるとよいと思います。
３　算数の本質と深い学びについて
　「深い学び」とは、教科の本質につながる学びを指します。算数の本質は、「よさや美しさ、考える楽しさ」と
考えています。深い学びを目指すとは、算数のおもしろさを感じ取れるようにすることです。したがって、算数
好きが増えていくはずです。今行っている学びを普通の学びとしたら、普通の学びは、算数をできるようにしよ
う分かるようにしようが強いのかもしれません。できないと嫌いだ、分からないとつまらなくなると考えてしま
うとどうしても教える授業になってしまいます。深い学びは、自分で気づいた、分かるようになった、と感じる
楽しい授業だと考えています。
　今日の授業は、「算数の本質に迫る」というキーワードに基づくと、『どんな整数もあまりによって分けられる
ことを感じ取らせること』で、いずれ学ぶ偶数・奇数や、倍数・約数への橋渡しになるものと考えました。
　本時の授業での深い学びは、「割り切れる、割り切れない」が「割り切れることをあまり０と捉えると、整数
があまりで分けられる」ということです。奇数と偶数を、２で割ったときに「あまり１、わりきれる」を「あま
り 1, あまり０」と子どもからあまり０との表現が出てきました。教科書で扱っているのは奇数と偶数の２つの
チームに分ける場だけですが、本時では、「では３つだったら？４つだったら？」と広げた問題を扱いました。
３つ、４つに分ける場を扱うことによって、奇数と偶数が「あまり」によって分けられている事の理解がより深
まると考えたからです。さらに子どもたち一人ひとりにマイナンバーを持たせることにより、「あまり」で３つ、
４つに整数が分類できることも実感できたと感じています。「この考えを使って７つに分けたものが身の回りに
ある？」と投げかけると、すぐに気付いた子どももいて感性の豊かさに気付かされました。
　一方、分からないときに分からないと表現した人は必ず認めてあげることが大切です。分からないと表現する
ことは勇気がいることです。分からない子がいるからみんなで学ぶ場が生まれてくる、だから大切なんだ、と機
会あるごとに投げかけていくとみんなも分かっていきます。また、分かった、分からない、の２者択一で手を上
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げさせたときにどちらにも手をあげない子、そういう子がいたら立ち止まる必要があります。その子はある意味
で必死さが足りない。自分の立場が明確でないと、友達の発言を聞いてもよい反応ができないからです。
　授業の後半では、学び合いで自由にノートを見合う場を作りました。自由にすると先生は子どもの姿を客観的
に観ることができます。今日は分からなかった子は聞きに来ました。また、席を移動して自分から友達に聞きに
いった子もいました。１時間で全員が分かる授業はないと先生は思っていた方がよいです。でも、子どもの状態
を捉えたら次の授業で手立てを打つことができます。子どもたち一人ひとりの主治医になろうという感覚でやっ
ていくとよいです。
４　教師自身が授業を楽しむ心をもって授業すること
　子どもの学習感想を見てみると、７つの分類でカレンダーに気が付いた子がいました。また、マイナンバーが
61 の子はいつもＡチームであることに気が付いていました。気が付かなくてもいい、気が付いたらすごいなと
いうのを先生がもっていると感動が生まれてきます。私は年賀状の下２桁は子どもたちの出席番号にしておきま
した。そうすると誰が当選したか分かります。子どもたちも気付いてくれるかなと思っていました。そいうこと
でもワクワクしてきます。そういう楽しさを先生が持っていることも大切です。マイナンバーを持たせたこと
は、自分の立場を大切にさせたいと考えたからです。また、解決の問題が友だちと違うから不安で必死さも生ま
れるので、マイナンバーを持たせる授業は有効だと感じています。また、私は分からないときにはクエスチョン
マークをノートによく書かせます。授業は分からないものが分かるようになる、見えなかったものが見えるよう
になる、それが授業だと思います。ノートを見ることで自分の成長が実感できる。教師にとっては、ノートから
子どもの変容を捉えることができる。４月、５月はそれを丁寧にやっておくことが大切だと考えています。
５　授業力を鍛えるということは
　問題解決学習型（問題　自力解決　共同思考　まとめ）授業を行うとうまく展開できます。教科書もこのよう
にできています。しかし、「型」も大切ですが、10 年、20 年やっている人はその形にとらわれる必要はなく、目
の前の子どもに合わせた授業ができるとよいでしょう。
　今後は、今まで重視されてきた「問題解決力」だけでなく、「問題発見力」「問題追及力」が必要になってきて
います。授業づくりでは、まずは「育てたい力」を明確にします。まとめたいことが子どもの「なるほど！」と
いった言葉とともに出てくるようにします。そのためには問題を工夫して「解きたい」「調べたい」と思う「は
てな？」の場面を創ります。それが今一般的に言われている「めあて」です。「めあて」は子どもから出させる
もので、先生から提示するのは「ねらい」です。そして「だったら、～」を１学期、２学期にしつこく投げかけ
ます。そうすると子どもから「だったらこれができる。」などと自分で問題を見つけることができるようになり、
自分で問題を追究していく力が身に付きます。「だったら、～」は２通りの広げ方があります。一つは次の授業

（三角形だったら四角形）、もう一つは日常生活（デシリットルを習ったらリットル）です。算数・数学は生活を
よりよくするために発展してきた教科なので、身の回りにはたくさんあります。子どもの興味・関心、ふと気づ
いた問題などをつまみ上げるとよいでしょう。今は子どもの学力差が大きくなってきて、画一的な授業では難し
くなってきました。大切なのは、育てたい子どもの姿に向かって動き出した子どもをつまみあげ、それを価値づ
け、共に学び合う集団を創る、教師は学び合えない子どもたちをサポートする教育です。
６　おわりに
　育てたい「生きて働く３つの力」は「問題発見力」「問題追及力」「問題解決力」です。授業は「はてな？」か
ら「なるほど！」そして「だったら、～」と創っていくと子ども主体の授業になります。
　大切にしたいもの①は「知的好奇心」と「学びを楽しむ心」です。子どもはもともと好奇心をもっています。
自分のもっている知識とか知っていることに対して付け加えていくことにより好奇心がより豊かになっていく、
それを知的好奇心と捉えたならば、知的好奇心をより豊かにしていくことが大切です。その観点から見直してみ
ると、授業づくりが少し変わってくるはずです。そのために、教師は子どもの主治医（結果だけでなく過程も見
ていく）になること、そしてコーディネーターとして教える側ではなく引き出す側になることだと思います。大
切にしたいもの②は「豊かな心」です。笑顔を見るのが好きという人になってほしい。そのために、先生自身が
まず面白いものに飛びつこうとすることが大事です。先生は教えるのではなく自立の手伝いをする、そして感動
と体験を一緒に共有する、そして一番大切なのは価値付けをすることです。小学校時代は先生の力が特に大きく
影響します。教師の個性と強調性、そして授業力が大切です。先生はとてもいい職業なので続けていってい欲し
いです。合言葉は「スカッとさわやかに！」です。授業を参観していただきありがとうございます。ご清聴あり
がとうございました。
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【令和４年度 事業計画の概要】
〈研究主題〉　数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方
Ⅰ　特別授業・総会・講演会
　　　　令和４年５月 12 日（木）会場：新宿区立牛込仲之小学校
　　　　　１　特別授業　第５学年「整数の見方」
　　　　　　　　　　　　授業者：明星小学校長　明星大学客員教授　細水　保宏　先生
　　　　　２　総　　会　
　　　　　３　講 演 会　演題：「数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方」
　　　　　　　　　　　　講師：明星小学校長　明星大学客員教授　細水　保宏　先生
Ⅱ　研 究 部
　　　　　１　研究委員会
　　　　　　（１）研究主題を設定し、研究をすすめる。
　　　　　　（２）都算研研究発表会において、提案授業と研究発表を行う。
　　　　　　（３）関東甲信静数学教育研究山梨大会において研究発表を行う。
　　　　　２　授業研究委員会
　　　　　　（１）都算研の研究主題に基づく授業改善を図る授業研究を推進する。
　　　　　　（２）研究授業を年間６回実施する。
　　　　　　（３）都算研研究発表会において研究授業を実施する。
　　　　　　（４）授業研究委員が所属する区市と連携した研究授業及び研究協議会を開催する。
　　　　　３　実態調査委員会
　　　　　　（１）実態調査（Ａ「数と計算」・Ｄ「データの活用」領域）の結果集計と考察を行う。
　　　　　　（２） サンプリング調査の結果をもとに実態調査問題（Ｂ「図形」・Ｃ「測定」「変化と関係」領域）

と集計表（指導の手立て）を完成する。
　　　　　　（３）都算研研究発表会において、実態調査の結果による指導の手立てを報告する。
　　　　　　（４）資料委員会との合同委員会を開催し、実態調査（Ａ・Ｄ領域）の課題の共有を図る。
　　　　　　（５）令和４年度学力実態調査（Ｂ「図形」・Ｃ「測定」「変化と関係」領域）の調査を行う。
　　　　　４　資料委員会
　　　　　　（１） これまでの実態調査で課題となった単元を中心に、現行学習指導要領の新しい内容や重点単

元の分析と授業実践等をもとに指導資料を作成する。
　　　　　　（２）都算研研究発表会において指導資料の研究報告を行う。
　　　　　　（３）関東甲信静数学教育研究山梨大会において、研究発表を行う。
Ⅲ　発 表 部
　　　　　１　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：令和４年 10 月 14 日（金）13：45 ～
　　　　　　（２）会場：稲城市立稲城第二小学校
　　　　　　（３）公開授業と研究協議
　　　　　　　　① 第一分科会　研究委員会より提案授業
　　　　　　　　② 第二分科会　授業研究委員会より提案授業
　　　　　　　　③ 第三分科会　授業研究委員会より提案授業
　　　　　　　　④ 第四分科会　公募による授業 ( 中央区算数部 )
　　　　　　　　⑤ 第五分科会　公募による授業 ( 江戸川区算数部 )
　　　　　　　　⑥ 第六分科会　公募による授業 ( 稲城市算数部 )
　　　　　　（４）研究発表　
　　　　　　　　①新しい内容や重点単元の分析等を踏まえた指導資料の研究報告（資料委員会）
　　　　　　　　②本年度の研究主題に基づく研究発表（研究委員会）
　　　　　　　　③指導・講評　前都算研会長　内藤　和巳先生
　　　　　２　広報委員会
　　　　　　（１）都算研及び東京都教職員研修センター等のホームページの更新
　　　　　　（２）各地区各学校への最新の情報発信
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Ⅳ　編 集 部
　　　　　１　会報委員会
　　　　　　（１）会報　第 142 号（Ａ４・８頁）　　令和４年７月発行
　　　　　　（２）会報　第 143 号（Ａ４・８頁）　　令和５年２月発行
　　　　　２　紀要委員会
　　　　　　・研究紀要　第 58 集（Ａ版）の編集・発行　　令和５年３月発行
Ⅴ　育 成 部（研究員育成委員会）
　　　　　○教員の授業力の向上を目指し、都算研研究員（第 17 期）の指導
　　　　　○夏季講座　　令和４年８月 19 日（金）　会場：北区立谷端小学校
　　　　　　　　　　　　研究の途中経過報告、常任理事による指導・助言
　　　　　○研究発表会　令和５年２月 24 日（金）　会場：北区立谷端小学校
　　　　　　　　　　　　講師：文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　研究開発部教育課程調査官　　笠井　健一　先生
　　　　　○都算研研究員修了後の研究活動の支援
Ⅵ　各区市等部長研修会
　　　　令和４年 11 月８日（火）15 時開始予定　会場：渋谷区立西原小学校
　　　　　　　　　　　　講演：「東京都の算数教育の課題」
　　　　　　　　　　　　講師：世田谷区教育委員会教育政策部教育指導課長　毛利　元一　先生（予定）
Ⅶ　都算研ホームページ更新　　http://tosanken.main.jp/
　　　・各委員会に情報担当者を設け、各委員会の研究内容、調査結果等新しい情報発信で一層の充実を図る。

●各区市の本年度の教育計画
★中央区…研究主題「数学的な考え方を育てる学習指導の在り方」─児童が主体的に考える指導の工夫─
　中央区では、算数科で育成したい資質・能力の中でも、数学的な考え方に重点を置き、その育成について研究
を進めている。その際、まずは児童が主体的に考える習慣や力の育成が特に重要として、副主題を定めた。年間
２回の研究授業を通して、実践的な授業力の向上に努めている。
４月　研究主題、研究内容等の確認 11 月　研究授業　指導案検討
５月　研究授業に関する教材検討 12 月　教育会研究発表会
６月　研究授業に関する教材研究　　　　　　　　　　　１月　第２回研究授業　１年
７月　研究授業　指導案検討　　　　　　　　　　　　　２月　都算研実態調査集計方法等検討
９月　研究授業　５年　　　　　　　　　　　　　　　　３月　今年度反省　・次年度計画の検討
10 月　都算研研究発表会公開授業指導案検討
★江戸川区…研究主題「数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方
　　　　　　　　　　　～数学的な見方・考え方を豊かで確かなものにする指導法の工夫～」
　江戸川区では、児童の資質・能力の育成、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の重要性や、本
区の児童の実態を受け、令和３年度より表記の研究主題を設定した。そして、算数科の本質を踏まえ、数学的な
見方・考え方を明確にした授業改善を進めるとともに、児童が自力解決や検討の場面で有効な見方・考え方を価
値づけられるような手だてを充実させていくことを研究の柱とした。
４月　年間活動計画・組織作り 10 月　第２回授業研究・協議会、都算研研究発表会
５月　指導案検討 11 月　第３回授業研究・協議会
６月　第１回研究授業・協議会、実態調査分析 12 月　研究のまとめ
７月　夏の半日研修会（分析、指導案検討、講演会）　　１月　都算研研究発表会報告
９月　指導案検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　２月　研究のまとめ
★稲城市…研究主題「数学的な思考を育てる指導の在り方」
　稲城市では、稲城市学校教育研究会として小中学校の各教科部会が連携して、ＥＳＤの視点を踏まえることに
重点を置き研究に取り組んでいる。算数部では、学習指導要領の趣旨を踏まえ、「主体的に問題解決に取り組み、
多様な方法や考えにふれ、よりよい方法を考える活動」を積極的に取り入れるなどして、研究を進めている。
４月　　稲教研全体会・講演会 10 月　　都算研研究発表会公開授業（２年）
５月　　年間活動計画・組織づくり 11 月　　中学校部会研究授業
６月　　研究授業の指導案検討会 12 月　　研究のまとめ
８月　　算数・数学部会自主研究会（研修会）　　　　　１月　　稲城市学校教育研究発表会発表準備
９月　　研究授業の指導案検討会　　　　　　　　　　　２月　　稲城市学校教育研究発表会
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第 104 回　全国算数・数学教育研究（島根）大会　
１　研究主題　　数学的に考える資質 ･ 能力を育成するための学びの実現
　　　　
２　日　　程　　令和４年８月２日（火）～８月５日（金）　※オンライン開催
　　（１）　講習会　８月２日（火）～８月３日（水）
　　　　　　　　　　９：00 ～９：30　受付・ネット接続確認
　　　　　　　　　①９：30 ～ 11：20　② 12：30 ～ 14：20　③ 14：40 ～ 16：30
　　（２）　大　会　８月４日（木）～８月５日（金）
　　　　　　　　　【８月４日（木）】
　　　　　　　　　　９：00 ～９：30 ネット接続確認
　　　　　　　　　　９：30 ～ 11：50 開会式・記念講演
　　　　　　　　　　13：00 ～ 15：00 部会シンポジウム
　　　　　　　　　　15：20 ～ 16：50 部会講演
　　　　　　　　　【８月５日（金）】
　　　　　　　　　　８：30 ～９：00 ネット接続確認
　　　　　　　　　　９：00 ～ 12：15 分科会Ⅰ
　　　　　　　　　　12：30 ～ 13：00 ネット接続確認
　　　　　　　　　　13：00 ～ 16：15 分科会Ⅱ
　　　　　　　　　　16：30 ～ 閉会式

令和４年度　都算研　研究発表会　
１　研究主題　　　「数学的に考える資質・能力を育てる指導と評価の在り方」
２　日　　時　　　令和４年 10 月 14 日（金）　13 時 45 分～
３　会　　場　　　稲城市立稲城第二小学校　　 〒 206-0822　稲城市坂浜 590　　　　　　
　　　　　　　　　TEL　042-331-5709　　　　　FAX　042-331-8421
　　　　　　　　　交　通　　京王線　若葉台駅より　徒歩 20 分
　　　　　　　　　　　　　　京王線　稲城駅より　　バス 10 分　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田急バス「稲城駅」～「稲城第二小学校前」
　　　　　　　　　　　　　　小田急線　新百合ヶ丘駅より　バス 20 分　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田急バス「新百合ヶ丘駅」～「稲城第二小学校前」
４　公開授業と協議会
　　第１分科会　研究委員会より提案授業　　　　第２分科会　授業研究委員会より提案授業
　　第３分科会　授業研究委員会より提案授業　　第４分科会　中央区算数部〈公募〉
　　第５分科会　江戸川区算数部（公募）　　　　第６分科会　稲城市算数部〈公募〉
５　全体会
　　1. 開会のことば
　　2. 会長あいさつ
　　3. 研究発表　 ①資料委員会
　　　　　　　　　　　新しい内容や重点単元の分析等を踏まえた指導資料の研究報告
　　　　　　　　　②研究委員会　
　　　　　　　　　　　本年度の研究主題に基づく研究発表
　　　　　　　　　③指導・講評　　前東京都算数教育研究会会長　　内藤　和巳　先生
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会報委員長　　佐藤　郁子（新宿区立愛日小学校）
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