
生徒が数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動を目指して
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会長　久我 正次郎

１　新学習指導要領と都中数の役割
　文部科学省より中学校学習指導要領解説が示され、中
学校新教育課程の説明会が７月13日、14日の二日間（東京
ブロック）実施された。説明会には私も参加する機会を
いただき、本会第55回研究発表大会の講師、水谷尚人先生
（会報２ページ）から中学校学習指導要領解説数学編（以
下、数学編と記する）の解説をしていただいた。
　今回改訂された学習指導要領は今年度が周知・徹底
期間であり、30年度から32年度までが移行期間33年度
より全面実施となる。数学科の目標について、解説の中
で次のように書かれている。
　今回の改訂では、中学校数学科の目標を、（１）知識及
び技能、（２）思考力、判断力、表現力等、（３）学びに向か
う力、人間性等の三つの柱に基づいて示すとともに、そ
れら数学的に考える資質・能力全体を「数学的な見方・
考え方を働かせ、数学的活動を通して」育成することを
目指すことを柱書に示した。すなわち、中学校数学科の
目標をなす資質・能力の三つの柱は、数学的な見方・考
え方と数学的活動に相互に関連をもたせながら、全体
として育成されることに配慮する必要がある。（数学編 
20ページ（２）目標について）
　一方、今年度都中数調査部が、「昨年度（28年度）の自
校の数学科の課題として。どのようなものがあります
か。」と都内公立中学校、数学科主任等に質問したとこ
ろ、全613校から回答をいただき、回答率が100％となっ
た。回答は、各校の課題として、数学的活動を取り入れ
た授業（29.7％）、数学的な見方・考え方を働かせる指導
（44.4％）となった。都内公立中学校の約３割が授業に数
学的活動を取り入れることを課題と捉えた。また、４割
強の学校が、数学的な見方・考え方をどのように生徒に
働かせる指導を行うのかを課題と捉えた。このことか
ら、新しい学習指導要領の円滑な実施には、現場が課題
として捉えている「数学的な活動」と「数学的な見方・考
え方」をどのように関連付けた授業を行うのか、具体的
な実践例が望まれる。
　都中数では2月17日、55回目の研究発表大会を実施
し、数学的な活動や、数学的な見方・考え方などに関す
る研究を発表した。他県からの参加を含め100名以上の

先生方にご参加いただき、活発な研究討議が行われた。
　研究集録を各校に配
布したので、ぜひ活用
を図っていただきた
い。（写真は第３分科会
での発表）
　今後も研究部の各
委員会で研究を深め、
新しい学習指導要領が円滑に実施できるように事例を
紹介していきたいと考えている。また、昨年度に続き町
田市からも発表していただき、各地区での研究推進に
大きな励みとなった。今後も各地区からの発表をお願
いしていきたい。

２　都中数の講演会
　今年度は学習指導要領について、広く現場に情報提
供をしたいと考え、５月の総会では筑波大学准教授、蒔
苗直道先生、８月の数学指導技術向上研修会では信州
大学教授、宮崎樹夫先生、そして２月の研究発表大会で
は文部科学省国立教育政策研究所教育課程調査官、水
谷尚人先生からご講演をいただいた。参加者から「改訂
の主旨が分かった」、「実際の授業で試してみたい」等の
感想が多数寄せられた。
　来年度も現場の先生方のニーズに応えた講演会を開
催していく。５月12日（土）の総会は筑波大学教授、清水
美憲先生よりご講演をいただく予定であり、詳しくは
都中数ホームページをご覧いただきたい。

１　調査の概要
（1）調査の目的
　平成29年度の中学校における数学教育推進上の諸課
題等や、数学科教員の意識等についての調査を行い、今
後の数学授業の改善に役立てる。
（2）調査方法
　都内全公立中学校613校の数学科教員が回答するアン
ケート方式で実施した。設問数は全８問である。回答校
数は613校で回答率は100％であった。
２　調査結果の概要（各設問の結果について）
【設問１】自校数学科の課題
　「①ＩＣＴ機器を活用した授業」「⑥数学的な見方・考え
方を働かせる指導」について、それぞれ約半数近くの学
校が課題と捉えている。①は、ＩＣＴの整備が毎年確実
に進んでいる中で、授業で具体的に活用する難しさを反
映していると思われる。⑥は、全国学力調査や東京都学
力調査の正答率が低いこと等からも、日頃の授業におい
て多くの指導者が課題であると実感していることが分
かる。
【設問２】授業力を高めるために研修したい点
　「① 数学的な見方・考え方を引き出す発問」は39.6％で
あった。設問１の結果からも、必要性を感じている指導
者が多いことを表している。「⑦新しい学習指導要領に
沿った授業づくり」は23.0％であった。来年度より移行期
間が始まり，移行措置の内容を正確に把握することや、
「主体的，対話的で深い学び」を視野に入れた授業改善を
意識してのことと推察する。
【設問３】数学的活動を取り入れた授業内容
　「①教科書の各章の導入課題を利用する」は70.3％、「②
教科書の章末課題や巻末課題を利用する」「⑤独自に作
成した資料や課題を利用する」「③教科書内の問や例題
を利用する」が30％台であった。⑤は毎年増加傾向にあ
り、数学的活動を大切にする指導者の意欲が伝わってく
る。
【設問４】授業で活用するＩＣＴ機器
　活用されている順で見たときには、「①ノートパソコ
ン(指導者用)」、「④大型テレビ、プロジェクター」が30％を
超えている。経年変化に着目すると、「②タブレット端
末」、「⑥デジタル教科書」の伸びが大きい。指導者用のタ
ブレットやデジタル教科書の整備が進んでいることが
分かる。
【設問５】ＩＣＴを活用した授業の頻度
　「⑤ほとんど行っていない」が44.4％と、依然として高

い結果であったが、２年間で17ポイント減少している。Ｉ
ＣＴを活用した授業を行う学校が着実に増加している
ことが分かる。また、「①毎時間」、「②教科書の各項に１回
程度（約２～３時間ごと）」がともに６ポイント増加して
おり、全体として使用頻度が上がっている。
【設問６】家庭学習の充実（実践例）
　「②補助教材（問題集等）から課題を出す」が71.5％、「①
教科書から課題（宿題）を出す」が60.7％と半数以上を占
めている。「③独自に作成した家庭学習用課題を利用す
る」が33.0％あり、校務多忙な中で、３分の１の学校で家
庭学習の充実に多大な労力をかけている姿が見えてく
る。
【設問７】習熟度別少人数授業の課題
　「①指導者の打ち合わせ時間の確保」が50.1％，「②授業
進度の調整」が47.0％、「③グループ編成」、「⑤習熟度に応
じた教材の工夫」、「⑥評価について」が30％台の回答と
なった。打ち合わせ時間の確保については、授業時間内
に打ち合わせができる制度が整備されることを切に願
う。
【設問８】実態調査で取り上げて欲しい設問
約半数の学校が「①新学習指導要領」、「②授業力向上のた
めの指導法」、「④習熟度別少人数指導の工夫」に関する設
問を希望している。平成33年度の完全実施に向けて、各校
がどのような取組を行っているのか調査し、報告するこ
とが求められていると捉えている。
３　まとめ
　今年度の調査結果からも、わかる授業づくりのため
に、様々な工夫を重ねている先生方の姿が映し出された
と感じる。来年度以降も授業改善に結びつくような設問
の設定を検討していく。回答いただいた各校の先生方、
各地区で調査問題の配布と集計を担っていただいた連
絡理事の先生方の多大なるご協力によって、本調査を報
告することができたことを感謝申し上げる。
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地 区 だ よ り

＜大田区＞
　大田区教育研究会数学部会

１　研究主題
「主体的な学びから、思考力・判断力・表現力・問題
解決力を身に付け、社会を生き抜く力を育成する」

２　主題設定の理由
　次期学習指導要領では「主体的・対話的で深い学
び」の実現が謳われており、その達成のために数学
的活動の充実をさらに推進することを目指して、
本主題を設定した。

３　研究経過及び内容
４月　区教研　各校の紹介、組織作り、年間事業計

画の検討（大田区立大森第二中学校）
８月　授業づくりセミナー
10月　小中連携合同研修会

研究授業「比例をくわしく調べよう～反比
例～」（大田区立小池小学校）
　授業者　丹羽 佳奈子 教諭
　講師　帝京大学教授　廣田 敬一 先生

11月　数学講演会（大田区立志茂田中学校）
　講師　サイエンスナビゲーター　
　　　　桜井 進 先生
演題「わくわく数の世界の大冒険　世界は
数学でできている」

１月　区教研　本年度の事業報告等（大田区立大
森第二中学校）
講演会「デジタル教科書と電子、授業が変わ
る」
　講師　お茶の水女子大学理系女性教育開
　　　　発共同機構　
　　　　准教授　加々美 勝久 先生

４　まとめと今後の課題
　大田区では、今年度より区内全校において電子黒板な
らびに書画カメラが常設されることになった。さらに、
各教員に一人１台のタブレット端末が配布され、数学科
教員はタブレット端末を用いてデジタル教科書を利用
することが可能となった。そのため、１月の区教研にて
行われた講演会において、加々美勝久先生よりデジタル
教科書の実際の活用事例についてのお話を拝聴できた
ことは、区内の教員にとって大変貴重な機会となった。
今後は、さらに充実したＩＣＴ環境を十分に活用し、生
徒の意欲、関心を高められる授業実践を重ね、「主体的・対
話的で深い学び」の実現を目指していきたい。

＜調布市＞
　調布市立中学校教育研究会数学部

１　研究主題
興味・関心・意欲を高める授業展開の工夫
～数学的活動を通して～

２　主題設定の理由
　次期学習指導要領の方向性の一つとして「どの
ように学ぶか」という視点が挙げられており、子ど
もの具体的な学ぶ姿勢を考えながら指導内容を構
成していく必要があると提言されている。そこで
今年度は昨年度までの研究を踏まえた上で、より
一層授業展開の工夫に重点を置いて研究していく
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
５月　総会・部会　研究主題・活動計画の作成
６月　部会　指導案検討
10月　調小研算数部・調中研数学部　合同部会

研究授業・研究協議会　於：第六中学校
単元名　「１次方程式の利用」
　授業者　調布市立第六中学校
　　　　　重盛 健一郎 主任教諭
　講師・助言者　中野区立緑野中学校校長
　　　　　　　 田代 雅規 先生

11月　研究授業　於：第七中学校
単元名：「作図」
　授業者　調布市立第七中学校
　　　　　高橋 理子 主任教諭

１月　部会　今年度の成果と課題
２月　研究発表会　口頭発表

　発表者　調布市立神代中学校
　　　　　下田 哲也 教諭

４　まとめと今後の課題
　本研究は、数学的活動を取り入れた授業展開を工夫
することで、どのようにして生徒の興味・関心・意欲を
高めることができるか追究するものであった。今後の
課題として、自力解決できない生徒の興味・関心・意欲
をより一層高めるために「学びあい」の前の自力解決を
充実させることが必要と考える。また、多様な考えを引
き出す課題を設定することで「学びあい」をさらに「深
い学習」のための手段にできると考える。よりよい考え
を獲得することで、生徒は数学的活動の楽しさや数学
の良さを実感し、数学に対する興味・関心・意欲を高め
ていけると考える。

第55回　東京都中学校数学教育研究発表大会（平成30年２月17日）講演要旨
国立教育政策研究所　教育課程調査官　水谷尚人

中学校数学科における新しい学習指導要領と授業づくりについて

１　はじめに
　平成29年３月31日に新しい学習指導要領が公示さ
れた。今回の改訂は、現行学習指導要領等の考え方を
引き継ぎ、子供たちの知識の理解の質を高め、急速に
変化し予測不可能な未来社会において自立的に生き、
社会の形成に参画する力を育てることを目指してい
る。ここでは、中学校数学科における新しい学習指導
要領のポイントと、その実現に向けた授業づくりにつ
いて考える。

２　中学校数学科の目標
　中学校数学科においては、数量や図形などについて
の基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、これ
らを活用して問題を解決するために必要な数学的な思
考力、判断力，表現力等を育むとともに、数学のよさを
知り、数学と実社会との関連についての理解を深め、数
学を主体的に学習に活かしたり、問題解決の過程を評
価・改善したりするなど、数学的に考える資質・能力を
育成することを目指した。
　今回の改訂では、中学校数学科の目標を、（1）知識及
び技能、（2）思考力、判断力、表現力等、（3）学びに向かう
力、人間性等の三つの柱に基づいて示すとともに、それ
ら数学的に考える資質・能力全体を「数学的な見方・考
え方を働かせ、数学的活動を通して」育成することを目
指すことを柱書に示した。

３　数学的活動の一層の充実
　今回の改訂では、二つの問題解決の過程を重視して
いる。二つの過程の一つは、日常生活や社会の事象を数
理的に捉え、数学的に表現・処理し、問題を解決し、解決
過程を振り返り得られた結果の意味を考察する過程で
ある。もう一つの過程は、数学の事象から問題を見いだ
し、数学的な推論などによって問題を解決し、解決の過
程や結果を振り返って統合的・発展的に考察する過程
である。また、これら二つの過程の各場面において言語
活動を充実し、それぞれの過程を振り返り、評価・改善
することができるようにする。このことは，「生徒が目
的意識をもって主体的に取り組む数学に関わりのある
様々な営み」であるとする従来の意味をより明確にし
たものであり、その趣旨を引き継ぐものである。

４　統計的な内容の改善充実
　今回の改訂で中学校においては、第１学年でヒスト
グラムや相対度数を学習し、さらに第２学年で四分位
範囲や箱ひげ図を学習することになる。このように、収
集したデータから次第に情報を縮約することによっ
て、大量のデータや複数の集団の比較を可能としてい
る。また、それぞれの学年において手にしている道具を
増やしながら統計的に問題解決することによって、よ
り深い統計的な分析が可能となるように構成してい
る。確率についても、第１学年で統計的確率を学習し、
第２学年で数学的な確率を学習する。第３学年におい
ては、標本調査のアイデアを導入することで、統計的な
データと確率的なばらつきを統合した形で確率の理解
を深めることができる。
　このように、中学校の各学年で統計的なデータと確
率を学習することによって、統計的に問題解決する力
を次第に高めていくことができるよう構成している。

５　数学科の授業づくりについて
　数学科の授業については、生徒や学校の実態、指導の
内容に応じ、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学
び」の視点から改善を図ることが重要である。
　単元など内容や時間のまとまりの中で、例えば、主体
的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学
習したことを振り返ったりして自身の学びや変容を自
覚できる場面をどこに設定するか、対話によって自分
の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定
するか、学びの深まりをつくりだすために、生徒が考え
る場面と教師が教える場面をどのように組み立てる
か、といった視点で授業改善を進めることが求められ
る。また、生徒が数学を学習する意義や数学の必要性に
ついて自らに問いかけ、自分なりの答えを見いだすこ
とができるようにすることにも配慮したい。
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平成29年度　各委員会の活動報告

数式委員会
問題の視覚化を取り入れた指導
　本委員会では、昨年度から引き続き数式領域におけ
る習熟度別授業について問題の「視覚化」を取り入れた
指導実践について研究を行った。本年度は、等式や方程
式の指導の中で、特に１年の「等量関係を表す式」や「等
式の性質」について２本の線分図を有効に活用できな
いかと考え、指導案の検討を進めた。
　まず２年生の生徒に、等式を２本の線分図で表す指
導を行った。その結果、線分図を使うと式が分かりやす
くなったと感じた生徒が半数以上いた半面、分かりに
くい、面倒だと感じる生徒も少なくなかった。次に更な
る工夫をし、１年生の「等量関係を表す式」で指導をし
たところ、量感を視覚的につかんでいろいろな式を作
ろうという意欲の高まりがみられた。また「一元一次方
程式」では、等式の性質を用いて方程式を解くだけでな
く、線分図を有効に用いて説明することもできた。しか
し、線分図における負の数の扱いに戸惑う生徒もいる。
今後は、多くの場面で図を用いて、視覚的な指導をする
ことの効果について考えていく。

（文責　品川区立東海中学校　友部 三奈）

図形委員会
図形の性質を意識した作図の指導
～正方形を作図する活動を通して～
　今年度は、「図形の性質を意識した作図の指導」を
テーマとして設定し、正方形を作図する活動について、
研究を行った。
　各学力調査等の作図に関する問題の正答率から、基
本の作図（垂線、垂直二等分線、角の二等分線）の理解は
概ねできているが、作図を利用して問題解決を図る学
習は十分に理解しているとは言い難い。そこで，図形の
性質を意識し、図のイメージをもって作図ができるよ
うにするため、ソフトボールの本塁と一塁の位置から
二塁と三塁の位置を求める場面を設定し、正方形の作
図により解決することや、作図の結果を他者と振り返
ること、条件を変えて作図の方法を新たに考えること
ができるような指導案を検討し、作成した。
　今回は、指導案の作成にとどまったが、今後授業実践
を行い、作図の指導の充実が図れるよう努める。

（文責　都立富士高等学校附属中学校　堀 孝浩）

教育課程委員会
　本委員会では「中学校における『割合』の指導につい
て」を研究主題に、平成28年度より割合によって課題解
決する学習場面として、「確率」の単元を選び研究を進

めてきた。確率導入前の課題解決の方法として、割合を
活用する授業実践を行い、生徒の考え方について考察
を行った。
確率導入前の学習のため、始めに、既習事項を活用する
学習場面としての課題を設定し、「確率」の用語を用い
ない授業展開を考え、スムーズに「確率」へ導入するた
めの授業を提案した。授業実践後、生徒のワークシート
の記述等から分析を行い、生徒の考え方の変容につい
て考察した。これらの成果は２月の大会で発表する。
　今後も『割合』の指導についての研究を続け、ほかの場
面で割合を活用できる場面や、再学習につながる場面を
探り、生徒が割合のよさを実感し、利用しようとする態
度を育てるための研究へとつなげていきたい。これまで
の研究の成果やこれからの研究については、日本数学教
育学会の全国大会（東京大会）で発表する予定である。

（文責　台東区立駒形中学校　前田 利江）

確率統計委員会
実験や操作活動を取り入れた教材研究
　本委員会では今年度、３つの研究を行い、日本数学教
育学会の全国大会（和歌山）や関東大会（群馬）で発表を
した。全国大会では、席替えを題材にした確率に関する
研究を発表した。くじ引きで席替えを行った場合、学級
の中に座席が変わらない人がいる確率を考える活動を
授業で行った。実験を行いデータを収集したり、樹形図
を活用したりすることで、傾向を調べ類推する力がつ
くことが期待できることが分かった。
　関東大会では、統計の分野と数と式の分野の２つの
研究を発表した。統計の分野では、新学習指導要領で2
学年への位置づけが示された「箱ひげ図」の指導につい
て、現段階での指導者側の意識調査を行うとともに、授
業案を提案した。
　また、数と式の分野では因数分解に関する研究を行っ
た。因数分解の指導では、教具を用いた操作的な活動を取
り入れることで、生徒は様々なパターンを検討しながらよ
り効率の良い方法に気づくことができることが分かった。
　今後も、確率統計分野はもちろん、広く数学全般の題
材を取り入れながら、教材を開発して行きたい。

（文責　世田谷区立用賀中学校　石綿 健一郎）

評価委員会
入試問題を活用した評価問題の作成
　今年度、評価委員会では「入試問題を活用した評価問
題の作成 ～習熟度に合わせた問題へのアプローチ～」
というテーマで研究を行い、２月の都中数発表大会で
発表しました。

　今回は、平成29年度の都立武蔵高等学校の入試問題
の作図問題をもとに、基礎・標準・発展の３コースに応
じた問題を考案しました。
　今後は、授業を実際に３コースに分けて指導すると
きの注意点や、問題のコース設定の妥当性、実際に授業
を行ったときの生徒の反応や変容などについて研究を
深めていきたいと思います。また、平成30年８月に行わ
れる東京での日数教の全国大会に向けてブラッシュ
アップしていきたいと思います。
　評価委員会では随時メンバーを募集しています。評
価に限らず、普段の授業を進める上での悩み事などを
一緒に考えていきたいと思っている方がいましたら深
川二中湯浅までご連絡をください。

　（文責　江東区立深川第二中学校　湯浅 浩）

導入法委員会
「平面図形の決定条件」の実践例
　今年度は、第１学年で学習する｢平面の決定条件｣を
研究主題として設定した。
　そこで生徒の興味・関心をより高めるために、小グ
ループでの具体物を用いた操作活動を通して、一人一
人の気付きを空間における平面の決定条件につなげる
指導案を作成・実践し、その検証を行った。
　成果としては、教師が説明するのではなく、生徒が自ら
教具を用いて、グループでの実験・操作活動を通して、「平
面の決定条件」を見いだすとともに、空間内における「直
線」や「平面」についての理解を深められたことである。
　課題としては、「ただ１つに決まる」などの言葉のイ
メージを生徒に理解させることや「２つの直線」につい
て吟味する場面で「ねじれの位置では平面は１つに決
まらない」ことを発見した生徒への対応とその次時以
降への活かし方を検討する必要がある。
　本委員会では、これからもさまざまな領域を扱いな
がら、さらなる教材開発や指導法の工夫を提案してい
こうと考えている。

（文責　国分寺市立第三中学校　太田 謙一）

関数委員会
関数における速さの指導
　今年度は、上記テーマについて、中１を対象とした指
導案の作成と授業実践、プレテストを行い、日数教全国
（和歌山）大会・関東甲信静数学教育研究（群馬）大会・都
中数研発表大会で発表しました。
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=ax 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」場面を取り上げた研究授業を行
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２において実践
しました。プレテストを実施し、生徒の実態を把握し、
「(基本的な)グラフをかく指導」「関数の利用」の２点に
ついて、研究授業を実施しました。今後、ポストテスト
を実施し、生徒の変容を分析する予定です。
　今後も関数指導のおける速さ・速度の概念について
の研究を進め、小･中・高における速さ・速度に関する系
統的な教材研究や授業研究を進めていきます。都中数
のホームページにも研究成果を掲載していますので、
ぜひ御覧ください。

（文責　豊島区立千川中学校　小髙 洋平）

指導法委員会
主体的・対話的で深い学びを目指した指導法
　指導法委員会では今年度「深い学び」を研究テーマと
して研究を進めました。「深い学び」をどのようにとらえ
るか考え、問題解決学習時、生徒が「学習感想」を書く活動
を取り入れました。「学習感想」を書くと思考を再整理す
ることができます。また、感想を分類する視点をもって
見ると、学びが深まりを見取ることができ、生徒の評価、
授業の評価、授業改善につながることがわかりました。
　今後は、８月の全国大会の発表に向けて、これまでの
研究をまとめ、さらに研究を深めていきます。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 恵実）

町田市中教研数学部会
研究主題
「アクティブラーニングの視点を生かした授業実践」
　町田市中教研数学部会では、研究授業と研究協議会
の後に講演会の部会を年２回行い、昨年度から始まっ
た中教研指導法研究会（中指研）は今年も４回実施し、
若手から中堅、ベテランの教員が毎回10名ほど集まり、
研究授業に向けての指導案の協議や授業実践報告、定
期考査の作問方法などを意見交換することができまし
た。中指研には國宗進先生（静岡大学名誉教授）をお招
きし、助言を賜ることができました。
　研究授業では、３年相似の利用の校舎の高さを求め
る、２年確率の残り物には福があるのは本当かをテー
マに、研究主題を踏まえつつ生徒の活動を取り入れる
ことを意識し、教具や展開を工夫し授業を行いました。
そこで得られた成果を実践報告として東京都中学校数
学教育研究発表会にて発表させて頂きます。

（文責　町田市立つくし野中学校　髙木 圭樹）

関数における速さの指導
～関数指導における負の速さの必然性に迫る指導～

　関数委員会
１．研究のねらい
　本委員会のこれまでの研究で、速度を「向きをもつ速
さ」として捉えることや、関数における速度の理解に課
題があることがわかった。そこで昨年度は、速さの概念
と関数の密接な関係、例えば「同一平面上の速さに関す
る y=ax 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
表すこと」を、生徒に理解させることをねらいとして、
授業研究を通して考察をしてきた。
　本年度は、そのねらいをさらに深めるために、中１に
おいて、「グラフをかく指導」「関数の利用の指導」につ
いて、指導前の生徒の実態の把握をし、指導案の作成、
研究授業・研究協議から見いだした指導課題を踏まえ、
指導の妥当性を明らかにする。
２．研究の内容
（1）グラフをかく指導
　「グラフをかく指導における、正負の数の指導と
繋がりをつける速さの理解」についての研究授業・
研究協議から見いだした指導課題を踏まえ、改訂指
導案を作成した。その改訂指導案での研究授業を実
施し、指導の妥当性を明らかにする。

（2）プレテストの実施
　ねらいを「反対の向きをもつ量や、速さの意味に
ついて」とし、中１生徒の理解の実態を把握する。

（3）関数の利用
　「関数の利用」における速さの概念と関数の理解
を深めるために、日常的な場面において、様々な選
択を迫るように設定した。より現実的な課題となる
ことを意識し、課題に適度な困難性をもたせ、既習
事項を発展させ、生徒が考える力を伸ばすために、
教材開発を行い、研究授業を行った。

３.研究のまとめ
　「向きをもつ速さ」をグラフの指導において扱う
ことで、関数の利用でも「向きをもつ速さ」の理解の
定着が進んだ。今後は、これまでの研究をもとに、中
１の指導計画をよりよいものに改善する。また、ポ
ストテストを実施し、指導後の生徒の変容を検証す
る。中２において、同様に「グラフをかく指導」「グラ
フの利用」について、指導案を見直し、指導計画の改
善を図っていく。

身近な問題を解決する学習を取り入れた指導
～「箱ひげ図」を用いた指導にあたり～

　確率統計委員会
１．研究のねらい
　平成29年３月に公示された学習指導要領では、「D資
料の活用」が「Dデータの活用」に名称が変更されるだけ
でなく、学習内容にも大きな変更が示され、数学的活
動・統計的内容の充実が図られた。例えば、中学校１年
で扱っている代表値（平均値、最頻値、中央値）は小学校
６年に移行し、現行では高校で学習する「四分位範囲」、
「箱ひげ図」は中学校２年生へ移行される。しかし、「四
分位範囲」、「箱ひげ図」については多くの教員が学んだ
経験を持っておらず、どのように指導を行えばよいか
分からないのが現状である。
　そこで、この現状を踏まえて、新学習指導要領施行に
向けて「四分位範囲」や「箱ひげ図」に関する指導につい
て検討することが大切であると考えた。
２．研究の内容
　本研究では、現在の教職員の実態を明らかにするため
に、アンケート調査を行った。また、新学習指導要領の実
施に向けて、箱ひげ図に関する題材の提案を行った。
　アンケート調査の結果では、四分位範囲、箱ひげ図に
ついては「用語を知らない」と回答した割合が高く、指導
についても不安を持っている様子が分かった。また、年
代によって認識度に差があることが明らかになった。
　題材提案においては、複数地域の気温の比較や、学級
対抗リレーの記録の比較などを例として示した。学級
対抗リレーを題材にした実践授業では、学級ごとの個
人の短距離走の記録を箱ひげ図で表し、複数学級の箱
ひげ図を比較し、優勝チームを予想する活動を行った。
生徒は箱ひげ図から分布を読み取り、複数のデータを
比較しながら優勝チームを予想することができた。
３．研究のまとめ
　「箱ひげ図」等に関する教員の指導経験はほとんどな
く、まずは我々自身が「箱ひげ図」等に関してしっかり
とした知識を身につけることが必要であることが分
かった。また、今回は題材の一つとして学級対抗リレー
について取り上げたが、データは既存のものを利用し
た。今後は、生徒達自身がデータを収集できる題材も検
討したい。

第99回　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
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数式委員会
問題の視覚化を取り入れた指導
　本委員会では、昨年度から引き続き数式領域におけ
る習熟度別授業について問題の「視覚化」を取り入れた
指導実践について研究を行った。本年度は、等式や方程
式の指導の中で、特に１年の「等量関係を表す式」や「等
式の性質」について２本の線分図を有効に活用できな
いかと考え、指導案の検討を進めた。
　まず２年生の生徒に、等式を２本の線分図で表す指
導を行った。その結果、線分図を使うと式が分かりやす
くなったと感じた生徒が半数以上いた半面、分かりに
くい、面倒だと感じる生徒も少なくなかった。次に更な
る工夫をし、１年生の「等量関係を表す式」で指導をし
たところ、量感を視覚的につかんでいろいろな式を作
ろうという意欲の高まりがみられた。また「一元一次方
程式」では、等式の性質を用いて方程式を解くだけでな
く、線分図を有効に用いて説明することもできた。しか
し、線分図における負の数の扱いに戸惑う生徒もいる。
今後は、多くの場面で図を用いて、視覚的な指導をする
ことの効果について考えていく。

（文責　品川区立東海中学校　友部 三奈）

図形委員会
図形の性質を意識した作図の指導
～正方形を作図する活動を通して～
　今年度は、「図形の性質を意識した作図の指導」を
テーマとして設定し、正方形を作図する活動について、
研究を行った。
　各学力調査等の作図に関する問題の正答率から、基
本の作図（垂線、垂直二等分線、角の二等分線）の理解は
概ねできているが、作図を利用して問題解決を図る学
習は十分に理解しているとは言い難い。そこで，図形の
性質を意識し、図のイメージをもって作図ができるよ
うにするため、ソフトボールの本塁と一塁の位置から
二塁と三塁の位置を求める場面を設定し、正方形の作
図により解決することや、作図の結果を他者と振り返
ること、条件を変えて作図の方法を新たに考えること
ができるような指導案を検討し、作成した。
　今回は、指導案の作成にとどまったが、今後授業実践
を行い、作図の指導の充実が図れるよう努める。

（文責　都立富士高等学校附属中学校　堀 孝浩）

教育課程委員会
　本委員会では「中学校における『割合』の指導につい
て」を研究主題に、平成28年度より割合によって課題解
決する学習場面として、「確率」の単元を選び研究を進

めてきた。確率導入前の課題解決の方法として、割合を
活用する授業実践を行い、生徒の考え方について考察
を行った。
確率導入前の学習のため、始めに、既習事項を活用する
学習場面としての課題を設定し、「確率」の用語を用い
ない授業展開を考え、スムーズに「確率」へ導入するた
めの授業を提案した。授業実践後、生徒のワークシート
の記述等から分析を行い、生徒の考え方の変容につい
て考察した。これらの成果は２月の大会で発表する。
　今後も『割合』の指導についての研究を続け、ほかの場
面で割合を活用できる場面や、再学習につながる場面を
探り、生徒が割合のよさを実感し、利用しようとする態
度を育てるための研究へとつなげていきたい。これまで
の研究の成果やこれからの研究については、日本数学教
育学会の全国大会（東京大会）で発表する予定である。

（文責　台東区立駒形中学校　前田 利江）

確率統計委員会
実験や操作活動を取り入れた教材研究
　本委員会では今年度、３つの研究を行い、日本数学教
育学会の全国大会（和歌山）や関東大会（群馬）で発表を
した。全国大会では、席替えを題材にした確率に関する
研究を発表した。くじ引きで席替えを行った場合、学級
の中に座席が変わらない人がいる確率を考える活動を
授業で行った。実験を行いデータを収集したり、樹形図
を活用したりすることで、傾向を調べ類推する力がつ
くことが期待できることが分かった。
　関東大会では、統計の分野と数と式の分野の２つの
研究を発表した。統計の分野では、新学習指導要領で2
学年への位置づけが示された「箱ひげ図」の指導につい
て、現段階での指導者側の意識調査を行うとともに、授
業案を提案した。
　また、数と式の分野では因数分解に関する研究を行っ
た。因数分解の指導では、教具を用いた操作的な活動を取
り入れることで、生徒は様々なパターンを検討しながらよ
り効率の良い方法に気づくことができることが分かった。
　今後も、確率統計分野はもちろん、広く数学全般の題
材を取り入れながら、教材を開発して行きたい。

（文責　世田谷区立用賀中学校　石綿 健一郎）

評価委員会
入試問題を活用した評価問題の作成
　今年度、評価委員会では「入試問題を活用した評価問
題の作成 ～習熟度に合わせた問題へのアプローチ～」
というテーマで研究を行い、２月の都中数発表大会で
発表しました。

　今回は、平成29年度の都立武蔵高等学校の入試問題
の作図問題をもとに、基礎・標準・発展の３コースに応
じた問題を考案しました。
　今後は、授業を実際に３コースに分けて指導すると
きの注意点や、問題のコース設定の妥当性、実際に授業
を行ったときの生徒の反応や変容などについて研究を
深めていきたいと思います。また、平成30年８月に行わ
れる東京での日数教の全国大会に向けてブラッシュ
アップしていきたいと思います。
　評価委員会では随時メンバーを募集しています。評
価に限らず、普段の授業を進める上での悩み事などを
一緒に考えていきたいと思っている方がいましたら深
川二中湯浅までご連絡をください。

　（文責　江東区立深川第二中学校　湯浅 浩）

導入法委員会
「平面図形の決定条件」の実践例
　今年度は、第１学年で学習する｢平面の決定条件｣を
研究主題として設定した。
　そこで生徒の興味・関心をより高めるために、小グ
ループでの具体物を用いた操作活動を通して、一人一
人の気付きを空間における平面の決定条件につなげる
指導案を作成・実践し、その検証を行った。
　成果としては、教師が説明するのではなく、生徒が自ら
教具を用いて、グループでの実験・操作活動を通して、「平
面の決定条件」を見いだすとともに、空間内における「直
線」や「平面」についての理解を深められたことである。
　課題としては、「ただ１つに決まる」などの言葉のイ
メージを生徒に理解させることや「２つの直線」につい
て吟味する場面で「ねじれの位置では平面は１つに決
まらない」ことを発見した生徒への対応とその次時以
降への活かし方を検討する必要がある。
　本委員会では、これからもさまざまな領域を扱いな
がら、さらなる教材開発や指導法の工夫を提案してい
こうと考えている。

（文責　国分寺市立第三中学校　太田 謙一）

関数委員会
関数における速さの指導
　今年度は、上記テーマについて、中１を対象とした指
導案の作成と授業実践、プレテストを行い、日数教全国
（和歌山）大会・関東甲信静数学教育研究（群馬）大会・都
中数研発表大会で発表しました。
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=ax 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」場面を取り上げた研究授業を行
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２において実践
しました。プレテストを実施し、生徒の実態を把握し、
「(基本的な)グラフをかく指導」「関数の利用」の２点に
ついて、研究授業を実施しました。今後、ポストテスト
を実施し、生徒の変容を分析する予定です。
　今後も関数指導のおける速さ・速度の概念について
の研究を進め、小･中・高における速さ・速度に関する系
統的な教材研究や授業研究を進めていきます。都中数
のホームページにも研究成果を掲載していますので、
ぜひ御覧ください。

（文責　豊島区立千川中学校　小髙 洋平）

指導法委員会
主体的・対話的で深い学びを目指した指導法
　指導法委員会では今年度「深い学び」を研究テーマと
して研究を進めました。「深い学び」をどのようにとらえ
るか考え、問題解決学習時、生徒が「学習感想」を書く活動
を取り入れました。「学習感想」を書くと思考を再整理す
ることができます。また、感想を分類する視点をもって
見ると、学びが深まりを見取ることができ、生徒の評価、
授業の評価、授業改善につながることがわかりました。
　今後は、８月の全国大会の発表に向けて、これまでの
研究をまとめ、さらに研究を深めていきます。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 恵実）

町田市中教研数学部会
研究主題
「アクティブラーニングの視点を生かした授業実践」
　町田市中教研数学部会では、研究授業と研究協議会
の後に講演会の部会を年２回行い、昨年度から始まっ
た中教研指導法研究会（中指研）は今年も４回実施し、
若手から中堅、ベテランの教員が毎回10名ほど集まり、
研究授業に向けての指導案の協議や授業実践報告、定
期考査の作問方法などを意見交換することができまし
た。中指研には國宗進先生（静岡大学名誉教授）をお招
きし、助言を賜ることができました。
　研究授業では、３年相似の利用の校舎の高さを求め
る、２年確率の残り物には福があるのは本当かをテー
マに、研究主題を踏まえつつ生徒の活動を取り入れる
ことを意識し、教具や展開を工夫し授業を行いました。
そこで得られた成果を実践報告として東京都中学校数
学教育研究発表会にて発表させて頂きます。

（文責　町田市立つくし野中学校　髙木 圭樹）

平成29年度　数学指導技術向上研修会の報告

　数学指導技術向上研修会は、今年度で15年目を迎え
た。今年も若手を中心に多くの教員が参加した。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実施している。
　各自が事前に準備した学習指導案による検討、抱え
ている課題、個別の授業に関する相談や日々の実践に
役立つ情報の提供などを中心に、講師の先生方を交え
た少人数のグループでの意見交換や講師による指導を
行った。

１　対　　象　東京都公立中学校数学科教員
初任から中堅、非常勤教諭等、幅広く誰
でも参加可能。

２　主　　催　東京都中学校数学教育研究会
３　実施日時　平成29年８月21日（月）

午前の部　９：00～ 12：30　
午後の部　13：30～ 16：30

４　会　　場　北区立滝野川紅葉中学校
５　参加状況　＜全日＞　　　　21名

＜午前のみ＞　　12名
＜午後のみ＞　　７名

６　内　　容
＜ 午前の部 ＞
（１） 全体会

① 東京都中学校数学教育研究会長挨拶
② 研究部長より研修の進め方等の説明
③ 講師紹介
④ 各研究委員会の活動紹介

（２） 講演会
 講師　信州大学 教授　宮﨑 樹夫 先生
「数学的に考える資質・能力を育成する教育」と
題して、特に新学習指導要領に関して分かり易
く解説していただいた。また、具体的な例題を
通して、生徒に指導する内容に対して、教師の
より深い教材研究の大切さを改めて教えてい
ただいた。

（３） 少人数グループ指導（午前の部）
７班編成、各班は５から６名の参加者に講師４
から５名が担当し研修を進めた。参加者が持参
した学習指導案をもとに、予想される生徒の反
応や躓き、教師の発問の仕方、ICTの活用方法な
ど多岐に渡り研修を深めた。また、持参した学
習指導案の展開方法ついて、参加者同士も積極
的に意見交換を行っていた。

＜ 午後の部 ＞
（４） 平成28年度東京都教育研究員活動報告

「数学的な思考力・判断力・表現力を高める授業
の工夫」

（５） 平成28年度東京都開発委員会活動報告
「数学的活動を工夫して、思考力・判断力・表現
力を育む教材開発」

（６） 平成28年度東京都教育研究生研究報告
「主体的・協働的に解決していこうとする意欲
を高め、思考力・判断力・表現力等を身に付けさ
せよう！」

（７） 少人数グループ指導（午後の部）
午前中と同様に行った。

７　講　　師　　　
東京都中学校数学教育研究会ＯＢ役員・現役役員
研究部各委員会所属委員等　計31名

８　成　　果
　例年、参加者からは大変好評を得ている。以下、
実際の参加者のアンケートを紹介することで成果
と変えたい。
【Ａ】個別にアドバイスしていただけたのが良かっ
たし、他の人へのアドバイスも参考になった。
【Ｂ】具体的な指導案の改善ができ、授業において
学び合いを促すための指導について学ぶことがで
きた。
【Ｃ】さまざまな単元の指導案を見て、指導の仕方
や展開例を参考にすることができた。また、たくさ
んの講演が聴けてとても勉強になった。
【Ｄ】言語活動が形だけになってしまっていたのだ
が、どのようなことを意識すればいいのか、方針が
見えた気がした。また、意識を高めていくために、
同年代、研究生、ベテランの講師の方と指導案検討
をすることがとても貴重な体験となった。

（北区立浮間中学校　新井 稔秋）

　　　　　　　　【参加者による模擬授業の様子】


