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都中数研会報四

新教育課程全面実施を前に、都中数研のさらなる発展を目指して

東京都中学校数学教育研究会会長　近　藤　和　夫

1.日本数学会「大学生基本調査」から見る課題

2月下旬、新聞紙上に「大学生　数学力危機」「24%

が『平均』理解せず」というような見出しが躍りまし

た。これは、日本数学会が平成11年4月から7月に

かけて全国の大学生約6,000人を対象に実施した「大

学生数学基本調査」に関する報告書からの内容です。

調査では、小中学校で学ぶ内容を中心に、論理的な文

章の読解や記述力、基本的な作図力を問う5問が出題

されました。

新聞の見出しにある「平均の定義とそれに関する初

歩的な推論」の問1-1は、小学6年次で学ぶ内容で

すが、その問題は次のようなものです。

「ある中学校の3年生の生徒100人の身長を測り、その平

均を計算すると163.5c皿になりました。この結果から確実

に正しいと言えることには○を、そうでないものには×を、

左側の空欄に記入してください。

口(l)身長が1635c皿よりも高い生徒と低い生徒は、それ

ぞれ50人ずついる。

□(2)100人の生徒全員の身長をたすと、163.5c皿×100

二16350c皿になる。

口(3)身長を10cⅢごとに『130cⅢ以上で140脚未満の生

徒』『140cⅢ以上で150c皿未満の生徒』　というよう

に区分けすると、『160cⅢ以上で170cⅢ未満の生徒』が

最も多い。」

この問題の正答率は76%で、調査対象となった大

学生の4人に1人が、平均の意味を正しく理解して

いないことになります。分析では、「論理を正確に解

釈する能力に問題がある。」と指滴しています。

日本数学会は、中等教育機関に対して次のような霹

言をしています。「充実した数学教育を通じ論理性を

育む。証明問題を解かせる等の方法により、論理の

通った文章を書く訓練を行う。」

2.算数科・数学科の「改善の基本方針」の浸透

上記の調査を受けた大学生は、いわゆる「ゆとり世

代」で、小学校と中学校は平成10年12月告示の学

習指導要領で学んだ世代になります。中学校での新教

育課程全面実施にあたり、平成20年1月の中央教育

審議会答申に示されている、下記の小学校算数科、

中・高等学校数学科の「改善の基本方針」を押さえた

指導を改めて浸透させていくことが、この課題に応え

るためにも大切になってきます。

(1)学ぶ意欲を高める

(2)数量や図形に関する基礎的・基本的な知識・技能

の確実な定着

(3)数学的な思考力・表現力の育成

(4)学ぶことの意義や有用性の実感

(5)算数的活動・数学的活動の一層の充実

3.都中数研のさらなる発展のために

本研究会は、昨年度より東京都教育委員会の研究推

進団体に認定され、活動を充実させてきています。

本年度で49回を数える、1月の東京都中学校数学教

育研究会(都中数研)研究発表大会では、研究部6委

員会(数式、図形、教育課程、確率統計、導入法、関

数)から新学習指導要領を見据え、我々が取り組むべ

き課題に視点を当てた研究発表、調査部から新学習指

導要領の趣旨の実現状況及び移行期最終年度の取組

の実態について報告が行われました。

また、8月の若手教員対象の数学指導技術向上研修

会には、55名という多くの若手教員が参加しました。

この研修会には、都中数研役員・OBに加え、各委員

会の委員長などの代表が講師として参加し、身近な実

践事例を基に若手教員への指導にもかかわり、各委員

会の会員増にもつながりました。

本研究会会則には、「本会は東京都内公立中学校の

教員をもって構成する。」とあります。中学校数学科

の教員すべてが、会員という意識をもって本研究会の

活動に積極的に参加し、上記のような数学科の課題解

決につなげていただくことを期待しています。
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平成23年度　都中数研究発表(平成24年1月27日)講演要旨

評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料の活用について
国立教育政策研究所　教育課程研究センター　水　谷　尚　人

1　新しい学習評価に向けて

(1)今、求められる力

これからの社会を生き抜く生徒たちに、是非とも

身に付けてもらいたい力とはどのようなものか。こ

こ10年間で発表された各種資料(政府発表資料等)に

よると、基礎学力や専門知識はもちろん、コミュニ

ケーションカ、課題解決力、論理的思考力、創造力

など、学校を離れ社会生活や職業生活を営んでいく

上で必要とされる「力」の育成の重要性が指摘され

ている。このような中、平成19年6月の学校教育法

改正では、学力に関して、

①基礎的・基本的な知識・技能の習得
②その知識・技能を活用した思考力、判断力、表

現力等

③主体的に学習に取り組む態度
の3要素が明確化された。学力を、単なる知識の量

としてとらえるのではなく、思考力・判断力・表現

力や学ぶ意欲なども含めて総合的に捉えることを明

らかにし、評価の観点についても上記3要素に対応

して整理されている。

(2)「参考資料」の活用について

平成23年7月に国立教育政策研究所から「評価規

準の作成,評価方法等の工夫改善のための参考資料

(中学校)」(以下、「参考資料」とする)が発表された。

参考資料では、「学習評価のあり方」、「評価規準の設

定例」、「評価方法等の工夫改善」など評価に関する

事例を挙げながら解説されている。例えば、指導と

評価の計画については、次のような流れが示されて
いる。

①　単元の目標を設定する

②　単元の評価規準を設定する

③　学習指導に対応して評価規準を設定する

各単元における指導と評価の計画をするに当たっ

ては、学習指導要領に示された教科の目標と内容及

び生徒の実態等を踏まえ、既習事項との関連等,指

導内容の系統性に配慮して単元の目標を設定する。

そして、単元の目標と「参考資料」に示した各領域
の評価規準に盛り込むべき事項を基にして、単元の

評価規準を設定する。その後、「参考資料」に示した

評価規準の設定例も参考にしながら、小単元や各授

業時間の指導の目標を設定し、それに対応させて評

価規準を設定することが考えられる。その際、単元
の学習内容全体を見通し,単元の評価規準に照らし

て、どの時間にどのような観点で評価を行うことが

適切であるのか見極めることが大切である。

また、各学校で年間指導計画を検討する際、それ

ぞれの単元において、観点別学習状況の評価に係る

最適の時期や方法を観点ごとに整理することが重要
である。これにより,評価すべき点を見落としてい

ないかを確認するだけでなく、必要以上に評価機会

を設けて評価資料の収集・分析に多大な時間を要す

るような事態を防ぐことができ、各学校において効

果的・効率的な学習評価を行うことにつながると考
えられる。

今回の「参考資料」では,各事例の「指導と評価
の計画」において、評価規準の冒頭に「O」と「◎」

の印を付している。「O」を付した規準の評価につい

ては、学習指導の過程における評価を中心として記

録を前提とせず、評価規準に照らして、「おおむね満

足できる」状況(B)であるかどうかを判断し、「努

力を要する」状況(C)になりそうな生徒に対して、

適切な働きかけや指導の手立てを行うことを重視す

る。一方、「◎」を付した規準の評価については,単

元における総括の資料とするための評価とし、全生

徒の記録を取るようにする。このように、設定した
「O」印の評価規準と「◎」印の評価規準を適切に

用いることにより、評価することが過重な負担とな

らないように配慮し、評価結果を指導に生かせるよ

うにすることが大切である。

(3)観点の特性に配慮した評価時期について

評価規準の設定に当たり、具体的な評価時期につ
いて計画を立てる際にも、各観点の特性に配慮する

ことが大切である。例えば、「数学への関心・意欲・

態度」については、学習指導の内容等も踏まえつつ、

ある程度長い区切りの中で適切な頻度で「おおむね

満足できる」状況等にあるかどうかを評価するなど
の工夫を行うことも重要であろう。

2「資料の活用」領域について
「資料の活用」の領域では、資料に基づいて集団の

傾向や特徴をとらえ、それをもとに判断することを

重視することが求められている。ヒストグラムを作

ったり確率を求めたりすることだけではなく、それ

らを基にして事象を考察したり、その傾向を読み取
ったりできるようにすることも大切な指導の目的で

ある。不確定な事象を扱うというこの領域の特性に

配慮し、正解を求めることができるということだけ

でなく、生徒が自分の予測や判断について根拠を明

らかにして説明できるような授業構成の工夫をお願
いしたい。

-　2　-



平成23年度　各委員会の研究報告

数　式　委　員　会

文字式の指導
一第1学年における文字式の指導一

本年度は、小学校第6学年で文字を用いた式が扱わ

れるようになったことを受け、中学校第1学年におけ

る文字式指導のあり方を再検討するために、算数の教

科書や児童の実態調査を行い考察を加えた。　教科書

の実態調査については、委員会のメンバーが勤務する

地区で採択されている2社のものを調査した。文字式

が扱われているページ数、扱われ方、指導時数に違い

があった。中学校での文字式指導の際には、各小学校

で使用されている教科書を吟味した上で指導する必要

がある。

小学校6年生の実態調査は、2社の分析により両社

で共通している内容を中心に調査問題を作成し、委員

会のメンバーが勤務する中学校の学区域の小学校を中

心に調査を依頼した。調査の結果、式は答えを求める

ためのものという認識が強く、式そのものが数量を表

していることの理解が不十分であることがわかった。

このことは式の意味を読み取る問題の回答にも表れて

いた。また、数量関係を表すセンテンス型の式につい

ても抵抗が見られ、中学校での丁寧な指導が期待され

る。児童の意識調査も同時に行ったが、中間層以下で

「文字になると難しく感じる」と答えている生徒が多

くなることにも配慮したい。

(文責　清瀬市立清瀬第二中学校　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2〇

本研究は5年目の継続研究である。昨年度より「数

学的活動」を行うために重要となる図形の見方・考え方

に焦点を当て、数学の各領域からそれにつながる題材

を選び出し、再検討してより一層の効果的な図形指導

の工夫・指導計画を進めていくことにねらいをおいた。

本年度も,図形学習の中で「数学的活動」を取り入れ

た具体例を作成することとした。活動例として、①「パ

ズルを使った」学習活動例、「平行四辺形の定義と平行

四辺形になる条件を繋げる」ための学習活動例の2点

を作成した。「パズル」の教材例は、単に推理パズルを

解くだけではなく、三角形の合同条件を踏まえて考え

ていく必要があり、言葉の内容を確実に理解するとと

もに、その裏にある内容を推測し、的確に判断してい
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くことをねらいとした。「定義と定理」では、小学校で

学習した平行四辺形を数学の演繹的な考え方にどのよ

うに繋げていくのかを工夫してみた。

今後の課題として、図形に対する見方・考え方の学習

を効果的に進めるために、各領域のどんな教材で学習

ができるのか。そのための教材開発と、図形学習指導

の展開と方法を工夫する。1年生から2年生、そして

3年生への繋がりを分析し、考察する。より一層様々

な数学的活動を取り入れた図形指導ができるよう、年

間指導計画をたてる必要がある。などである。図形学

習指導に関心のある先生方の参加をお待ちしています。

(文責　江東区立深川第四中学校　勢子　公男)

教育課程委員会

比の利用に関する一考察

本委員会では、生徒の発達段階に応じた繰り返しの

学習の必要性を主張するものとし、「比」の学習につい

て、小学校5年生から中学校3年生までの学習指導要領

を改めて見直すところから始め、比の学習内容やその

取り扱いについて、学習上の問題点を兄いだし、中学校

における指導時期、使用する教材、指導方法はどのよう

なものが適切かということも含めて研究を行ってきた。

今年度は2年生を対象に、比の基本的な知識として
「比を簡単にすること」、「比の値」、「比例式の性質」

についての理解、定着、さらに、「比を利用しての問題

解決」の理解について調査し、分析を実施した。また、

小学校で扱うような比に関する問題に対し、算数的な

考えだけでなく、方程式や比例式を使って解決しよう

とする態度やその技能が、どの程度身についているか

を調査するために、1年生を対象とした実験授業を、

方程式の単元の最終時に設定した。その結果について

は、割合の考えを用いて解いた生徒,比例式の考え方

を利用して解いた生徒、方程式の考えを利用して解い

た生徒の様相をそれぞれ詳細に分析した。

(文責　豊島区立巣鴨北中学校　山内　博大)

確率統計委員会

資料の活用について

資料の活用の指導は、資料を整理して終わるのでは

なく、日常生活や社会における課題を取り上げ、それ

を解決するために必要な資料を収集し、統計処理をし

て資料の傾向を分析する指導が大切である。そこで

我々は、授業で取り上げる課題が重要であると考え、
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次の条件を満たす課題を設定した。

①課題が生徒にとって身近な題材で、調べることに

興味や関心を感じるものであること。

②資料を収集する方法が、家で調べる、特定の場所

に行って調べる、インターネットを利用する等、

多様な方法があること。

③統計処理をするときに、コンピュータを活用する

と効果的であり、そのことで資料の傾向を分析

しやすいものであること。

④統計処理をして、その結果を判断するときに様々

な判断基準があること。

以上を満たす課題として、生徒が休日によく利用する

と思われるファストフード店で昼食を食べたときのエネ

ルギー量について考える課題を設定した。調べたェネ

ルギ一畳を判断する基準の1つとして厚生労働省と給

食一日分が示すエネルギー量を取り上げた。また身近

な課題であるため、資料の活用の導入で扱うことで単

元の魅力も生徒に伝えることができることを紹介した。

(文責　西東京市立柳沢中学校　平子　日薬子)

導　入法委員会

複数の単元に使える導入課題の工夫
一平方根〇三平方の定理一

本年度は、第3学年「平方根」「三平方の定理」におけ

る導入課題を取り上げた。この2つの単元でどのような

共通課題を提示し授業を展開するのが効果的かを考え、

指導案を作成し、実践することによって、生徒の関心・

意欲を高め、理解を深めることを研究のねらいとした。

「三平方の定理の導入」の授業では、「平方根の導入」

で使用した教材を繰り返し使用することで、生徒が興

味を持ち、意欲的に課題に取り組むことができた。

また、共通な教材ということで、以前学習した生徒

の記憶がよみがえり、生徒は課題に対して取り組みや

すく、そのために課題解決に向けて生徒の主体的な活

動が促された。

さらに、今回の共通な教材により、生徒が操作活動

などを通して、「三平方の定理」における定理そのもの

の数式と数式が意味する図形との関係について、より

深く考えることができた。

今後の課題としては、「三平方の定理の導入」にお

いて、それぞれの面積の正方形を作った後に、それら

を分類し、そこから三平方の定理につなげる有効な発

間があげられる。

(文責　中野区立中央中学校　溝川　英知)

関　数　委　員　会

「変化の割合」の指導について

今年度は、第1学年の「関数の利用」の場面における「変

化の割合」の指導について、継続した研究を行ってきた。

課題場面として、台形の下底を動く点の動きにとも

なって、面積の変化の様子を考察した。その中で「変

化の割合」を意識した授業研究を行い、平成23年8

月に、日数教全国(神奈川)大会で、平成24年1月に、

都中数研発表大会で発表した。

9月以降第1学年「グラフのよみと関数y二餌のa

の意味」について、また、第2学年「関数の利用」の

場面における「変化の割合」の指導について、同時並

行して研究を行っている。

グラフのよみでは、関数yこ餌のaの値が負になる

具体的な事象について考察するなど、新しい視点につ

いて研究を進めている。研究の考察結果は、平成24

年度、日数教全国(福岡)大会で発表予定である。

委員会の活動は、定例会として、渋谷区立上原中学

校で月1回のペースで行っているが、必要に応じてさ

らに会合を開いている。

年々、平日の出張が難しくなってきているため、土

曜日の午後に行うことも念頭においている。是非、興

味のある方はご連絡ください。

(文責　渋谷区立上原中学校　関　富美雄)

i数式委員会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l

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
三田　哲也先生

(板橋区立板橋第三中学校　03-3%2-8865)

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評価委員会十　今年度は活動を休止します
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)

!関数委員会i

関富　美雄先生

(渋谷区立上原中学校　03-3460-0666)

i指導法委員会上　現在は活動を休止しています
北地　宏充先生

(町田市立南大谷中学校　042-723-5567)
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平成23年度　数学指導技術向上研修会

ー東京都教職員研修センターの認定研修として-

現在、教員の大量退職時代を迎えている中で、若手

教員の指導力の向上は、中学校教育における喫緊の課

題となっている。また日々の授業の質的改善は、生徒・

保護者と学校の信頼関係を構築するための中核とも言

えるものである。

こうした期待や要請に応え、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係る研修会

を実施した。特に若手・中堅の先生を対象に、ベテラ

ン講師による個別の相談や少人数グループでの演習、

また日々の授業実践に役立つ情報提供等を中心にすえ

て企画・実施した。

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23年8月19日(金)

午前の部　　9:00へ12:30

午後の部　13　30へ16　30

4　会　　場　新宿区立西早稲田中学校

5　参加状況　参加者

午前の部　50名

午後の部　48名

6　実施形態

参加者の課題等によって、以下のように対応した。

○講義形式(全体会)

午前・午後の部それぞれの冒頭に、全体会形式で

以下の講義を行った。

午前の部

「自らを高める教師を目指して」

「数学的探究力をはぐくむ授業の工夫」

講師　中尾　豊三郎先生

午後の部
「創造性を育てる試み」

講師　斉藤　侍造先生

○ゼミ形式(少人数グループ)

テーマ別にグルーピングし、参加者が抱える課題

について参加者同士で意見交換し、講師が具体的な

指導・助言を行った。

各自で9月以降に実施する研究授業等の学習指導

計画・指導案を作成した。

7　講　　師

東京都中学校数学教育研究会OB役員、現役役員、

研究部各委員会委員の合計27名

8　受講者のアンケートより(※-部抜粋)

・自分の指導での改善点が見えた。

・自分では見えていなかった細かい指摘などをいた

だき、とても有意義な時間になりました。また、

他の先生方の指導案にもふれ、様々なことを知る

ことができました。
・とても役立ちました。同じ教材や課題でも、人に

よって見方や考え方かちがうので、参考になりま

した。

・研究授業だけでなく、今後の授業のためにアドバ

イスをいただきました。自分に足りなかったとこ

ろなど、課題も多く見つかりました。
・とても役立ちました。学校における数学教育の役

割を根本的にまちかえて捉えていたことに気づき

ました。授業を大きく変えることができそうです。
・授業をつくる方法が少しわかったような気がしま

す。
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第93回全国算数。数学教育研究(神奈川)大会 

第66回関東都県算数。数学教育研究(神奈川)大会報告 

生徒の発達段階に応じた繰り返しの学習
-「2点間の距離を求めること」に関する-考察一

元豊島区立西池袋中学校　八　木　恭　子

教育課程委員会では三年前、発達段階に応じた学び

直しの一例として、中学三年生に「三平方の定理の応

用」の授業実践を試みた。この授業の導入で生徒が「軸

に平行な直線上の2点間の距離」をすぐに答えられな

かったことをきっかけに、これまでの学習で「十分学

び足りているのだろうか」という疑問がわいた。

そこで、どの程度「軸に平行な直線上の2点間の距

離」を求めることができるか調査問題を作成した。‾

年前、三年生を対象に実施した結果、大きい数から小

さい数の差で求める生徒の割合と2数の絶対値の和や

差で求める生徒の割合が約半々であること。表示の仕

方が目盛り表示より座標表示の正答率が低いなどがわ

かった。

これをうけて、昨年は全学年を対象に調査問題を実

施した結果、まず1年生では表示の仕方よりも2数が

ともに負の数であることの理解が難しいことや大きい

数から小さい数の差を求める生徒の割合と絶対値の和

や差で求めている生徒の割合が1年生では後者が高く

2・3年生では前者が高いことがわかった。

これらの集計・考察から、「軸に平行な直線上の

2点間の距離を求めること」について①扱う2数が正

の数と負の数、あるいは負の数と負の数になることに

よる困難②点の示し方が目盛り表示か座標表示かに

よって生じる、図の読み取りにくさによる困難があり、

これらを十分に克服できないまま3年生となる生徒が

約10-30%いることが分かった。

そこで発達段階に応じて繰り返し学ぶ学習場面を設

定した。1年生「正負の数」と「比例」の学習場面に

おいて、与える点の象限や表示の仕方を変えた課題に

よる授業実践を行い、そこで使用したワークシート、

及び追跡調査の結果を集計した。そこから対象生徒は

異なるが全く学習していない生徒と比べ正答率が上昇

していることが分かった。その-方で、無回答が多い

など改めて学び直しの重要さを実感することとなった。

このことから繰り返し学ぶ必要性のある内容を模索し、

指導計画の中に発達段階に応じた学習機会を意図的に

設定することが、生徒のより深い理解に効果的である

と思った次第である。

-　6

「変化の割合」の指導について

〇第1学年「関数の利用」場面で一

練馬区立開進第一中学校　堀　孝　浩

第1学年「関数の利用」場面において、「変化の割合」

の見方や考え方に焦点をあてて、それらを有機的に利

用させる指導について、研究授業を通して検証し、発

表した。

(1)関数の利用の3つの視点

関数的な見方や考え方により問題解決を図ることを

「関数の利用」して位置付け、次の3つの視点で指導を

行った。

①表・グラフ・式などの相互の関連を理解し、問題

を解決したり、自分の考えを表現したり、伝え

合ったりすることができること。

(②「変化の割合」の意味を理解し、それを活用して

問題解決をすることができること。

③　日常生活や社会における事象について、関数的に

とらえることができること。

また、関数の利用の指導の考えとして、表・グラフ・

式の「表現」だけではなく、「読み取り」を通した指

導を重点に加えることや、変化の割合の見方や考え

方を重視した指導を加えることにした。

(2)指導展開

ともなって変わる量について考察し、比例関係にあ

るものを見つけさせ、変化の割合を意識した発問を

行った。

【課題場面】上底9c皿、下底15c皿、高さ8c皿の台形

において、下底を毎秒1c皿の速さで点が動く。

①時間と比例するものを見つける。

②比例であることの判断理由を問う。

③面積の増加量から点の移動時間を考える。

④面積の増加量から点が何秒後から何秒後まで動

いたかを考える。

⑤ある時間の間に面積がどれだけ変化するかを考

える。

(3)まとめと課題

比例するものは見つけられるが、間違った判断をし

た生徒が見られた。また、④については、発問の工夫

が必要である。今後も「関数の利用」場面の指導計画

の見直しをすすめ、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る。



地　　区　　だ　　よ　　り

<板橋区>

板橋区立板橋第二中学校　閲　一彦

○区中研一斉部会

4月2〇日(水)　　　　板橋一中

本年度の組織作りと活動方針、研究主題の決定

研究主題

「数学的探究力をはぐくむ授業の工夫」

一数学的活動を通してへ

○夏季研修会(教科一斉授業)

8月3日(水)　　　　板橋一中

テーマ「数学的探究力をはぐくむ授業の工夫」

講　師

北区教育委員会事務局教育指導課教育アドバイザー

中尾登三郎先生

板橋区教育委員会統括指導主事　宮田　正博先生

〇第l同研究授業

9月9日(金)　　　　　中台中

単元名「比例と反比例」

授業者

村田清文主幹教諭　山岸茂教諭

講　師

北区教育委員会事務局教育指導課教育アドバイザー

中尾豊三郎先生

板橋区教育委員会統括指導主事　宮田　正博先生

〇第2園研究授業(教科一斉授業)

11月9日(水)　　　赤塚三中

単元名「三平方の定理」

授業者　石田　直人教諭

講　師

北区教育委員会事務局教育指導課教育アドバイザー

中尾豊三郎先生

板橋区教育委員会統括指導主事　宮田　正博先生

○区中研発表会　　　2月2日(木)

語　的

板橋区教育委員会硫括指導主事　　宮田正博先生

本年度は、「数学的探究力をはぐくむ授業の工夫
一数学的活動を通してへ」を研究主題として研究を進

めた。

このことを実践する上で、まず、指導案の書式を

統一した。

また、板橋区の授業改革の視点を意識して指導案を

作成した。授業改善に向けた充実した研修会となった。

<清瀬市>

清瀬市立清瀬第四中学校　加味板　充晴

1　研究主題

「習得した知識・技能を活用や探求につなげる授業

の構築」

2　主題投定の理由

基礎的・基本的な知識や技能を習得し、その習得し

た知識・技能等を活用して課題解決をはかる体験は、

単なる学習意欲の喚起だけでなく、学んでいることや

活動していることに価値を持たせることにつながる。

ただ何となく授業に参加し、ただ何となく学習をして

いる生徒が、そのことに価値を抱いたならば主体的な

態度育成に大きく寄与していくはずである。そのよう

な授業の構築を考えることは確かな学力の向上に向け

て必要なことであると考えた。

3　実践の手立て

確かな学力をはぐくむ具体的な手立てとして『充実

した課題解決場面の軽快』を柱に揚げている。これを

充実したものにするためには7つのキーワードがある。

①スパイラル　②学び合う姿勢　③言語活動

④授業規律　⑤体験や活動　⑥pDCAサイクル

⑦思考・判断・表現

これらを生徒の実態や場面に応じて授業の中にバラン

スよく取り入れることは大切なことである。それを踏

まえつつ、本研究では、小学校から現在に至るまでに

学んできた基礎的・基本的な知識・技能を活用するこ

ともできて直近に学習したことを活用することもでき

る内容を通して、それぞれの活用のよさに気づける授

業を提案し、その授業モデルの検証をした。

4　ま　と　め

今図、第2学年の連立方程式の利用で、習熟度別ク

ラスのコースごとに、生徒の実態に合わせて既習の知

識・技能を活用する課題解決の場面を設定してきた。

仮説をもとに実践した授業により、各々の生徒の学習

へ取り組む姿勢から課題解決へ向けた意欲の高まりを

窺い見ることができ、成果を得ることができたと考え

ている。今後、これまでの検証をもとに、他の学年や

単元でも活用することのよさを実感できる授業モデル

の構築に取り組んでいきたい。
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平成23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一

調査部長　大田区立貝塚中学校長　宮　本　泰　雄

1　調査の概要

(1)調査の目的

平成24年度からの新学習指導要領の全面実施に

向けた取り組みについて、数学科教員の意識調査を行
い、平成24年度の本則の円滑な実施ができるよう準

備する。また、結果を東京都中学校数学教育研究発表

大会で報告し、今後の数学授業等の改善に役立てる。

(2)調査方法

島しょを除く、都内公立中学校608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問でありl問を除き5つの選

択肢から最大3つまで複数選択可能とした。残る1問

は選択肢から1つ選択する方式である。回答校数は

466校で回答率は、76.6%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「学ぶ意欲の向上」
「わかる喜び、できる喜び、達成感を感じさせる」が

他の項目を大きく上回っている。理解ができたり、技

能が身についたりすることで生徒に自信をもたせ、学

習意欲を高めようとする指導者が多いことがわかる。
一方、「意義、美しさに触れさせる」だけが少数である。

他の指導の観点が優先され‡受業で扱う場面が多くとれ

ないことが要因として考えられる。

設問2「言語力の育成」

数学におけるコミュニケーション能力として、口述と並ん

で数学の表現手段である式・図・表・グラフなどが重視

されている。板書やノート指導などでの数学的な記述に
ついても丁寧な指導を心がけていることが窺える。選択

数が明らかに少ない設問はなく、言語力を育成する指導
の重要性については概ね意識されていると考えられる。

設問3「数学的な活動の指導のあり方」

論理的な思考や性質を発見する力、習得する活動な

どが最も重視されている。一方、「日常生活で数学を利

用する活動」が最も少ない。これは、軽視していると

いうことではなく、指導する場面がさほど多く設定で

きないという要因も考えられる。

設問4「資料の活用の指導のあり方」

新たに領域として独立した「資料の活用」について、

指導のあり方を問う設問である。資料を分析したり、

整理したり、表現する力などが適切に指導されている

ことが窺われる。一方、「課題を兄いだす能力」につい

てはやや不十分であり、活用する力の育成という観点

から充実が望まれる。

設問5「学ぶ過程の指導のあり方」

日常の授業で、問題解決のために多様な考え方をす

ることや十分に思考する時間を与えることが重視され

ている。数学の指導上重要な留意事項であり、適切な

指導がなされていると思われる。操作活動、思考の振

り返り、コミュニケーション能力についても留意した

指導をこころがけていることが窺える。

設問6「学び直しの機会について」

平成21年の調査問題と同じ問題を設定し、経年変

化を調べる試みを行った。スパイラル(繰り返し)を

意図的に行うことが重視されている。新学習指導要領
の全面実施に向け指導計画については以前より準備が

進み、指導者の意識が指導計画の作成より実際の指導

に移っていることが窺える。

設問7「観点別評価の改訂への対応」

特徴として、5つの設問の回答結果に大きな差がな

いことがあげられる。設問のいずれもが学習評価のあ

り方について確実に押さえておくべき事項であるので、

回答が分散したと考えられる。評価の観点の改訂につ
いては概ね理解が進んでいるものと考えられる。

設問8「教育機器の取り扱い」

図形や関数の領域での使用が多数である。教育機器

については、指導者の技術や関心・意欲の差が大きく、

また、各校での整備状況などの制約もあると思われる。

どの領域にせよ、手軽に使えることが普及拡大には不

可欠であると考える。そして、使う目的を明確にし、

適切なねらいで、適切な場面で、適切な方法で使用す

ることが大切であると考える。

(2)ま　と　め

設問は、ねらいを絞り、調査に適した設問を限られ

た文章の中で質問の意図が正確に伝わるよう作成する

ことに苦慮した。しかし、質問の意図がよく理解でき

なかったということもあったと思われる。選択数につ

いても複数回答を可としたが、これは、選択をlつに

制約した場合、ある項目に集中し、本来得られる可能

性のある結果が欠落することを防ぐためである。一方、

複数選択した場合、結果が分散し、特徴をつかみにく
いという欠点もあり、今後も検討を深める必要がある

と考える。最後になりましたがお忙しい中調査にご協

力いただいた先生方に感謝申し上げます。
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