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学　ぶ　意　欲

東京都中学校数学教育研究会会長　宮　本　泰　雄

1　学ぶ意欲

今から30年以上前、大学で代数の講義を受けました。

突如「群」とか「体」とう概念が現れ、何をやろうとし

ているのか、一から十まで何が何やらわからぬまま講

義を受け、最終的にまったく理解できなかったという記

憶が残っています。

最近は、大学レベルの数学をなるべく平易に解説した

入門書もあるようですが当時はそのようなものもありま

せんでした。

現在、先生方は中学生を教えていて、当然のことなが

らその内容については理解できない部分は皆無だと思い

ます。一方、生徒はどうでしょうか?

完全に理解している者がまったく理解していない者に

対して一方的に教えているという構図はないでしょうか。

自慢すべきことではありませんが大学4年間で学んだ

最大の収穫は、まったくわからないことを経験したこと

だと思います。まったくわからない中で教授の質問を受

ける恐怖。何の意味があるのかわからないまま、ひたす

ら教授の板書を写す虚しさ。

学習指導要領では、「主体的な学習や学ぶ意欲」が重視

されています。知識・技能の習得や数学的な見方や考え

方を身に付けることは大切なことですが、「数学のおもし

ろさ・学ぶ喜び」を感じさせることも同じくらい重要な

ことであると考えます。

例えば関数。1次関数が2次へ、3次へ。そして、指

数関数、対数関数、三角関数。さらにはそれらの微分

や積分。中高と一見、学習は高度になっていくように見

えますが形式的な処理は身についていても果たして何の

意味があるのか何のためにやっているのかということを

生徒は理解しているでしょうか。関数のもつよさに生徒

は触れているのでしょうか。今一度、我々教師は自らの

姿勢を顧みる必要があるのではないでしょうか。

2　今年度を振り返り

平成24年度から実施されている新しい教育課程が早

いもので2年目となり、各学校では学習指導要領の主旨

に則り、それぞれ工夫した授業が展開されていることと

思います。

授業改善を目的とした教員による研究会の存在は我が

国の優れた特徴のひとつであり、諸外国からも高く評価

されていると言われております。

本会で行っている主に若手の教員を対象とした夏季休

業中の指導技術向上研修をはじめ、各研究委員会におけ

る領域別の研究、調査部による授業や指導方法に関する

調査と分析、総会や研究発表大会における外部講師をお

招きした講演なども、すべて、授業改善をねらいとして

行っております。

ご存知のように東京都教育委員会による研究開発委員

会が今年度から再開されました。このことば現場に根

ざした研究の重要性が再認識された結果であると考えら

れます。本会の各研究委員会からも委員を輩出しており、

研究の推進にささやかですが貢献していると思っており

ます。

また、本会は、東京都委員会による教育研究普及事業

の団体としての認定を受けております。この点でも本会

に対する期待も大きく、また、同時に責任も大きなもの

があると認識しております。

今後、ベテランの先生方が多数退職を迎えます。中堅、

若手の先生方の本会への参加が増え、600校を越える

公立中学校スケールメリットを活かし、益々実践研究が

盛んになり、東京都の中学校数学の授業改善につながっ

ていくことを頼ってやみません。

最後になりましたが、総会や研究発表大会で、ご講演・

ご指導をいただきました国立教育政策研究所学力調査官

新井　仁先生、静岡大学教育学部教授　園宗　進先生に

は、再度、この場をお借りして、御礼申し上げます。
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平成25年度　都中数研究発表(平成26年1月31日)講演要旨

中学校数学科における授業改善の視点
静岡大　圏　宗　　進

腫亜亜紀　藍閑雅

1改善の方向

ここでは、数学科の授業改善の視点を、「学習の過

程の改善」に置いて検討します。それは【数学的活動】

や思考力・表現力の重視と重なります。

(1)目標、内容の柱立て

PISA調査が捏起した数学的リテラシーの影響を

無視することはできません。授業目標、内容を、数学

的概念の理解と能力・態度形成との両者から明示的

に示そうという動きは、その反映とみることができ

ます。これに関しては、「算数・数学で育成する能力」

に関する研究(長崎ほか、2008、日本数学教育学会

誌)があります。この研究では、それを「算数・数学

を生み出す力、使う力、表す力、考え合う力」として

構造的に示しています。

(2)学習指導要領の改訂にみる「学習の過程の改善」
への提案

改訂の変遷をみると、学習の過程の改善は、中学校

数学科でいち早く示されたことに気付きます。

平成元年　中学校数学科に「課題学習」設定。

平成10年　小学校算数科、中学校・高等学校数学

科の教科目標に「数学的活動」が登場。

平成20年「数学的活動」が教科目標の冒頭に。

高等学校数学科(数I、数A)にも課題学習。
「数学的活動」については『解説一数学編-』(文部

省、1999、p.15)に明快な記述があります。学習指導

要領上からも、学習の過程の改善が望まれています。

(3)「大学生数学基本調査」の籍果

日本数学会(2012)によると「大学生数学基本調

査」の結果(概念)が報告されました。そこでは、
・「偶数と奇数の和」の判断とその理由を記述する

・「線分の3等分の作図」の手順を箇条書きにして述

べる、

という中学校数学に直接関係する問題が取り上げら

れています。これに対して、「偶数と奇数の和」の判

断を具体的数値で機能的に説明する等、大学生の結

果は驚くほど悪いものでした。なお、穴埋めや用語を

答えさせるのではなく、理由や手順を記述させると

いう出題の形式を高く評価したいものです。

2　改善の視点一領域ごとの概観

(1)数と式の内容

文字式を使った証明の指導では、命題が成り立つ

ことを文字式を使って証明することと、そうするこ

との意味を理解することの両面が重要です。

(2)図形の内容

中学校数学科での「証明」の学習は重要であり、そ

の学習指導は授業者に大きく依存します。

図形の論証指導改善の視点として、次の6点に配

慮したいものです(相馬・園宗・熊倉、2011、略案

で創る中学校新数学科の授業、明治図書)。

①探究の場として証明の学習を位置づける

②作図し証明するという過程をとる

③文章に従って図をかき、結論を推測する

④記述したものを添削する葛口述から記述へ-

⑤既知の性質を学習し直すことへの配慮

⑥性質を活用する場、発展させる場を設定する

中lでの図形指導でも、小学校や中2以降との接

続も視野に入れた検討課題は多々あります。

(3)関数の内容

関数の学習指導は、統計・確率の内容と共に、実践

上の知見の累積、共有の点ではまだまだの感があり

ます。その学習指導は、日常の事象に見られる具体的

な問題や数学の応用的な問題を取り上げやすく、科

学的な探究の過程をたどりやすい。

表やグラフ、式を使って変化や対応の様子を調べ

ることの重要性が繰り返し強調されますが、表やグ

ラフや与えられた条件から、関係を式で表すドリル

に傾いた指導も散見されます。高校入試からの影響

もあって、関数のグラフの見方と解析幾何との混同

も目に付きます。方程式の指導と同様に、次のような

指導展開の基本的枠組みをもっと意識したい。
「現実場面での問題提起⇒形式的な数学的処理

⇒再び日常場面での問題解決(関数の利用)」

(4)統計"確率の内容

統計・確率の内容は、数学的リテラシーや数学的活

動として大きな位置を占めています。その指導では、

実験を的確に組み込んだ次のような展開によって、

豊かな学習を構想したいものです。
「目的にふさわしい資料を収集⇒その分析、考察

⇒それらに基づき何らかの主張をする」

おわりに

グループでの教育実践・研究推進は重要です。都中

数研が果たす役割に対する期待は大きい。

ー　2　-



平成25年度　各委員会の活動報告

数　式　委　員　会

第2学年における文字式の指導

本年度は、中学校2年生に対して式の計算の指導

前のプレテストと指導後のポストテストを実施し、

文字と式の指導における課題や生徒の変容について

考察した。その結果明らかになったことは、文字と式

の学習は1年生の内容であっても1年生で完成する

のではなく、2年生で再度学習することにより理解

が進むということである。このことは、内容によって

差があるので、大切なことはそれぞれの内容がどの

学年でどの位まで理解し、どの段階で定着を目指す

のかを指導者側がきちんと把握し、計画的な指導を

することである。そのような視点で今後も調査を進

めていきたい。

また、言語活動の充実を目指した授業を計画した。

多様な考え方ができる課題を設定したが、授業を行

うときの留意点は、自分の考えを数学的に説明する

だけではなく、他の人の説明を聞いて確実に理解す

ることである。コミュニケーション能力は発信力と

受信力の双方が備わって成り立つものである。今回

の実践授業ではある程度の成果が得られたが、さら

に課題の開発や授業展開を検討していきたい。

(文責　清瀬市立清瀬第四中学校　銀杏祐三)

図　形　委　員　会

図形指導を意識した年間計画のために
-図形の見方・考え方につながる題材を通して　その4〇

本研究は7年目の継続研究であり、指導の問題点

として数量関係の指導に時間をとられ図形指導を

じっくりと行うことができない。それは生徒の実態と

して小学校で学習している定義や定理の文言を覚え

ていない生徒が多い。生徒はただ問題を解くことよ

り道具を使い体験しながら考えていく仕方を好んで

行う傾向にあるが、数量関係と比べ図形領域は興味

関心が持たれにくい。等が示唆されていることによる。

そこで今年度は、数学学習を包括的に見据えた視

点からの図形指導を、電子黒板とグループ活動を利

用して「数学的活動」を取り入れた授業実践を行った。

授業実践からの課題と問題点では、ICTについて、

①教材をスライド化しておくことは便利である。②

生徒の考えなどを実物投影できる③ICT用の教材

作成の時間とその予算に関すること、授業形態につ
いては、①グループの編成に関して②個人・グルー

プの学習時間と発表の時間③発表の仕方と授業の

記録方法、クラス形態については、①通常の学級と少

人数・習熟度別編成などが挙げられる。

まとめとして、①観察・操作・実験・討論・コン

ピュータを活用しながら数学的活動が充実すること

で見方・考え方がより強調される。(②図形の指導時数

は、全時数のI13で実施していきたい。③図形領域以

外でも、図形学習につなげる(つながる)意識をもっ

て図形の見方・考え方をこまめに指導する。

今後の課題として、図形に対する見方・考え方を効

果的に進めるために、i算数の教材(題材)のアレン

ジも視野に置く正各領域での教材の選出と教材例の

総括血教材展開と指導の工夫料(図形指導を踏まえ

た)年間指導計画の作成などが挙げられる。

(文責　練馬区立大泉学園中学校　勢子公男)

教育課程委員会

教育課程委員会は「中学校における『割合』の指導

について」を研究主題に1年間研究を進めてきた。

8月には、全国算数・数学教育(山梨)大会で、昨

年度からの研究や検討してきた教材を発表した。

10月には、割合でくらべなければならない状況、

割合でなければ的確に表現できない状況を意図的に

設けた問題場面を題材に、研究授業を行った。生徒の

ワークシートからは、生徒がある量の割合をもとに

して別の量の割合を導き出し、問題場面から割合を

読みとって、割合を利用して問題解決を図ろうとし

ていたことが読み取れた。

今年度の研究を通して、適切な課題設定により、主

たる学習内容の学びが深まると同時に、割合につい

て再学習する機会となり、割合の見方・考え方のよさ

を感得させることができる授業を構築することがで

きるだろうと考える。今後は、次の2点を研究課題に

掲げ、授業を通して実証的な研究を進める。

①学年、各領域において、割合の見方・考え方が生か

せる教材の開発と指導過程の工夫を追求する。

②割合指導の難点といわれる内容を取り上げ、理解・

習得の実態を調査し、中学校数学科の内容を基に

しながらの指導を実践し、その改善を図る。

(文責　荒)iI区立尾久八幡中学校　蓮沼喜寿)
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腫聾波動雷…劉声

確率統計委員会

「資料の活用」領域における教材研究

今年度は「資料の活用」領域のまとめとして、統計

的・確率的な見方や考え方を培うことのできる課題

を作成し研究を行った。

研究にあたっては、数学における「学習内容のつな

がり」を十分に考慮し、課題設定の条件を次の三点と

した。①生徒にとって身近な題材であること。②自分

たちで資料を収集することができること。

③乱数表や乱数さいを活用できること。以上を満た

す課題として、「5人でジャンケンをしたとき、あい

こにならずに決着がつくのは、何回目が一番多いか」

について考えることを取り上げ、研究を進めた。

平成25年8月に全国・関東山梨大会では、実際に

ジャンケンを行って統計的確率を求めたり、計算に

よって数学的確率を求めたりなど、多方面から課題

を追求し、三年間のまとめとなるような教材を、開発

したことについて、発表を行った。また、平成26年

l月の都中敷研発表大会では、12月の授業実践を

通して、生徒が興味をもった場面や、「1回目に決着

がつく確率がもっとも高い」という予想外の結果に、

生徒が驚いた様子など、実践報告も含めた発表を

行った。(文責　世田谷区立駒沢中学校　西川慶介)

評　価　委　員　会

本委員会は現役会員の減少により平成23年度以

降活動を休止していましたが、今年度活動を再開し

ました。依然として会員数が少なく大会での発表は

できていませんが、次年度には発表できるように準

備を進めています。今年度実施した会合では、現役だ

けでなく退職した先生たちも出席して、評価に関す

る内容に限らずさまざまな内容の意見交換を行いま

した。会員同士で定期考査の問題を持ち寄って相互

評価して、より良い問題作りへ向けて改善案を考え

ています。

「評価」と聞くと5段階評価や観点別評価に目がい

きがちですが、普段の享受業を評価する、定期考査を評

価するなど授業改善に向けての自己評価も含めて広

い範囲で「評価」を考えています。

評価委員会では現在会員を募集しています。数学

指導においてさまざまな悩みを持っている若手教員

から何十年も数学教育に情熱を注いだ実績十分な先

生まで、知恵を出し合いながらより良い数学指導の

あり方について話し合いませんか。

(文責　葛飾区立上平井中学校　湯浅　浩)

導　入法委　員　会

「資料の活用における実践例」

今年度は、第3学年で学習する『標本調査』に研究

主題を設定した。設定理由として、新学習指導要領に

おいて「資料の活用」領域が新設されたこと、身近な

データをもとにした教材を扱った指導法の工夫、若

い教師に向けた実践例の提示などが挙げられる。

事前に全校生徒の登校時間のデータとその平均値

を準備した上で『標本調査』の授業研究を行った。授

業では、全数調査の代わりに標本調査が重要な方法

となる場合があること、無作為抽出の意味を、模擬的

な実験を経験することを通して理解させることに着

目し、それぞれの成果と課題を考察した。

成果として、授業で扱った課題に対しての意欲的

な取組,班での模擬的な実験による無作為抽出の意

味理解の深まりが挙げられる。また、課題としては、

授業で扱った以外の他のデータを求めること、デー

タのばらつきや抽出する標本の大きさ、そして重複

したデータの取り扱いなどを検討することである。

さらに「資料の活用」領域における教材開発及び3年

間を見通した指導法の工夫も今後の課題である。

(文責　小平市立小平第六中学校　太田謙一)

関　数　委　員　会

「変化の割合」の指導について

-第1学年　関数の利用場面における

関数y=aXのaの意味一

今年度は、第1学年の関数の利用場面における関

数y=肋の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、日数教全国(山梨)大会と都

中数発表大会で発表した。

ポンプを使って水槽に水を出し入れする具体的場

面を提示して、変数(時間と水位)の変域や関数

y=朋のaを負へ拡張して考えることで、「変化の

割合」の見方や考え方を考察の道具として変化のよ

うすを捉えることができた。しかし、正の数・負の数

の単元での既習事項の理解については困難性がみら

れ、課題も明らかになった。

9月からは、これまでの研究の成果をまとめた「中

学校数学科　関数指導を極める(明治図書)」を使い

ながら、第2学年の関数の利用について新たな指導

案を検討しており、授業実践を通した研究を進めて

いる。

(文責　錬馬区立開進第一中学枝　堀　孝治)

-　4　-



平成25年度数学指導技術向上研修会

一束京都教職員研修センターの認定研修として-

数学指導技術向上研修会も今年度11年目を迎え、

今年も若手教員だけでなく、中堅教員の参加もあっ

た。本研修会は、各学校の教育活動の充実に資するた

め、授業の質的向上と教員の指導力向上を目指し、研

究授業の学習指導案作り、抱えている課題や個別の

授業に関する相談、日々の実践に役立つ情報の提供

などを中心に、講師の先生方と事前に申請のあった

テーマ別に少人数のグループごとに行った。

1　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

2　主　　催　　東京都中学校数学教育研究会

3　実施日時　　平成25年8月21日(水)

午前の部　9　00-12　30

午後の部13　30-16　30

4　会　　場　　台東区立御徒町台東中学校

5　参加状況　　午前の部　　65名

午後の部　　　50名

6　実施形態

<午前の部>

・東京都中学校数学教育研究会長挨拶

・研修の進め方等の説明

・デジタル教科書プレゼンテーション(6社)

<デジタル教科書プレゼンテーションの様子>

・ゼミ形式(少人数グループ指導)その1

参加者が抱える課題毎にグルーピング(3へ8

名)し、各グループに講師が2名担当した。

<午後の部>
・ゼミ形式(少人数グループ指導)その2

午前に続き、以下の内容を行った。

①参加者が抱える課題について参加者同士の意見

交換、講師による具体的な指導助言

②各自が持参した(今後実施する研究授業の)指導

計画・指導案について意見交換、講師の指導

③研修のまとめ、講師による講評

7　講師

東京都中学校数学教育研究会OB・現役役員

東京都中学校数学教育研究会各委員会委員等

計　27名

8　成果と課題

研修会終了後、参加者のアンケートには、「デジ

タル教科書について今後活用していくきっかけが

つかめた」「他校の先生との意見交換や講師の先生

の指導助言で、自分自身の抱えている課題を解決

することができた」「他の先生の指導案や授業のア

イディアがとても役に立った」など、研修会が役

立ったという感想が多くあった。

また、「良い授業実践例などの報告もほしい」「授

業規律などについても話し合いたい」「研修の回数

を増やして欲しい」「全体会で講演・講習を実施し

て欲しい」などの要望もあり、今後、来年度の本研

修会の内容等についても検討していきたい。
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第95回　全国算数“「数学教育研究(山梨)大会 

第68回　関東都県算数“数学教育研究(山梨)大会報告 

「変化の割合」の指導について

〇第1学年　関数の利用場面における関数y=秋のaの意味-

町田市立町田第一中学校　高山　琢磨

「関数の利用」場面で、関数y=axについて、グラフを

通してaの意味の理解を図る指導を、特にa<0の場合を

中心に考察し、実践を試みた。

1グラフのよみと関数yこaXのaの意味

グラフのよみは、グラフに表された2つの数量の関係を

よみ取り、グラフを利用して、問題を解決することができ

るようにすることを重視している。

多くの指導は、Ⅹの変域が第量象限に限られ、y二aXで

a>0の場面で課題を設定しているが、その後の「関数の

利用」では、小学校と同じ内容に留まっている指導傾向が

ある。そこで、変域を正負へ拡張することやy=aXのaが

負の値を含む具体的な場面の課題を開発し、その課題を通

して、aの意味を理解させる指導の実践を考えた。

2　指導展開

【課題場面】直方体の水槽に-定の割合で水を入れるポン

プAと水を出すポンプBを使い、水面の高さのようすを表

すグラフを示してよみ取りをさせ,次のことがらについて

考察する,

①ポンプAを使って、基準から満水までの水面の高さの

ようすを表すグラフのよみ取りをする。

②満水の状態から基準の時刻まで、ポンプBを使って水

を出したようすを表すグラフを考える。

③水面の高さが6cm以下になっている時間を求める。

課題場面を水槽の水面の高さにしたため、yの値の変化

がイメージしやすいこともあり、グラフのよみについては,

生徒はテーマに沿った考えを出していた。

それに対して、水を出すようすのグラフをかくときは、

初めは「く」のようなグラフをかく生徒が多かった。点の

取り方は1分前、2分前、・・・の順に取るしかなく、原点か

ら左上がりに点を取る思考の流れであるので、第I象限で

「へ分後」をグラフで確認し、「~分前」につなげることが

大切である。

3　今後の課題

引き続き「変化の割合」の見方や考え方を視点として関

数の利用の指導計画や指導案の見直しをすすめる。また、

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

開発をすすめ、実践を行う。

5人のジャンケンの結果を

統計的・確率的に考える授業

東村山市立東村山第二中学校　橋本　麻衣子

1研究の内容

中学校3年間の「資料の活用」領域のまとめとして統計

的・確率的な見方や考え方を培うことができる課題を考え

た。その際、課題設定の条件として以下の三点を挙げた。

①生徒にとって身近な題材であること。

②自分たちで資料を収集することができること。

③乱数表や乱数さいを活用できること。

これらを満たす課題として「5人でジャンケンをしたとき、

あいこにならずに決着がつくのは、何回目が一番多いか」

という課題を考え、授業実践を通して研究した。

2　指導略案

①5人でジャンケンをしたとき、何回目で決着がつくこ

とが多いかを予想させる。実際に各班5人でジャンケ

ンをして調べ、班ごとの結果を比較する。

②班ごとの結果にばらつきがあるのはなぜかを考え、実

験回数を効率よく増やし、かつ偏りがない方法(乱数

表の利用など)を考える。その方法で再度実験をし、

結果を考察する。

3　考察とまとめ

5人でジャンケンをすると、どの班も一回目で勝負がつ

くことが一番多い。これは生徒の予想とは異なっており、

驚いていた。それ以外の部分については、班によって結果

にばらつきがあった。その理由として、ジャンケンが作為

的であったこと、試行回数が少ないこと等が挙げられた。

そこで、それらを解消する有効な手段として乱数表や乱数

さい(さいころ)を効果的に活用し再度実験を行うことで、

生徒たちは簡単に資料を収集できることを理解できた。授

業でほとんど扱われない乱数表の活用場面を考えさせる

ことができたことは良かったが、今後自主的に乱数表を活

用して問題を解決できるようにすることが課題である。ま

た、パソコンでのシュミレーションで資料を示す方法もあ

るが、乱数発生の仕組みがわかりにくいことが難点である。

最後に、誰もが知っているジャンケンを課題としたことで、

生徒は興味をもって授業に取り組むことができた。この課

題は、使い方によってはどの学年でも取り扱うことができ

るので、今後さらに研究を深めていきたい。
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地　　区　　だ　　よ　　り

<江　東　区>

江東区立第二南砂中学校　本多　浩一

1　研究主題

『こうとう学びスタンダード』を踏まえた数学科指導について

2　主題設定の理由

平成25年度より、江東区では「どの子も伸ばす」を理

念に「こうとう学びスタンダード」を策定し、区内公立小

中学校のすべての児童・生徒に身に付けさせるべき学習習

慣や学習内容を公表し実施に入った。教科に係る内容につ

いては小学校が先行し、中学校数学は、平成25年度中に

区教育委員会で策定され、l月公表され、平成26年度か

らの本格実施となる。数学部では本格実施を前に、事前研

究を目的に本研究主題を設定した。

3　研究の経過及び内容

5月　区中学校教育研究会総会・各研究部会

年間研究計画の決定など

6月　第l回研究授業　3年「2次方程式」(少人数授業)

授業者　江東区立深川第三中学校

奥田篤志、金沢由紀子、岩永義紀

指導　江東区立深川第六中学校副校長　大沢武弘

11月　第2回研究授業1年「方程式」(TT授業)

授業者　江東区立砂町中学校　小林可愛、児玉洋代

指導　江東区立辰巳中学校長　山口久憲

2月　区中学校教育研究会一斉部会

○報告　①平成25年度数学教育に関わる区内実態調査

(都中学校数学教育研究会　調査部)

②平成25年度「全国学力・学習状況調査」結果

報告者　江東区立東陽中学校教諭　青島博和

○説明　・こうとう学びスタンダード

「数学スタンダード」について

説明者　江東区立亀戸中学校副校長　小野塚浩樹

4　まとめと課題

『数学スタンダード』は「正の数と負の数の計算ができ

る」「方程式を解くことができる」など12項目にまとめ、

現在作成委員会により、生徒がつまずき易い箇所を踏まえ

た「指導資料」を策定している。次年度は研究授業のねら

いを一層焦点化し、また「指導資料」を参考にして、一人

ひとりのつまずきをカバーできるきめ細かい授業づくり

を進めていく。

<あきる野市>

あきる野市立御堂中学校　鹿沼　克明

1研究内容と研究の経過

平成25年度あきる野市では、都の学力調査において「読

み解く力」が課題であることに焦点を当てて、「読み解く力

の向上を目指して」をテーマに研修を行った。研究の経過

は①第l回(4月17日)に研究テーマの決定と活動計画

の立案②第2回(6月12日)に研究授業(東中学校)③第

3回(8月23日)に指導力向上研修として、「読み解く力

の向上を図るための各校の定期テストにおける試み」の報

告会④第4回(10月16日)にを研究授業(秋多中学校)

⑤第5回(1月15日)に研究授業(増戸中学校)⑥第6回

(2月26日)に公立小中学校教育研究会において発表を

行った。(★第4回は中止)

2　研究の要旨

第2回の研究授業では、連立方程式の導入を行った。1

次方程式からスムースな接続がなされ、生徒の連立方程式

の導入の理解が深まった。協議会では、読み解く力の3つ

のステップや東京都学力向上調査から考える「読み解く力」

の育成を目指した授業、より高次な「知的創造」を目指し

たクリティカルシンキングを取り入れた授業づくりにつ

いての講演をしていただき研修を深めた。

第3回の指導力向上研修では、定期テストの実践事例を

発表し、それぞれの教員が考える読み解く力を向上させる

方法について話し合った。「別解を考えさせる」「授業で

行った実験結果についての考察」「作図の文章問題」「解法

を2つ提示して比較考察させる」「関数のグラフから文章

を作らせる」など各校における工夫点が報告された。

第5回の研究授業では、接弦定理の導入・証明の授業を

行った。円周角の定理と接弦定理の関係性を読み解くよう

に授業の構成がなされていた。その後の協議会では、「読み

解く力」の向上を図る3つのステップと「型にはまらない

証明」をどのように指導、支援するかなどについて話し

合った。

3　〇年間の研究を通して

5回の研修を通して「読み解く力」の向上について理解

が深められた。「読み解く力」の向上には「必要な情報を正

確に取出し」「比較・関連付けて読み取り」「理解・解釈・

推論して解決する」という3つのステップが大切であるが、

これらの習慣は一朝一夕に身に付くものではなく、今後も

継続した授業改善を行っていくことが必要である。
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平成25年度　調査研究報告「数学教育推進にかかわる実態調査」

一数学授業の改善のために-

調査部長　練馬区立谷原中学校長　山根　治孝

1調査の概要

(1)調査の目的

平成25年度の中学校における数学教育推進上の諸課題や数

学科教員の意識等についての調査を行い、その結果を都中敷

研究大会で報告し、今後の数学授業の改善に役立てる。

(2)調査方法

島しょを含む都内公立中学校619校の数学科教員の代表(数

学科主任等)が回答するアンケート方式で実施した。設問数は

全8間であり、5つの選択肢から1つまたは複数選択するこ

ととした。よりくわしい状況を把握するため、記述式の回答を

3つ設けた。回答校数は516校で回答率は83.3%であった。

2　調査舘栗の概要

各設問の結果について

設問l　授業力を高めるための研修の活用

「校内研修(OJTを含む)」が71.7%と最も多く、「区市

町村教育委員会主催の研修」が56.6%である。該当するもの

すべてを選んでもらったため、各研修をどの程度活用してい

るかを知ることができた。「文部科学省や東京都教育委員会主

催の研修」は31.4%にとどまっている。東京都中学校数学教

育研究会では、夏季休業中に指導技術向上研修会を企画、運営

しており、今後もより積極的に活用されることを期待したい。

設問2　学習指導要領実施における不安な点

「改訂のねらいや内容について理解が十分でない。」は16.7

%「改訂の重点を具体的にどのように指導したらよいかわか

らない。」は18.2%と少なく、ある程度の理解は進んでいる。

「改訂について学ぶ機会や研修の機会が十分でない。」が最も

多く41.5%であった。もっと改訂の趣旨について理解が深まる

よう、研修の機会を多く持つことを望んでいることがわかっ

た。今後も、様々な研修の機会が設けられることが望ましい。

設問3　授業においての課題

「ICT機器を活用した授業を行うこと」が27.7%で最も

多い。ICT機器の活用は、授業の質を高めるために今後はよ

り必要である。各区市町村や学校により、施設や機器の台数に

違いはあるが、長期休業期間を利用して活用場面を増やす準

備を進めるなど積極的な活用が望まれる。

設問4「数学的な見方・考え方」の評価の工夫
「定期テストや小テストに説明(記述)させる問題を設け、評

価している。」が89.1%と最も多かった。「日頃の授業の中で

機会を捉え、生徒の活動を観察することで評価している。」が

26.9%あった。授業の中で機会を捉え、生徒の活動を積極的に

評価しようとしている学校があることは大切にしたい。

設問5「資料の活用」の指導で重視する点

「数値・図・表・グラフなどから傾向を兄いだし分析をする能

力」が俄.8%で最も多く「資料を数値・図・表・グラフなどを

使い適切に表現する能力」が46.1%であった。資料を読み取

り、分析する力を最も重視している。また、資料をどのように

整理すれば調べたいことがわかるか考えさせる指導を重視し

ていることがわかった。

設問6　小中連携を推進する上で最も大切なこと

「小学校の学習内容・経験を生かして、中学校の学習をつなげ

ること」が30.2%、次いで「小中の教員が授業交流を図り、互

いの指導内容や方法の理解を深める」が27.9%で高かった。

算数・数学は系統性があり相互の関連性が深い。小中学校の教

員が授業交流を重ね、小学校の学習内容・経験を生かした指導

をすることが大切である。

設問7　小中連携で最も身に付けさせたいこと

「基本的な計算を確実にできるようにすること」が49.8%で

最も高い。生徒の計算力に課題を感じている実態を小学校の

教員に理解してもらい、お互いが協力して課題解決のための

手立てを講じていくことが、Iト中連携活動にはとても大切で

ある。

設問8　少人数指導、「「指導の実施状況

「少人数指導」が60.1%「ティーム・ティーチング」が12.6%

「少人数指導、ティーム・ティーチングの両方」が11.6%、全

体で8割以上の学校が加配教員を活用した授業を展開してい

る。その良さについて少人数指導では「習熟の程度に応じた指

導ができる。」ティーム・ティーチングによる指導では「生

徒一人一人につまずきに対応でき、ていねいな指導ができ

る。」の回答が多かっだ。

3　最後に

今回の調査結果を、今後の各校での数学指導に役立ててい

ただければ幸いである。最後になりましたが、本調査の実施に

あたり、お忙しい中ご回答いただいた各校の先生方、調査用紙

の配付、回収および集計など煩雑な作業を快くお引き受けい

ただいた各地区の連絡理事の皆様にお礼を申し上げる。
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