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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役割
東京都中学校数学教育研究会会長
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規

1中学校の数学指導に求められるもの

の若手教員が多くなり、50代の教員が退職した後の人材

新学習指導要領の全面実施から3年目を迎えました。
最新の日本の中学生の数学に関する調査結果をみると国

育成が大きな課題となっています。
昨年度、本研究会調査部が実施した「数学教育推進に

際数学・理科教育動向調査2011では数学の成績は、前

かかわる実態調査」でも研修の必要性を感じている教員

回同様平均点570点で参加国中第5位でしたが、上位5
か国・地域の習熟度別の割合を比較すると625点以上の
上位の割合が少ないことが分かりました。

が多くいることが分かりましたが、①文部科学省や東京
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また、研修に取り組みたい項目としては、ICT機器を
活用した授業や習熟度別指導の工夫等が挙げられていま
した。

勉強は楽しい」という質問に対する肯定的な意見は、次
のような結果で前回調査に続き、国際平均より低いこと
が分かりました。
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本研究会は、「東京都教育研究推進団体」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います。
研究部では、数式、図形、教育課程、確率統計、導入
法、関数、指導法、評価の8つの委員会が研究活動を行
い、毎年全国大会や東京都の研究発表会で、研究成果を

発表しています。
夏季休業中には、若手教員の指導を目的とした「数学
指導技術向上研修会」を実施しています。昨年は、デジ

坦

平成19年(2007年)調査 鼎

織される教育研究会主催の研修(43.0%)と積極的に学
校外の研修に参加している教員は少ないこともわかりま
した。

さらに、同調査の教科に関する意識調査では、「数学の

平成15年(2003年)調査

都教育委員会主催の研修(31.4%)、④各区市の教員で組

タル教科書の説明会と学習指導案の作成を行い、65名の

R

平成25年度の東京都教育委員会が実施した児童・生

徒の学力向上を図るための調査の籍栗でも「数学の授業
は楽しい」という質問に対する肯定的な意見の割合は、
66.8%でした。

生徒の数学に関する意欲の向上や個に応じた指導の充

若手教員の参加がありました。本年度も内容を一新し、
研究員・開発委員会の発表と最新の教材のデモンスト
レーション、専門語師による学習指導案の指導・助言等
を企画しています。東京都数学教育研究会では、数学教
員の指導力の向上のために、様々な取組を実践していき
ます。

実を図るために、東京都の中学校では60%以上の学校で
少人数指導を実施し、教員の加配を行っています。その

成果を十分に生かして、「楽しい授業」と生徒の発達段階
に応じた指導が強く求められています。
2 東京都中学校数学教育研究会として

平成25年度の東京都の資料では、教員数は20代
(19.7%)、30代(21.2%)、40代(19.6%)、50代(37.9%)

となっています。数学の教員も各学校とも20代・30代
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講演会(5月9日)要旨

各委員会の活動計画
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都中数研究発表(平成26年5月9日)

講演要旨

思考力・表現力の育成を目指した数学の授業づくり
横浜国立大学教授

池

田

敏

和

ていきたい。図形学習がどこから生まれてくるのか、な

1焦点を当てていきたい三つの数学的思考
数学的活動が強調される中で、どのような思考に我々

ぜこのような論証を考えていくのか、その契機を生徒に

は焦点を当てていけばよいのであろうか。本講演では、

与えてくれる。また、このような抽象化する行為自体に、

下記の三つの思考に焦点を当てた授業づくりについて、

数学科で育成していきたい本質的な思考が見出せる。講

具体例を取り上げながら解説した。

演では複数の問題を取り上げたが、ここでは、その中で
下記の三つを紹介する。

(l)抽象化と具体化
二つの世界間の類似関係をつくろうとする考え

方である。自分の考えている問題を別の空間で考え

問題1富士山からある程度離れた場所では、富士山よ

られるようにするために、具体的なものの本質を捉

り高い山があるように見えることがある。富士山は日

え抽象化して考えたり、抽象的なものを具体化して

本一高い山なのに、どうしてこのように見えるのだろ

考えたりして考察する行為である。

うか。

(2)直観的推論と反省的推論
各々の世界の中での論理的関係をつくろうとす
る考え方である。「AならばB」という命題を導き
出すために、「いったいどうなるか」といった結果
を直観的に探ったり、「何故そうなるか」といった

根拠を反省的に考え論理的に説明したりする行為
である。

問題2 万里の長城は、頂上から見ると、とても急な傾
斜に見える。ペットボトルしかない中で、この傾斜が

(3)一般化と特殊化

何度であるかを測り取れないだろうか。

各々の世界の中での命題「AならばB」(論理的
関係)に対して、Aの適用範囲を動的に動かす考え
方である。考えている対象をより深く理解するため

に、自分の考えている対象を動的に捉え、それらを
広げて考えたり、限定して考えたりする行為である。
2

取り上げた事例

問題3

ドイツのベルリン大聖堂で、下記の三つの十字

上記の三つの思考について、いくつかの事例を取り上

架がお土産屋さんで売られていた。ふと、これら三つ

げながら説明した。本稿では、紙面の都合上、抽象化に

は相似だろうかが気になった。さて、分度器も定規も

焦点化して具体的教材を取り上げる。

何もない中で、相似かどうかをどのように確かめたら

抽象化に関しては、日常事象の中から図形を抽象して
考える行為に焦点を当てた。中学校の図形指導では、最

初から抽象化された図形を対象に論理的思考の育成を
図っていくことが多いが、それに加えて、日常事象を図
形化する活動を加え、その上で論理的思考の育成を考え
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よいだろうか。
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各委員会の活動計画
置く イ 各領域での教材の選出と教材例の総括ウ教材
展開と指導の工夫エ(図形指導を踏まえた)年間指導計画
の作成などを行う予定です。

会

第3学年における文字式の指導

数式委員会では小中一貫教育や中1ギャップを踏まえ
て「文字式の指導」をテーマとして継続した研究をしてき

(文責 練馬区立大泉学園中学校 勢子 公男)

ました。昨年度は中学校2年生について指導前のプレテス

教育課程委員会

トと指導後のポストテストを実施し、比較して、文字式の

本委員会では毎月1回の定例会を基本に活動していま

指導について、指導の課題や個人の変容を分析調査して、

考察しました。また、生徒の文字に対する意識調査も同時
に行い、その結果から文字を用いて解決することは、小学

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。

校の時より、中学校の方が有用性を感じ取ることができ、
連立方程式等においても、2つの未知数を用いる方が立式

しやすいのでその有用性が体感できたようです。

現在は、『中学校における「割合」の指導について』を研

今年度は第3学年について研究していきます。

究テーマに、次の2点を研究課題に掲げ、授業を通して実

数式委員会は、月にl回程度の研修会を開き、「数と式」

証的な研究を進めています。

の領域について、授業や教材の情報交換をしたり、指導法

①学年、各領域において、割合の見方・考え方が生かせる

の工夫や検討をしたりしています。また、教科書を執筆し

教材の開発と指導過程の工夫を追求する。

ている先生や経験豊富な先生方をお迎えして毎回、盛り上

②割合指導の難点といわれる内容を取り上げ、理解・習得

がった研修会を行っています。

の実態を調査し、中学校数学科の内容を基にしながらの

多くの先生方のご参加をお待ちしております。興味のお

指導を実践し、その改善を図る。

ありの方は、是非ご一報ください。
(文責

最近の定例会では、へ割合の見方・考え方を育むことを

八王子市立長房中学校

安藤

目指した、第1学年「おうぎ形」の計量指導へをサブテー
マに、指導案や教材の検討を行っています。8月の全国算

暁)

数・数学教育研究(鳥取)大会では、ここまでの研究につ
図

形

委

員

会

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

平成26年度 図形委員会活動計画
本研究は継続研究である。昨年度は、電子黒板とグルー
プ活動を利用して「数学的活動」を取り入れた授業実践を

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)

行いました。授業実践からの課題と問題点では、ICTに
ついて、①教材をスライド化しておくことは便利である。

確率統計委員会

②生徒の考えなどを実物投影できる。③ICT用の教材作
成の時間とその予算に関すること、授業形態については、
①グループの編成に関して②通常の学級と少人数・習熟
度別編成などが挙げられました。これまでの成果として、

「資料の活刷領域における教材研究
私たちは資料の活用の指導において、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

①観察・操作・実験・討論・コンピュータを活用しながら
数学的活動を充実することで見方や考え方がより強調さ
れる。②図形の指導時数は、全時数の1/3で実施してい

を収集し、統計処理をして、資料の傾向を分析する指導が

大切であると考えています。
そこで、資料を活用する力を育成することにねらいをお

きたい。③図形領域以外でも、図形学習につなげる(つな
がる)意識をもって図形の見方や考え方をこまめに指導す

き、学習指導案を作成し、授業実践を行うことで研究を進

ることです。

今年度の研究は、第l学年「資料の活用」のまとめとし
て、統計的な見方や考え方を培うことができる課題として、
「桜の開花日を予想する」を取り上げました。

めています。

今年度も、図形に対する見方や考え方をより効果的にす
すめるために、ア算数の教材(題材)のアレンジも視野に

‑
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年間指導計画のなかで、「資料の活用」の単元は、第1学

ます。

年の3学期に扱うことが多く、この時期になると「桜の開

花予想」が話題になります。生徒にとっても桜の開花は身
近なものだと考えられます。
今回の課題では多くの資料を扱うため、必要な資料の取
り出し方やまとめ方を考えさせます。また、検証結果から、
どのように資料の傾向を読み取り、結論づけるかといった、
表現方法の工夫も取り入れた指導案を作成しています。
(文責

世田谷区立駒沢中学校

評

価

評価委員会

委

員

平成26年度

西川

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

以上のような研究に向けての具体的な活動として、実践
授業研究を中心に据え、さらに生徒が意欲的に接業に取り

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

指導案を作成しています。その後、実際に授業を実施し、
その検証を行う予定です。
(文責

慶介)

小平市立小平第六中学校

関

会

数

委
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太田
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会

本委員会では、中学校3年間の関数指導の目標を掲げ、

活動計画

本委員会では、「評価」を広い意味でとらえて授業内外で
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

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2

をするなど、さまざまな取り組みを行ってきました。
また本委員会では、先生方が普段作成している定期考査

の問題を持ち寄って、互いに評価をしています。生徒を評
価する重要な指標である定期考査をよりよい評価資料に

学年の関数の利用場面で課題解決のために、座標平面を第
I‑Ⅳ象限まで拡張し、y=C耽+bのa、bの意味の

するためのアイディアを出し合っています。さらに「評価」

理解を深める学習を、特にa<0の場合を中心に考察し、

という枠にとらわれず、ざっくばらんに先生方が持ってい

実践する研究を行っています。

る知恵を出し合ってよりよい数学指導のあり方を考えて
いければよいと思っています。

近年は若手の先生方も増えてきてどのように評価すれ
ばよいか苦労されている先生方もいらっしゃるのではな
いでしょうか。人数が集まればそれだけよいアイディアも
多く出てくると思います。
本委員会は主に長期休業時に開催しています。学期中は

平成24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も行っています。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。

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

に関する話題も取り上げ、理解を深めています。活動に興

らご‑報ください。

味をもたれた先生方は、ぜひご連絡ください。

(文責

葛飾区立上平井中学校

湯浅

浩)

普段の活動では、関数指導はもちろんですが、数学教育

(文責

導入法委員会

練馬区立開進第一中学枝

指

今年度の活動について

導

法

委

堀

員

孝浩)

会

今後の活動について
指導法委員会は平成24年度活動を再開しましたが、昨

本委員会では昨年度、「資料の活用」領域において第3学

年で学習する『標本調査』に研究主題を設定しました。
その設定理由は、新学習指導要領において「資料の活用」

年度は実質的な活動ができませんでした。

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

回程度活動していく予定です。言語活動や数学的活動を取

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

り入れた指導のあり方などについても意見交換ができれ

示などです。

ばと考えています。

今年度も、「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

今年度、夏には研究主題について再検討し、2ヶ月に一

まだ何も始まっていない状態ではありますが、一緒に活
動してくださる方は、ぜひご連絡ください。

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

(文責 杉並区立荻窪中学校 古庄 恵美)

する指導の工夫について研究を深めていきます。これらの
‑4‑

平成26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12年目を迎えました。

6

会

場

台東区立御徒町台東中学校

ここ数年、若手教員だけでなく中堅教員の参加も増えてき

"JR山手線

御徒町駅

徒歩3分

ています。

・東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩l分

本研修会は、各学校の教育活動の充実に資するため、授

・都営地下鉄大江戸線 上野御徒町駅 徒歩2分

業の質的向上と教員の指導力向上を目指し実施します。特

・東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩5分

に若手。中堅の先生を対象に研究授業の学習指導案作り、
7

抱えている課題や個別の授業に関する相談、日々の実践に

実施形態

ゼミ形式で、数人を1グループとします。

役立つ情報の提供などを中心に、講師の先生方(昨年度は

各グループに講師がつきます。

24名の講師)と事前に申請のあったテーマ別に少人数のグ

ループごとに行います。

8

内

東京都中学校数学教育研究会は、東京都教育庁指導部指

容

参加者が抱える課題について、グループで意見交換を

導企画課より「東京都教育委員会研究推進団体」としての

したり、講師が指導助言をします。

認定を受けており、この研修会は、東京都教職員研修セン

東京都開発委員・研究委員の研究報告(平成25年度)

ターから「東京都教職員研修センター教育研究普及事業」

があります。

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
9

ります。

講

東京都中学校数学教育研究会OB役員

昨年度は、全都から65名の先生が参加され、熱心に研

東京都中学校数学教育研究会現役役員

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

東京都中学校数学教育研究会各委員会委員等

待しています。
1名

称

師

10.服務上の取り扱い

数学指導技術向上研修会

研修出張となります。
2

受話対象

東京都公立中学校数学科教員

11申込方法

※特に教職経験5年未満の教員並びに

全校に配布しました開催通知に添付してある申込書、

10年経験者研修対象教員

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

3

主

ウンロード可)に必要事項を記入し、下記の送り先に

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

弘Xの上電話してください。
送り先 台東区立御徒町台東中学校長 増田律子宛

京都中学校数学教育研究会が実施します。
4

(電話03‑3833‑4986

12

研修担当

増田律子(台東区立御徒町台東中学校長)

期

限

EAXO3‑3839‑5157)

平成26年7月31日(木)最終締切

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
5

実施日時

掲載される予定です。

平成26年8月20日(水)
午前の部

午後の部13

(2)平成27年1月30日(金)に開催予定の詰演会・研

9:00へ12

00

究発表会も、東京都教職員研修センターから「東京都教

00へ16

30

職員研修センター教育研究普及事業」としての支援を受

※午前または午後の部のみの半日単位も可能です。

けて開催する予定です。

‑
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都中数の各委員会

第96回

数学教育研究(鳥取)大会

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

1

践的な内容はもちろん、学習指導要領等に対して提

2

研究主題

「考える楽しさをつくる算数・数学教育」
大会日程

平成26年7月31日(木)
一8月2日(土)

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

3

会

場

米子コンベンションセンター等

(開閉会式・部会講演・中学校部会)

連絡ください。
4

概

要

1日日

i数式委員会i
安藤 暁先生
(八王子市立長房中学校

全国算数"

開会式、シンポジウム、ビデオ授業研

究会、参加者交流会
2日日・中学分科会暮・Ⅱ、ポスターセッショ

042‑664置1480)

ン、ワークショップ

3日日

i図形委員会」
村田 浩文先生
(板橋区立中台中学校

5
03‑3932‑6357)

講習会(小・中)
7月28日(月)→7月30日(水)

場所

i教育課程委員会i

6

蓮沼暮春先生
(荒川区立尾久八幡中学校

部会講演、部会"大会総会・閉会式

03‑3893‑7776)

講

米子コンベンションセンター
師

シンポジウム

座長金本良通(埼玉大学)

シンポジスト

長尾篤志(文科省視学官)

笠井健一(文科省教科調査官)
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

i評価委員会i
湯浅 浩先生

鈴木

誠(筑波大学附属中)

第69回 関東都県算数・
数学教育研究(茨城)大会

03‑3762‑8114)

i導入法委員会l
太田 謙一先生

1

(小平市立小平第六中学校

隆雄(筑波大学附属小)

大西泰博(鳥取県教委)

03‑3422置7401)

(葛飾区立上平井中学校

盛山

大会主題

「自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育

042‑341‑6796)

一自らに問いかけ粘り強く考える力の育成を目
i関数委員会i
堀 孝浩先生

指して一」
2

(練馬区立開進第一中学校

03‑3993‑2417)

平成26年11月14日(金)
9

3

会

場

00へ16

00

茨城県立水戸第二高等学校

(開会式・記念講演・分科会方

i指導法委員会i

古庄恵美先生
(杉並区立荻窪中学校

大会日程

水戸市立第二中学校(中学校部会)
03‑3399‑0196)
ー

6‑

地

区

だ

よ

<千代田区>

<八王子市>

千代田区立蓮町中学校

山崎

ゆみ子

八王子市立川口中学校

1研究主題

工藤

彰久

1研究主題

「言語活動の充実」
2

り

「視聴覚教材を活用した授業の取り組み」

主題設定の理由

2

主題設定の理由

どのような場面で言語活動の充実を図っていくことが
できるか、それを行っていくことで数学的活動における表

市内中学校では、実物投影機が全校に、電子黒板が数
校に配備され、授業での活用が期待されている。しかし、

現力や処理能力にどのような力がついてくるかを研究す
るために本主題を設定した。数学的な推論を的確に進める
ことができるよう、思考の過程や判断の根拠などを数学的

これらの機器を有効かつ計画的に活用して指導効果を
上げるための研究は、充分に進んでいるとは言えない現
状がある。各学校にある視聴覚機器を活用した授業改善

に表現して説明したり、数学的に表現されたものについて

が、生徒の学ぶ意欲を高め、理解を助け、学力の定着と

話し合って解釈したりする学習活動を充実することを重
点項目とした。
3

伸長につながると考え、本主題を設定した0
3 研究の経過及び内容

研究の経過及び内容

4月

5月、6月
7月、8月

授業力向上を目的とした定例会8回

講師,中西知真紅先生(啓林館教科書の執筆者)授

指導案作成、検討

金城

教科主任会(年間活動方針と取組内容)

6月一2月

各校で研究

9月慧㌢詩誌神町橋中学校
10月

4月

研究課題の設定、年間指導計画の作成

業力を磨くテキストの読み合わせ、指導案の作成、デ

誓謹書、e黒板の実際等

龍弥

主に、若手教員が集まり、毎月1回の例会を継続的

研究授業「一次関数のグラフ」

に実施し、新しい教科書の導入教材の指導案作成を中

授業者

心に研修する。お互いに楽しみながら啓発していくよ

千代田区立神田一橋中学校
金城

11月、12月

龍弥

う研究を進めた。

研究のまとめ作成・検討

7月・8月

市のパワーアップ研修

l月

研究成果のまとめ

2月

千代田区教育会で研究発表

教育センターのPC室を使い、参加者がインター

3月

来年度の研究テーマ等の検討

ネット上にある数学教材を捜し、参加者で情報を共有

4

講師,足立春次先生(八王子市立横山中校長)

まとめと今後の課題

化する研修。

今回は「言語活動を充実させる」ということで、問題に

11月

対する考え方を生徒同士で説明し合う活動を行った。数学
を苦手とする多くの生徒が他の生徒に理解してもらえる
ように説明を考えることで、積極的に学習に取り組むこと
ができた。また、他の生徒に説明できるようになるまで問

一斉部会

市内の3会場で視聴覚教材を活用した授業につい
て研究授業を行い、市内数学科教員が全員参加するo
数学科校長が講師として講評する。
4 まとめと今後の課題

題を理解しようとして、じっくりと問題の解釈に取り組ん

本市中教研数学部会では、市内38校に100名余り

でいた。9月と12月に生徒アンケートを実施し、以前よ
の数学科教員がいる。この人的環境を生かし、中教研数
り他の生徒にうまく説明できるようになったと回答して
学部会が主体となり、お互いに研鎖し合える研修を充実
おり、一定の効果があったと考えられる。課題としては、 させることで、授業改善とわかる授業の実現に向けて取
授業が理解できるかという質問に対して15%の生徒が

り組んできた。

否定的な回答をしており、説明する人は理解していてもー
平成25年度は量CTを活用した研究授業を実施し
部の生徒には伝え切れていないことがあげられる。また、 た。必要なICT機器がないために活用ができない、
問題の種類によっても差があると考えられ、来年度以降は
ICT機器があっても充分に使いこなせていない、教材
どのような内容の問題で言語活動を行うかを考え、研究を
研究や準備に充分な時間をかけられない等の声があり、
進めていきたい。
今後の課題と捉えている。

‑7一

豆聾測統監ミ田声

平成26年度

東京都中学校数学教育研究会

総会報告

草間宣晶(世田谷区立用賀中学校)
塚本桂子(世田谷区立烏山中学校)
宿区立教育センターで、平成26年度の総会を開催しまし
会 計
た。平成25年度の事業報告、決算・監査報告が承認され、 監 事
直田益明(世田谷区立北沢中学校)
平成26年度の役員、事業計画、予算が承認され、決定し
蓬田典子(江東区立第二亀戸中学校)
ました。
部長 新井稔秋(北区立浮間中学校)
部長 奥秋直人(豊島区立西池袋中学校)
東京都中学校数学教育研究会は、5月9日(金)に、新

会

i総会次第i

計

副 部長

l

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

宮本泰雄)

小島宏一郎(大田区立羽田中学校)

平成26年度

事業計画

1平成26年度の事業として、庶務部、会計部、研究部、
調査部、会報部の各部が活動を行う。現在、都の研究
推進団体に認定されている。

(1)平成25年度

事業報告

(2)平成25年度

決算・監査報告

(3)平成26年度

会長・副会長

(4)平成26年度

庶務・会計・事務局長の委嘱及び監

2 研究発表大会へ参加する。

◎日本数学教育研究学会第96回総会・全国算数・数学
教育研究(鳥取)大会

選出承認

7月31日(木)へ8月2日(土)開閉会式、シンポジ

ウム、ポスターセッション・ワークショップ、部会講

器¥認諾謀議鷲会長挨拶

演、部会総会、大会総会
◎第69回関東都県算数・数学教育研究(茨城)大会

(新会長 田代雅規)
7

11月14日(金)開閉会式、記念講演、分科会、

閉式の辞

都県代表者会議

総会後、講演会を実施しました。
演題「思考力・表現力の育成を目指した数学の授業づくり」
講師

横浜国立大学教授

平成26年度
会

長

副会長

3 数学指導技術向上研修会を開催する。
8月20日(水)

池田敏和先生

4 第52回研究発表大会を開催する。

役員

平成27年1月30日(金)新宿区立教育センター

田代雅規(練馬区立上石神井中学校)

5 上記の他、運営に関する会・理事会などで決定された

山根清孝……庶務部長

事項について、本会の日的達成のために必要な事業を

(練馬区立谷原中学校)
II

香積信明…‥庶務部

6

(昭島市立瑞雲中学校)
II

中込友則…‥会計部長

(新宿区立牛込第三中学校)
II

II

秋野宏之…‥調査部

II

浅尾博之……調査部

5月

9日(金)役員会、理事会、講演会

7月

8日(火)役員会

11月

(江東区立第二南砂中学校)
久我正次郎…〇・調査部長

行う。
運営に関する会"役員会・理事会開催の日程

9月19日(金)役員会

蜂岸利‑…‥研究部長

lI

台東区立御徒町台東中学校

6日(木)役員会

l月30日(金)役員会、理事会

第52回研究発表大会

(葛飾区立奥戸中学校)
3月

3日(火)役員会

(立川市立第四中学校)

〃

庶

口発

(大田区立馬込中学校)
吉原 健……会報部長

務
lI

(北区立滝野川紅葉中学校)
増田律子(台東区立御徒町台東中学校)
山本康久(武蔵野市立第二中学校)

II

竹山正弘(武蔵野市立第一中学校)

行

日

平成26年7月1目

口発 行 者 東京都中学校数学教育研究会
□会

長

口編集責任者

田代

雅規

(練馬区立上石神井中学校)
会報部長 吉原 健
(北区立滝野川紅葉中学校)
北区滝野川5‑55‑8
03‑5907‑5020

ー
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