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都中数研会報困
編　集　　東京都中学校数学教育研究会

東京都中学校数学教育研究会への期待
東京都中学校数学教育研究会会長　元　木　靖　則

1都中数の存在意義

平成24年度は、新学習指導要領の全面実施の年です。

都中数の先人がこれまで築いてきた成果を踏まえて、こ

れからの数学教育への提言が期待されています。伝統と

未来の融合が求められています。それは、東京スカイツ

リーが振動を吸収する法隆寺五重塔の「心柱」を応用し

て立てているようにです。

東京都中学校数学教育研究会は東京都教育委員会が認

定した「研究推進団体」であります。区市町村を超えた

教科指導研究によって、会員が相互に刺激し合えるとい

うメリットがあります。今、若手教師からは教科指導力

を高めたいというニーズがひしひしと伝わってくるので

す。自己啓発の機会として、

東京都中学校数学教育研究会はこれからも必要不可欠な

存在であり続けます。

2　なぜ数学を教えるのか?

平成21年度の都中数調査部が全都の公立中学校の数

学教師を対象にしたアンケート調査を実施しました。調

査項目の中に「なぜ数学を教えるのですか」があり、記

述式で回答してもらいました。回答の一部を紹介します。

○社会に出てから、多くの課題に直面して、その都度、

臨機応変に対処しなければならない。悩んだり、迷った

りすることもあるが、その対応には時間が限られている。

社会に出る前に、できない・わからないことをできるよ

うにするまでのプロセスを経験させることは非常に重要

なことだと思う。数学に特化したわけではないが、もの

の見方や考え方の幅を拡げ粘り強く問題に向き合う姿勢

を身に付けることで生きていく力を養っていけるのでは

ないかと思う。

0数学を学ぶことで身に付くものは知識や計算力だけ

ではなく、論理的な思考力だと考えている。将来、仕事

をしていく上で、ものごとを論理的にとらえる力は、様々

な課題を処理する上でとても重要な力だと考えている。

論理的な思考を行うための脳を発達させるために数学を

学ぶのだと考える。そのためには生徒が意欲的に「考え

る」ことが重要だと思う。

○数学を学ぶ意味‥「こんなのわからなくても将来使

わないし‥」とつぶやいているのをよく耳にする。で

も、数学を学ぶ意味は、将来使うか使わないかによって

左右されるようなそんな浅いものではない。わからない

ことをわかるまで考える、そして、わかる喜びを知る。

その繰り返しによって、数学だけでなく、他の場面でも

考える力が身に付き、世界が広がっていく。それが数学

の醍醐味だそれを皆に味わってもらいたいと思う。

3　日々の授業で大切にしていることは

日々の緩業で大切にしていることは、育てたい生徒像

とどう関係していますか。数学教師には　このことを自

問自答していくことが求められています。そのために、

「日々の授業で工夫している点は?」「気を付けている点

は?」を問いかけて行く必要があります。

先のアンケート調査には次のようなことも書かれてい

ました。「中学生にとって、どんな数学なら考えることを

楽しむだろうか。」このような問いを出発点に授業を創る

ことで質の高い数学の世界を体験できると思う。このよ

うな知的な楽しみは数学の本質につながる。考えること

を楽しむことなしに、数学教育の目的に迫ることはでき

ない。中学生だからこそ夢中になれる課題と指導の工夫

を見出したいと思う。「数学は日常生活で使われない」と

言われるが、数学の内容だけでなく、数学の方法も視野

に入れることで、いろいろなところで数学を使っている

ことに気付かされる、そのようなメッセージが伝わるよ

うに心掛けたい。
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平成24年度　都中数研究発表(平成24年5月8日)　講演要旨

中学校数学科における言語活動の充実について
国立教育政策研究所　教育課程研究センター　水　谷　尚　人

都鰹聖職援引

1学習観、授業観を確認すること

生徒から「なぜ数学の勉強をするのか。」と問われたと

き、自信をもって答えられる準備ができているだろうか。

数学が高校入試の試験科目として必要であることは疑い

ようがない。しかし、それのみを学習の目的としていて

は、「数学」とは出された問いに対して正確に答えるもの

という学習観が身に付いてしまうのではないだろうか。

「数学」は、おもしろいものだという感覚、いつも教えら

れるだけでなく自分自身でも進めていくことができるも

のだという感覚、社会において役に立っているという感

覚、それらの感覚を養っていくためには、教師の数学観

や授業観を再度確認しておく必要がある。そこで、年齢

や教職経験に関係なく、多くの先生方に次の3点につい

て定期的に確認をしていただくことを勧めたい。

①　どんな生徒を育てたいか。

②　日々の授業で大切にしていることは何か。

・工夫している点

・気をつけている点

③　日々の授業で大切にしていることは、育てたい生

徒像とどのように関係しているか。

上記、①、②について、箇条書き等で思いつく限り多

く書き出す。その後、③を確認していく中で②を改善

していって欲しい。また、まわりの先生方とも協力して、

個々に出した①、②について発表し合い、共有していく

ことから、考えを深めていくことができると考える。

2　言語活動を充実すること

言語活動は各教科等の目標の実現のための手立てであ

ることに留意し、教科等の特質を踏まえつつ国語科との

関連を図りながら取り組むことが求められている。数学

科においては、生徒が学んだ数学を活用して考えたり判

断したりすることをよりよく行うことができるよう、言

葉や数、式、図、表、グラフなどの数学的な表現を用いて、

論理的に考察し表現したり、その過程を振り返って考え

を深めたりする学習活動を充実することが大切である。

例えば本年度の全国学力・学習状況調査問題に、「情

報の適切な選択と判断(スキージャンプ)」がある。そ

こでは、1998年シーズンの長野オリンピックまでのいく

つかの国際大会で、原田選手と船木選手の二人が飛んだ

距離の記録をまとめたヒストグラム(右図)を調べる場面

を取り上げている。設問(2)では、二人のヒストグラム

を比較して、そこから分かる特徴をもとに、次のl回

でより遠くへ飛びそうな選手を-人選ぶとすると、どち

らの選手を選ぶかということと、その選手を選んだ理由

を説明することが求められている。

原田選手の記録
陶)

無し　邦∴筒　音博∴鎚∴欽):串10010う　上しひ11「‾i201あl綱　裏:汚　し初　凱.

この間題において、生徒の説明には、日常的な表現が

多くみられるであろう。これらを数学的に表現すること

で、より的確な説明に洗練する場面を設定することが考

えられる。例えば「船木選手を選ぶ」ことの根拠として、

「船木選手の方が安定しているから。」という生徒の表現

を取り上げ、「安定している」ことについて話し合う場面

を設定する。そうすればたとえ安定していても85m

など低い記録で安定していても選ぶ理由にならないこと

がわかる。「範囲が小さい」や「最小値が大きい」など

統計的な指標を適切に用いて表現できることを確認し、

「船木選手の記録の方が範囲が小さく、最小値が大きい。」

のように表現できるようにすることが考えられる。

3　学力"学習状況調査問題を活用すること

全国学力・学習状況調査について、学校における生徒

への学習指導の改善等に役立てることができるよう、調

査問題についての解説資料や報告書を作成している。授

業アイデア例なども多く掲載しているので、是非有効に

活用していただきたい。

:ノ∵∵　臆/盤三

実験3　円錐から半球に水を移す
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平成24年度　各委員会の活動計画 

数　式　委　員　会

第1学年における文字式の指導

数式委員会では上記の研究テーマのもとに、昨年度より

継続研究を行っています。昨年度は、小学校第6学年で文

字を用いた式が扱われるようになったことを受け、中学校

第1学年における文字式の指導のあり方を再検討するた

めに、算数の教科書や児童の実態調査を行いました。

本年度は昨年度小学校6年生に行った詞査問題を中学

1年生でプレテストとして実施し、昨年度のデータと比較

し、その後のどのような指導により文字式に対する理解や

意識がどのように変化していくかを調査していく予定で

す。

現在、数式委員会では月に1回程度の定例会を開催して

います。数式委員会は数式領域の内容について研究してい

く委員会ですが、定例会ではメンバーが日頃の授業や教材

について領域に関係なく、情報交換したり討議したりして

います。授業について、教材について、数学教育について、

大いに語り合いましょう。より多くの先生方の参加をお待

ちしておりますので、興味のある方はご一報ください。

(文責　清瀬第四中学校　銀杏祐三)

図　形　委　員　会

平成24年度　図形委貴会活動計画

図形指導を意識した年間計画のために(6)

本研究は継続研究である。中学校の図形指導において、

①図形領域の指導時数は全時数の113程度で実施するのが

望ましい。それは、数学的な見方・考え方に基づいて「数

学的活動」を図形領域で指導するには、「観察・操作・実験

に基づく学習」や「討論(数学的コミュニケーション)を

取り入れた学習」が大切になるが、生徒の関心が得られ難

く、日常生活や遊びの中で図形に触れる機会が少ない生徒

には、ある程度の時間確保が大切であると思われるからで

ある。②図形指導の面からは、図形領域以外に図形に対す

る見方・考え方につながる題材も多く、それを指導者はた

とえ他の領域で図形を例に取り扱う場合でも、図形学習に

つなげる意識を持つことが必要である。③数学用語の指導

には、日常語とは別に意識して行うことが大切である。

また課題として、①図形に対する見方・考え方の学習を

効果的に進めるために各領域のどんな教材で学習ができ

るのか。②そのための教材展開と図形学習指導の方法を工

夫する。③1年生から2年生、そして3年生へのつながり

を分析し、考察する。④より-層様々な数学的活動を取り

入れた図形指導ができるよう、年間指導計画をたてる必要

がある。などが挙げられる。

図形指導に興味を持ち日々工夫し活動されている先生

方の参加をお待ちしています。

(文責　江東区立深川第四中学校　勢子公男)

教育課程委員会

教育課程委員会は、「生徒の発達段階に応じた繰り返し

の学習」を大きなテーマに研究を続けている。毎月l回

の定例会を基本に活動し、単元"領域にこだわらず、生

徒がつまずいていることや、授業で困ったこと・悩んだ

ことから出発して研究を進め、より良い授業や教材、望

ましいカリキュラムづくり等に向けて提言できるように

努めている。

本年度は、昨年度に引き続き、比や比例式を取り上げ

た。第3学年で相似な図形を学ぶ前の段階の学習として、

第1学年で学んだ比や比例式の知識を、第2学年で効果

的に活かせる学習場面を設定し、生徒に多様な考え方を

身に付けさせ、比についての理解の深化を図っていくこ

とをテーマに、研究を進めているところである。8月の

全国算数・数学教育研究(福岡)大会では、本テーマの

ここまでの研究について報告させていただく予定である。

本委員会の活動に興味をもたれた方は、委員長の蓮沼ま

でご連絡ください。次回の定例会の日時や場所をお知らせ

いたします。

(文責　荒川区立尾久八幡中学校　蓮沼喜寿)

確率統計委員会

資料の活用について

我々は昨年度、資料の活用の指導として、日常生活や社

会における課題を取り上げ、それを解決するために必要な

資料を収集し、統計処理をして資料の傾向を分析する指導

が大切であると考えた。そこで我々は、次の条件を満たす

題材を考えることにした。
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二二二二二　　　　　　　　　　　臆臆臆

①　課題が生徒にとって身近な題材で、調べることに興味

や関心を感じるものであること。

②　資料を収集する方法が、家で調べる、特定の場所に

行って調べる、インターネットを利用する等、多様な

方法があること。

③　統計処理をするときに、コンピュータを活用すると効

果的であり、そのことで資料の傾向を分析しやすいも

のであること。

④　統計処理をして、その結果を判断する時に様々な判断

基準があること。

以上を満たす課題として、「外食で昼食を食べたときの

エネルギー量は高いというのは本当だろうか。」という課

題を設定した。今年度も引き続き、身近な課題を取り上げ

ていきたい。また、生徒が意欲的に資料の傾向をとらえ、

考察したり表現したりできる教材開発も進めていきたい。

(文責　世田谷区立駒沢中学校　西川慶介)

導　入　法委　員　会

今年度の活動について

本委員会では　日頃の授業に役立つ教材づくりを目指し、

実践を中心とした研究を進めている。具体的な活動として

は、生徒が意欲的に授業に取り組むためには、どのような

教材を用いて、どのような授業を展開していくと効果的で

あるのかを検討し、それを基に指導案を作成し,実際に授

業を実施し、その検証を行っている。

今年度は、現行の学習指導要領に新たに設けられた「資

料の活用」に着目した研究を深めることにした。

着目理由として、次の2点である。l点日医資料の活

用と言われるように、目的意識をもって資料を整理し、そ

の結果を活用して、思考力・判断力・表現力を育成してい

くことである。2点目は、若手教師の育成である。本委員

会の委員は若手教師が多く、「資料の整理」を中学校時に学

んでいない。そのため教材研究をより深める必要があり、

この観点からも委員会として取り組み、若手教師の指導力

向上を目指していくことを考えたからである。

本委員会が以前開発した教材を再度検討し、指導案作

成・研究授業・検証を行っていく予定である。

(文責　中野区立南中野中学校　瀧IiI英知)

三

関　数　委　員　会

本委員会では、中学校の関数指導のねらいを、

(1)具体的な事象の中から、関数関係にある2つの

数量を兄いだす。

(2)変化のようすや対応のしかたの特徴を調へ関

数の特徴を表・グラフ"式などから考察する。

(3)関数的な見方や考え方により、問題解決を図る。

と考え、授業実践を通して実証的な研究を続けている。特

に、ねらいの(3)を「関数の利用」と位置付け、日常生

活や社会における事象を関数的に考察できる課題の開発

を進めている。

今年度は、第1学年「関数の利用」における「変化の割

合の見方や考え方」を通したグラフのよみの指導を考察し、

関数y二餌のaの意味(負の場合も含む)の指導と

実践について研究を進めており、日数教全国(福岡)大会

で発表する予定である。さらに、第2、3学年における関

数の利用場面の指導計画の見直しについても進めていき

たい。　(文責　練馬区立開進第一中学枝　堀　孝浩)

指導法委員会

新しい教科書の徹底研究

平成24年度から新しくなった教科書。中学校数学の教

科書は7社あるが、今年度の活動として、それぞれの教科

書を徹底研究することを計画している。よく言われるよう

に、「教科書を教える、ではなく、教科書で教える」こと

が大切であり、その教科書を知り尽くした上で、初めて「教

科書を教える」ことができるのである。教科書によって扱

う問題も異なり、その構成によってどのような指導の流れ

が考えられるか、委員同士の議論を重ねていく。このよう

な活動を通して、委員各自のこれまでの指導に対するさら

なる改善点が明らかになり、より一層指導力が高まるもの

と思う。目指すは、指導者である我々教師が<教材>　を

深く深く理解することである。

ここ数年活動を休止していたが、今年度より再開するこ

ととなった。同時に、メンバーも若手・中堅が増え、日頃

の授業の悩みを共有し合うこともできそうである。お互い

に切磋琢磨しながら、去年より今年、今年より来年、と授

業に磨きをかけていくことができるものと思う。

指導法委員会へどうぞお越しください!

(文責　墨田区立吾嬬第二中学校　細尾順子)
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平成24年度数学指導技術向上研修会のご案内

-「東京都教職員研修センター教育研究普及事業」としての支援を受け実施喜

初任者研修や2、3年次研修、10年経験者研修などの研

修が行われていますが、若手や中堅の先生に対して授業力

の向上の期待は大変大きいものがあります。また、先生自

身も指導上の悩みを抱えていたり授業改善の模索を行っ

ている状況が多く見られます。

そこで、こうした期待や悩みに応え、各学校の教育活動

の充実に資するため、指導法や指導技術向上にかかわる研

修会を今年度も実施します。特に若手、中堅の先生を対象

に個別の相談や日々の実践に役立つ情報の提供などを中

心にすえて行います。

東京都中学校数学教育研究会は、東京都教育庁指導部指

導企画課より「東京都教育委員会研究推進団体」としての

認定を受けており、この研修会は、東京都教職員研修セン

ターから「東京都教職員研修センター教育研究普及事業」

としての支援を受けて実施するものなので、研修出張とな

ります。

6　会　　場

大田区立御国中学校

(JR京浜東北線、東急池上線"多摩川線

蒲田駅下車　徒歩5分)

7　実施形態

ゼミ形式で行います。数人を1グループとし、各グルー

プに講師がつきます。

8　内　　容

参加者が抱える課題について、参加者同士が意見交換

をします。それについて、講師が指導助言をします。

9　講　　師(予定)　※敬称略　　斎藤　侍造

(東京都中学校数学教育研究会第20代会長)

他、東京都中学校数学教育研究会OB役員、現役役員、

研究部各委員会委員

昨年度は、全都から55名の先生が参加され、熱心に研　10　服務上の取り扱い

修に取り組まれました。今年度も多くの先生方の参加を期

待しています。

1名　　称

数学指導技術向上研修会

2　受講対象

東京都公立中学校数学科教員

※特に教職経験5年未満の教員並びに10年経験者

研修対象教員

3　主　　催

東京都教職員研修センターによる「東京都教職員研修

研修出張となります。

11申込方法

全校に配布しました開催通知に添付してある申込書

(または、東京都教職員研修センターホームページ(サ

イト内検索:研究会受講申込書で検索可能)から申込書

をダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、下の送り

先に「都庁交換」または「郵送」してください。

送り先　大田区立御園中学校長浅尾　博之　宛

(〒144-0051大田区西蒲田8-5-1)

12.期　　限　平成24年7月1〇日(火)必着

センター教育研究普及事業」としての支援を受けて、東　13

京都中学校数学教育研究会が実施します。

4　企画・運営担当

研修担当　浅尾　博之　(大田区立御園中学校長)

5　実施日時

平成24年8月22日(水)

午前9時から午後5時まで

※午前または午後の部のみの半日単位も可能です。
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その他

(1)東京都教職員研修センターホームページに本研修が

掲載される予定です。

(2)平成25年1月25日(金)に開催予定の講演会・

研究発表会も、東京都教職員研修センターから「東

京都教職員研修センター教育研究普及事業」として

の支援を受けて開催する予定です。

(3)研究発表者や発表会の運営担当者も出張扱いで参加

できます。



都中敷の各委貝会 

誰でも加入できます! 

都中数では、研究部の中に委員会があり、計画的

に研究をしています。数学指導にすぐに生かせる実

践的な内容はもちろん、学習指導要領等に対して提

言をする委員会もあります。誰でも加入できますの

で、加入したい方は、次の各委員会の代表者までご

連絡ください。

i数式委員会l

銀杏祐三先生

(清瀬市立清瀬第四中学校　042-493-6314)

)図形委員会i

村田清文先生

(板橋区立中台中学校　03-3932-6357)

i教育課程委員会i

蓮沼喜寿先生

(荒川区立尾久八幡中学校　03-3893-7776)

i確率統計委員会i

西川慶介先生

(世田谷区立駒沢中学校　03-3422-7401)

i評価委員会i…今年度は活動を休止します

後藤宣孝先生

(大田区立大森東中学校　03づ762-3191)

i導入法委員会I

瀧川英知先生

(中野区立南中野中学校　03-3381-7277)

i関数委員会i

堀　孝治先生

(練馬区立開進第一中学校　03-3993-2417)

i指導法委員会「

細尾順子先生

(墨田区立吾嬬第二中学校　03-3617-2180)

第94回　全国算数"数学教育研究 

(福岡)大会　開催案内 

1　研究主題

「学びの質を高める算数・数学教育」

2　日　程

平成24年8月6日(月)一8日(水)

3　会　場

北九州ソレイユホール(開会式・総会・記念講演)

福岡県立小倉南高等学校(中学校部会分科会暮・Ⅱ)

北九州芸術劇場(中学校部会総会・部会講演・シン

ポジウム・大会総会・閉会式)

4　概　要

1日　開会式、学会総会、記念講演、部会総会、

部会講演

2日:中学分科会I・Ⅱ、ポスターセッション

3日　シンポジウム、大会総会、閉会式

5　講習会

8月3日(金)講習会(重)

8月4日(土)講習会(Ⅱ)(Ⅲ)

8月5日(日)講習会(Ⅳ)(Ⅴ)

場　　所　AIMビル

◎講師

記念講演:合原　一幸(東京大学)

部会講演　根本　　博(茨城大学)

講習会　水谷　尚人(国立教育政策研究所)

重松　敬-(奈良教育大学)

清水　美憲(筑波大学)

藤井　斉亮(東京学芸大学)

山口　武志(鹿児島大学)

第67回　関東都県算数"数学教育研究 

(長野)大会　開催案内 

平成24年11月16日(金)記念講演 

17日(土)分科会 
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地　区　だ　よ　り(平成23年度の研究)

<世田谷区>

世田谷区中学校教育研究会数学部

世田谷区立用賀中学校　軍閥　宣晶

世中研数学部では、前期、後期2回の研究会を行いまし

た。研究会の内容は以下のようなものでした。

1前期の研究会
・「新学習指導要領への移行における課題を探る」

というテーマで話し合いをしました。

・また、話し合いの仕方としてばお集まりいただいた先

生方お一人お一人が、新学習指導要領への移行における

課題や悩みなどについて、気楽な雰囲気で話せるように

と分科会形式をとっています。

前期研究会の分科会では

①　主に小学校との指導のつながりや中1ギャップにつ

いて

②　主に少人数教育、習熟度、その他の学習形態について

③　主に評価について授業の形態や宿題について

④　主に授業の持ち物、形態、宿題について

⑤　主に使用する教材や宿題について

の5つの内容の中で、関心のある分科会に参加していただ

きました。

分科会は自己紹介ゲームなどをして、なごやかな雰囲気

から始まっています。

例えば分科会でとりあげられた例を挙げますと、

小学校での基礎学力の定着の違い。

・少人数教育や習熟度学習の形態でどのようなところに課

題を感じているか。
・評価、評価基準や規準のことでの課題。

・どのような持ち物を持ってくるかの指導。

当日の話し合いだけで、すべて解決されるわけではあり

ませんが、次に進めて行こうとする課題意識が強くなった

という先生方の感想がありました。

2　後期の研究会

①　区立中学校の研究発表について

②　言語活動とエンカウンターについて

③ICT活用の授業について

の3つのテーマについて3人の講師の方からご講演をいた

だきました。たいへん興味深い実践的な講演でありました。

3　ま　と　め

活力ある研究会を目指して今後も実践的をしていきた

いと考えています。

<武蔵村山市>

武蔵村山市立第五中学校　高山　俊徳

平成23年度武蔵村山市では、「少人数授業の現状の把

握と新学習指導要領実施に向けての研究」を進めた。

研究の背景には、平成24年度から完全実施される新学

習指導要領の実施に向け、言語活動との関連や、効果的な

教科指導を実践するための重要なポイントを理解するこ

とが必要であると考えた。また、前年度の各校の少人数授

業の取組方法の成果や課題について研修したことを、今年

度の取組にどのように取り入れ、効果があったのか継続的

に確認することで、より効果的な少人数授業の実践ができ

ると考えこのような主題を設定した。

研究内容として、4月20日(水)に、「第1回一斉部会」

を実施し、今年度の活動計画を確認した。次に、10月19

日(水)に武蔵村山市立第一中学校で「授業実践交流会」

を行った。11月16日(水)には、「第2回一斉部会」を

実施し、新学習指導要領研修会として講師を招いて、新学

習指導要領の実施に向け、言語活動との関連や、効果的な

教科指導を実践するための重要なポイントを理解するこ

とが出来た。2月15日(水)に「第3回一斉部会」とし

て、武蔵村山市立第五中学校で「授業研究」をし、今年度

のまとめをした。

最後に、新学習指導要領の円滑で効果的な導入に向け講

師を招き研修会を実施したことで、数学教育における言語

活動の意義や効果的な学習について研修し今後の指導の

具体的な課題として確認することができた。また、各校へ

アンケートを依頼し少人数授業の取組の様子や課題、独自

の工夫などを発表し、少人数授業の効果的な指導法につい

て意見交換をしたことで、一クラスの人数や習熟度別の

コースの分け方、実施する学年、その目的と効果について、

各校の実態に合わせて取り入れられる工夫が確認でき、今

後の実施方法や指導計画の参考となった。研究授業では、

1年生の空間図形を例に、一斉授業の中で言語活動を重視

した「学びあい」(ティーチャー制度)の実践とその効果

と課題について意見交換会を実施し、理解困難な所を教師

になかなか聞くことができず、いきづまってしまう生徒の

課題解決に効果的な1つの方法として確認することがで

きた。ぜひ各校で工夫し取り入れ、参考にしていきたい。
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義唯聾刻閲擬羅

平成24年度　東京都中学校数学教育研究会　総会報告

東京都中学校数学教育研究会は、5月8日(火)に、新宿
区立教育センターで、平成24年度の総会を開催しました。

平成23年度の事業報告、決算・監査報告が承認され、平成
24年度の役員、事業計画、予算が承認され、決定しました。

i総会次引

1　開会の辞

2　会長挨拶・来賓紹介　(会長　近藤　和夫)

3　来賓代表挨拶

4　議長選出

5　議　　事

(1)平成23年度　事業報告

(2)平成23年度　決算・監査報告

(3)平成24年度　会長・副会長　選出承認

(4)平成24年度　庶務・会計・事務局長の委嘱および

監事の選出

(5)平成24年度　事業計画案審議
(6)平成24年度　予算案審議
6　新会長挨拶(新会長　元木　靖則)

7　閉式の辞

総会後、講演会を実施しました。

演　題「中学校数学科における言語活動の充実につい
て充実」

講　師　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"学力調査官、文
部科学省初等中等教育　教育課程課教科調
査官水谷尚大先生
(講演の要旨は本誌2ページに掲載)

i平成24年度　役員i

会　長　元木　靖則(武蔵野市立第三中学校)

副会長　田代　雅規・・庶務部長

(練馬区立上石神井中学校)
II　　中込　友則…会計部長

(新宿区立牛込第三中学校)
II　　宮本　泰雄……研究部長

(大田区立貝塚中学校)
II　　直国　益明…・調査部長

(世田谷区立北沢中学校)
II　　峰岸　利一…会報部長

(江東区立大島中学校)

庶　務　浅尾　博之(大田区立御国中学校)
lI　　山本　康久(大田区立六郷中学校)

Il　　竹山　正弘……事務局長

(武蔵野市立第六中学校)

会　計　石川鋭一郎(国分寺市立第五中学校)
II　　増田　律子(台東区立浅草中学校)

監　事　蓬田　典子(江東区立第二亀戸中学校)
II　　草間　宣晶(世田谷区立用賀中学校)

研究副部長　新井　稔秋(北区立桐ヶ丘中学校)

調査副部長　秋野　宏之(立)i怖立第四中学校)

会報副部長　山根　浩孝(練馬区立開進第一中学校)

平成24年度　事業計画

1平成24年度の事業として、庶務部、会計部、研究部、

調査部、会報部の各部は、それぞれの活動を行う。なお、

昨年度より、東京都の研究推進団体の認定に伴い、研究

部各研究委員会は、活動の中で、東京都教育委員会指導

主事と連携するなどして、「新学習指導要領の全面実施
に伴う指導の改善」に向けた研究推進を図る。

2　研究発表大会へ参加する。

◎日本数学教育研究学会第94回総会・全国算数・数学
教育研究(福岡)大会

平成24年8月3日(金)-5日(日)講演会

8月6日(月)-8日(水)開閉会式、

記念講演、分科会、シンポジウム、大会総会

◎第67回関東都県算数・数学教育研究(長野)大会

【平成24年11月16日(金)一17日(土)】

3　数学指導技術向上研修会を開催する。

平成24年8月22日(水)

会場　大田区立御国中学校

(詳しくは本誌5ページに掲載)
4　第50回研究発表大会を開催する。

平成25年1月25日(金)

会場　新宿区教育センター
5　上記の他、運営に関する会　理事会などで決定された事

項について、本会の目的達成のために必要な事業を行う。
6.運営に関する会・役員会・理事会開催の日程

5月　8日(火)総会、役員会、理事会

7月　3日(火)役員会

9月18日(火)役員会

11月　8日(木)役員会

1月25日(金)役員会、理事会
一第50回研究発表大会へ

3月　5日(火)役員会

4月11日(木)役員会

□発　行　日　平成24年7月2日(月)

□発　行　者　東京都中学校数学教育研究会

□会　　長　元木　靖則

(武蔵野市立第三中学校)
口編集責任者　会報部長　峰岸　利一

(江東区立大島中学校)

江東区大島8-12-22

03-3684-4321
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