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言語活動を意識した数学授業

東京都中学校数学教育研究会会長　高　田　弘　文

新しい小学校教科書の見本本が出揃う時期がき

た。次年度採択を迎える中学校の教科書にも関心

が高まる。どの教科書も生活や学習を支える基盤

としての言葉の役割が一層重視され、言語活動の

充実と説明する力の育成に力点が置かれ作成され

ている。4月に行われた全国学力・学習状況調査

における数学の「主として『活用』に関する問題

(B問題)」においては、記述式の問題で、「事実」

「方法」及び「理由」についての的確な説明が要

請されているのは周知のとおりであり、言語活動

の扱いが‡受業のカギを握る。中学校での授業を観

察しながら、日々感じていることを述べてみたい。

1　ある日の授業から

本校は、今話題の東京スカイツリーが校舎から

丁度2km離れた位置にある。数学科はこれを見逃

さず、手作りの分度器で建設中の最上部との仰角

を測り、実測値と比較する。そして、完成時の頂

上から計算上見える範囲はどこまでか、作図して

考えさせ、その理由をグループ発表させるなどの

方法で、身近な教材となる問題を扱っている。こ

の間題では江戸時代の寛永年間に京都の代官、吉

田光由の和算書『塵劫記』を思い起こさせるが、

指導過程にトピックとして授業に取り入れること

で、さらに生徒の興味関心を高めることが期待で

きる。三角比や三角関数などの学習の素地にもな

ることから、さらなる授業改善を求めている。

2　説明する言葉に着目する

昔の教科書にも日を向けてみたい。今まで削除

されていた内容や記述方法は、参考になるかも知

れない。言葉による解説も丁寧で、計算過程も筋

道を立て、わかりやすくきちんと学習者に伝えて

いるものが多い。また、定期考査問題作成につい

ても検証してみたい。都中数調査部で3年前に行

った調査結果でも、解答に言葉による記述部分が

雪案漢

少ない実態がある。採点方法でマークシートはな

かったが、記号や結果だけの解答も半数近くの中

学校で見受けられる。教師側が採点効率だけを求

めるのではなく、B問題が問いかける意味をもう
一度吟味していただきたい。

3　文学的素養も必要

今年は国会が決議した、国民読書年でもあり、

読書に対する国民の意識も高まりがある。2010年

本屋大賞に沖方丁著『天地明察』が選ばれた。日

本独自の暦を作った数学者渋川春海の時代小説で

ある。『博士の愛した数式』に続いて数学に関連し

ての書籍が1位となったことは興味深い。また、

映画化された、新田次郎原作『鯛岳　点の記』も

見逃せない。教師が先人の苦労を知り、なぜ命が

けで仕事を全うしようとしたかなど、数学史に開

通した話やェピソードも授業に取り入れたら厚み

が出てくるだろう。

4　都中数の活動の重点

今年度、都中数では新たに、「東京都教育委員会

研究推進団体」の認定を受けることにした。学習

指導要領に示された数学に関する研究を-層推進

のために、研究部の7委員会を中心として指導主

事の指導・助言を積極的に受けて、授業の改善工

夫に努めていきたい。
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平成22年度　都中数総会

数学授業における言語活動の充実 一会国学力・学習状況調査の問題より-

国立教育政策研究所　清　水　宏　幸

1　言語活動の充実の背景

(1)PISA2000読解力の調査より

我が国の生徒は、「テキストの解釈」、「熟考」、
とりわけ記述式の問題を苦手としていることが明

らかとなった。
→教科国語の学習指導の中のみにとどまらず、学

校の教育活動全体でこのような能力を身に付けて
いかなければならないという方向性が明らかとな

った。読解力向上の指導のねらいとして7つの視

点が提示された。この7つの視点は全国学力・学

習状況調査の国語Bの問題作成の枠組みとして引
き継がれている。

この調査結果をきっかけに、全国学力・学習状

況調査のB問題の記述式が導入され、新学習指導
要領で言語活動の充実が強調された。

(2)新学習指導要領の中での知識・技能の活用な

ど思考力・判断力・表現力等をはぐくむための学

習活動についての分類
・体験から感じ取ったことを表現する。

・事実を正確に理解し伝達する。

・概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活

用したりする。
・情報を分析・評価し、論述する。

・課題について、構想を立て実践し、評価・改善する。

・お互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の

考えを発展させる。

(3)表現とそのはたらき

表現することで、考えたり判断したりすること

を振り返り確かめることが容易になるとともに、

それを契機として一層合理的、論理的に考えを進

めることができるようになったり、より簡潔で、

的確な表現に質的に高めることになったり、新た

な事柄に気づいたりすることも可能になる。
2　全国学力・学習状況調査について

(1)数学Bの枠組み(数学的なプロセス)

αl　日常的な事象を数学化すること

α2　情報を活用すること

α3　数学的に解釈することや表現すること

11課題解決のための構想を立てること

12:結果を評価し改善すること

γ1:他の事象との関係をとらえること

γ2　複数の事象を統合すること

γ3:多面的にものを見ること

(2)記述式の問題のタイプ【中学校数学】

(a)ことがらについての事実を説明する問題

(b)ことがらを調べる方法や手順を説明する問題

(c)ことがらが成り立つ理由を説明する問題
・説明すべきことがらの根拠を記述する。

・説明すべきことがらを判断し、その根拠を記述する。

3　指導の改善

(1)言語活動の充実に向けて

この調査問題のような問題が解けるようになる

というのは、副次的な目標(実態把握)
ペーパーテストでわかる学力はほんの一部分

→生徒たちが、学習内容に興味を持って取り組め

るような授業づくり
→生徒たちが、じっくり考えたり、試行錯誤しな

がらアイディアを深められるような教材開発・授

業展開の工夫
これらを推し進めていくことが問題を解決でき

る生徒を育てることになる→言語活動を充実させ

ることが目的ではない→生徒達の学力向上へ

(2)具体的な授業改善の方向性

①数学科の教科観を問い直す
・知識・技能のバランスのとれた習得を図る。

・数学的プロセスを生徒が意識できるようにする。

②数学科の授業観を問い直す
・数学的活動を積極的に取り入れる授業づくり

③誤答に目を向ける
・指導を加えれば　もう少しで正答を導けるとい

う生徒を特定し、支援をしていく。生徒の稚拙
な表現を洗練する。

・全国調査では、生徒の解答を10類型に分け、指

導に活かせるように配慮している。

④教科のポイントとなる内容に留意する
・中学校数学の指導のポイントである文字式と図

形の論証指導を意識して行う。B問題を参照

⑤書くことについての指導を工夫する
・思考と表現は表裏一体であるので,生徒に記述

を求めるときには授業の中で問題解決の場面を

設定し、生徒に考えさせる場を設ける。
4　生徒のこころをひらく

教科指導と学級経営は車の両輪である。
・つまらないと思われるような思いつきでも自由

に言える雰囲気
・お互いが他人の考えを認め合い、できるだけそ

の考えを助けて育てていこうとするあたたかい

思いやりのある学級
・たとえ間違えたとしてもだれでも間違える。私

もあなたも間違えることはあるのだ、と許し合

える心
・人間が考えたことならばそれにはそれなりのよ

い着想が含まれているはずだからみんなでそれ

を見つけていこうとする救いの心
・よい考えをみんなで育ててよいものにしていこ

うというあたたかい心
→ひらいた心を育てることが言語活動の充実や授

業改善へつながり、ひいては人格形成に導く。
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平成22年度　各委員会の活動計画

教育課程委員会

生徒の発達段階に応じながら、繰り返し学ぶこ

との取り入れが可能である内容について、授業研

究を中心におこなっている。

今年度も8月の全国大会(新潟)までは、昨年度の

研究を継続する予定である。

座標軸に平行な直線上にある「2点間の距離」

を求めることの理解度の調査・研究から、生徒は

「差」や「距離」について、扱う数の範囲を負の

数まで拡張して学習したり、考えたりする機会が

十分に与えられていないのではないかと思われる

結果に至った。そこで、「2点間の距離」を繰り返

し学ぶ1場面として、1年生の「正負の数」の単

元で実験授業をおこなう。数直線上にある2点の

距離が、2点のある領域が正、0、負に関わらず、

Ⅹ2-Ⅹ1(Ⅹ2>Ⅹ1)として統合的、一般的に表され

ることの学びをねらいとした試みである。

<年間の計画>

4月→7月　　月1回の定例会と授業研究

8月　　　　　全国大会(新潟)発表

9月一12月　月1回の定例会と授業研究

1月　　　　　発表大会

(文責　板橋区立板橋第三中学校　三田　哲也)

関　数　委　員　会

本委員会では、ここ数年「変化の割合」の意味

やその概念の育成の重要性について、授業実践を

通して実証的に研究し、昨年度は、「変化の割合を

視点とした関数カリキュラム」をテーマに、第1

学年指導計画を日数教全国大会において発表した。

今年度は、新学習指導要領移行期において、指

導の問題点をあらためて探るために「変化の割合」

の視点による中1生徒の実態分析を行うことにし

た。そこで、次の2点について、日数教全国(新潟)

大会で発表する予定である。

○新学習指導要領移行措置による指導を受けた1

年生の現状の分析と、そのために作成された関

数指導のプレ・ポストテスト
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01牢生の関数指導後の生徒の変容

具体的な計画は以下の通りである。

①　プレテストにより、指導前の生徒の実態を把

握する。

②　学習指導要領の移行期の内容で指導を行う。

③　ポストテストにより、指導後の生徒の変容を

みる。

④　プレテストとポストテストの共通問題での生

徒の変容をみる。

(㊦　プレテストとポストテストとの結果の比較か

ら、第1学年の関数学習の困難性を探り、指導

の改善を図る。

(文責　江戸川区立鹿骨中学校　関　宮英雄)

確率統計委員会

昨年度は、移行措置として実際に指導が始まる

第1学年の指導についての研究を始めた。その趣

旨を生かすには、題材として何をどのように取り

上げるのか、導入場面や生徒の目的意識、必要性

等を考慮して適切なものを取り扱う必要がある。

そこで、度数分布表、ヒストグラム、代表値、最

頻値等など、すでに学習した内容を活用できるよ

うな次の①へ③をふまえた上で総合問題を考え

ることにした。

①　日常生活や社会における問題であること

(②　中学校1年生が資料を活用しようと興味や関

心がもてるもの

③　資料の収集が容易で、処理しやすいもの

以上の事から課題として「中学校1年生のむし

歯の本数調査」を取り上げ指導案を作成した。理

由として、20年前に比べて数値が非常に良くなっ

ていること、自分の学校の今年度のデータが容易

に収集できること、データの結果の数値が個人的

に大きなマイナスの影響を与えないこと等である。

また、生徒の数学的な思考力を伸ばしていくた

めに、生徒が興味を狩って意欲的に取り組むこと

ができる課題についても、引き続き研究を進めて

いく。

(文責　大田区立六郷中学校　山本　康久)



尋旺聾刻励ま…劃香

評　価　委　員　会

ここ5年間、「都立自校作成入試問題の分析」を

テーマとし、内容の整理と良問を取り上げた。本

年度の予定は以下の通りである。

①　平成22年度の「都立自校作成入試問題」の

検討

②　その中で良問と思われる問題を生徒に出題し、

その反応やそこに至った思考過程を探る。

③　都立自校作成入試問題について、5年間検討

してきた結果をふまえて、入試問題のあり方に

ついて、中学校の立場で考えてみる。

今後は新たに研究テーマを決めていく予定です

が、まだ決まっていません。

(文責　大田区立大森東中学校　後藤　宣孝)

導　入　法　委　員　会

本委員会では、日頃の授業に役立つ教材づくり

を目指して、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

取り組むには、どのような教材を届いて、どのよ

うな授業の展開をしていくと効果的なのかを検討

して指導案を作成し、実際に授業を実施してその

検証を行っている。

昨年度は球の表面積の求め方を題材に取り上げ、

教材として紙風船を使用して球の表面積を求める

授業を行った。

紙風船を使用したことで、生徒が興味を持って

活動に取り組むことができた。また、紙風船は視

覚的にもわかりやすい教材であった。

今年度も、生徒の興味・関心を高め、意欲を引

き出すことができる指導について、引き続き研究

を進めていく予定である。

月1回の定例会を行っています。興味のある方

はご連絡ください。

(文責　昭島市立瑞雲中学校　清水　義彦)

数式委員会と図形委員会の活動計画は

掲載できませんでした。

都中数の各委員会

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。

し夢式委員会i
銀杏祐三先生

(清瀬市立清瀬第二中学校　042-493-6312)

i図形委員会i

村田浩文先生

(板橋区立中台中学校　03-3932-6357)

i教育課程委員会i

傍士輝彦先生

(千代田区立神田一橋中学校　03-3265-5961)

l確率統計委員会I

山本康久先生

(大田区立六郷中学校　03-3732-9338)

i評価委員会l

後藤宣孝先生

(大田区立大森東中学校　03-3762・3191)

i導入法委員会i

清水義彦先生

(昭島市立瑞雲中学校　042-544-6511)

i関数委員会l

関富美雄先生

(江戸川区立鹿骨中学校　03-3678-5166)

1指導法委員会i…　活動休止中

北地宏充先生

(町田市立南大谷中学校　042-723-弱67)
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平成22年度　数学指導技術向上研修会のご案内

ー東京都教職員研修センター認定研修-

初任者研修や2,3年次研修、10年経験者研修

などの悉皆研修が行われていますが、若手・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据えて行います。

また、この研修会は、東京都教職員研修センター

からも認定を受けていますので、研修扱いとなり

さらに研修履歴にも登載されます。

昨年度は、全都から25名の先生が参加され、

熱心に研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。

5　実施日時　平成22年8月19日(木)

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の申し

込みも可能ですが、研修終了の認定は受けら

れません。

6　会　場　　新宿区立西早稲田中学校

(東京メトロ副都心線西早稲田駅徒歩2分)

7　実施形態

ゼミ形式を中心に行います。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

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等

浮鞭　　10

1　名　称　　指導技術向上研修会

(教職員研修センター研修番号7323)

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年末満の教員並びに

10年経験者研修対象教員

3　主催"共催

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

4　企画・運営担当

研修担当　吉原　　健

(北区立明桜中学校長)
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服務上の取り扱い

出張(研修出張)になります。

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

ムページから申込書をダウンロード)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　北区立明桜中学校長　吉原　健　宛

(北区豊島5-3-35)

12　期　限　　平成22年7月9日(金)必着

13　その他

(1)東京都教職員研修センターホームページに本

研修が掲載されています。

「選択課題研修」→「教職員研修センターが認

定した研修団体」→「研修番号7323」で開催通

知がダウンロードできます。

(2)l月28目(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認定さ

れた研修になっています。(研修番号7322)

(3)当日会場での申し込みになっています。また、

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。



今年の夏は、
全国大会、関東ブロック大会、東アジア国際会議

が開催されます!

第92回　全国算数"数学教育研究(新潟)大会　開催案内

・研究主題　　　「豊かな発想をはぐくむ算数・数学教育」

・日　　程　　　平成22年8月2日(月)一4日(水)

・会　　場　　　朱鷺メッセ(メインホール、国際会議室)

新潟市立宮浦中学校(中学校部会)

.ホームページ　h巾‥〃www.sme.orjp/conp/conpJDl_2010_01,html

第65回　関東都県算数・数学教育研究(埼玉)大会　開催案内 

・研究主題　　「新学習要領を活かした算数・数学学習の提案」 

・日　　程　　　平成22年8月11日(水) 

・会　　場　　　大宮ソニックシティ(大ホール、会議室) 

.ホームページ　http://www.math-kanburo.org爪tdocs/ 

第5国　東アジア数学教育国際会議(EARCOME5)開催案内 

・研究主題　　　「卓越した数学教育を求めて」 

・日　　程　　　平成22年8月18日(水)-22日(日) 

・会　　場　　　国立オリンピック記念青少年総合センター 

.ホームページ　http://www.sme.orjp/conp/conp_06-14_02.html 

ー　6



地　区　だ　よ　り(平成21年度の研究)

<江戸川区>　　　　　　　　　　　　　<国立市>

江戸)。区立松江第二中学校　大室　滋　　　　国立市立国立第一中学校　久保　麻位子

1研究主題　　　　　　　　　　　　　　　1研究主題

「確かな学力の向上を図るための授業改善」　　「算数・数学的活動を通して児童・生徒に数学的
〆、・思考力・読解力に焦点を当てて一　　　　　思考力・表現力を育てる指導の工夫」

2　主題設定の理由　　　　　　　　　　　　　2　主題設定の理由

一昨年度からPISA型読解力と思考力に焦点を　　昨年度までの研究主題にある『数学的な考え方』

ぁてた研究実践を進めてきた。この研究は新学習　を推し進めていくために必要な『表現力』の育成

指導要領における学力向上につながるものと考え、に焦点を当てることにした。この表現力を育てる

昨年度と同じ研究主題を設定した。　　　　　　指導については、「算数・数学における表現する力

3　研究の経過及び内容　　　　　　　　　　とは何か」ということや「表現する力を育てるに

5月　○総会(組織編成・年間計画)　　　　はどのような授業改善の視点をもてばいいのか」

○江戸川区「授業カアップ推進委員会」　ということを明らかにし、日々の授業を改善して

○役員会　　　　　　　　　　　　　いくことを目標として本研究課題を設定した。

6月　○一斉研究日・講演会　　　　　　　　3　研究の経過及び内容

「数学の移行措置について」　　　　　　4月　全体組織、分科会組織決定o研究主題の検討

一資料の活用を中心に→　　　　　　5月へ6月　研究主題の決定。研究の方法・ねらい

講師　国立教育政策研究所主任研究官　　　　　　　等の確認。

西村　圭一　先生　　　　　　　　7月　講演会・演習

○家庭学習教材の作成検討　　　　　　　　　「新学習指導要領について」

8月　○夏季研修会・講演会　　　　　　　　　　　講師　東京都算数教育研究会　会長

「新しい学習指導要領に向けた数学教育」　　　　　東村山市立萩山小学校長　山崎憲先生

講師　埼玉大学教育学部准教授　　　　　　　分科会ごとの指導案の作成
一宮　裕之　先生　　　　　　　　9月　研究授業I

O家庭学習教材の原稿推敲　　　　　　　　　国立市立国立第三小学校

11月　○研究授業・研究協議会　　　　　　　　　　村上　隆之教諭「合同な図形」

江戸川区立松江第五中学校　　　　　11月　研究授業Ⅱ・研究協議会

原田　正伸教諭「y二aX2の利用」　　　　　国立市立国立第一中学校

講師　清瀬市立清瀬第二中学校　　　　　　　小野寺　悠太教諭「比例・反比例」

主幹教諭　銀杏　祐三　先生　　　　　　講師　小平市教育委員会　指導主事

〇第64回関東都県算数・数学教育研究　　　　　　　　谷口　雄磨先生

千葉大会参加報告　　　　　　　　　12月　研究授業Ⅲ

2月　○研究授業・研究協議会　　　　　　　　　　国立市立国立第五小学校

江戸川区立小岩第一中学校　　　　　　　　今村　智香教諭「かけ算の筆算」

稗田　浩士　教諭「空間図形」　　　1月　活動報告

講師　江戸川区教育委員会指導室　　　　2月　研究紀要の検討

指導主事　赤津　一也　先生　　　　3月　研究報告

3月　○役員会　　　　　　　　　　　　4　まとめと今後の課題(中学校分科会)

4　まとめと今後の課題　　　　　　　　　　黒板の前に出てくれた生徒に十分説明させるこ

今年度は講演を通して新学習指導要領や移行期　とができなかった。この点をふまえて、時間配分

間中の数学科の指導について多くを学ぶことがで　や教師の言葉かけ等を改善していく。また、普段

きた。今後は数学科における言語活動の充実をど　の授業から少しずつ自分の意見や考えを説明させ

ぅ図るのかを課題とし、具体的な場面ごとに検証し、る機会を増やしてしていき表現力を高めていくこ

より良い授業ができるように研究を推進していく。　とが必要である。
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平成22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6日(木)

に、新宿区立教育センターで、平成22年度の総

会を開催しました。平成21年度の事業報告、決

算・監査報告が承認され、続いて、平成22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　三町　章)

3　来賓代表挨拶

4　議長選出

5　議事

(l)平成21年度　事業報告

(2)平成21年度　決算・監査報告

(3)平成22年度　会長・副会長　選出承認

(4)平成22年度　庶務・会計・事務局長の委

嘱および監事の選出

(5)平成22年度　事業計画案審議

(6)平成22年度　予算案審議

6　新会長挨拶　(新会長　高田　弘文)

7　閉式の辞

総会後、講演会を実施しました。

演　題「数学授業における言語活動の充実」

講　師　文部科学省　国立教育政策研究所

学力調査官　清水　宏幸　先生

(講演の要旨は本誌2ページに掲載)

平成22年度　役員

会　長　高田弘文(江東区立深川第七中学校)

副会長　元木靖則・…・庶務部長

(練馬区立関中学校)
II　　中込友則……会計部長

(新宿区立落合第二中学校)
II　　近藤和夫・…・・研究部長

(大田区立大森第十中学校)
II　　小林　博……調査部長

(調布市立第三中学校)
II　　橋爪昭男……会報部長

(豊島区立明豊中学校)

庶　務　吉原　健(北区立明桜中学校)

II　　香積信明(中野区立第十中学校)

II　　内田敏幸……事務局長

(江東区立深川第七中学校)

会　計　増田律子(台東区立浅草中学校)
II　　浅尾博之(大田区立御国中学校)

監　事　小谷周一(文京区立第三中学校)

II　　田代雅規(中野区立南中野中学校)
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i平成22年度　事業計画i
l　平成22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、今年度、東京都の研究推

進団体の認定に伴い、研究部の各研究委員会は、

その活動の中で、都教委指導主事と連携するな

どし、「新学習指導要領の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。

(1)日本数学教育研究学会第92回総会

全国算数・数学教育研究(新潟)大会

平成22年8月2日(月)一4日(水)

(2)第65回関東都県算数・数学教育研究

(埼玉)大会

平成22年8月11日(水)

3　数学指導技術向上研修会を開催する。

平成22年8月19日(木)

会場　新宿区立西早稲田中学校

(詳しくは本誌5ページに掲載)

4　第48回研究発表大会を開催する。

平成23年1月28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　6日(木)総会、役員会、理事会

7月　9日(金)役員会

9月24日(金)役員会

11月　5日(金)役員会

1月28日(金)役員会、理事会、

第48回研究発表大会
3月　4日(金)役員会

4月　8日(金)役員会

□発　行　日　平成22年7月1日(木) 

□発　行　者　東京都中学校数学教育研究会 

□会　　　長　高田　弘文 

(江東区立深川第七中学校) 

□編集責任者　会報部長　橋爪　昭男 

(豊島区立明豊中学校) 

豊島区長崎5-3l-29 

03-3956-8174 


