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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充実に向けて
東京都中学校数学教育研究会会長

吉

原

健

現在,次期学習指導要領改訂に向けて中教審の審議が

を,知識や解法パターンの単なる暗記・適用等の受動的
なものから,学んだ知識や技能を統合しながら問題の発
見・解決に取り組む,より能動的なものに改革すること

継続して行われています。昨年8月に出された「教育課

になります。大学入試は,高等学校や小・中学校の教育

程企画特別部会論点整理」の中でも,算数科,数学科の

にも大きな影響を与えるため,校種を超えた一体的改革
が加速し構造化すると考えられます。

1学習指導要領改訂に向けた動き

内容の見直しについて,一定の方向性が示されました。

その中では,「学習する楽しさや学習する意義の実感等

3

については,更なる充実が求められる」とされ,次期改

訂に向けては,算数・数学の良さを認識し,学ぶ楽しさ
や意義等を実感できるよう,小・中・高等学校教育の各
段階を通じて,実社会との関わりを意識した算数的活動・

こうした国の審議の動向を踏まえ,都中敷研において
も,授業研究を中核とした研究活動を更に充実させてま
いりたいと考えております。

数学的活動の充実等を図っていくことが求められていま
す。
実際,平成27年度全国学力・学習状況調査の生徒質問
紙調査の結果からも,『数学の勉強は好きですか』に対
して,「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」
とした肯定的回答は56.2%にとどまり,『数学の授業で
学習したことは,将来,社会に出たときに役に立っと思
いますか』に対する肯定的回答も72.3%となっています。
一方,『数学の勉強は大切だと思いますか』に対する肯
定的回答は82.7%であり,中学校数学の学習の重要性に

対する生徒の意識や認識は高いと推測されます。

都中数研の充実のために

現在,研究部の各委員会では,日々の多忙な校務に追

われる中,会の運営方法・内容を工夫しながら,地道な
研究実践を継続しており,その貴重な研究成果を全国大
会や都の研究発表大会等でも発信すべく努力を続けてお
ります。また,夏季休業日中に実施する若手教員を対象
とした指導技術向上研修会においては,専門講師による
学習指導案の指導・助言や,昨年度の東京都教育研究員
や開発委員会の研究報告,第一線の数学教育研究者によ
る講義も含め,その内容の更なる充実を図っております。
さらに,本研究会では研究部の活動と併せて,調査
部において数学科指導に関わる全都的な調査を行い,詳

論点整理の中では,「課題の発見・解決に向けた主体
的・協働的な学び(いわゆる「アクティブ・ラーニング」)
の意義も示されていますが,こうした学びの実現と算数

的活動・数学的活動の更なる充実は,同じ方向性に位置
付けられるものと捉えています。

2 高大接続システム改革から見えるもの

細な分析と考察を加え,発信していきます。会報部では,
各委員会の活動状況や全国大会等の各種研究会の案内
等,広く情報提供・発信を行います。
今後も,本研究会の成果が広く全都の数学科教員に共
有され,さらに質の高い授業実践として結実していくこ
とを強く期待いたします。

今年3月末に高大接続システム改革会議の「最終報
告」が出され,平成32年度から「大学入学希望者学力評
価テスト(仮称)」を導入することが示されました。こう
した入試改革の背景には,急速な産業構造の変化があり,

今後は新しい価値を生み出す人材の育成が急務となって
います。この学力評価テストについては,知識・技能を
十分有しているかの評価も行いつつ,思考力・判断力・
表現力を中心に評価するとされ,記述式の問題の導入も
検討されています。これにより,大学入試に向けた学び
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東京都中学校数学教育研究会(平成幼年5月6日)講演要旨

生徒の主体的な学びを引き出し思考力・表現力を育てる授業展開
北区教育委員会教育アドバイザー 中尾 豊三郎
1生徒の主体的な学びが求められる背景
(1)「生きる力」における課題(受動的な態度)
●授業中における課題
①口頭での問題提示や説明内容がイメージできない。
②文章での問題提示には自分で読み取らない。
③自分で考えないで「どうするの?」と安易に聞く。
④またば黙ってじっとしていて,結果を教えてくれる
のを待っている。机に伏せている。
⑤黙っていない生徒の中には,隣の生徒と私語をしたり
酷いときには立ち歩く。
●家庭や学校における生活上の課題

2 形式的な問題解決学習の改善
(1)授業の現状と課題
現在中学校で行われている数学科の問題解決学習では,
意識の高い先生の授業でも次のような展開が見受けられ,
見,問題解決学習に見える。

①先生が問題を提示する。
②生徒たちは既習事項を活用し,自力で問題解決に取り
組む。
そこには,解決が急がれる課題が存在する。

①提示された問題に解決する必要性を感じるか。
②生徒が進んで能動的に学習しているか。
③自力解決後の検討という話し合いで疑問や深まり,高

①朝起きてから寝るまで「○○しなさい」「△△した?」
「早くしなさい」「勉強しなさい」の連発。

まりがあるか。

②学校でも全く同様である。「何故なのか理由を考えよ
う」ではなく「次の問題を解きなさい」「早くしなさ
い」という指示で動かされている。
③この結果「やらされていること」でも自分はできると,

保護者もうちの子はできると錯覚する。
④したがって,生徒は行っているが自信がない。

⑤自分で考える「意思」を育てていない。
⑥指示待ち人間を育て,生徒も苦労がない。
生徒たちの学校や家庭の生育環境により多少の差異は
あるが,受動的な態度にならざるを得ない「生育環境を
改革する」喫緊の課題がある。
また,生徒たちの意識や行動の様々な課題は,国内外
の調査結果でも指摘され,学習指導要領改訂の重点にも
取り上げられ,改革の方向性は明確である。
(2)PISAやTIIISS調査結果から見える課題

PISA2012(学習到達度調査)の知識・技能を活用する数

学的リテラシーはOECD加盟34カ国中第2位と復調の

④一部の生徒たちの話し合いになっていないか。
⑤学習のまとめが知識や技能に偏りがち。今日の学習を
活用したくなる次への発展になっているか。
(2)具体的な授業展開の改善例
生徒の主体性を生かす問題解決学習のステップ。
1【ねらい・目標提示】
生徒に身に付けさせ培いたい力や取り組ませたいねら
いや目標を,授業の最初か,課題から問題を発見し学習

する必要性が明確になったときに板書・提示する。

2【問題把握(解決方針・計画)】
問題提示にしかけをつくり,生徒の疑問や問いを引き
出す。基礎的な内容を学ぶ前の導入段階で,「身近な活用

問題」を提示し「えっ!これどうすればよいのか」「何故
そうなるの」という疑問から問いを引き出し,興味・関
心をもたせる。条件や情報をノートに整理し,既習事項
の活用を考え計画する。
3【自力解決】

兆しが見えるが,意識調査では「将来の仕事の可能性を
広げるから数学は大切」や「数学ではよい成績をとって
いる」という数学の有用感や自己効力感では34位と最

自らが感じた疑問を基に自力解決の楽しみを味わう経
験をさせる。完全な解答でなくてよい。それも困難な生

下位である。

緒に行い自力解決を目指す。

徒には,教科書やノートによる既習内容の振り返りを一

4【小集団検討・全体検討】

また,TIMSS2011(国際数学・理科教育動向調査)

においても平均得点は上位であるが,数学・理科の大切
さや意義に関する意識では最下位で,国際平均に比べて
否定的な回答である。
さらに,平成27年度学校基本調査結果による大学進

学率が弱%を超している成熟した日本でありながら,高
等教育を受ける学生の「何故,勉強をするのか」という
学びの意義や目的意識が希薄であるという重大な課題が
顕在化している。
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ペアや3人ほどの小集団,または,学習集団全体で,

主体的に説明したり疑問を投げかけ考えを深め高め合う。
5【振り返り・まとめ】

生徒の考えを振り返らせ,多様な考え方も含め数学的
な価値を高めたまとめをする。また,生徒が予想もしな
い視点の問いをしかけ次へ発展させる。

平成28年度
数

式

委

員

各委員会の活動報告
教育課程委員会

会

数式領域の習熟度別授業展開

中学校における「割合」の指導について

本委員会は,月に1回程度研修会を開き,数式領域
の教材研究や指導法の工夫,生徒のつまずきについて
の検討などを行っています。昨年度からはテーマを
「数式領域の習熟度別授業展開」とし,『東京方式習熟

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,よりよい授業や教材,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

度別指導ガイドライン』に示された考え方に沿って,
生徒の習熟度に合わせて取り組めるような教材の開
発について検討をしています。
本年度は習熟度別に展開しにくい項目や課題の検
討をし,教材のアイディアを出し合う形で研究を進め
ています。今後は習熟度別クラスにしたときの「基礎
コース」で扱う教材に重点を置いて検討を進める予定
です。基礎コースの生徒にどのような力をつけること
を目標とするのか,どのような課題設定をすれば生徒
が積極的・意欲的に取り組めるようになるのか,など
について考えていきます。

普段の活動では数式領域以外のことも話題にし,
日々の授業に活かせる情報の交換もしています。本委
員会の活動に興味をお持ちいただいた方は,ぜひご連
絡ください。次回の委員会のお知らせをお送りいたし
ます。
(文責

中野区立第四中学校

矢澤

います。

現在は『中学校における「割合」の指導について』
を研究テーマに,割合の見方・考え方を育むことを目
指し,昨年度の第1学年「おうぎ形」の学習について
の研究授業に加え,現行の各社の教科書記述の比較を
通して,指導の在り方ついて議論してきました。8月
に岐阜で行われる全国大会にて,ここまでの研究の報
告を行う予定です。
発表後も,引き続き割合の指導についての研究を続
けます。中学校3年間の各領域の中に,指導の機会を
見つけ,次の研究へとつなげたいと思っています。
本委員会の活動に興味をもたれた方は,委員長の前
田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

台東区立駒形中学校

前田

利江)

理恵)

確率統計委員会
図

形

委

員

会

問題解決学習を取り入れた指導
新しい力を求めています=

私たちは,問題解決学習の指導において,日常生活

昨年度まで,「既習事項を大切にした図形指導」や
「図形指導を意識した年間指導計画の作成」など 図
形領域の指導の部分だけではなく,数学の指導全般に
おいて,図形が関わることについて研究してきました。
今年度になり,これまで研究に尽力されてきた方々
が退職されたりしたため,委員会が開けない状態にあ
ります。
是非,新しい力を持った方々に参加・協力いただき,

新生図形委員会として活動をしていきたいと考えて
います。前述の通り,図形領域の指導だけでなく,図
形の要素が関わること(例えば 因数分解等で使用す
る乗法公式は長方形の面積が関係します)について,
あれやこれや意見交換しながら,お互いの力を高めて

ご連絡お待ちしています。
板橋区立赤塚第二中学校

村田

討し,学習指導案を作成後,授業実践を行い,成果や
課題を取り上げることで,授業改善につなげています。
3年前から取り組んでいるPPDACサイクルに
よる統計的問題解決学習の研究を続け,統計グラフコ
ンクールへの応募を通して,生徒が統計グラフをより
身近に感じ,興味・関心をもてるような指導を行って

いきます。また,今求められている「自立・協働・創
造に向けた一人 人の主体的な学び」アクティブラー
ニングを取り入れた授業方法や,ルーブリックを用い

て相互評価を行うことを検討しています。
今年度は新たに確率の問題を取り上げ席替えのパ
ターンを数え上げる方法について研究し,授業実践を

いきましょう。

(文責

における課題を取り上げています。なぜなら生徒が興
味・関心をもち,主体的な学びができ,思考力・判断
力・表現力が身につくことを大切にしているからです。
そして,学習指導要領を基に指導内容や指導方法を検

浩文)
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竺三〇回〇回面i

ては,小学校で学習した内容と重なる部分が多いこと
や図形の用語・記号などを覚えることが中心となるた
め,生徒の授業への参加意欲が高まらない傾向にある。
そこで平面図形の導入について,生徒が興味・関心
を高める発問や教材を開発し,指導案作成・研究授業・
検証を行っていく予定である。

行います。また,三角形と四角形を回転させてできる
立体の体積と表面積について,小学校から中学校へ学

習内容をつなげ生徒が興味・関心をもって,錐体の
体積や表面積を求める学習課題も研究します。これら
3つの研究の成果を8月に全国(岐阜)大会と関東(静

岡)大会で発表する予定です。委員会は月に一度集ま
り情報交換も行っています。少しでも興味がありまし
たらご連絡ください。ご案内を送らせていただきます。
(文責

荒川区立第三中学校

評

価

委

平成28年度

員

西川

(文責

慶介)

関

活動計画

内外での評価や高等学校の入試問題を中学校からの
視点で評価をするなど,さまざまな取り組みを継続し
て行っています。
今年度の評価委員会では「図形の証明問題を評価す
る」ことを研究主題に設定しました。2年生の図形の
証明問題を定期考査等で出したときに,どのような観
点で評価をしていくか,会員を中心にさまざまな先生
にアンケートをとって,評価をするポイント等につい
て研究をし,その成果を大会等で発信していけるよう
準備していきます。
本委員会は主に長期休業時に開催しています。学期
中は校務多用で参加しにくいという先生でも気軽に
参加することができます。少しでも興味をもたれた先
生がいましたらご一報ください。開催日等のお知らせ
をお送りします。
江東区立深川第二中学校

数

委

員

太田

謙一)

会

関数における速さの指導

会

本委員会では「評価」を広い意味でとらえて,授業

(文責

国分寺市立第三中学校

湯浅

関数と速度の理解については これまでの関数委員
会の研究で,速度を向きがある速さとして捉えること
に課題があることがわかりました。そこには,「正負の
数を反対の向きの量を統一してみること」と「全象限
に拡張されたグラフの意味,表の意味」とのつながり
が弱く,既習内容が活かされていないことや,速さの

概念と関数は密接な関係があるにも関わらず,関数指
導で意味付けされていないこともわかりました。
これらを踏まえ,現在は,関数における速さの指導
について,関数指導と正負の数の指導との関係につい
ての考察や教科書分析などを行い,実践する研究を
行っており,8月には全国(岐阜)大会で発表する予
定です。

普段の活動では関数指導をはじめ,数学教育全般
に関する話題を取り上げたり,情報交換を行ったりし
ています。また,都中数ホームページにも過去の研究
成果を掲載していますので,ぜひ御覧いただき,興味
を持っていただけたら幸いです。
(文責

浩)

都立富士高等学校附属中学枝

堀

孝浩)

導入法委員会

指導法委員会

今年度の活動について

アクティブラーニング型授業の指導法

本委員会では さまざまな単元や領域において,日
頃の授業に役立つ教材づくりを目指し,実践を中心と
した研究を進めている。具体的な活動としてば生徒
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
あるのかを検討する。そして,それをもとに指導案を
作成し,実際に授業を実施して,その検証を行ってい

指導法委員会では,「アクティブラーニング型授業
の方法」を研究テーマとして,日頃の授業で取り入れ
る方法や,各単元での問題解決学習を取り入れた授業
について研究しています。具体的な発間や課題の作成,
50分の指導モデルの検討などを行い,誰にでも取り
入れやすく,すぐに実践できる方法について考えてい

る。

今年度は,「平面図形の導入」に着目した研究を深め
ることにした。

平面図形における線分や直線,平行や垂直,角など
を学習する際は,教師が教科書を用いて説明しながら
授業を進めるのが一般的である。しかし,生徒にとっ

ー4‑

ます。
ここ数年,大会での発表をしていませんでしたが,

今年は8月に静岡で行われる関東大会にて発表する
予定です。
活動は長期休業中にも行います。一緒に活動してく
ださる方はぜひご連絡ください。
(文責

杉並区立荻窪中学校

古庄

恵美)

平成28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‑

数学指導技術向上研修会も今年度で14年目を迎
えます。ここ数年は,若手教員だけではなく中堅教員

7

実施形態

ゼミ形式で数人を1グループとします。

の参加も増えてきています。

グループ毎に講師が2,3名つきます。

本研修会は,各学校の教育活動の充実に資するため,

8

内

授業の質的向上と教員の指導力向上を目指し,実施し

容

参加者が抱える課題について,グループで意見交

換を行い,講師による指導助言をします。

ています。具体的には,研究授業のための指導案検討,

また,講演会と平成27年度東京都教育開発委員

抱えている課題や授業に関する相談,日々の実践に役

会・教育研究員の研究報告を予定しております。

立つ情報の提供など,講師の先生方(昨年度は42名
の講師)を交えて少人数のグループで行います。

9

講

師

東京都中学校数学教育研究会OB役員

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」

現役役員及び研究部各委員会所属委員等

としての認定を受けており,この研修会は,東京都教

10

服務上の取り扱い

研修出張となります。

職員研修センターから「東京都教職員研修センター教

11申込方法

育研究普及事業」としての支援を受けて実施していま

全校に配布した開催案内に添付した申込書,また

す。従って,服務は「研修出張」となります。
昨年度も,全都から先生方が参加され,熱心に研修

は,東京都中学校数学教育研究会のホームページか

に取り組みました。今年度も多くの先生方の参加を期

東京都教職員研修センターのホームページ(サイト

待しております。

内検索 研究会受講申込書で検索可能)から申込書
をダウンロードし必要事項を記入の上,下記送付先

1研修会名
2

数学指導技術向上研修会

受講対象

に「都庁交換」又は「FAX」で送ってください。
送付先

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

北区立浮間中学校

並びに10年経験者研修対象教員
3

主

催

※支援
4

FAX番号

12

東京都教職員研修センター

稔秋

宛

申込締め切り

03‑5970‑0485)

平成28年7月8日(金)必着

「東京都教職員研修センター教育研究普及事業」

13

研修担当者

(1)東京都教職員研修センターのホームページに本

実施日時

午後の部

副校長

新井

9
13

(2)平成29年2月18日(Dに第54回講演会"研

00へ12

30

究発表大会を開催します。毎年日々の実践に役立っ

30へ16

30

講演や研究部各委員会の研究発表があります。ふ

※午前または午後の部のみの半日単位も可能です。
会

場

北区立滝野川紅葉中学校

・JR埼京線

・都営三田線
・JR京浜東北線

その他

研修会の案内が掲載される予定です。

稔秋

平成28年8月22日(月)

午前の部

6

新井

(〒115‑0051北区浮間4‑29‑32

東京都中学校数学教育研究会

北区立浮間中学校
5

副紅長

板橋駅

新板橋駅
王子駅

徒歩

8分

徒歩12分
徒歩20分

ー5‑

るっての参加をお願いいたします。

都中数の各委員会
誰でも加入できます!

第98回

都中数は研究部の中に委員会があり、数学指導に生
かせる実践的な内容を計画的に研究しています。

また、学習指導要領等に対して提言をする委員会も
あります。詳しくお知りになりたい方は、次の各委員
会の代表者までお気軽にご連絡ください。

1研究主題 「学ぶ充実感のある算数・数学教育」
2
3

日
会

程

平成28年8月l日(火)一5日(金)

場

・長良川国際会議場
(開会式・記念講演・シンポジウム・閉会式)
・岐阜市立東長良中学校
(中学校部会分科会・中学校部会講演)

i数式委員会i

矢澤

全国算数"数学教育
研究(岐阜)大会

理恵先生

(中野立第四中学校

4

03・3330・5325)

概

要

8月3日(水)

開会式、記念講演、分科会量

8月4日(木)

授業公開・授業研究会、各部会

(小・中・高校)講演、分科会Ⅱ

i図形委員会i
村田

浩文

8月5日(金)

先生

(板橋区立赤塚第二中学校

5

03‑3939‑0247)

シンポジウム、閉会式

講習会
8月1日(月)講習会(量)一(Ⅲ)

8月2日(火)講習会(Ⅳ)へ(Ⅵ)

i教育課程委員会i

前田利江先生

場所 じゆうろくプラザ,ホテル・グランヴェール岐山

(台東区立駒形中学校

6

03‑3844‑2089)

記念誌漬

演題「自然に学ぶ楽しさ 一セレンディピティー

と待ち構えた知性へ」

i確率統計委員会i

西川慶介先生

筑波大学

(荒川区立第三中学校

白川

啓寿嘉

i導入法委員会i
太田謙一先生

良利

金沢大学教授
静岡大学教授
筑波大学附属小学校

03‑3641‑2877)

通 行 英 之 幸 文

シンポジスト大阪総合保育大学教授

本井 谷 倉 田 村
金赤 大 熊 中 吉

コーディネーター埼玉大学教授

(江東区立深川第二中学校

英樹

7 シンポジウムテーマ「算数的活動・数学的活動を
一層充実させた授業のあり方」

03‑3801‑5808)

i評価委員会i
湯浅 浩先生

岐阜教職大学院准教授

(国分寺市立第三中学校

8

042‑572‑7143)

中学校部会講演

園宗
演題

「関数委員会i
堀 孝浩先生
(都立富士高附属中学校

03‑3382‑0601)

進(静岡大学教授)
「数学的活動と授業改善」

第71回

関東都県算数"

数学教育研究(静岡)大会

i指導法委員会i

1研究主題『未来に生きる思考力・表現力を育む算数・

古庄 恵美先生
(杉並区立荻窪中学校

名誉教授

数学教育一考え合う楽しさを味わいなが

03・3399・0196)

ら、数学を創造する授業をめざしてへ』
2

日

程

平成28年8月10日(水)
9

3

会

場

00へ17:00

開会行事・記念行事

グランシップ

中学校部会 静岡県立科学技術高校
‑6‑

地

<文

京

区

だ

よ

<青

区>

文京区立菩台中学校

冨田

梅

り

市>
青梅市立霞台中学校 青山 隆志

幸裕

1研究主題
「萱CT機器の活用をとおして主体的な学習を促す指導

1研究主題
「主体的に学ぶ力を高める指導方法の工夫・改善」

方法の工夫」

2

2

主題設定の理由

主題設定の理由

初等中等教育に関する諮問にもあるように,新しい時代

区内全校に配備されたアクティブボードなどの工CT

に必要な資質・能力として,自ら課題を発見し,その解決

機器を活用して,各単元における実践的な活動を進めると
ともに,主体的な学習を促すための指導方法の改善が必要

に向けて主体的に探求していく力が求められている。そこ

と考え,本主題を設定した。

を充実させ,生徒が主体的に学ぶ力を高めることが,学力

3

向上に不可欠なばかりでなく,未来を切り開いていく上で

研究の経過及び内容

で基礎・基本的学力を基盤として,言語活動や数学的活動

も重要であると考え,本主題を設定した。

(1)ICT機器を活用した学習指導方法の改善

なお,本主題は青梅市中教研の全体テーマでもある。

(2)研究授業等をとおしての観察・分析・協議
4

研究の経過及び内容
5月

10月

3

5月

組織編成,研究主題,年間計画の検討

10月

推進委員会(研究授業指導案検討)

講演会・学習会

①問題解決学習と指導事例
②「主体的に学ぶ力を高める」ための「基礎・基本の徹
底」を図る授業

第1学年「比例と反比例」3節「反比例」基礎コー
ス 電子黒板を活用し作図やグラフをかきやすく
するなど視覚的効果を工夫した授業
図形の融合問題を問題演習する発展

的な学習。ホワイトボード ワークシートを利用

し生徒に考察させる授業
12月

主題設定,年間活動計画作成

「主体的に学ぶ力を高める指導方法の工夫・改善」

11月 研究授業・研究協議

発展コース

研究の経過及び内容

12月

研究授業

1学年

平面図形(作図の応用)

既習事項を活用して,考える面白さを味わわせること
により,主体的に学ぶ力を高める

推進委員会(研究授業指導案検討)

1月 研究授業・研究協議

1月 研究授業

第2学年「三角形と四角形」2節「平行四辺形の

1学年

比例と反比例(図形への応用)

性質」

具体的な事象の中に潜んでいる関係に気づかせ,調べ

電子教材を作成し展開の中で常に提示しておき
たい定理などは,ホワイトボードや模造紙に掲示

たり,予測したりすることで,主体的に学ぶ力を高める

していた。ICT機器とホワイトボードを併用して,

2ページ同時に提示できない電子黒板のデメ

※その他,5月一3月

各校で基礎学力定着を図るための

東京都学力ステップアップ事業に取り組む。
4 まとめと今後の課題

数学を通して身につけさせたい力や確かな学力など基

リットを解消

l月 研究報告(全国大会参加報告)

本的かつ重要な事項の再確認を行うことにより,主体的に

5 まとめと今後の課題

学ぶ力を高めるためには何が必要なのかを整理すること
ができた。また,習得した知識や基礎的技能を活用して,

各校にアクティブボードが設置されて1年目というこ
とで,まずは機器を使って何ができるのかというところか

らスタートした。デジタル教科書を活用しながら視覚的に

探求させる授業において,生徒は数学的面白さを実感する
ことができ,主体的に学ぶ姿が随所に見られた。
言語活動や数学的活動などはそれ自体が目的ではなく,

問題を捉えさせる工夫に努め,残しておきたい定理などは
ホワイトボードを併用し1面しか使えない電子黒板のデ

それらを活用して,いかに主体的に学ぶ力を高め,学力向

メリットを解消した。今後の課題は生徒同士が主体的に

上を図るかということが大切である。今後も学習内容に応

関われるよう,また他者の考えが集約できるよう活用方法
を工夫し指導方法の改善に努めていきたい。

じた効果的な指導方法の工夫・改善を継続的に図り,主体

ー7‑

的に学ぶ力を高めていきたい。

親臨聾開聞語東都

平成28年度

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は,5月6日(金)に,新宿
区教育センターで,平成28年度の総会を開催しました。
平成27年度の事業報告,決算・監査報告および,平成28
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

3

来賓代表挨拶

4

議長選出

5

議事

(会長

峰岸

利一)

調査副部長 奥秋 直人(豊島区立西池袋中学校)
会報副部長 小島宏一郎(大田区立羽田中学校)
部員 岡本祐治(国分寺・第五)杉田正穂(練・開進四)
瀧Ii慎知(中・中野二)櫻井軍司(世・千歳)
佐藤圭一(大・東浦) 吉田裕行(世・駒沢)
石綿健一郎(世・用賀) 堀孝浩(都富士高附属)
参与 田代 雅規(中野区立緑野中学校)
峰岸 利一(江東区立第二南砂中学校)
平成28年度 事業計画
1平成28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,
平成23年度から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。

(1)平成27年度 事業報告
(2)平成27年度 決算・監査報告

(3)平成28年度 会長・副会長 選出承認
(4)平成28年度 庶務・会計・事務局長
の委嘱および監事の選出
(5)平成28年度 事業計画案審議
(6)平成28年度 予算案審議
6

新会長挨拶

7

閉式の辞

(新会長

吉原

2 研究発表大会へ参加する。

◎日本数学教育研究学会第98回総会・全国算数・数学
教育研究(岐阜)大会
◎第71回関東都県算数・数学教育研究(静岡)大会

健)

総会後に第27代都中数会長・北区教育アドバイザー
中尾 豊三郎先生よりご講演をいただきました。(講演
の要旨は本誌2ページに掲載)
i平成28年度

会

長

副会長

役貝i

吉原

山根

浩孝……庶務部長
(練馬区立谷原中学校)

香積

信明……庶務部

山口

博之…・会計部長

平成29年2月18日(土)13

久我正次郎…・・・研究部長

(葛飾区立奥戸中学校)
II

秋野

博之……調査部

Il

春名

秀夫…・会報部長

新井

II

山本

康久(武蔵野市立第二中学校)

II

竹山

正弘……事務局長

庶

務

事

村田

2日(木)役員会

4月11日(火)役員会
口発

口発
口会

行

行

日

平成28年7月15日(金)

者

東京都中学校数学教育研究会

長

吉

口編集責任者

原

健

(北区立滝野川紅葉中学校)
会報部長 春名 秀夫
(江東区立東陽中学校)
江東区東陽2「1「8

増田 律子(台東区立御徒町台東中学校)
宮本 康雄(大田区区田園調布中学校)

研究副部長

7日(木)役員会

3月

(武蔵野市立第四中学校)
会
計 草間 宣晶(世田谷区立用賀中学校)
Il
塚本 桂子(世田谷区立砧中学校)

監

7月

2月18日(土)役員会,理事会
一 第54回研究発表大会 一

(大田区立馬込中学校)

(江東区立東陽中学校)
稔秋(北区立浮間中学校)

6日(金)総会,役員会,講演会

11月10日(木)役員会

(立/i怖立立川第四中学校)
浅尾

5月

9月15日(木)役員会

宏之……調査部長

lI

30→

会場 東京理科大学森戸記念館
5 その他,本会の目的達成のために必要な事業は役員会・
理事会等で検討してから実施する。
6 運営に関する会・役員会・理事会開催の日程

(江東区立亀戸中学校)
II

(本誌6ページに掲載)
◎平成30年に開催される,第100回全国算数・数学教
育研究(東京)大会への準備・協力
3 数学指導技術向上研修会を開催する。
(本誌5ページに掲載)
4 第54回研究発表大会を開催する。

健(北区立滝野川紅葉中学校)

(板橋区立高島第二中学校)
Il

総会報告

03「3645‑2381

浩文(板橋区立赤塚第二中学校)
一温容

