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1.第50回研究発表大会という節目

は話し合うことや発表することなどの行為そのものでは

今年度、新学習指導要領の全面実施とともに、研究発
表大会も50回という節目の年を迎えています。数学的
活動のつくり方はいろいろあるけれど、教師がそれを意
図的につくり出さなければ自然発生的に生み出される
というような都合のよいことは起こりません。数学的活

なく、その中で「数学の得意技」が的確に用いられてい
るかどうかです。
「数学的に説明し伝え合う活動」には、一人ではでき

動に取り組むのは生徒ですが、それをつくるのは教師の
役割です。「教師が数学的活動をつくる」というと、教
師が1人で数学的活動を完成させてしまうように受け取
られそうですが、そんなことはありません。「教師がつ
くる」というより「教師がしくみ、生徒とともに実現す

る」という方がその指導の実際としては適切なのかもし
れません。大切なことは、教育の主役である子どもの学
びにとってよいものは、みんなで共有し、より一層よい

ものに進化させようという発想です。本研究大会を、そ
のきっかけとして生かしてもらいたいと考えています。

本研究会は、「東京都教育委員会研究推進団体」に認
定され、研究の成果を東京都の全ての教員が共有できる

ないことが他者とのコミュニケーションによって可能に

なる活動であるということです。別な表現を用いれば「三

人寄れば文殊の知恵」ということ。その「知恵」が、授
業の目標の実現にどの程度有効であったかが、この活動
のポイントになります。「授業に話し合いや発表の場面を
設ける二数学的に説明し伝え合う活動をつくる」という
発想の誤りは明らかでしょう。
3.都中数研のさらなる発展のために

本研究会会則には、「本会は東京都内中学校の教員を
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、数学科における今日的な課題の解決につなげ
ていくことを期待しています。

ように普及し、東京都の教員の探究心の向上に貢献して
います。研究部の各委員会は、校務に追われる中でも、
会の運営方法や内容を工夫するなどして、地道な研究活

動を積み重ねてきました。また、夏季休業日中に実施し
た若手教員対象の数学指導技術向上研修会にも各委員会
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・助言にもかかわってきました。調査部は、
「数学教育推進にかかわる実態調査」として、都内各公
立中学校の数学科主任などの協力を得て、中学校数学科
における新学習指導要領の趣旨の実現状況及び全面実施

初年度の取組の実態を明らかにしました。
こうして活動した研究部各委員会と調査部の研究成果
を、平成24年度発表集録にまとめ、研究発表大会を迎
えることができました。研究を進めてこられた先生方の
労をねぎらいたいと思います。そして、この冊子が全都
の中学校数学教育の発展に寄与できれば幸いです。
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都中数研究発表(平成25年1月25日)講演要旨

これからの算数・数学科授業改善の指針
一振り返って、深める一
茨城大学教育学部

根

本

博

これからの数学教育は、生徒に対し、その変質、
低下が指摘されている「強靭な意思力、論理的な思
考力、創造力、豊かな感受性、責任感」など取り戻
す必要がある。数学学習の中で、忍耐強く努力を重
ねることの重要さとかその尊さに気付けるようにし
たい。とりわけ全般的に見られる思考力・判断力の

また、困難を伴うかも知れないが、その先に(考
えを)進める表現ができるようにしたい(表現するこ
との意義については略する)。学習のプロセスについ
ては、(Dよく観察すること、(②観察したことをま

衰弱を何としても阻止し、̀知
るようにしたい。

ことは、どういうことか」を「振り返って考えてみ

とめ、それを数学で確かめる、活用すること、そし
て、③活用して分かったならば、今度は「一という

の質を一層高められ

る」こと、すなわち、観察/推測→検証/確認→発展/

発見→…、こうした活動になる。

1

重要配慮事項と

目指すべき方向

期待されるのは、「か関。・諜・つ耕す」主体的行為
である。この際、その先に繋がる表現、未来を予感
できるような数学学習が必要である。それによって
「思考・判断」がさらに磨かれ、深まる。
̀振り返る 活動は、新たな知識の発現を促す可能

目標は内容に付随するものではない。内容は理念
に基づいてある。その理念を確認する必要がある。
「総則」にある大切な二つの事項、一つは、「言語に

関する能力の育成を図る」という言語活動の充実。
もう一つは、「振り返ったりする活動を計画的に取り
入れる」、特にこれは算数・数学で大事にしなければ
いけない。算数科・数学科の「目標」に関しては、

性を内包する。思考を推進する(道を切り拓く)こ
とに繋がる行為である。単に(後ろを)振り返るの
ではない。単に感想を記すのでもない。振り返って
考えを深める活動であってこそ意味がある。それは
未来と結合している、そのように考える。

次の三つに留意したい。まず一つは、「表現する力を

高める」、もう一つは「数学のよさを実感できるよう

にする」。高等学校では「数学のよさを認識できるよ
うにする」である。そして、「活用する力」の育成、
これらは常に心掛けたい。
近年何かと映像を目にすることが多くなった。人
間の経験の全体に占める直接的な経験というのがそ
の分少なくなっている。つまり間接的な経験が相対
的に増加しているということである。そうした状況
であるからこそ、①自分の問題として考えられるよ
うに、②算数・数学で確かめようという気持ちが湧
くように、③それによって算数・数学のよさが分か
るように、④算数・数学でやったその結果が果たし
て正しいかどうかを自分で確かめられるようにした
い。つまり、根拠を明らかにし、関係をさぐり、数

3.数学(算数)に学ぶ

人間には他の生き物にない「観る」という能力が
具わっている。例えば、実際に動かさないでも、頭
の中ではその動きがみえる。やらなくても恰も目の
前でやっているようにみえてくることがある。隠れ
ていたものが次第に目の前に迫ってくるときの高揚

感、数学で考える楽しさはそこにある。事象の本質
を見通す。これを味わえるのが数学的活動である。
このように私たちが具備する能力を磨いてくれるの

が数学である。数学を学ぶと同時に、数学に学ぶ姿
勢を育てることが必要である。
数学の学習を通して、観る眼を育て、人間が持っ
ている能力をさらに磨いてやる。それは、数学に出
遭い、努力を重ねた末にその審美性に触れ、面白さ
に感動し、知的充足感を経験し、何としてもこれを
生徒に伝えたいと数学教師になった私たちでなけれ
ばできない。このことを改めて銘記したい。(ここに

学的に考えることの合理性(よさ)に気付き、数学
を学ぶ意義を感得できるようにする。これが大事で
ある。いずれも「振り返って考える」ことと密接に
関わっている。

2「思考・判断"表現」と

̀振り返る

活動

具体は割愛している、ご了承願いたい。)

「思考・判断」と「表現」、その関係を考える必要

参考図書
根本博「数学教育の挑戦‑‑数学的な洞察と目標準拠

がある。知の質を高めるためには、表現することあ
るいは振り返る活動が何としても必要である。

ー

学習を

評価」東洋刊出版社
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員

各委員会の研究報告

会

④三角柱と三角錐の関係を表す模型等の教材例や活動例

第1学年における文字式の指導
本年度は昨年度小学校6年生に行った調査問題を中学

を作成した。

まとめとして、①図形領域の指導時数は、全時数の1I3

l年生でプレテストとして実施し、その後の指導により文

程度で実施するのが望ましいと考えている。それは、数学

字式に対する理解や意識がどのように変化していくかを

的な見方や考え方に基づいて「数学的活動」を図形領域で

ポストテストにより調査しました。

指導するには、日常生活や遊びの中で図形に触れる機会が

①簡単な数量関係を等式で表すことは、多くの生徒がで
きていたが、単位をつけてしまった生徒が目立った。逆に、

少ない生徒には、共同学習・共働学習の時間確保が大切で

数量を表す式であるのに単位がなかったり、かけ算の記号
を省略していない生徒もいた。「式」は、答を求めるための

用語の違いを意識して指導するとともに、図形以外の領域
の中にも図形学習を意識した指導が必要なものが数多く

もの、求める過程を表すものという認識をしているためと

あり、それを生かす指導が必要である。

思われる。
②「1辺がxc血の正方形の周りの長さが、32c血であっ

今後の課題として、iこれまでの教材例の総括を行う。
五年間指導計画案を作成する。並算数の題材を数学の題

た。」ことを文字式で表す問題の正答率が大変低かった。

材としてアレンジする。などが挙げられる。

あると思われるからである。②算数での用語と数学での

これは式表現で使う4という定数が問題文の中に含まれ

(文責

江東区立深川第四中学校

勢子公男)

ていないことによると考えられる。

③意識調査では、小学校で文字を用いることのよさを認

教育課程委員会

識できていなかった生徒も、文字式への理解が深まってく

るにつれ、肯定的な見方に変わることや、×や÷を省くこ

教育課程委員会は、8月に全国算数・数学教育(福岡)

とや計算して式が簡単になることを学び、さらに文字式の

大会で「比に関連した内容の理解とその利用」について発

有用性を感じていることが表れていた。

表した。調査問題を通して、2年生の割合の理解について

(文責 数式委員会・清瀬第四中学校・銀杏祐三)

調査し、「連立方程式の学習を終え、文字の式に相応に慣

れたと思われる2年生であっても、比の意味や、比の値の
定義や意味についての理解が不十分であり、比を用いて問
図

形

委

員

会

題解決を図ることができていない実態がある」ことを報告

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3〇

した。

9月からは、テーマを「中学校における『割合』の指導
について」として研究を進めることとした。割合の指導が

本研究は6年目の継続研究であり、図形学習の中で「数
学的活動」を取り入れた教材例を作成している。これは、

算数とのつながりの中で、割合の概念を理解する上で適切

指導の問題点として次のようなことが示唆されているか

な接続になっているか、また、割合の指導を中学校の学習

らであった。数量関係の指導に時間をとられ図形指導を

場面においてもっと効果的に扱えないかと考え、小学校で
の割合の学習内容について理解を深めるとともに、中学校

じっくりと行うことができない。生徒の実態として、小学

における指導の在り方と教材の枠組みについて研究し、教

校で学習している定義や定理の文言を覚えていない生徒
が多い。生徒はただ問題を解くことより道具を使い体験し

材例を提示した。割合の理解の度合いは中学、高校であっ

ながら考えていく仕方を好んで行う傾向にあるが、数量関

ても低く、一方日常生活や社会において割合を用いて知る

係と比べ図形領域は興味関心が持たれにくい。

ことや解決すること、表現することは多く、この隙間をい

そこで今年度は①百ます計算を利用した学習活動例

かにうめるかが大きな課題である。今後は、実践を通して、

②「柱体と錐体の分類」を通した立体の見方の学習を促す

さらなる教材開発や指導過程の工夫を試みていくものと

教材例③円柱と円錐の特徴と数学用語についての教材例

する。

ー
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(文責

荒川区立尾久八幡中学校

蓮沼青春)

調臨騒動腫;ミ圏憂

確率統計委員会

関

数

委

員

会

「変化の割合」の指導について
‑第1学年「関数の利用」におけるグラフのよみ‑

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

今年度は、第1学年「関数の利用」における「変化の割

分析する指導が大切である。

合の見方や考え方」を通したグラフのよみと関数yこ鋤
のaの意味(負の場合も含む)の指導と実践について研

本委員会では、第3学年で学習する「標本調査」の授業
について研究をした。まず、課題設定の条件として、以下
の3点が必要であると考えた。

究を進め、日数教全国(福岡)大会と都中数研究発表大会
で発表した。

①課題は生徒にとって身近で興味や関心を感じるもの。

課題場面として、列車が時間とともに移動するようすを

②資料の収集が容易であるもの。

表すグラフを示し、よみ取りを行った。その後、すれ違う

③全数調査が可能であるなど検証することができるもの。

列車のグラフを考えさせ、2つのグラフを用いて問題解決

以上を満たす課題として、「ランドセルの色」について

をする課題を与えた。

取り上げた。最近の小学生のランドセルの色は、以前とは

9月以降は関数委員会で作成したカリキュラムの見直

違いカラフルになっている。そこで、近隣の小学校の周辺

しや新たな課題づくりに向けた取り組みを行っており、改

で実際に標本調査をさせ、さらに小学校に全数調査の依頼

訂指導案による授業実践も行った。

をし、標本調査の分析や全数調査との比較をさせる授業を

また、平成24年8月に明治図書から出版された「中学

行った。生徒たちは標本調査をしたことで、標本調査の必

校数学科 関数指導を極める」を用いて、関数の痩業研究

要性や有用性を実感することができた。本委員会は、今後

会を新たに立ち上げ、定例会とともに実施している。

も身近な題材から課題を設定し、生徒に単元の魅力を伝え

(文責

練馬区立開進第一中学枝

堀

孝浩)

られる授業を研究していく。
(文責

練馬区立大泉中学校

菅

亮太)
指

導

入

法委

導

法

委

員

会

教科書から学ぶこと

員会

中学校数学の教科書全7社の研究を通して、指導の流れ

「資料の活用における実践例」

を考えていく活動を始めたばかりです。同じ単元であって

今年度は、第1学年で学習する『資料の散らばりと代表

も、教科書ごとに教材も異なれば表現も異なります。全

値』に研究主題を設定した。設定理由として、新学習指導

社の教科書を研究することで、私たち指導者は授業の教材

要領において「資料の活用」領域が新設されたこと、既習事

ポケットがいくつも増えていきます。単に教材ポケットが

項を活用し資料の傾向を読み取るための指導法の工夫、若

増えるだけではありません。ひとつひとつの教材を見る目
が鍛えられていきます。

い教師に和すた実践例の提示などが挙げられる。

『資料の散らばりと代表値』の学習前後に授業研究をそ

今年度は指導法委員会の活動が再開したばかりで、そん

れぞれ行った。教材は以前、本委員会が開発した共通の課

なに多くの教材について議論を重ねるまでには至りませ

題である。学習前の授業研究賞では、生徒が小学校算数の

んでした。どちらかというと、ある単元の小節について、

みの知識・考え方でどのように問題解決を図っていくかに

表現の違いや教材構成について比較するまででした。次年

着目し、また、学習後の授業研究Ⅱでは、既習事項をどの
ように活用して問題解決を図っていくかに着目し、それぞ

度は、教科書の教材の比較から自分の授業に生かせる教材

探しにつなげ教材ひとつひとつから指導方法を探求する
ことを活動の柱にしたいと思います。

れの成果と課題を考察した。

成果として、授業研究工・Ⅱともに、課題に対しての意

ただ、委員各自が負担になるような活動ではなく、委員

欲的な取組,目的に応じた資料の整理・分析、数学的に伝

会に参加することで何か一つでも収穫があったと実感で

え合う活動の促進が挙げられる。また,課題として、伝え

きる活動を目指したいと思います。

合う活動における正しい数学的用語の使用や「資料の活

(文責

用」領域における教材開発及び3年間を見通した指導法の
工夫が挙げられる。
(文責 中野区立南中野中学校 瀧川英知)

一
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墨田区立吾嬬第二中学校

細尾順子)

平成24年度

数学指導技術向上研修会

一東京都教職員研修センターの認定研修として‑
定年等の退職者の増大に伴い、東京都では多くの
若手教員が採用となっている。この若手教員の指導
力の向上は、中学校教育における喫緊かつ重要な課
題となっている。さらに、社会のニーズ、生徒・保

護者から信頼される学校教育の推進のために、授業
の質的向上、教員の指導力向上は欠くことのできな
い取り組みといえる。

このような状況の中で、各学校の教育活動の充実
を図ることを目的として、指導法や指導技術向上に

<午後の部>

係る研修会を実施した。昨年度に引き続き、若手・

○ゼミ形式(少人数グループ指導)その2。

中堅の教員を対象に、ベテラン講師による少人数グ
ループ研修会の形をとり個別の相談にも対応できる

研修会を企画・実施した。
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象

東京都公立中学校

※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
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実施日時

東京都中学校数学教育研究会
平成24年8月22日(水)
午前の部

午後の部
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大田区立御国中学校
午前の部

44名

午後の部

41名

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
計

実施形態
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<午前の部>

29名

成果と課題

研修会終了時、参加者にアンケートの提出

○研修の進め方等説明及びグループ分け

を依頼し、研修会の成果や課題について検討

○全体会

した。また、終了後に講師の先生方からも意

講義形式

「数学的な学習を生かし創造性を育てる試み」

見をいただき課題について検討した。

一第2学年以降の図形の論証指導→
講師

矯藤

侍造

その結果、アンケートからも具体的な指導
や助言を得ることができ有意義な研修であっ

先生

た。他校の若手教員との意見交換を通して視

○ゼミ形式(少人数グループ指導)その1

事前に申請のあったテーマ別にグルーピン

野を広げることができたなど受講者に役立つ

グ(1グループ3へ5名程度)し参加者が抱

研修となったことが伺えた。

える課題について参加者同士の意見交換、講

課題としては、受講者の持ち寄る資料の数

師による具体的な指導、助言を行った。

などの指示が徹底できず、コピーをとるなど

各自で9月以降に実施する研究授業案等の

の混乱があった。

学習計画、指導案を作成した。
‑
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(福岡)大会報告

資料を収集し、活用する力の育成

関数の利用におけるグラフのよみと

一日常生活における課題の分析を通して一

関数y=餌のaの意味一

渋谷区立上原中学校

Hｧxｻ8支ﾊHｸb

(松本)大会報告

「変化の割合」の指導について
‑第1学年

B)

関

宮美雄

東村山市立東村山第二中学校

第1学年「関数の利用」場面における「変化の割合」の見

橋本

麻衣子

(1)研究の内容

方や考え方を通したグラフのよみの指導を考察し、関数

「資料の活用」の単元では、日常生活や社会における課題

y=餌のaの意味を負の場合も含めて指導することを提

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

案し、実践を試みた。

計処理をして資料の傾向を分析する指導が大切であると考

(1)基本的な考え方

えた。そこで我々は「外食で昼食を食べたときのエネルギー

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」として位置付け、表・グラフ・式などの相互の関連

量は高いというのは本当だろうか」という課題を設定し、指
導案を作成した。昨年度からの継続研究であるが、今年度は

を理解して問題を解決することや、「変化の割合」を活用して

授業実践を通して得られた考察について発表した。

問題解決をすること、日常生活や社会における事象につい

(2)指導略案

て、関数的にとらえることを視点として指導を行っている。

①ファストフード店で食事をしたっもりになってメニュー

また、ガの値が増えればyの値が増えることを比例と勘

を選び、摂取エネルギー量を出す。

違いする生徒の実態もあり、関数の利用における変数の変域

②クラスや学年でエネルギー量を集め、資料を整理し、課

の負への拡張やy=朋のaの負への拡張を行い、その意

題について考える。調べたエネルギー量を判断する一つ

味を考察する課題を設定し、指導することにした。

の基準として、給食一食分のエネルギー量を利用する。

(2)指導展開

(3)考察とまとめ

【課題場面】p駅からQ駅まで走る電車Aの、途中の踏切か

まず資料を整理する際、階級の幅をどのように設定するの

らQ駅まで走るようすを表すグラフを示し、よみ取りをさ

か迷う生徒が多くいた。これは、本単元における指導の中で

せ、次のことがらについて考察する。

生徒が自ら階級の幅を設定するような機会が少なかったこ

①p駅はグラフ上のどこにあるか。

とが‑つの原因である。今回は生徒がそれぞれ自由に階級の

②電車BはQ駅を出発してP駅まで一定の速さで走り、踏

幅を設定して資料をまとめたことで、互いにいろいろな幅の

切で電車Aとすれ違うグラフをかく。

ヒストグラムを比較することができた。そして、階級の幅に

③電車AとBがある距離だけ離れる時間を求める。

よって資料の傾向が大きく変化することを実感し、どのくら

実際は、反対方向を進む電車の走るようすを表すグラフが

いの幅が適しているのかを考える良い機会となった。

なかなかかけず、追い越すこととすれ違うことをグラフでイ

また、資料の活用に重点を置くためには、コンピュータの

メージすることが理解しづらいことがわかった。

活用が不可欠であると感じた。コンピュータを利用すること

そこで、グラフのよみについての生徒の実態調査を行っ

で、資料の整理にかける時間を短縮し、比較検討など資料の

た。質問は、2つのグラフを示したものの中から、「一定の速

読み取りに時間をかけることができる。また、今回は班活動

さで走っているもの」「追い越すもの」すれ違うもの」「1時

を通して適切に階級の幅を設定することを学ばせたが、同じ

間あたりに進む道のりが違うもの」を選ばせ、最後に、グラ

ことが個人の作業でできるというメリットもある。さらに、

フからわかることを自由に考えさせた。ここでもグラフから

活用に重点を置いた痩業展開として、集めた資料をいくつか

進む方向を把握することが気付きにくいことがわかった。これ

の部類であらかじめ教師側でまとめておき、それを生徒に提

らの実践と生徒の実態をもとにして改訂指導案を作成した。

示して資料の傾向を読みとらせることも有効な方法である。
「資料の活用」の教材は個人情報等の制約があるが、その中

(3)今後の課題

引き続き「関数の利用」場面のグラフのよみについての指

で日常生活と結びつきのある課題を考え、資料を活用する力

導内容の見直しをすすめ、日常生活や社会における事象を関

を育成していきたい。

数的に考察できる課題開発をすすめ、実践を行う。
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<稲城市>

黒区>
目黒区立第七中学校

泉

稲城市教育研究会 算数・数学研究部

泰弘

稲城市立稲城第五中学校

1研究内容と研究の経過
平成24年度目黒区では、「意欲を持たせる指導のあり

重盛

健一郎

稲城市では、小中合同で教育研究会を運営している。昨

方」をテーマとし、「数学的活動を取り入れた授業の工夫」

年度と今年度の研究テーマは「算数的活動・数学的活動の

について研究を進めた。研究の経過は、①第1回(4月

指導の充実」である。

11日)に研究テーマの決定と活動計画の立案

②第2回

(7月11日)に講師を招き「新学習指導要領全面実施にお

算数・数学研究部では、算数的活動・数学的活動の指導

ける指導の在り方について」をテーマとした講演会

を充実させることが学習指導要領に示された目標を達成

③第3回(10月17日)研究授業(第七中学校)④第
4回(12月12日)研究授業(第八中学校)⑤第5回(1

するために重要であるととらえ、本テーマを設定した。
「児童■生徒が目的意識をもって主体的に取り組む活動」

月9日)に今年度の研究のまとめ ⑥小学校算数部会と

に関する授業研究を通し、児童・生徒の学習内容の定着度

の共催による発表会での発表(2月6日)である。

や学習意欲を向上させ、算数・数学を活用して考えたり、

2

判断したりする力を育成する指導法を研究していく。

研究の要旨

第2回の講演会では、数学的活動には、手や身体を動か

して作業するなどの『外的な活動』と思考活動などの『内

中学校分科会では、2年生の「l次関数」の研究授業を

的な活動』の2種類があることや、意欲を持たせる指導を

行った。具体的な事象を1次関数を活用して、説明したり、

行うには、『題材・教材・内容』、『展開の仕方・指導法』、

問題を解決したりするという内容である。

ややもすると1次関数の計算を中心とした技術的な面

『教師の在り方(指導技術・理念)』の3本がそろってい

に視点が剛ナられがちであるが、表やグラフを用いて多角

ることが重要であることなどをご指導いただいた。

第3回の研究授業では、『題材・教材・内容』に焦点を

的・視覚的に捉えて考えさせることや、現実の問題の解決

当てた。新たな題材を開発し、教材研究を重ねて授業を

に数学が利用できることを実感させるために、携帯電話の

行った。時間配分等の課題は残ったが、生徒全員に数学的

複数の料金プランを一次関数としてとらえることによっ

活動を行わせることができたという点では良い成果を出

て、比較検討するという題材を取り上げた。厳密に言うと、
一次関数とはいえない面もあるが、例として教科書にも

すことができた。

載っており、生徒に身近な題材でもある。

第4回の研究授業では、『展開の仕方・指導法』に焦点

実際の授業では、工夫されたプリントを利用することに

を当てた。教材研究を重ね、掲示物、具体物などを準備し、

生徒に図形の楽しさを伝えることをねらいとした新たな

より、グラフの良さを理解したり、お互いに自分の考えを

授業展開を試みた。教科書にそって進めれば10分程度で

伝え合ったりすることにつなげることができた。

済む内容であるが、教科書にはない様々な知識を紹介する

ことで生徒の関心を引きつけ、以後の授業にも積極的に参

今後も、既習事項と関係付けながら、幅広い数学の活用

加し、発言する姿勢を育てることができた。

事例を扱いながら、自分の力で考えたり操作したりする活

3

動を重視するとともに、生徒が自分の考えを説明する場や

‑年間の研究を通して

新学習指導要領の全面実施により、教科書も新しくなっ

機会をより多く設定し、学習事項を定着させ、学習意欲を

た今年度、講師の先生のご講演を研究のスタートとし、2

高め、数学を活用して考え判断する力を伸ばしていきたい。

回の研究授業、協議会を通して、計画的に研究を進めるこ

とができた。生徒の変容をとらえられた今年度の成果を生
かし、積極的に課題を解決するよう、次年度以降もより良
い授業を展開していきたい。
ー
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平成24年度 調査研究報告「数学教育推進にかかわる実態調査」

ー数学授業の改善のために鵜
調査部長
1調査の概要

世田谷区立北沢中学校長

直

田

益明

設問5 若手教員の研修の機会について
「区市町村教育委員会主催の研修」という回答が63.5%で

(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あたり、
その趣旨の実現に向けた中学校における数学教育稚進上の

最も多く、次いで「校内研修(OJTを含む)」が56.9%と

諸課題等や数学科教員の意識等についての調査を行い、その

対して、計画的に校内外の研修を実施しており、小中学校で

なっている。東京都教育委員会では3年次までの若手教員に
は主に区市町村教育委員会が主催している。設問に(特に若

結果を都中数研究大会で報告し、今後の数学授業の改善に役
立てる。

手教員)と記されていることから、この2つの回答が多いも
のと考えられる。

(2)調査方法

島しょを除く、都内公立中学校605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

設問6 数学科教員としての自分自身の課題
全体の3人から4人にl人程度の割合で、指導法や評価法
について不安をもっていることが調査結果から示されてい

問数は全8問であり、5つの選択肢から最大3つまで複数選

ると考えられる。教育委員会主催の研修会をはじめ、東京都

択可とした。回答校数は518校で回答率は85.6%であった。
2 調査結果の概要

中学校数学研究会などの研修を活用し、指導者全員が継続的

各設問の結果について

な研究・研修を通して指導の評価の一体化についての理解を

設問1「言語活動の充実」に向けて重視すること
この設問は、平成21年度と同一の設問であり、本年度と
の比較検討を行った。「指導計画(指導案)に言語活動を明確

深め、実践を通して成果を共有していくことが必要である。

に位置づける」という回答が、平成21年度は61.4%であ
ったのが、本年度は7、3%となり大きな変化が見られたこと

子情報ボード(電子黒板)」がともに20%程度であった。電
子黒板は今後配備される学校は増加の傾向にあるので数
学の授業においても積極的に活用されることを期待したい。
設問8 IC丁機器を活用する場面
「学年には関係なく、特定の単元で活用している。」「特定

設問7 活用しているIC丁機器について
「コンピュータ」が54.8%と最も多く、「実物投影機」と「電

が特徴的であった。

設問2 言語活動にどのように取り組んでいるか
前設問の本年度の「指導計画(指導案)に言語活動を明確に

位置づける」という回答結果と、本設問の「年間指導計画に
は位置付けていないが、様々な試みを展開している。」の回

の学年の特定の単元にのみ活用している。」のように、特定

答が68.0%を占めていることから、多くの学校で年間指導

領域や関数領域などの活用場面が多いと考えられ、合わせて
40%近くが活用していることがわかる。

の単元で活用しているのは、前設問でも示されたように図形

計画には位置付けていないが、数学の授業の中で様々な試み
を展開していることが読み取れるのではないだろうか。
設問3

3

「学ぶ過程の重視」のための工夫

おわりに

本調査の実施にあたり、各校の数学の先生方が設問に答え
ることを通して、課題点を見つけ出していただいたり、調査

「自己の考えや意見を主張する場を多く設けるなどの工夫
を図る。」という回答が633%、「TTや少人数指導、ICT

結果から、今後の各校での数学指導に役立つような知見を兄
いだしていただければ幸いである。最後になったが、本調査
の実施にあたり、お忙しい中ご回答いただいた各校の先生

機器の活用など、指導形態や方法の工夫を図る。」という回
答が635%となっている。「自己の考えや意見を主張する場

を多く設けるなどの工夫を図る.」ことや「他と意見を交換す
るなどのグループ学習等の機会を多く設ける工夫を図る。」
などが、学ぶ過程を重視する授業展開上の工夫として取り入
れられている様子を窺うことができる。

方、調査用紙の配付、回収および集計など煩雑な作業を快く

お引き受けいただいた各地区の連絡理事の皆様にお礼を申
し上げる。

設問4 「資科の活用」の指導で重視する点

□発

「資料の活用」の単元を指導する際、重視する点として、「代

行

日

平成25年3月1日(金)

ロ発 行 者 東京都中学校数学教育研究会

表値や試料の散らばりに着目してその資料の傾向を読み取

口会

長

ること。」という回答が70.1%、「収集して整理した結果を用
いて考えたり判断したりすること。」という回答が67.8%と

口編集責任者

高い割合を示した。また、その2つの選択肢に続いて「自分
の予想や判断について根拠を明らかにして説明できるこ

元木

靖則

(武蔵野市立第三中学校)
会報部長 峰岸 利一
(江東区立大島中学校)
江東区大島8‑12‑22
03‑3684「4321

と。」が42.3%と続いている。
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