
25.9％と低い割合になっていたが、学習指導要領の趣旨
に則った具体的評価活動については、指導と評価の一体
化からも今後の課題となるものと思われる。
　このような結果も鑑み、都中数の各研究部会では、改
訂の趣旨に即した授業実践等に努め、都内の各中学校
に有益な情報発信ができるよう、全国・関東の中学校数
学教育研究会での発表も含め、実践研究を進めてきて
いるところである。都中数では、２月15日に第57回研究
発表大会を実施し、教材の開発及び主体的・対話的で深
い学びの指導方法等について発表した。

２　都中数の講演会等について
　今年度は、新学習指導要領に基づいた授業づくりに
向け、教材の工夫や授業展開の実践事例等の情報提供
を広く提供したいと考え、５月の総会では岩手大学教
授 山崎浩二先生、２月の研究発表大会では都留文科大
学准教授 新井 仁先生からご講演をいただいた。また、
８月の数学指導技術向上研修会では、研究開発委員及
び教育研究員の協力により研究実践報告も行った。参
加者からは、「改訂の趣旨に則った教材の工夫や、授業
展開の在り方について理解が深まった」等の多くの感
想が寄せられた。
 　 　　

 
　来年度も、現場の先生方のニーズに応えられるよう、講
演会等の企画を充実させ開催していく。来年度の５月の
総会では、埼玉大学准教授 松嵜 昭雄先生よりご講演をい
ただく予定となっており、都中数ホームページをご覧い
ただき、是非多くの先生方のご参加をお願いしたい。

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　竹山 正弘

１　新学習指導要領の全面実施に向けて
　先日、2018年に実施した国際学習到達度調査(PISA)の
結果が公表された。「数学的応用力」「科学的応用力」は
上位を維持したが、「読解力」については課題が浮き彫
りになる結果となった。数学においても、新学習指導要
領の改訂の趣旨を反映した教育活動がいよいよ展開さ
れる中で、「数学的な表現を用いた理由の説明等」の言
語活動の充実、数学を学ぶ楽しさや実社会との関連付
け等の課題に対応することが求められている。
　中学校では、令和３年度から新学習指導要領が全面
実施となるが、移行期間もあと１年となり、改訂の趣旨
を再度確認し、実践に向けた準備を整えることが求め
られている。数学科改訂の趣旨及び要点として、数学的
に考える資質・能力を育成する観点から、現実の世界と
数学の世界における問題発見・解決の過程を学習過程
に反映させることを意図して数学的活動の一層の充実
を図るものである。また、社会生活などの様々な場面に
おいて、必要なデータの収集・分析を通し、その傾向を
踏まえて課題を解決したり意思決定をしたりすること
が求められている。
　具体的な指導改善の指針として、新学習指導要領数
学科においても指導計画作成上の配慮事項の「主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」が示され、
既に移行期間の中で各校においては工夫改善がなされ
てきているところである。中学校数学科の目標の中で、
求められる３つの柱で資質・能力を示し、その育成に向
けて、数学的活動を通して生徒の主体的・対話的で深い
学びの実現を図るようにすることとある。また、その際
に数学的な見方・考え方を働かせながら、日常の事象や
社会の事象を数理的に捉え、数学の問題を見いだし、問
題を自立的、協働的に解決し、学習の過程を振り返り、
概念を形成するなどの学習の充実を図ることとある。
　こうした改訂の趣旨も踏まえ、東京都中学校数学教育
研究会(以下都中数という)の調査部でアンケート調査を
実施し、各校の取組状況等の報告をまとめた。603校98％
の回収率の中で、「自校で数学的活動の一層の充実に向
けて取り組む上で、今後研究したい内容は何か」の質問
項目に対し、「主として日常生活や社会の事象に関わる
学習過程を重視した数学的活動」が58.9％、次に「討議、発
表などの言語活動を重視した数学的活動」が35.8％と高
い割合になっている。一方、「数学的活動の評価方法」は
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１　調査の概要
（1）調査の目的
　令和元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（義務教育学校含）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603校で
回答率は98％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】自校の数学科の課題
　「①ICTを活用した授業」は、6年間で32ポイン
ト減少している。各地区でICT機器の環境が徐々
に整ってきていることがわかる。「②数学的活動
を取り入れた授業」、「③言語活動を充実させた
授業」においても、年々減少傾向にある。しかし、
「⑥数学的な見方・考え方を働かせる指導」にお
いては、約半数近くの学校が課題と捉えている。

【設問２】授業力を高めるために研修したい点
　「⑦新しい学習指導要領に沿った授業づくり」
が平成29年度から年々上昇している。現在、各校
で「主体的・対話的で深い学び」の実現のための
授業改善に取り組んできているが、授業力を高
めるためにさらに「新しい学習指導要領に沿っ
た授業づくり」の研修が必要である。

【設問３】数学的活動を取り入れた授業内容
　最も多かった回答は、「①教科書の各章の導入
課題を利用する」の68.7％であった。「⑤独自に作
成した資料や課題を利用する」においては、独自
のものの方が指導しやすいことからくるものだ
と思われる。

【設問４】授業で活用するICT機器
　「②タブレット端末（指導者用）」、「④大型テレ
ビ、プロジェクター」、「⑥デジタル教科書」が5年
間で増加傾向にあることから、ICT機器・ソフト
が着実に普及していることがわかる。しかし、
「⑦パソコンやタブレット端末（生徒用）」は他に
比べて非常に低く、生徒自ら操作する場面を取
り入れた授業実践を充実させるためにも、早急
な普及が望まれる。

【設問５】ICT機器を活用した授業の頻度
　ICTを活用した授業を「⑤ほとんど行っていな
い」が依然として高いが、年々減少し5年間で約30
ポイント減少した。ICTを活用しているという他
の回答が年々増加傾向にある。活用の二極化の傾
向も薄れてきているが、ICT機器・ソフトの普及が

地区によって差があること、まだ使用することに
抵抗を感じている教員が多いことが推察される。

【設問６】「四分位範囲」「箱ひげ図」の指導
　昨年度よりは多少解消されているが、９割以
上の学校が指導に不安をもっていることがわか
る。本設問については、数年間継続して調査を実
施することにより、経年による実態の変化を明
らかにしていく必要がある。

【設問７】「数学的活動の一層の充実」に取り組む上
で今後研究したい内容

　最も回答が多かったのは、「①主として日常生
活や社会の事象に関わる学習過程を重視した数
学的活動」で58.9%であった。教科書の各章の導入
以外の場面において、日常生活や社会の事象に
関わるような学習場面の設定と指導に関する具
体的な実践事例を共有できると、研究が深まる
ものと思われる。

【設問８】習熟度別少人数授業の工夫例
　多くの学校で「少人数授業」の実施される中、
どの学校も、若手教員の育成は大きな課題と
なっている。様々な工夫を各地区・各校で行って
いるので、是非、それぞれの取組を参考にしてい
ただければと思う。(詳しくは研究発表集録をご
覧ください)

３　まとめ
　現在、「主体的・対話的で深い学び」の実現のため
の授業改善、数学的活動を取り入れた授業、ICTを
活用した授業、現学習指導要領改訂の趣旨を見据
えた指導、より効果的な少人数授業、若手教員を含
めた授業力の向上、多様化する生徒への支援など
多くの取組が必要である。また、それに伴って課題
も多くある。今後も授業改善に結びつく実態調査
を行っていきたい。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
げます。

□発 行 日 令和2年3月2日（月）
□発 行 者 東京都中学校数学教育研究会
□会　　　長 竹山 正弘
  （武蔵野市立第四中学校）
□編集責任者 会報部長　杉田 正穗
  （杉並区立東田中学校）
  杉並区成田東3-19-17
  03 -3313 -1461

令和元年度　調査研究報告「数学教育推進にかかわる実態調査」
― 授業の改善のために ―

調査部副部長　江戸川区立葛西第二中学校長　植木 清
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第57回（令和元年度）東京都中学校数学教育研究発表会（令和２年２月15日）講演要旨
　　　　　　　　　　 都留文科大学　准教授　新井　仁

問題解決学習における数学的活動と授業づくり

１　数学教育に求められる期待

　令和３年度から新学習指導要領が全面実施となり、
数学科では、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・能力を育成すること
を目指すとしています。数学的な見方・考え方は、物事
の本質を捉える視点や、思考の進め方や方向性を意味
することと考えられ、数学の学びの中で鍛えられた見
方・考え方を働かせながら、世の中の様々な物事を理解
し思考し、よりよい社会や自らの人生を創り出してい
くことが期待されます。

２　数学的活動と問題発見・解決の過程

　数学的活動は、事象を数理的に捉え、数学の問題を見
いだし、問題を自立的、協働的に解決する過程を遂行す
ることとされ、次の二つの過程が考えられます。

・ 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

・ 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

　これにより、数学的活動に「問題発見」そのものが含
まれると解釈できますが、多くの場合、数学の授業では
教師が問題を提示し、生徒がその問題を解くという形
態が取られます。もし教師が与えた問題を生徒が解き、
これで終わるとすれば、「問題発見」の機会が得られず、
形骸化してしまうでしょう。かといって、問題を全く与
えず生徒任せにしていては授業が成り立ちません。大
切にしたいことは、問題を解き、解決の過程や結果を振
り返ることにより、生徒自ら新たな問題を発見したり、
課題を見つけたりして、統合的・発展的に考える機会を
位置付けたいということです。その具体として、例えば
「二桁の数同士のかけ算」を窓口に考えてみます。視点
は次の通りです。

・ 問題は，最初にどのレベルで提示するか。
・ 問題から問題を発見するとはどういうことか。
・ 統合的・発展的に考えるとはどういうことか。

　なお、問題の具体、視点に沿った内容は、当日の資料
をご覧頂くとして、ここでは割愛します。

　教材研究といった場合、生徒にとって面白そうな問
題、興味が沸いて解きたくなる問題の設定に悩むもの
ですが、「面白さ」の質が重要です。ここでの「面白さ」と
は、「知的好奇心が刺激され、解いた後に余韻を感じ、さ
らに考えたくなる」というイメージです。このことにつ
いて、具体的に問題解決に取り組みながら考えてみる
ことは，教材研究として大切です。

３　授業研究という営みの重要性

　知識・技能を身に付けることは大切ですが、知識・技
能が身に付きさえすればよい訳ではありません。過度
の反復練習は結果重視への偏向を助長し、反復練習に
よる方法論で行われる授業は、生徒の生き生きとした
活動を阻害するでしょう。数学教育学研究では、その問
題性を指摘し、修正を行ってきました。これは、研究者
のみならず、先生方が日々地道に取り組んでおられる
学校現場での「授業研究」に代表される研究です。
　学ぶということは、事柄だけを学ぶのではなく、学習
の在り方自体も学びます。反復中心の授業に偏れば、生
徒は反復中心の学習の仕方、教師主導の授業展開、成果
は結局その結果だけで評価されることなども一緒に学
習するでしょう。日本の数学教育が高く評価される背景
にある「問題解決学習」を一層充実させ、新しい時代に求
められる資質・能力を育むために努力したいものです。

地 区 だ よ り

＜中野区＞
中野区教育研究会数学部会

１　研究主題
「主体的・対話的で深い学びの実現にむけての授業
展開～ＩＣＴを活用して～」

２　主題設定の理由
　新学習指導要領で掲げられている「主体的・対話
的で深い学び」について、本研究部は、昨年度より
研究を重ねている。また、中野区では、電子黒板・デ
ジタル教科書等の導入 など、ＩＣＴ環境も充実し
てきた。この点も踏まえ、今年度は、昨年度のテー
マを継続し研究を重ねることした。

３　研究の経過及び内容
４月　部会 組織作り・研究主題・活動計画作成
５月　総会
６月　部会

①事例紹介
中野区立第七中学校 原﨑 薫 　主任教諭
中野区立第八中学校 浅賀 智裕 主任教諭
②講評・講演
山梨大学 准教授 清水 宏幸 先生

10月　部会 研究（提案）授業・研究協議会
単元名「1次関数の利用」
授業者①中野区立第四中学校

横山 清貴 教諭
授業者②東京大学教育学部附属
　　　　中等教育学校

細矢 和博 教諭
講評 中野区立中野東中学校

田代 雅規 先生　　
２月　研究発表会・講演

山梨大学 准教授 清水 宏幸 先生
４　まとめと今後の課題
　今回の研究授業は、少人数習熟度別授業の２つの
クラスで研究授業を行い、生徒の実態に応じた授業
内容を提案し実践する新しい試みを行った。
　研究（提案）授業では、身近な電車のダイヤグラム
を使用した授業と台風でおきた緊急放流についての
データをもとに、緊急放流の必要があるかという課
題解決授業で、今後の授業つくりにおいて、とても有
効だった。今後もこの活動を継続し、中野区全体の数
学科における授業力の向上を目指して、研鑽を積ん
でいきたい。

＜小金井市＞
　小金井市教育研究会数学部会

１　研究主題
主体的な活動を促す習熟度別における授業のあ
り方

２　主題設定の理由
　新学習指導要領全面実施に伴い、「主体的、対話
的で深い学びの実現」を習熟度別授業で目指すた
めには発問の工夫やアクティブラーニングを取り
入れた授業展開、ＩＣＴの活用による教材の工夫
についてより教員自身の知識・理解を深め、実践し
ていく必要がある。そのため、本年度は「主体的な
活動を促す習熟度別における授業のあり方」を研
究主題として研究を重ねてきた。

３　研究の経過及び内容
４月　市教研　主題設定、活動計画作成
６月　市教研部会　定期考査問題の共有
10月　研究授業、研究協議会

於：小金井第二中学校
単元名「関数 y=ax2」
授業者　板垣 智徳 主任教諭

大城 華那子 主任教諭
白井 克幸 教諭

11月　研究授業、研究協議会　於：東中学校　
単元名「比例と反比例」
授業者　山本 隆博 主任教諭　

１月　講演会　
「新しい学習指導要領に則した数学授業　
のあり方」
東京学芸大学准教授　清野 辰彦 先生

４　まとめと今後の課題
　10月の研究授業では、「関数 y=ax2」の分野における
頻出問題である２次関数と１次関数の融合問題を取
り扱った。座標平面における座標の表記方法や、座標
平面上における図形のとらえ方など各自の指導方法
や工夫について充実した意見交換を行うことができ
た。11月の研究授業では、日常生活における身近な例
により生徒の興味関心を引き出し、タブレットを活用
したグループ学習によって生徒の主体性を引き出す
授業を実践し、新しい指導のあり方を検討していく良
い機会となった。今後も、更に「習熟度別授業」の工夫
をテーマとして話し合うことで、よりよい授業につな
げていけるよう研究を進めていきたい。
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令和元年度　各委員会の活動

数式委員会
自らの活動をふりかえり吟味する力を育てる指導
　本委員会では、習熟度別授業での指導方法、つまずき
に合わせた対応、意欲的に取り組める教材の開発等に
ついて検討を続けている。本年度は、学力調査の結果か
ら方程式の立式や解の意味を問う問題でつまずきが見
られたことから、方程式の文章題における効果的な指
導法について検討した。まず、２年生で方程式の解がｘ
＝－２と負の数になり「２年前」と答える文章題の解答
を分析した。約３割の生徒が立式で間違い、約２割の生
徒がｘ＝－２をどう表現していいかわからない現状が
見られた。自力解決→グループ解決→問題の条件替え
の効果を検証する授業を１年生で行い、振り返りで生
徒の変容を見とった。自分で数値を設定したり、グルー
プ内で対話を深めたりする問題は文章題での立式や解
の吟味に関する理解が深まること、授業で振り返りを
書くことは生徒自らが解決過程を振り返ったり、得ら
れた結果について意味づけたりすることが分かった。
今後、再編される評価の観点の中で特に主体的に学習
に取り組む態度の評価方法について検討し、振り返り
を書くことの有効性を考えていきたい。

（文責　練馬区立開進第三中学校　斉藤 彰仁）

図形委員会
中１作図の利用の指導　～図形の移動場面において～
　今年度は，中学１年作図の指導について、「図形の移
動」に焦点を当てて、指導案の検討及び授業実践を行
い、研究を進めた。
　中学校学習指導要領（平成29年告示）では、日常生活
や社会の事象の数学化やその解決が重視されている。
このことを踏まえ、現実の世界における事象として、
「星の動き」を取り上げ、星はどのように動いてみえる
のか、図形の性質や特徴を意識して作図をすること、作
図した結果を他者と振り返り、作図の意味を考えるこ
とをねらいとした。
　授業は、北の空の星が１時間に15度、北極星を中心に
回転することから、これまでに学んだ基本の作図（垂
線、角の二等分線など）を利用して星の動きや位置を求
めさせた。これにより、生徒の多様な考えを引き出した
り、かいた作図がどのような考えに基づいたものか生
徒に説明させたりすることができ、図形の移動と作図
の意味を理解させることができた。
　今後も、図形指導における作図の利用の研究を進め、
よりよい課題や指導の工夫をすすめていく。
（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
中学校における「割合」の指導について
　本委員会では、平成24年度より、「中学校における『割
合』の指導について」をテーマに指導案検討、授業実践
を中心に研究を進めている。
　昨年度2月の都中数研究発表大会では、「文字と式」にお
ける、割合の意味を読み取る活動を意図し、「ルールの発
見」からの理解につながる学習と、「比例式」における、割
合の意味を知る活動を意図し、「共通点の発見」「関係性の
発見」から理解につながる学習の２つの場面について検
討した指導案を発表した。今年度はこの２つの授業を実
践し、生徒のワークシートを分析し、都中数研究発表大
会で発表した。「ルールの発見」「共通点の発見」「関係性の
発見」の際に、文字のよさを感じる学習であるが、生徒は
始めは具体的な数による理解に頼り、割合そのものより
も結果の金額や重さに視点が向く傾向にあることが明
らかになった。しかし、そのような生徒がそれぞれの学
習を通して、文字のよさを感得していき、同時に割合の
学習も深めていける授業の提案ができたと思う。
　今後は学習指導要領の改訂に伴い、改訂された内容
についての研究を行うことを検討している。また、これ
までの研究の成果を第102回全国算数・数学教育研究
（茨城）大会で発表する予定である。

（文責　墨田区立桜堤中学校　前田 利江）

確率統計委員会
データを自ら収集し、活用する力の育成
―「Ｄ領域：データの活用」の授業提案－
　今年度、本委員会では「Ｄ領域：データの活用」の授業
を考え、関東大会（千葉）で発表を行った。Ｄ領域の授業
では、既存のデータを活用しがちだが、生徒が自らデー
タを収集し、そのデータを分析することで、本当の力が
身につくと考えている。そこで、バランス感覚を調べる
テストを行い、結果を分析する授業を考案した。
　まず、バランス感覚を調べるために、目を瞑って①
まっすぐ10m歩く ②その場で３回転する ③片足で立
つ、という３つのテストを行う。次にそれらのデータを
分析する授業を行う。例えば第一学年では、累積度数を
用いて計測結果をスポーツテストのようにＡ、Ｂ、Ｃ判
定を考えさせる。第二学年では、箱ひげ図を用いて、計
測の結果が良いのはどのような集団に所属している生
徒なのかを考えさせる。
　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、教材を開発していきたい。

（文責　国分寺市立第五中学校　橋本 麻衣子）

第3学年 関数における速さの指導
～ ICTを活用した関数の利用「バトンパス問題」～

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分かった。これまで、中1、
中２の指導計画を「向きをもつ速さ」を核として見
直し、１次関数のグラフの指導と、利用の指導につ
いて研究をした。いずれの研究も、指導案を作成し、
研究授業や指導前後の生徒の実態と変容を調査す
る研究手法をとり、「向きをもつ速さ」の理解の定着
が図られた。
　本年度は、それらを受けて、中３の関数における速
さの指導について、中３の指導計画を「向きをもつ速
さ」を視点として再考し、「関数の利用」において指導
案作成、研究授業を行い、その指導の妥当性を明らか
にすることをねらいとして、研究を行った。
２．本研究の研究開発の視点　
(1)本研究の教材開発の視点
　 本研究では、バトンパス問題をグラフで解決する
ために、第１走者のグラフをy=axとして固定し、第
２走者のグラフをy=ax2+bとしてbの値をいろいろ
変えて解決策を見出そう
とした。これにより、バト
ンの動きの時間と距離の
関係を表すグラフとして
見出された関数から「高
校の数学の変化の割合の
理解」まで至らずに説明
できる。
(2)ICT活用の視点
　本指導ではGeoGebraを用いた。第１走者のグラフ
を固定し、第２走者のグラフを動かすことで生徒に
考えさせる学習が行える。グラフを指で直接触れた
り用意したチェックボックスに数値を入れたりし
ながら、グラフを動かすことによって、視覚的に理
想的なバトンパスを発見することができる。
３．研究のまとめ　
　「向きをもつ速さ」について、関数の利用の指導を
行うことで、その理解の定着が進んだ。しかし、経験
則や感覚的にとらえる生徒が多く、数学的に解決す
るところまで到達できていない。ICT機器を関数指
導に取り入れつつ、数学的に解決できる能力を養う

第101回　全国算数・数学教育研究
（沖縄）大会 ような指導計画や指導案の作成を行い、実証的に研

究を進める。

「『１次関数と方程式』の実践例」
導入法委員会

　第74回関東甲信静数学教育研究千葉大会では、本
委員会で平成30年度に研究した「『１次関数と方程
式』の実践例」を主題として発表した。本研究は生徒
がこの単元の学習を通じて連立２元１次方程式の
解の意味や、方程式と関数の関係を主体的に考えな
がら学びを深めていけるような指導法を研究し、実
践・検証するというものである。
　具体的には、共通な点を通るいろいろな直線のグ
ラフの式を考えさせ、それらのうちの２つを組み合
わせた連立２元１次方程式を解かせて気づきを挙
げさせた。その結果、多くの生徒が「式の組み合わせ
が異なっていても同じ解（共通な点の座標）になる
こと」を見出し、それに対する関心や疑問から、主体
的に考えようとする学習意欲を喚起することがで
きた。
　この授業で生じた疑問が連立２元１次方程式の
解の意味や、方程式と関数の関係・違いを考える
きっかけとなり、以後の授業での学びを深める原動
力になると分析する。また、このような手順で『１次
関数と方程式』を学び、深めることが、解が不定や不
能となる連立方程式に関して考察するなど、より発
展的な内容の学習への懸け橋となるのではないか
と考える。
　課題としては、多くの生徒が全員の解が一致した
ことについて関心や疑問をもつことができたが、そ
れが「グラフの交点」であるという発想が生徒から
は出ず、グラフの交点と連立方程式の解の関係を見
出すには至らなかったことである。よって、生徒の
取組の状況に応じて補助発問を設定するなどの工
夫が必要である。　
　「どのように学びを深めていくか」という取り組み
として、本時に続く第２時については、令和元年度に
研究を行っていることも発表の終わりに伝えた。

（文責 大田区立出雲中学校　佐々木 大典）

第74回　関東甲信静数学教育研究
（千葉）大会
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令和元年度　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17年目を迎え
た。本研修会は、各学校の教育活動の充実に資するた
め、数学科教員の指導技術、専門性の向上を目指し実施
している。特に今年度は東京都教職員研修センターと
の連携研修でもあったため、都立高校・都立特別支援学
校からも10名の参加者があり、受講生は若手教員を中
心に合計74名と大盛況であった。
　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担当教員

初任からの若手教員及び中堅教員
２　主　　催　東京都中学校数学教育研究会
　　　　　　　東京都教職員研修センター　
３　実施日時　令和元年８月22日（木）

午前の部　９：30 ～ 12：30
午後の部　13：30 ～ 16：30

４　会　　場　北区立王子桜中学校
５　参加状況　＜全日＞　　　60名

＜午前のみ＞　13名
＜午後のみ＞　１名

６　内　　容
＜ 午前の部 ＞
（１） 全体会
① 東京都教職員研修センター専門教育向上課より
② 東京都中学校数学教育研究会長挨拶
③ 研究部長より研修の進め方等の説明
④ 講師紹介
⑤ 各研究委員会の活動紹介

（２） 平成30年度東京都教育研究員活動報告
数学的な見方･考え方を働かせた数学的活動の充実
　～思考過程を表現し、振り返る活動を通して～

（３） 少人数グループ指導（午前の部）
　受講生が抱えている指導上の課題、事前に作成した学
習指導案の単元などを考慮して17班を編成し、各班は４
から５名の参加者に対して、講師３から４名が担当し研
修を進めた。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、数学への興味・関
心を高める問題場面の設定の仕方、ICTの活用方法、少人
数指導の運営について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について、参加者同
士も積極的に意見交換を進めることができた。

＜ 午後の部 ＞
（４） 平成３０年度東京都教育開発委員会活動報告
「主体的・対話的で深い学びを実現するための指導方法
及び教材開発」
（５） 少人数グループ指導（午後の部）
　午前中と同様に実施した。

（６） 全体会
① 本会ＯＢ役員による指導・講評
② 東京都教職員研修センター専門教育向上課よ
り事務連絡

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54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
代えたい。
【Ａ】指導案検討では各先生の教材を提示していただ

き、日頃どのようなことに気を付け授業されてい
るかが分かり非常に有意義なものとなった。

【Ｂ】指導案について詳細にご指導いただき、とても
勉強になった。他の方の指導案から学ぶことも
多かった。今後は模擬授業等も取り入れていた
だきたい。

【Ｃ】自校の課題解消のヒントをいただけた。研究授
業を控えているので、学んだ内容を取り入れて
いきたい。

【Ｄ】様々な先生方の授業展開を学ぶことができ、と
ても有意義な研修となった。

（世田谷区立烏山中学校　榎本 圭志）

評価委員会
新学習指導要領における評価のあり方について（２）
～具体的な生徒の気付きに対しての評価の考察～
　本委員会では、昨年度から引き続き「新学習指導要
領における評価のあり方について」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た。
　今年度は、「３人以上でじゃんけんをしてあいこに
なる確率」という題材で研究授業を行い、そこで得ら
れた生徒の「生」の声をもとに、特に「思考・判断・表現」
の観点でどのように評価をしていくかについて考え
た。
　次年度に向けては、「主体的に学習に取り組む態度」
の観点について、特に「粘り強い取り組みを行おうとす
る側面」と「自らの学習を調整しようとする側面」の２
つの側面についての研究を進めていこうと思います。
　本委員会では、これからもさまざまな教材を開発し
ながら、評価の仕方について研究を深めていきたいと
考えている。
（文責　江戸川区立小松川第一中学校　湯浅 浩）

導入法委員会
「『１次関数と方程式』の実践例２
～１次関数と２元１次方程式を関連付ける活動を
　通して～」
　今年度は，昨年度に研究を行った１次関数と方程式
の導入部分における第２時の授業研究を深めた。
　昨年度の第１時の研究では、共通な点を通るいろい
ろな直線のグラフの式を用いた連立２元１次方程式
を考えることで、１時から連立２元１次方程式の解の
意味や、方程式と関数の違いを生徒が主体的に考えら
れるようにした。今年度の第２時の研究では、２元１
次方程式を成り立たせるx、yの値の組を座標とする点
をとる作業から、１次関数と２元１次方程式の表やグ
ラフを関連付けて考察し、その共通点や違いを見いだ
すことができた。また、連立２元１次方程式の解と、１
次関数のグラフの交点の座標が一致することを、作業
を通して視覚的に確認することができた。２年間の研
究を通して、生徒が主体的に１次関数と２元１次方程
式の関係やグラフの交点の座標について考えられる
ような授業を提案することができた。
　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く。
（文責　世田谷区立上祖師谷中学校　石川 寛樹）

関数委員会
第３学年 関数における速さの指導
　今年度は、上記テーマについて、第３学年を対象とし
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（沖縄）大会・都中数研発表大会で発表しました。
　これまで、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、考察をしてきた。
　本年度は、これまでの研究を受けて、第３学年にお
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、「関数の利用」について、研究授業を実施し
ました。また、指導後は、ポストテストを実施し、生徒
の変容を分析した。
　研究授業については関数の利用場面で、バトンパス
問題をグラフで解決するために、第１走者のグラフを
y=axとして固定し、第２走者のグラフをy=ax2+bとし
てbの値をいろいろ変えて解決策を見出そうとする学
習内容を実施しました。タブレット端末でGeoGebra
を用いて、第１走者と第２走者の様子のグラフを表
し，第２走者のグラフ(放物線)を指で直接触れながら、
グラフを動かし、視覚的に理想的なバトンパスを発見
することができた。
　プレテストとポストテストでは、指導を通して、一
定の効果を得ることができた。バトンパスに最適なグ
ラフを選ぶ生徒の割合が増えたものの、その理由を判
断できた生徒は半分程度でした。速さやバトンパスの
スムーズさ、２点の間隔，経験則や感覚的に捉える生
徒も多く、数学的に解決する重要性も捉えさせたいで
す。
　今後はこれまでの研究をもとに、第３学年の指導計
画をよりよいものに改善したいです。また、関数指導
にICT機器を取り入れつつ、数学的に解決できる能力
を養えるような指導計画の改善や指導案の作成を行
い、実証的に研究を進めていきたいです。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　北区立滝野川紅葉中学校　小髙 洋平）

指導法委員会
「今年度 活動休止中」

【参加者による指導案検討の様子】


