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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の役割
東京都中学校数学教育研究会会長　宮　本　泰　雄

1都中数の取り組み

本研究会は、「東京都教育委員会研究推進団体」に認定

され、東京都における中学校数学指導方法の工夫　改善

の一翼を担う存在となっております。

研究部では、現在、数式委員会、図形委員会、教育課

程委員会、確率統計委員会、導入法委員会、関数委員会、

指導法委員会、以上7つの委員会が活発に研究活動を

行っております。各委員会の構成員は全都から広く集

まっており、区市町村の枠を越えて活動をしております。

また、夏季休業中には、若手教員の実践的な指導・助

言を目的にした「数学指導技術向上研修会」を行ってお

ります。

各委員会も数学指導技術向上研修会も参加は自由であ

り、東京都の中学校数学指導方法の工夫・改善のため広

く門戸を開いております。

教員の多忙化が社会の中でも話題に上がるようになっ

ていますが、20年前、30年前に比較し、教科研究が

難しくなっていると感じております。他校で行われる研

究授業への参加も校務のため困難であったり、自校で

あっても研究授業を行い、その後、全員参加で研究協議

を行うことは、放課後の授業時数確保など様々な点での

調整が必要であり、そう簡単なことではなくなっていま

す。

まして、定期的に区市町村を越えて同じ数学科の教員

が数学教育について意見交換したり、学びあったりする

場は、益々少なくなっているのが現状ではないでしょう

か。

今年度から開発委員会が復活いたしました。この流れ

も教科研究の重要性が再度、見直されていることの表れ

と理解されます。

都中敷でば研究部の活動と合わせて、調査部におい

て、全都の公立中学校を対象に、数学科指導に関わる調

査を行い、実態調査と詳細な分析を加え、結果の発表を

行っております。また、会報部では、各委員会の活動状

況や全国大会をはじめとした各種研修会の案内など、情

報提供と広報活動を行っております。

2.数学科教員への期待

あらためて言うまでもなく数学教育に限らず、教師は

実践者であり、子どもの成長、変容にどのように関わる

かが問われます。日々の授業実践の中で、経験を積み上

げ教師自ら研鎖して、指導技術を向上させていかなけれ

ばなりません。

しかし、一個人で行う自己研修では、限界は否めませ

ん。視野の狭い領域で留まっていたり、固定的な発想に

とらわれていたりする恐れがあります。学校規模が小さ

くなっている現在、1校の数学科教員の数も少なくなっ

ております。正規教員1、2名という学校も珍しくはあり

ません。当然ながらOJTによる研修も限界があります。

充実した研修を行うためには、多くの教師が交流し、

授業を見せ合い、教材を交換し、意見を交換していくこ

とが必要です。

教育委員会はもとより、大学や行政や各種教育研究機

関から指導・助言をいただくことも積極的に行わなけれ

ばならないと考えます。優れた教師であるためには、現

場の第一線に立つ実践者としての誇りをもちつつ、常に、

広く学ぶ姿勢が求められます。

本委員会は、東京都公立中学校619校を母体とする

非常に大きな団体です。そして、首都東京には、多くの

大学や各種教育研究機関が存在します。この規模的な利

点や地理的な利点を最大限に活かすことが我々の責務で

あると考えます。

今後も、本研究会の成果が広く全都の数学科教員に共

有化され、よりよいものに磨かれ、子どもの指導に還元

されていくことを強く期待いたします。

会長挨拶……………………………………1

講演会(5月10日)要旨……………‥　2

各委員会の活動計画………………‥　3へ4

数学指導技術向上研修会のご案内………5

各委員会の代表者・連絡先……………‥6

全国大会等の開催案内……………………6

地区だより(品川区・羽村市)………‥　7

平成25年度総会の報告………………・8

ー1-



平成25年度　部中数研究発表(平成25年5月10日)　講演要旨

平成24年度全国学力・学習状況調査に関する分析結果と課題
一調査結果と指導改善のポイント一

国立教育政策研究所教育課程研究センター　新　井　仁

1全国学力・学習状況調査の目的

調査の目的は、概ね次の通りである。

◇全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向

上の観点から、各地域における児童生徒の学力・

学習状況を把握・分析し、教育及び教育施策の成

果と課題を検証し、その改善を図ること。

◇各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係に

おいて自らの教育及び教育施策の成果と課題を把

握し、その改善を図ること。

◇学校における児童・生徒への教育指導の充実や学

習状況の改善に役立てること。

2　中学校数学の調査問題の枠組み

調査問題は、次のような枠組みに基づいて作成さ

れている。

(1)「知識」の問題の枠組み

小学校第6学年から中学校第2学年までに身に

付けておくべきものを焦点化して出題。

(2)「活用」の問題の枠組み

当該の数学的な知識・技能などが「活用される

文脈や状況」、「活用される数学科の内容(領域)」、

「用いられる数学的なプロセス」の3つの視点か

ら、以下のように整理している。

α1日常的な事象等を数学化すること

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問題解決のための構想を立て実践すること

12結果を評価し改善すること

γ1他の事象との関係を捉えること

γ2複数の事象を統合すること

γ3事象を多面的に見ること

なお、αは「数学的モデル化」、命は「PDCA

サイクル」を念頭においている。また、γはαと

かの両方にかかわる力としている。

3　結果の評価・改善、発展的に考えること

H24B回「連続する自然数の和」では、(1)で「連

続する3つの自然数の和は、3の倍数になる」こと

を確認した上で、(2)で「連続する3つの自然数」

を「連続する3つの偶数」に変えて、その和につい

て考える場面を設定し、予想した事柄を説明するこ

とができるかどうかをみる問題とした。連続する3

つの偶数でも、その和は3の倍数になるが、6の倍

数になることも次のように説明することができる。

nを任意の自然数として3つの偶数を2n, 

2n十2,2n十4と表すと,その和は, 

2n十(2n十2)十(2n十4) 

二二　6n十6 

二6(n十重) 

(n十1)は自然数だから,6(n十1)は6の倍数 

である。したがって,連続する3つの偶数の和 

は,6の倍数になる。 

本設問は事実・事柄の説明なので、上記土壁塾が

解答である。正答率は57.0%で、ここには「3の

倍数」とした正答も含まれる。このうち、「6の倍

数」とした正答は23.2ポイントであり、事象を捉

え、発展的に考えることは、生徒にとって難しいよう

である。問題解決後、条件を変えて問題を振り返っ

たり、発展的に考えたりする学習を大切にしたい。

4　平成25年度の問題からのメッセージ

今年度の問題にも、指導改善に向けたメッセージ

を込めている。特徴的な問題について紹介する。

A田(4):東京の時刻を基準にして、東京とカイロ

の時差を表す。負の数が身の回りで都合よく使わ

れている場面。

B回(2)‥与えられた表やグラフを用いて、水温が

80℃になるまでにかかる時間を求める方法を説

明する。生データのモデル化の場面。

B団(3).水を熟した時間と水温と同じように考え

て求められる事象を選ぶ。事象同士の関係を捉え

る場面。

これら以外の問題も含めて、一つ一つの問題は枠

組みに沿って作成されたもので、学習指導要領に基

づき、授業で大切にしてほしいことを問題の形で提

供している。授業アイディア例なども参考にして、

指導改善に役立てて頂きたい。

5　数学教育におけるPDCA

授業実践を評価・改善するために、例えば、
・定期テストなどで、1問でも解答類型を整えた問

題を据えて分析してみる。
・単元の学習が始まる前に定期テストの問題を作成

し、教科会で共有して授業を行う。
・研究テーマを振り返り、検証が可能な研究テーマ

を据える。

など工夫し、具体的な指導改善につなげたい。
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平成25年度　各委員会の活動計画 

数　式　委　員　会

第2学年における文字式の指導

数式委員会では現在「文字式の指導」をテーマとして継

続研究を行っています。昨年度は中学1年生に対して、指

導前のプレテストと指導後のポストテストを実施し、文字

と式の指導における課題や生徒の個人の変容について考

察しました。また、生徒の意識調査も並行して行い、その

分析から、文字を用いることについて小学校では否定的で

あった生徒の多くが、中学校の文字式指導を通して肯定的

な見方に変わってくることがわかりました。さらに、×や

÷の記号を省くことや計算して式を簡単にすることなど

を学ぶことが、文字式の有用性を実感することにつながる

こともわかりました。

現在、数式委員会では月に1回程度の定例会を開催して

います。数式委員会は数式領域の内容について研究してい

く委員会ですが、定例会ではメンバーが日頃の痩業や教材

について領域に関係なく、情報交換したり討議したりして

います。授業について、教材について、数学教育について、

大いに語り合いましょう。より多くの先生方の参加をお待

ちしておりますので興味のある方はご一報ください。

(文責　清瀬市立清瀬第四中学校　銀杏祐三)

図　形　委　員　会

平成25年度　図形委員会活動計画

今年度も今までの研究を継続し、図形学習の中で「数学

的活動」を取り入れた教材例を作成することを予定してい

る。この研究は指導の問題点として次のようなことが示唆

されているからであった。実際の指導においては、数量関

係に時間をとられ図形指導をじっくりと行うことが難し

い。しかし、生徒の実態として小学校で学習してきた定義

や定理の文言を覚えていない生徒も多い。生徒はただ問題

を解くことより道具を使い体験しながら考えていく仕方

を好んで行う傾向にあるが、数量関係と比べ図形領域は興

味関心が持たれにくいようである。

これまでの成果として、①図形領域の指導時数は、全

時数のI13程度で実施するのが望ましいと考えている。そ

れは、数学的な見方や考え方に基づいて「数学的活動」を

図形領域で指導するには、日常生活や遊びの中で図形に触

れる機会が少ない生徒には、共同学習・共働学習の時間確

保が大切であると思われるからである。②算数での用語

と数学で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

のが数多くあり、それを生かす指導が必要である。

そこで今年度はl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。m算数の題材を数学の題

材としてアレンジする。などを課題とした。

(文責　練馬区立大泉学園中学校　勢子公男)

教育課程委員会

本委員会では、毎月1回の定例会を基本に活動していま

す。単元・領域にこだわらず、生徒がつまずいていること

や、授業で困ったこと・悩んだことから出発して研究を進

め、より良い授業や教材、望ましいカリキュラムづくり等

に向けて提言できるように努めています。

昨年度からは、『中学校における「割合」の指導につい

て』をテーマに研究を始めました。中学校での割合の指導

を振り返ると、`く変化の割合’’や、相似比もどちらかとい

うと抽象的な割合であり、日常や社会とつながりをもった

基本的な割合はほとんど扱われていないのが現状です。し

かし、割合につまずいている生徒の現状を踏まえ、割合の

概念を理解する上で、中学校の割合の指導が算数と適切な

接続になっているか、中学校数学の限られた授業時数の中

でどのように指導していけばよいかという視点から研究

を進めています。最近の定例会では、指導案や教材の検討

を行っており、8月の全国算数"数学教育研究(山梨)大

会では、ここまでの研究について報告させていただく予定

です。本委員会の活動に興味をもたれた方は、委員長の蓮

沼までご連絡ください。次回の定例会の日時や場所をお知

らせいたします。

(文責　荒川区立尾久八幡中学校　蓮沼喜寿)

確率統計委員会

「資料の活用」領域における教材研究

今年度は「資料の活用」領域のまとめとして、統計的・

確率的な見方や考え方を培うことのできる課題を作成し

研究する。
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研究にあたっては他の領域と同様に、数学における「学

年間のつながり」を十分に知ったうえで、研究を進める必

要がある。

課題設定の条件としては以下の三点を考える。

①生徒にとって身近な題材であること。

②自分たちで資料を収集することができること。

③乱数表や乱数さいを活用できること。

以上の条件を満たす課題として「5人でジャンケンをし

たとき、あいこにならずに決着がつくのは、何回目が一番

多いか」について取り上げ研究を進める。

5人でじゃんけんをする場合は、樹形図が複雑になるた

め、生徒にとっては処理しにくい課題である。

そのため、実際にジャンケンを行って統計的確率を求め

たり、計算によって数学的確率を求めたりなど、多方面か

ら課題を追求し、三年間のまとめとなるような教材を開発

したい。

(文責　東村山市立東村山第二中学校　橋本麻衣子)

導入法委員会

今年度の活動について

本委員会では昨年度、「資料の活用」領域において第1

学年で学習する『資料の散らばりと代表値』に研究主題を

設定した。

その設定理由は新学習指導要領において「資料の活用」

領域が新設されたこと、既習事項を活用し資料の傾向を読

み取るための指導法の工夫、若い教師に向けた実践例の提

示などである。

今年度は「資料の活用」領域におけるさらなる教材開

発に取り組み、また、3年間を見通した指導法や目的に応

じた資料の整理及び分析後の数学的に伝え合う活動を促

進する指導の工夫について研究を深めていく。これらの研

究を通して、若手教師の指導力向上も同時に目指していき

たい。

以上のような研究に向けての具体的な活動として、実践

授業研究を中心に掃え、さらに生徒が意欲的に授業に取り

組むためには、どのような教材を用いて、どのような授業

を展開していくと効果的であるのかを検討し、それを基に

指導案を作成する。その後、実際に授業を実施し、その検

証を行う予定である。

(文責　小平市立小平第六中学校　太田謙一)

関　数　委　員　会

本委員会では、中学校3年間の関数指導の目標を掲げ、

指導案の検討や研究授業を通して実証的な研究を続けて

います。

ここ数年は「変化の割合」を視点とし、今年度は、第1

学年の利用場面で、関数y=餌について、グラフを通し

てaの意味の理解を図る、特にa<0の場合を中心に考

察、実践する研究を進めています。

昨年8月に、これまでの研究成果をまとめた「中学校数

学科　関数指導を極める」(明治図書)を出版しました。

この本をもとに、授業力の向上や研究の継承・発展をねら

いとして関数の授業研究を行っています。本委員会に限ら

ず多くの先生方に参加していただき、模擬授業を通して、

関数指導のあり方や意見交換ができればと考えています。

本委員会は、生徒の実態をふまえたよりよい関数指導を

目指しています。この活動に興味をもたれた先生方は、ぜ

ひご参加ください。連絡をお待ちしています。

(文責　練馬区立開進第一中学枝　堀　孝浩)

指導法委員会

教科書の研究

授業で教科書を主に使いますか。それとも自作のプリン

トを主に使いますか。どちらであれ、教材研究するには教

科書は不可欠です。生徒以上に我々教師は教科書から多く

のことを学ぶことができます。教科書を徹底的に研究し、

そこに教師独自のアレンジが加われば、魅力的な授業を創

りあげることができると信じています。

そんな授業をめざし、指導法委員会の活動を行っていま

す。昨年度は、教科書(全7社)の研究として、例えばあ

る単元の小節について、表現の違いや教材構成について比

較しました。教える自分にとって、どの教材構成だとス

ムーズに授業が行えるか。目の前の生徒にとって、どの表

現だと理解しやすいか。教科書というたたき台があること

で、アレンジの方同性も見えてきます。

委員会の活動が負担にならないよう、セーブしながらの

活動でしたのでスローペースで研究を進めています。委

員会への参加が年にl、2回であっても、参加したときに

「大きな収穫があった!」と思えるような活動を行ってい

きたいと思います。

(文責　墨田区立吾嬬第二中学校　細尾順子)
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平成25年度数学指導技術向上研修会のご案内

-「東京都教職員研修センター教育研究普及事業」としての支援を受け実施一

数学指導技術向上研修会は、今年度11年目を迎え、

若手教員だけでなく中堅教員の参加もここ数年増えて

きています。

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

います。特に若手、中堅の先生を対象に、研究授業の学

習指導案作り、抱えている課題や授業に関する相談、

日々の授業実践に役立つ情報の提供などを中心に、事前

に申請のあったテーマ別に少人数のグループごとに、講

師の先生方(昨年度は25名の講師)をお迎えし研修会

を行います。

東京都中学校数学教育研究会は、東京都教育庁指導部

指導企画課より「東京都教育委員会研究推進団体」とし

ての認定を受けており、本研修会は、東京都教職員研修

センターから「東京都教職員研修センター教育研究普及

事業」としての支援を受けて実施するものなので、研修

出張となります。

昨年度は、全都から44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。

1名　　称　　数学指導技術向上研修会

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年未満の教員並びに10年経

験者研修対象教員

3　主　　催

東京都教職員研修センターによる「東京都教職員研

修センター教育研究普及事業」としての支援を受けて、

東京都中学校数学教育研究会が実施します。

4　研修担当

増田律子(台東区立御徒町台東中学校長)

5　実施日時

平成25年8月21日(水)

午前の部　　9　00へ12　30

午後の部13　30へ16　30

※午前または午後の部のみの半日単位の参加も可

能です。

6　会　　場　　台東区立御徒町台東中学校

・JR山手線　　　　御徒町駅　　徒歩3分

・東京メトロ日比谷線　仲御徒町駅　徒歩l分

・都営地下鉄大江戸線　上野御徒町　徒歩2分

・東京メトロ銀座線　　上野広小路　徒歩5分

7　実施形態

ゼミ形式で、数人を1グループとします。

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、グループで意見交換

をしたり、講師が指導助言をします。

※最初、各教科書会社のデジタル教科書についての

デモンストレーションがあります。

9　講　　師

東京都中学校数学教育研究会OB・現役役員

東京都中学校数学教育研究会各委員会委員等

10.服務上の取り扱い

研修出張となります。

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

(サイト内検索・研究会受講申込書で検索可能)から

申込書をダウンロード可)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。

送り先台東区立御徒町台東中学校長　増田律子宛

(〒110-0016　台東区台東4-13-16)

12.期　　限　平成25年7月1〇日(水)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

が掲載される予定です。

(2)平成26年1月31日(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

「東京都教職員研修センター教育研究普及事業」

としての支援を受けて開催する予定です。
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都中数の各委貴会 

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

第95回　全国算数"数学教育研究 

第68回　関東都県算数"数学教育研究 

(山梨)大会　同時開催 

1　研究主題

「算数・数学をつくり、生かす教育の創造」

言をする委員会もあります。誰でも加入できますの　　2　日　　程

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。

i数式委員会i

銀杏祐三先生

(清瀬市立清瀬第四中学校　042-493-6314)

i図形委員会l

村田浩文先生

(板橋区立中台中学校　03-3932-6337)

i教育課程委員会「

蓮沼喜寿先生

(荒川区立尾久八幡中学校　03-3893-7776)

i確率統計委員会i

西川慶介先生

(世田谷区立駒沢中学校　03-3422-7401)

I評価委員会l

湯浅　浩先生

(葛飾区立上平井中学校　03-3692-8114)

i導入法委員会l

太田謙一先生

(小平市立第六中学校　042-341-6796)

画数委員会i

堀　孝浩先生

(練馬区立開進第一中学校　03-3993-2417)

「高導法委員会「

細尾順子先生

(墨田区立吾嬬第二中学校　03-3617-2180)
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平成25年8月3日(土)へ4日(日)

3　会　　場

アイメッセ山梨(開会式・シンポジウム・

中学校部会講演・部会総会・記念講演)

山梨大学教育人間科学部附属中学校

(中学校部会分科会量・Ⅱ)

山梨大学教育人間科学部附属中学校前

「赤レンガ館」(大会総会・閉会式)

4　概　　要

3日　開会式、シンポジウム、部会講演、部会総会

4日　中学分科会I・Ⅱ、ポスターセッション

ワークショップ、大会総会、閉会式

5　講習会

8月1日(木)講習会(I)へ(Ⅳ)

8月2日(金)講習会(Ⅴ)一(Ⅷ)

場　所　山梨大学甲府キャンパス

◎講　師

シンポジウム　座長金本

シンポジスト　清水静海

細水保宏

大根田裕

部会講演:藤井斉亮

講　習　会　太田伸也

飯島康之

蒔苗直道

吉川行雄

水谷　尚人

清水美意

図宗　進

宮崎樹夫

良通(埼玉大学)

(帝京大学)

(筑波大学附属小)

(筑波大学附属中)

(東京学芸大学)

(東京学芸大学)

(愛知教育大学)

(筑波大学)

(元山梨大学)

(国立教育政策研究所)

(筑波大学)

(静岡大学)

(信州大学)



地　区　だ �.b�り(平成24年度の研究) 

<品川　区>

品川区立小中一貫校品川学園　小宮山　琢磨

1研究主題

「数学的な考え方を育てる指導の工夫」

へ学校の課題を解決するための指導のあり方を探るへ

2　主題設定の理由

昨年度までの小中合同の研究主題「自分の考えを表現す

る力をどう育成するか」を受け、さらに各校の抱えている

課題を解決するために、算数/数学の授業では、何に焦点

を当て、どのように指導していくことが有効なのかを探る

必要があると考え、研究主題を設定した。

3　研究の経過及び内容

4月　中中合同研究組織　授業者の決定

5月　研究部提案・講演

「学校の課題を解決するための指導のあり方を探る」

講師　　品川区立源氏前小学校長

勝進亮次先生

品川区立第四日野中学校長

青木幸代先生

7月　研究授業　「二次方程式」

品川区立鈴ヶ森中学校

主幹教諭　阿部俊幸先生

主任教諭　高田健児先生

講師　帝京大学教授　清水　静海先生

11月　研究授業　「図形の性質の調べ方」

品)ii区立小中一貫校日野学園

教諭　吉本　奈央先生

講師　静岡大学教授　園宗　進先生

l月　研究授業　「図形の性質の調べ方」

品川区立荏原第六中学校

教諭　荒)ii　真太郎先生

講師　帝京大学教授　清水　静海先生

2月　研究発表会

4　まとめと今後の課題

小申合わせて9回の研究授業、協議会を行った。それぞ

れの授業を通して、学校の課題の解決を図りながら、授業

を見直すことができた。5へ7年分科会を中心に小学校と

中学校の交流も深まり、9年間を見通した授業を展開する

こともできるようになってきている。今後は、品川区学力

定着度調査等の結果をもとにした授業研究も進め、品川区

の小中の教員が研究成果を共有できるよう工夫していき

たい。

<羽村市>

羽村市立羽村第二中学校　平井　貞昭

1研究主題

「重CTを活用した指導の工夫」

2　主題設定の理由

めまぐるしい情報化社会(IT)の波を受け、時代はアナ

ログからデジタルへと変わりつつある。そんな社会情勢の

中、生徒の学ぶ意欲を高め、基礎学力を定着させるために

アナログの授業に、ICT機器の積極的な活用を取り入れた

授業実践が必要であると考え、本主題を設定した。

3　研究の経過及び内容

4月　羽村市教育研究会

研究部会

部員自己紹介

役員選出

年間研究計画作成

5月ICT活用授業推進協議会

・IC冒機器の活用と利用推進のための検証

・ICT機器を活用した授業展開の情報交換

・ICT機器を活用した授業の公開及び授業

研究等の研修

6月　研究授業・研究協議会

第3学年「根号をふくむ式の加法と減法」

テーマIC甲を活用した指導の工夫

授業者　羽村市立羽村第二中学校

平井　貞昭

指　導　羽村市教職員研修センター指導員

浦島　薫

8月　研修会

デジタル教科書を利用した授業の実践

・デジタル教科書の利用方法

・デジタル教科書を利用した模擬授業

・ソフトウェアを利用したワークシートの作成

4　まとめと今後の課題

羽村市は小中一貫教育を推進しており、ICT活用授業推

進協議会を発足させ、IC甲を活用した授業展開を推進させ

るため小中で研究を進めている。

また、ICTを活用した研究授業を通して、教材を共有し、

できるだけ多くの先生方にICTを活用して授業を実践す

ることを推進している。

しかし、IC廿を活用した授業は浸透しているとは言えな

いので、今後も広めていきたい。
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判聾空調動擬端

平成25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10日(金)に、

新宿区立教育センターで、平成25年度の総会を開催しま
した。平成24年度の事業報告、決算・監査報告が承認さ

れ、平成25年度の役員、事業計画、予算が承認され、決
定しました。

l総会次引

1開会の辞

2　会長挨拶・来賓紹介　(会長　元木　靖則)

3　来賓代表挨拶

4　議長選出

5　議　　事

(1)平成24年度　事業報告

(2)平成24年度　決算・監査報告

(3)平成25年度　会長・副会長　選出承認

(4)平成25年度　庶務・会計・事務局長の委嘱および

監事の選出

(5)平成25年度　事業計画案審議

(6)平成25年度　予算案審議

6　新会長挨拶　(新会長　宮本　泰雄)

7　閉式の辞

総会後、講演会を実施しました。
演　題「平成24年度全国学力・学習状況調査に関する

分析結果と課題」

講　師　国立教育政策研究所教育課程研究センター
学力調査官　新井　仁先生

(講演の要旨は本誌2ページに掲載)

平成25年度　役員

会　長　宮本泰雄(大田区立貝塚中学校)

副会長　田代雅規……庶務部長

(練馬区立上石神井中学校)
Il　　中込友則…・会計部長

(新宿区立牛込第三中学校)
II　　浅尾博之・・研究部長

(大田区立御国中学校)
II　　山根浩孝…‥調査部長

(煉馬区立谷原中学校)
′I　　峰岸利一…　会報部長

(江東区立大島中学校)

庶　務　増田律子(台東区立御徒町台東中学校)
II　　山本康久(武蔵野市立第二中学校)

II　　竹山正弘…‥事務局長

(武蔵野市立第六中学校)

会　計　軍閥宣晶(世田谷区立用賀中学校)
Il　　塚本桂子(世田谷区立烏山中学校)

監　事　直田益明(世田谷区立北沢中学校)
II　　蓬田典子(江東区立第二亀戸中学校)

研究副部長　新井　稔秋(北区立浮間中学校)

調査副部長　秋野　宏之(立川市立立川第一中学校)

会報副部長　小島宏一郎(大田区立羽田中学校)

平成25年度　事業計画

1平成25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、
一昨年度より、東京都の研究推進団体の認定に伴い、研

究部各研究委員会は、活動の中で、東京都教育委員会指

導主事と連携するなどして、「新学習指導要領の全面実
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。

◎日本数学教育研究学会第95回総会・全国算数・

数学教育研究(山梨)大会
◎第68回関東都県算数・数学教育研究(山梨)大会
平成25年8月1日(木)へ2日(金)講習会

8月3日(土)→4日(日)開閉会式、

シンポジウム、部会講演、分科会、大会総会

3　数学指導技術向上研修会を開催する。

平成25年8月21日(水)

会場　台東区立御徒町台東中学校

(詳しくは本誌5ページに掲載)
4　第51回研究発表大会を開催する。

平成26年1月31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10日(金)総会、役員会、講演会

7月　9日(火)役員会

9月17日(火)役員会

11月　7日(木)役員会

1月31日(金)役員会、理事会
一第51回研究発表大会へ

3月　4日(火)役員会

4月10日(木)役員会

□発　行　日　平成25年7月1日(月)

□発　行　者　東京都中学校数学教育研究会

口会　　　長　宮本　泰雄

(太田区立貝塚中学校)

□編集責任者　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臆4321

一　迫漢雪


