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編　集　　東京都中学校数学教育研究会

実践的研究を進める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の活動
本研究会(以下都中敷という)は、平成23年度より「東

京都教育委員会研究推進団体」に認定され、東京都にお

ける中学校数学指導方法について、現場の先生方に役

立つ実践的な研究を行ってきた。

都中数の中心となる研究部は、数式委員会、図形委員

会、教育課程委員会、確率統計委員会、評価法委員会、導

入法委員会、関数委員会、指導法委員会、と8つの委員

会があり、毎月定例会を開き研究活動を行っている。研

究の内容、成果については研究発表大会を毎年開催し

発表している。

調査部は都内公立中学校全校に「数学教育推進にか

かわる実態調査」を毎年実施し、研究集録で報告をして

いる。また、会報部は年間2回会報誌を発行し、都内全

中学校へ配布している。

専門家による講演については、定期総会(5月1日)、

数学指導技術向上研修会(8月21日)、および研究発表

大会(2月17日)と年間3回実施する。文部科学省、大学

の先生などにご講演をお願いしている。演題は学習指

導要領改訂に関わること、現場で必要な数学教育の視

点、すぐに役に立つ指導例などである。

また、数学指導技術向上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修普

及事業」として支援を受け実施している。前年度の研究

員開発委員からの研究報告があり、参加者が持参した

学習指導案の指導・助言を都中数研究部の部員など専

門性の高い講師が行う。このように、都中敷の全ての活

動が、数学の授業ですぐに活用できるような取り組み

を続けている。

ぜひ多くの先生方に8月の研修会や2月の発表大会

にご参加いただき、研究を共有し、さらに実践的な研究

となるよう改善を図って行きたい。

2　数学的活動の楽しさを感じる授業
今回の学習指導要領で、中学校数学科の目標の3番

目に次のように記述されている。

第1目標(3)数学的活動の楽しさや数学のよさを実

感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かす態度、問

題解決の過程を振り返って評価・改善する態度を養う。

-1

東京都中学校数学教育研究会会長　久我　正次郎
一方、TIMSS2015算数・数学教育/理科教育の国際比

較(国際数学・理科教育の動向調査の2015年調査報告

書:国立教育政策研究所編)では、日本の中学2年生

の平均得点が粥6点で39か国中第5位であるのに、「わ

たしは数学がすさだ」という設問では、「つよくそう思

う」、「そう思う」を合わせて430%で国際平均の662%と

23.2ポイントの差がある。「数学の勉強が楽しい」という

設問では、「強くそう思う」、「そう思う」を合わせて、

523%で国際平均の711%より18.8ポイント低い。また、

「数学を勉強すると、日常生活に役立つ」という設問で

は、「強くそう思う」、「そう思う」を合わせて741%であ

り、日常生活に役立つ教科であると思いながらも数学

の勉強がすき、楽しいと思う生徒の割合は低いことを

示している。

次に、毎年都中数調査部が都内公立中学校に実施し

ている実態調査では、自校の数学科の課題として、「数

学的な活動を取り入れた授業」と回答した学校が全体

の4l.7%(599校から回答)であった。約4割の学校で、ど

のように数学的な活動を行うのか、日々、取り組んでい

ることが分かる。

TIMSS2015と調査部の調査から、学習指導要領が示

された今、各地区の数学部会、そして都中数が実践的な

研究を進め、生徒が数学的な活動の楽しさや数学のよ

さを感じる授業を広めていきたい。

平成30年8月には第100回の全国算数・数学教育研究

(東京)大会が行われる。今年度研究を深め、多くの東京

都の先生方が大会で研究成果を発表し、生徒が数学的

活動の楽しさを感じる授業を東京から全国に発信して

いければと思う。



平成29年度　東京都中学校数学教育研究会(平成29年5月1日)講演要旨

筑波大学　准教授　蒔苗直通

中学校数学科における授業改善
一新学習指導要領を踏まえてへ

1　新学習指導要領

3月に新しい学習指導要領が告示され、小学校は幻20

年度、中学校は0021年度からの実施に向けた準備や議論

が進められている。今回の学習指導要領改訂の大きな特

徴は、知識基盤社会と言われる現代の社会を子どもたち

が生きていく、また、その担い手として支えていくには、

どのような資質・能力を学校教育で目指すのか、という

点が出発点になっていることである。学校教育において

育成すべき資質・能力(育成を目指す資質・能力)に関する

議論においては、それをどのように捉えるか、次に、各教

科の枠の中でこれをどのように捉えるか、という議論が

あり、そして、各教科の指導の目標や内容を議論すると

いう順序で、今回の改訂は進められた。

2　資質・能力の三つの柱

資質・能力をとらえるために示されていたのが、2015

年8月に出された「論点整理」の三つの柱である。第一

が、個別の知識・技能(何を知っているか、何ができる

か)、第二が、思考力判断力表現力等(知っているこ

と　できることをどう使うか)、第三が、学びに向かう

力、人間性等(どのように社会・世界と関わり、よりよい

人生を送るか)である。この「二つの柱」に沿って、各教

科における育成すべき資質・能力はとらえられること

になる。算数・数学科においては、算数・数学のよさを認

識し、学ぶ楽しさや意義等を実感できるよう、実社会と

の関わりを意識した数学的活動の充実等を図っていく

ことが求められている。

3　数学的な見方・考え方

各教科の学びの中では「どのような視点で物事を捉

え、どのように思考していくのか」という、物事を捉え

る視点や考え方が鍛えられ、この「見方・考え方」は、各

教科の学習の中で活用されるだけではなく、大人に

なって生活していく際にも重要な働きをするものと在

る。そして、各教科を学ぶ本質的な意義の中核をなすの

が、こうした「見方・考え方」であり、教科の教育と社会

をつなぐものである。算数・数学科における「見方・考え

方」は、従来の数学的を考え方を改め、数学的を見方、数

学的な考え方をそれぞれ示した上で、次のように再整

理される。

数学的な見方

事象を数量や図形及びそれらの関係についての概念

等に着目してその特徴や本質を捉えること

数学的な考え方

目的に応じて数・式、図、表、グラフ等を活用し、論理
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的に考え、問題解決の過程を振り返るなどして既習の

知識・技能等を関連付けながら統合的・発展的に考える

こと

数学的な見方・考え方

事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して

捉え、論理的、統合的・発展的に考えること

4　新学習指導要領における数学の目標

数学的な見方・考え方は、資質能力の二つの柱であ

る「知識・技能」、「思考力・判断力表現力等」、「学びに向

かう力人間性等」の全てに働くものであり、全てを通

して育成される。このことから、新学習指導要領におけ

る中学校数学の目標は、次のように示されている。

数学的な見方・考え方を働かせ数学的活動を通して

数学的に考える資質能力を次のとおり育成すること

を目指す。

(1)数量や図形などについての基礎的な概念や原理法

則などを理解するとともに,事象を数学化したり

数学的に解釈したり　数学的に表現・処理したりす

る技能を身に付けるようにする。

(2)数学を活用して事象を論理的に考察する力,数量や

図形などの性質を兄いだし統合的・発展的に考察す

る力,数学的な表現を用いて事象を簡潔明瞭・的確

に表現する力を養う。

(3)数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強

く考え,数学を生活や学習に生かそうとする態度.

問題解決の過程を振り返って評価改善しようとす

る態度を養う。

5　新学習指導要領における新しい内容

第2学年　Dデータの活用

(l)データの分布について数学的活動を通して次の事

項を身に付けることができるよう指導する。

ア次のような知識及び技能を身に付けること。

(ア)四分位範囲や箱ひげ図の必要性と意味を理解す

ること。

(イ)コンピュータなどの情報手段を用いるなどして

データを整理し箱ひげ図で表すこと。

イ次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。

(ア)四分位範囲や箱ひげ図を用いてデータの分布の

傾向を比較して読み取り　批判的に考察し判断

すること。

当日は、具体的をデータを用いて、四分位数と箱ひげ

図の説明を行い、これらを用いた生徒の意思決定の問

題を具体的な指導事例として取り上げた。



平成29年度　各委員会の活動計画

音数式委員会音

数式領域の習熟度別授業展開

本委員会は、月に1回程度研修会を開き、数式領域の

教材研究や指導法の工夫、生徒のつまずきについての

検討などを行っています。一昨年度からはテーマを「数

式領域の習熟度別授業展開」とし、『東京方式習熟度別

指導ガイドライン』に示された考え方に沿って、生徒の

習熟度に合わせて取り組めるような教材の開発につい

て検討をしています。

本年度は習熟度別クラスにしたときの「基礎コース」

の指導方法に重点を置いて研究を進める予定です。特

に小申連携の視点も取り入れ、線分図を使って課題を

「視覚化」することで基礎コースの生徒の理解を深めら

れないがを検討していきます。今後は研究授業を実施

し、更に様々な指導方法の案を出し合っていこうと考

えています。

普段の活動では数式領域以外のことも話題にし、

日々の授業に活かせる情報の交換もしています。本委

員会の活動に興味をお持ちいただいた方、数学の授業

について気軽に相談できる揚が欲しいと思っていらっ

しゃる方はぜひご連絡ください。次回の委員会のお知

らせをお送りいたします。

(文責　中野区立第四中学校　矢澤　理恵)

「図形委員会i
新しい力を求めていますl

「既習事項を大切にした図形指導」や「図形指導を意

識した年間指導計画の作成」など、図形領域の指導の部

分だけではなく、数学の指導全般において、図形が関わ

ることについて研究してきました。

これまで研究に尽力されてきた方々が退職されたり

したため、昨年度より、新しい力を求めています。

おかげさまで、2名の新しい力を得ることが出来まし

た。

今年度もさらに、新しい力を持った方々に参加・協力

いただき、新生図形委員会として活動をしていきたい

と考えています。前述の通り、図形領域の指導だけでな

く、図形の要素が関わること(例えば、因数分解等で使

用する乗法公式は長方形の面積が関係します)につい

て、あれやこれや意見交換しながら、お互いの力を高め

ていきましょう。

ご連絡お待ちしています。

(文責　板橋区立赤塚第二中学校　村田浩文)

i教育課程委員会i
中学校における「割合」の指導について

本委員会では,毎月l回の定例会を基本に活動して

います。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,よりよ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ます。

現在は『中学校における「割合」の指導について』を研

究テーマに,割合の見方・考え方を育むことを目指し,

「割合の考え方」そのものが概念ともいえる「確率」を研

究の対象とした。昨年度2月の東京都の発表大会にて

指導案を2本発表し,授業実践後,改案を作成中です。

まだ新指導要領の改訂に伴い,改定内容の検討も予走

しています。

今年度も東京都の発表大会にて研究の成果を発表す

る予定です。中学校3年間の各領域の中に,指導の機会

を見つけ次の研究へとつなげたいと思っています。

本委員会の活動に興味をもたれた方は,委員長の前

田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　台東区立駒形中学校　前田利江)

i確率統計委員会i
身近な事柄を題材にした授業

確率統計委員会では、生徒にとって身近な事柄を題材

として、教材開発を行っています。日常生活における課

題に取り組むことで、生徒が興味・関心を持って主体的

に学ぶことができ、思考力・判断力・表現力が身に付いて

いくと考えています。

統計分野では、PPDACサイクルを授業内で実践的

に扱うなど統計的な問題解決学習の研究を進めていま

す。統計グラフコンクールへの応募など、生徒が統計や

グラフをより身近に感じ、興味・関心を持てるように継

続して活動しています。

昨年度から今年度にかけては確率の問題を取り上げ、

席替えのパターンを数え上げる研究を行い、授業実践を

しました。また、箱ひげ図に関する教材開発や、確率統計

分野にとどまらず、回転体や因数分解など、幅広く教材

開発を進めています。これらの成果を8月に日本数学教

育学会の全国大会(和歌山)や関東大会(群馬)で発表す

る予定です。

委員会は月にl回開催しています。研究だけでなく、

近況報告や情報交換なども行っています。興味がありま

したらぜひご連絡ください。

(文責　世田谷区立用賀中学校　石綿健一郎)
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音評価委員会i
三角形の合同条件の証明問題を評価する

本委員会では「評価」を広い意味でとらえて、授業内

外での評価や高等学校の入試問題を中学校からの視点

で評価をするなど、さまざまな取り組みを継続して

行っています。

今年度の評価委員会では、昨年度に弓き続き「証明問

題を評価する」ことについて、研究テーマを設定しまし

た。高校入試で必ず出る証明問題について、生徒にどの

ように指導をしてどういった観点で評価をしていく

か、評価をするポイント等について研究をし、その成果

を大会等で発信していけるよう準備していきます。

本委員会は主に長期休業時に開催しています。学期

中は校務多用で参加しにくいという先生でも気軽に参

加することができます。少しでも興味をもたれた先生

がいましたらご一報ください。開催日等のお知らせを

お送りします。

(文責　江東区立深川第二中学校　湯浅浩)

I導入法委員会【
今年度の活動について

本委員会では,さまざまな単元や領域において　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

のかを検討する。そしてそれをもとに指導案を作成

し,実際に授業を実施してその検証を行っている。

昨年度.本委員会では「平面図形の導入」について研

究を進めた。そこで今年度は「空間図形の導入」に着目

して研究を深めることにした。

空間における平面の決定条件や直線と直線,直線と

平面の位置関係などを学習する際は,教師が教科書を

用いて説明しながら授業を進めるのが一般的である。

しかし.生徒にとっては,図形の用語・記号などを覚え

ることが中心となるため,生徒の授業への参加意欲が

高まらない傾向にある。

そこで空間図形の導入について,生徒が興味・関心を

高める発問や教材を開発し,指導案作成・研究授業・検

証を行っていく予定である。

(文責　国分寺市立第三中学校　太田謙一)

音関数委員会i

関数における速さの指導

関数と速度の理解についてはこれまでの本委員会

の研究で速度を向きがある速さとして捉えることに

課題があることがわかりました。昨年度,関数における

速さの指導について「同一平面上の速さに関するy二徹

のグラフ(Ⅹ時間y距離)は,aの絶対値が等しく符号

が反対ならば反対の向きをもつ等しい速さを表す」場

面を取り上げた授業研究を行い,考察をしてきました。

本年度は,昨年度の研究を受けて中1において「グラ

フをかく指導」「関数の利用」の2点について研究授業

を通して実証的を研究をしており　日数敦全国(和歌山)

大会で発表する予定です。まだ中2における指導計画

の見直しも予定しています。

普段の活動では,関数指導をはじめ,数学教育全般に

関する話題を取り上げたり　情報交換を行ったりして

います。まだ都中数ホームぺ」ジにも過去の研究成果

を掲載していますのでぜひ御覧いただき興味を持っ

ていただけたら幸いです。

(文責　豊島区立千川中学校　小高　洋平)

I指導法委員会」
主体的・協同的な学びを深める指導法

指導法委員会では、昨年度「アクティブラーニング型

授業の指導法」を研究テーマとして、研究を進めてきま

した。関東大会では、「日頃の授業のプラン問題解決学

習を取り入れた指導法」について、都中数研究発表会で

は図形領域における「説明し合う活動を取り入れた指

導法」について、主体的・協同的な学びを目指した取組

を発表しました。

今年度は、生徒にとってさらに「深い学び」となる具

体的な指導法について研究を進めていきます。

なかなか定期的な活動ができていないのですが、長

期休業中等、活動する予定ですので、一緒に活動してく

ださる方はぜひご連絡ください。

(文責　杉並区立荻窪中学校　古庄恵美)

-　4　-



平成29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

数学指導技術向上研修会も今年度で15年目を迎えま

す。ここ数年は、若手教員だけではなく中堅教員の参加

も増えています。

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、実施し

ています。具体的には、研究授業のための指導案検討、

抱えている課題や授業に関する相談、日々の実践に役

立つ情報の提供など、講師の先生方(昨年度は低名の講

師)を交えて少人数のグループで行います。

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しています。

従って、服務は「研修出張」となります。

昨年度も、全都から先生方が参加され、熱心に研修に

取り組みました。今年度も多くの先生方の参加を期待

しております。

1研修会名　　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

並びに中堅教諭等資質向上研修工対

象教員

3　主　　催　　東京都中学校数学教育研究会

※支援　東京都教職員研修センター

「東京都教職員研修センター教育研

究普及事業」

4　研修担当者　北区立浮間中学校　副校長

新井　稔秋

5　実施日時　　平成29年8月21日(月)

午前の部　9　00へ12’30

午後の部1330-1630

※午前または午後の部のみの半日単位

も可能です。

6　会　　場　　北区立滝野川紅葉中学校

東京メトロ三田線新板橋駅徒歩8分

JR埼京線板橋駅徒歩12分

JR京浜東北線王子駅徒歩20分

7　実施形態

ゼミ形式で数人を1グループとします。

グループ毎に講師が3、4名つきます。

8　内　　容

参加者が抱える課題について、グループで意見

交換を行い、講師による指導助言をします。

まな講演会と平成獄年度束京都教育開発委員

会・教育研究員の研究報告を予定しております。

9　講　　師

東京都中学校数学教育研究会OB役員

現役役員及び研究部各委員会所属委員等

10服務上の取り扱い

研修出張となります。

11申込方法

全校に配布した開催案内に添付した申込書、ま

たは、東京都中学校数学教育研究会のホームぺ」

ジか東京都教職員研修センターのホームぺ-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し必要事項を記入の上、

下記送付先に「都庁交換」又は「FAX」で送ってく

ださい。

送付先

北区立浮間中学校　副校長　新井　稔秋　宛

(〒115-0051北区浮間4-29-32

FAX番号　03-5970十能85)

12申込締め切り

平成29年7月18日(火)必着

13その他

(1)　東京都教職員研修センターのホームぺ-ジに

本研修会の案内が掲載される予定です。

(2)　平成30年2月17日(土)に第55回研究発表大会を

東京理科大学・森戸記念館にて開催いたしま

す。日々の実践に役立つ諸演と研究部各委員会

による研究発表が行われます。



都中数の各委員会
誰でも加入できます!

都中敷は研究部の中に委員会があり、数学指導に生

かせる実践的な内容を計画的に研究しています。

また、学習指導要領等に対して提言をする委員会も

あります。詳しくお知りになりたい方は、次の各委員会

の代表者までお気軽にご連絡ください。

音数式委員会1
矢澤　理恵先生

(中野立第四中学校　03-3330-5325)

「歯形委員会l
村田　清文　先生

(板橋区立赤塚第二中学校　03-39391)247)

音教育課程委員会i

前田利江先生

(台東区立駒形中学校　03「384生2089)

」確率統計委員会i
石綿　健一郎先生

(世田谷区立局賀中学校　03-3700-5600)

i評価委員会i
湯浅　浩先生

(江東区立深川第二中学校　03-3641-総77)

i導入法委員会i
太田謙一先生

(国分寺市立第三中学校　的2-572-7143)

【関数委員会i
小高　洋平先生

(豊島区立千月旧学校　03-395色8171)

音指導法委員会音
古庄　忠実先生

(杉並区立荻窪中学校　03-3399-0196)

第99回　全国算数・数学教育研究
(和歌山)大会

1研究主題

「生きる力をはぐくむ算数・数学教育の創造」
一主体性・多様性・協働性の育成をめざして-

2　日　程

平成29年8月5日(土)へ8日(火)

3　会　場

・和歌山県民文化会館

(開会式・記念講演シンポジウム　中学校部会講演

閉会式)

-　6

i和歌山大学教育学部附属中学校

(中学校部会分科会工　Ⅱ　ポスターセッション)

4概　要

8月7日(月)開会式、記念講演、シンポジウム、部

会講演

8月8日(火)分科会I　ポスターセッション

分科会Ⅱ　ポスターセッション

閉会式

5講習会

8月5日(土)講習会1-3

8月6日(日)講習会4へ6

場所和歌山ビッグ愛

6記念講演

演題「知の巨人　南方熊楠」

作家　荒俣　宏

7　シンポジウムテーマ

「新学習指導要領、どのように授業実践を進めるか」

コーディネーター

日本体育大学　金本　良通

シンポジスト

横浜国立大学　池田　敏和

筑波大学附属小学校　夏坂　智恵

東京学芸大学附属世田谷中学校　鈴木　誠

東京都立戸山高等学校　荻野　大吾

和歌山市立有功束小学校　福井　規之

8　中学校部会講演

近藤　裕(奈良教育大学)

演題「算数・数学教育における「説明する力」の育成」

第72回　関東都県算数・数学教育研究
(群馬)大会

1大会主題

「ともに学ぶ算数・数学教育の創造」

2　日　程

平成29年8月22日(火)

9　00-1615

3会　場

開会行事・記念講演
ペインア文化ホール(群馬県民会館)

中学校部会

前橋市立みずき中学校



地　区　だ　よ　り

<墨田区>

墨田区立桜堤中学校　宗形　善典

1　研究主題

「学力向上をめざして」

習熟度別少人数指導の工夫

(区学習状況調査の分析結果を踏まえて)

2　主題設定の理由

区学力状況調査や都学力調査、全国学力調査の

結果から課題が見つかり、いろいろな観点から学

力向上をめざすことが必要と考え、本主題を設定

した。

3　研究の経過及び内容

4月　組織編成、研究主題、年間計画の検討

6月　研究授業・研究協議

第1学年「文字の式」

習熟度別少人数授業(1クラス2展開)

「同じものの個数が、いろいろな式で表さ

れることを兄いだす」を目標に課題に取

り組んだ。

問題の図を黒板に貼り、自力解決、グ

ループ討論、全体発表を行った。

※グ)レープ討論のまとめをipadで撮影、ス

クリーンに映し発表を行った。

8月　研究部会　区学力調査分析結果・講演

11月　研究授業・研究協議

第2学年「一次関数」

習熟度別少人数授業(2クラス3展開)

「座標軸上に頂点をもつ二角形の面積の

求め方を考え.る」を目標に課題に取り組

んだ。

基礎クラス、標準クラス

プロジェクターで図を提示し底辺、高さ

を確認後、自力解決、集団討論を行った。

発展クラス

<昭島市>

昭島市立福島中学校　長野　基

1　研究主題

「アクティブラーニングを取り入れた課題解決学習」

2　主題設定の理由

次期学習指導要領の柱とも言える「主体的・対話

的で深い学び」を実現するために、数学の学習で生

徒が、何を学ぶのか、どのように学ぶのか、何がで

きるようになるのかと考えたとき、私たち教師が

その要求に応えられる授業を実践しているのか疑

問を抱いた。生徒が生涯にわたって能動的に学び

続けられるためには、私たち数学科教師が身に付

けるべき授業力・指導方法を的確に理解し、実践し

ていく必要があると考え、本主題を設定した。

3　研究の経過及び内容

4月　定期総会及び部会

主題設定、年間活動計画作成

5月　部会にて主題の確認

各校(市内6校)のアクティブラーニングを

取り入れた授業実践報告

6月へ9月　各校にて授業実践

各校の実践を受けて、自校で取り入れられ

る手法を実践・検証。

10月　研究授業　第3学年「関数y二aX2」

(y二aX2の値の変化と変域)

グループ活動を通して、教え合いや気付き

発見を導くための教師の効果的な説明及び

発間の工夫が課題となった。

l月　講演会

「アクティブラーニングを取り入れた課題

解決学習について」

①　なぜアクティブラーニングが求められ

るか

②　アクティブラーニングからの授業改善
プロジェクターで図を提示し、どのよう　　4　まとめと今後の課題

に三角形の面積を求めたか考えさせた。

その後、一次関数のグラフで囲まれた四

角形の面積を求める問題に取り組んだ。

個人→グループ活動でその解き方につ

いて説明しあい、全体発表を行った。

4　まとめと今後の課題

全校にICT機器が設置され、ICT機器の有効な利用法

について学んできた。また、区・都・全国学力調査の結果を

踏まえた習熟度別少人数授業の展開について研修を深

めた。今後は新学習指導要領を踏まえて、主体的・対話的

な深い学びの実現に向けて研修を行っていきたい。

数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を育

成するために、主体的・対話的で深い学びが思考力・判

断力・表現力等を育むとともに、身に付けた知識・技能

を定着させたり、生徒の学習意欲を高めたりする上で

効果的である。今年度の活動では、その手法を探ること

に時間を費やしたが、求める資質能力の育成について

は今後の検証となる。生徒に見通しや考えを構築させ

た上での活動で、学習意欲の高まりを感じられたこと

は一つの成果である。今後も効果的な指導方法の工夫・

改善を図りながら、生徒が主体的に学ぶ力を高めてい

きたい。
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平成29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1日(月)に、北区

立滝野川紅葉中学校で、平成29年度の総会を開催しまし

た。平成鉛年度の事業報告、決算・監査報告および、平成紗

年度の役員、事業計画、予算が承認され決定しました。

鷹会次劃
1開会の辞

2　会長挨拶来賓紹介(会長　吉原　健)

3　来賓代表挨拶

4　議長選出

5　議事

(1)平成慾年度　事業報告

(2)平成撚年度　決算"監査報告

(3)平成幼年度　会長・副会長　選出承認

(4)平成紗年度　庶務・会計・事務局長

の委嘱および監事の選出

(5)平成29年度　事業計画案審議

(6)平成29年度　予算案審議

6　新会長挨拶(新会長　久我　正次郎)

7　閉式の辞

総会後に筑波大学准教授蒔苗直道先生よりご

講演をいただきました。(講演の要旨は本誌2ペー

ジに掲載)

平成29年度　役員

会　長　久我　正次郎(葛飾区立奥戸中学校)

副会長　山根　清孝‥・庶務部長

(練馬区立石神井中学校)

ケ　　香積　信明…・庶務部

(板橋区立高島第二中学校)

"　　山口　博之…‥会計部長

(江東区立亀戸中学校)

〃　　春名　秀夫‥・…研究部長

(江東区立深川第一中学校)

〃　　秋野　宏之…‥調査部長

(立川市立立川第四中学校)
〃∴∴浅尾　博之・・調査部

(大田区立馬込中学校)

ケ　　松本　信之　…会報部長

(国分寺市立第三中学校)

庶　務　新井　稔秋(北区立浮間中学校)

〃　　山本　康久(八王子市立横月田学校)

ケ　　竹山　正弘……事務局長

(武蔵野市立第四中学校)

会　計　塚本　桂子(世田谷区立砧中学校)

〃　　吉田　裕行(世田谷区立駒沢中学校)

監　事　増田　律子(台東区立御徒町台東中学校)

〃　　田代　雅規(中野区立緑野中学校)

研究副部長　村田　浩文(板橋区立赤塚第二中学校)

調査副部長　奥秋直人(豊島区立西池袋中学校)

会報副部長　佐藤　圭一(大田区立田園調布中学校)

部　員　岡本祐治(国分寺・第五)杉田正穂(練・開進四)

溝川英知(中中野二)櫻井章司(世・千歳)石綿

健一郎(世・用賀)堀孝浩(都富士高附属)

参　与　峰岸　利一(江東区立第二南砂中学校)

ケ　　吉原　健(北区立滝野川紅葉中学校)

平成29年度　事業計画

1平成29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、会則第5条に従って、下記

の事業を行う。なお、平成23年度から東京都の研究

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、「学習指導要領の改訂に伴う指導の改善」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99回総会・全国算数・数

学教育研究(和歌山)大会

◎第72回関東都県算数・数学教育研究(群馬)大会

(本誌6ページに掲載)

◎平成30年に開催される、第100回全国算数・数学教

育研究(東京)大会への準備・協力

3　数学指導技術向上研修会を開催する。

(本誌5ぺ葛ジに掲載)

4　第55回研究発表大会を開催する。

平成30年2月17日(土)1330-

会場’東京理科大学森戸記念館

5　その他、本会の目的達成のために必要な事業は役員

会・理事会等で検討してから実施する。

6　運営に関する会・役員会・理事会開催の日程

5月1日(月)総会、役員会、講演会

7月7日(金)役員会

9月14日(木)役員会

11月9日(木)役員会

2月17日(土)役員会、理事会
一第55回研究発表大会一

3月2日(金)役員会

4月13日(金)役員会

□発　行　日　平成29年7月7日(金)

□発　行　者　東京都中学校数学教育研究会

□会　　　長　久我　正次郎

(葛飾区立奥戸中学校)

口編集責任者　会報部長　松本　信之

(国分寺市立第三中学校)

国分寺市高木町2「1
042-572　7143
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