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都中数研会報困
編　集　　東京都中学校数学教育研究会

これからの東京都の数学指導

東京都中学校数学教育研究会会長　田　代　雅　規

1　東京都中学校数学研究発表大会を終えて

昨年,朝日新聞の記事に経済協力開発機構(OE

CD)が実施した国際教員指導環境調査(TALI

S)の結果で,日本の教員は,「勤務時間が最長」

「女性教員の割合が最低」という記事があり,教員

の自信の低さや授業以外の仕事が多すぎるという

問題が指摘されていました。

そして,日本に来日していたOECDのアンドレ

アス・シュライヒヤー教育局長は,日本の教師につ

いて「非常に素晴らしい,PI SA調査で最も良い

結果を出しているのに,もっと学びたい,もっと力

をつけたいと考えている」と絶賛したと記事にあり

ました。研修に関する調査項目でも「担当教科の指

導法」に関して,参加国の平均が9.7%に対して,

日本の教員は56.9%が研修を必要としていると回

答しています。

しかし,研修に対する高いニーズがあるにもかか

わらず,「研修の日程が,仕事のスケジュールと合

わない」との回答は86.4%(他国の平均50.6%)

に上っており,文部科学省も「職務が多忙であるこ

とが研修への参加を困難にしている状況がある」と

分析していると記事にありました。

そんな中,昨年の10月17日(金)に東京都算数

教育研究発表大会が練馬区立南ヶ丘小学校で開催

されました。東京都中学校数学教育研究会の代表と

して,初めて参加しました。研究発表大会では,小

学校1年生から6年生までの全学年で,研究授業が

行われ,授業後には講師を招いての協議会も学年ご

とに行われました。研究授業は,南ヶ丘小学校の児

童を対象に各研究部の委員会や練馬区,調布市等の

区・市の研究グループの代表が行っていました。研

究発表大会に参加した教員も400名以上いました。

小学校ば全教員が算数指導にかかわるということ

もあり,研究協議会や講演会に参加した教員の算数

指導に対する研究意識の高さを感じました。

東京都中学校数学教育研究会もl月30日(金)

に52回目の研究発表大会を新宿教育センターで実

施しました。当日は,朝から雪が降り最悪の天気で

したが,昨年以上の150名近くの参加者があり,用

意していた200部の資料もすべて無くなりました。

現在,東京都の中学校は,数学の少人数習熟度別

指導を実施している学校が60%以上あります。中

には,講師を活用して実施しているため,時間割の

変更が難しく,午後の研修会に参加したくても,参

加できないという学校もあります。

また,水曜日以外は,6時間授業になり,委員会

活動や部活動指導が放課後にあり,学校外の研修に

参加する時間の確保が難しいという声も聞かれま

す。朝日新聞の記事にあるように,研修意欲はあり

ながら,参加できる環境整備ができていない状況が

あります。

そのような厳しい現状の中で,研究発表大会に参

加する若い教員が増えてきました。各委員会の研究

発表においても発表者が新しくなり,大会後の反省

会では,とても緊張しましたが良い経験になりまし

たとの話もありました。研究発表大会に参加してい

た香川大学教授の風間喜美江先生からば東京都の

各委員会が専門の領域を継続研究して,その成果を

毎年発表していることは,非常に価値のあることで,

他の県の教員からも注目されているとの話もあり

ました。

東京都算数教育研究会や他の県の研究発表等も

参考としながら,東京都中学校数学教育研究会が守

り続けてきた伝統を守り,これからも数学教員の指

導力向上を図る研修の場として,研究発表大会を大

切にしていきたいと思います。
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平成26年度　都中数研究発表(平成27年1月30日)講演要旨

数学的活動を通した授業の充実をめざす授業づくり
岩手大学教育学部　山　崎　浩　二

ヨ腫潟関は拙筆…三割露

1「数学的活動」を考える

数学的活動とは,「生徒が目的意識をもって取り組む

数学にかかわりのある様々な営み」であり,中学校数学

科に限らず,小学校算数科,高等学校数学科においても,
一層の充実を図らねばならないものである。算数・数学

の確かな学力を伸ばすためには,子ども自らが数学的に

考え,表現し,伝え合う力をつけていく授業が,算数・

数学の学習内容の確かな理解をうながすことにつな

がっていく。(山崎他2014)算数的・数学的活動を通し

た授業は,今後より一層の充実と普及を図っていく必要

がある。

2　「数学的活動を通した授業づくり」を考える

(1)2つの「目的意識」

授業者は,数学的活動を通した授業とは,たとえば

「子どもたち自らが,式や表などを使って,あるいは具

体的な操作などを通して,数学的な関係や性質,方法な

どを兄いだそうとすること」,「子どもたち自らが,既習

の知識を基に,未習の学習内容をつくり出していくこ

と」,「兄いだした事柄や結果について,式や表、グラフ

などを使ってまとめ,得られた結果や判断を説明し伝え

合うことで共有していくこと」と捉えている。したがっ

て,数学的活動を通した授業をつくるには上記のよう

な活動を積極的に仕組んでいくことが大切である。つま

り,数学的活動を通した授業は,子どもたちの数学の学

習に対する前向きな態度を求める「目的」がある。

さらに,授業者は,「帰納的に考えたり,類推的に考

えたりすることで,数学的な関係や性質を兄いだす力」,

「数学的な関係を簡潔,明確に表現する力」,「数学的な

関係を一般化する力」,「多様な見方や考え方をする力」,

「数学的な関係や性質を,演繹的に説明していく力」,

「数学的な根拠を基に,結果を判断する力」,などが身

につく授業とも捉えている。したがって,数学的活動を

通した授業では,このような活動自体を授業の目的とし

たり,活動の過程が顕在化したりするような授業づくり

が求められる.つまり,数学的活動を通した授業には,

数学的に考える力を身につけさせたり,数学の学習のよ

さを実感させたりする「目的」もある。

数学的活動を通した授業に対する授業者の捉えは,授

業者にとっての算数的・数学的活動を通した授業の目的

意識となる。授業者の目的意識が具体化されることで,

子どもたちの目的意識が生み出されるのであろう。

(2)数学的活動を通した授業の授業展開

数学的活動を通した授業の多くは,概ね,「既習事項

を基に,学習する内容,数や図形の性質などを兄いだし」,

「兄いだしたものを数学的に説明し,伝え合う」という

授業展開で構成されている。ただし,数学的活動を通し

た授業が,兄いだし,説明することで終始してしまって

いる危惧もある。授業者は,より質の高い授業を目指し

ていきたい。

また,「式を読み取り,伝えること」,「多様な解決方

法や多様な答えを見つけること」,「発展的に考え,統合

すること」なども大切な数学的活動と捉えたい。このよ

うな活動ばより質の高い数学的活動を促すものでもあ

る.さらに,「数学を使って,日常場面での問題を解決

していくこと」も積極的に仕組んでいきたいものである

が,中学校ではまだその実践は少ない。

(3)数学的活動を通した授業の効果

数学的活動を通した授業の効果について,授業者は,

「数学的に考える力(数学的な見方や考え方,思考力,

判断力,表現力等,論理的思考など)が身につく」,「算

数"数学に対する関心・意欲・態度(学習意欲)が高ま

る」,「算数・数学に関する知識・理解が確かなものとな

る」,「算数・数学のよさを実感できる」,の4つの効果

を実感している。また,中学校では　自分たちの考えや

判断,結果などを,式や表,グラフ,さらには言葉など

を通じて,数学的に伝え合う授業ができた,と感じてい

る授業者も多い。

数学的活動を通して,数多くのより豊かな数学の授業

が展開されることを,これからも望みたい。

<参考文献>

山崎浩二ほか77名(2014),算数的・数学的活動の指導

の体系化およびその評価方法の開発研究

報告書(第2年次)
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平成26年度　各委員会の活動報告

数　式　委　員　会

文字式の指導
一第3学年における文字式の指導一

本委員会では4年間に渡り,文字式の指導について研究

を行ってきた。学習指導要領が変わり,小学校でも文字式

が扱われるようになったことから,毎年研究対象学年を変

えて調査を行い,中学校での文字式指導のあり方を再検討

してきた。本年度は中学第3学年における「式の読み取り」

の力を調査するとともに,その力をつけるにはどのような指

導が有効であるか,具体的な授業案についても検討をした。

実態調査を通じて,第3学年になっても第2学年までの

既習事項の定着は十分とは言えないが,繰り返し類似課題

を目にすることで徐々に定着してくる生徒が多いこと,文

字式の理解のつまずきは,第1段階が式表現,第2段階が

証明だと考えらえること,などがわかった。また,第3学

年で展開や因数分解を学習することから,変形した式の意

味を読み取る授業を行うことで,生徒たちの式の見方もよ

り深まるのではないか,という委員会内での討議に基づき,

授業例を考案・実践することができた。生徒たちが式の有

用性を感じ,興味をもち続けることができる教材の工夫が

今後の課題であると考える。

(文責　三鷹市立第三中学校　矢澤　理恵)

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5一

本研究は8年目の継続研究であり,指導の問題点として

数量関係の指導に時間をとられ図形指導をじっくりと行

うことができない。生徒の実態として小学校で学習してい

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

域は興味関心がもたれにくい等が示唆されていることによる。

そこで今年度ば図形領域以外でも図形学習に関連する

教材で,既習事項の確認や用語を用いて説明をすること,

「数学的活動」を図形学習の中で取り入れた実践授業を実

施して課題と問題点を明らかにし,より効果的な教材開発

をすることを中心として検討を行った。

実践授業の結果,①数量について文字式で表したり文字

式から読み取ったりする活動では,図形について既習事項

を確認してから行うとより効果的でありその理解が深ま

ると考える。②グループでの活動については,個人の活動

時間とのバランスでより効果的な授業展開できると考え

る。グループの活動時間も,そのグループ内の生徒が相互

二　彊漢雪

に課題を話し合う時間,グループ発表の時間と聞く時間,

グループでのまとめの時間を区別することで,学習意欲の

同上が見られだと考える。⑧発表することを通して,ICず

の使用についても自然と慣れてくる。

まとめとして,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の充実することで見方・考え方がよ

り強調される。②図形の指導時数は,全時数の1I3で実施

していきたい。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・考え方をこまめに指

導する。

今後の課題として,図形に対する見方・考え方を効果的

にすすめるためにl算数の題材を数学の教材としてアレ

ンジする　正各領域での教材の選出と教材例の総括　証

教材展開と指導の工夫　料(図形指導を踏まえた)年間指

導計画の作成などが挙げられる。

(文責　練馬区立大泉学園中学校　勢子公男)

教育課程委員会

本委員会では昨年度に引き続き「中学校における『割合』

の指導について」を研究主題として,「おうぎ形の計量」に

焦点を当てて研究を進めた。小学校算数の教科書における

2分の1円や4分の1円(「おうぎ形」の用語は未習)の

取り扱いについて調べるとともに,過去の各種学力調査の

結果を分析した。調査結果からは,おうぎ形の弧の長さや

面積を求めることが生徒に十分に定着していない実態が

明らかとなり,基礎的・基本的な学習内容と位置付けられ

る「おうぎ形の計量」に課題があることが分かった。

これらを踏まえ,l年生「おうぎ形」の学習場面におい

て,d360の割合としての意味を考えさせ,「おうぎ形の弧

の長さや面積を求めること」を目標とした授業を検討した。

この際,公式化を急ぐのではなく,割合の考えを意識的に

印象付ける指導を行い,aI360の割合としての意味を考え

させることで,弧の長さの求め方を理解させるように配慮

した。ただ公式を覚えさせるのではなく,おうぎ形と円と

を対比させ,割合の考えを基に,いつでも弧の長さや中心

角の大きさを求められるようにすることをねらっている。

今後,授業実践を通して成果と課題を検証し,より効果的

な指導方法を研究していく。

(文責　荒川区立尾久八幡中学校　蓮沼喜寿)

確率統計委員会

「質料の活用」領域における教材研究

今年度は,第1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のできる課題を作成し,研
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究を行った。年間指導計画のなかで「資料の活用」領域は

3学期に扱うことが多い。この時期になると「桜の開花予

想」が社会的にも話題となり,生徒にとって興味関心を

もって取り組めると考えられるため,桜を題材として取り

上げた。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丁寧に考えさせた。また検証

結果から,どのように資料の傾向を読み取り,結論付ける

かといった表現方法の工夫として,統計的問題解決過程,

PPDACサイクルを取り入れた指導案を作成した。平成

26年8月の全国大会(米子)や,同11月の関東大会(水

戸),また平成27年1月の都中敷研発表大会では,パソコ

ンを活用して表計算ソフトやグラフ作成ツールを用いた

指導方法や,検証結果から,どのように資料の傾向を読み

取り,結論付けるかといった,表現方法の工夫も取り入れ

て発表を行った。今後は数学的活動の充実のために,PP

DACサイクルによる統計的問題解決学習を引き続き研

究し,授業で積極的に取り入れ,なぜそのような結論を導

き出したのかを,筋道を立てて説明することのできる教材

研究を進めたい。

(文責　世田谷区立駒沢中学校　西川　慶介)

評　価　委　員　会

平成26年度　活動報告

本委員会は現役会員数が少なくて一時期休会していま

した。会を再開しましたが,勤務校での仕事の合間を縫っ

て集まって研究することが難しく,大会での発表はできて

いません。委員会では主に試験問題を研究して,生徒の

学習到達度などを評価するよりよい方法について考えて

います。よく「指導と評価の一体化」ということばが言わ

れていますが,評価を指導の改善に生かすことによって指

導の質が高まると思うので,そのために研究を深めていき

たいと思います。

少人数指導を行い,同じ学年の生徒を複数の授業者が見

ている中で,統一した「評価」をする難しさに悩んでいる

先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。評価委員会

では引き続き会員を募集しています。数学指導においてさ

まざまな悩みをもっている若手教員から何十年も数学教

育に情熱を注いだ実績十分な先生まで,知恵を出し合いな

がらよりよい数学指導のあり方について話し合いませんか。

(文責　葛飾区立上平井中学校　揚浅　浩)

導入法委員会

「『同様に確からしい』ことを実感できる実践例」

今年度は,第2学年で学習する『確率』に研究主題を設

定した。設定理由は次の3つである。日の出方の偏らない

サイコロと偏るサイコロを用意し,その日の出方を比較す

る活動を通して,『同様に確からしい』ことの意味を実感で

きる教材の開発。そしてその指導法の工夫。さらに若い教

員に向けた実践例の提示などである。

そこで,一見すると区別のつかない,3種類のサイコロ

を教材として用意し,生徒の興味・関心を引き出しながら

『同様に確からしい』ことの意味を実感させる授業研究を

行い,成果と課題を考察した。

成果として,生徒が目的をもって実験に取り組み,その

結果について考察を深め,そのことで『同様に確からしい』

ことへの理解が深まったと考えられることである。また,

課題としては,『同様に確からしい』サイコロで,出る目の

度数が大きく偏ったときの対応,相対度数の意味とそれを

計算する必要性を強調する方法などを検討することである。

本委員会では,今後も各領域でさらなる教材開発や指導

法の工夫を提案していこうと考えている。

(文責　小平市立小平第六中学校　太田謙一)

関　数　委　員　会

「変化の割合」の指導について
。○○速さに関する課題を.変域を拡けて考察する一

今年度は,第2学年「関数の利用」場面における関数

y二の十bのa.bの意味(負の場合も含む)の指導と実践

について研究を進め,全国算数・数学教育研究(鳥取)大

会と都中敷発表大会で発表した。

2つの電車が走行する課題場面において,変数(時間と

位置)の変域を負へ拡張したり,関数y=α+bのa.bを

負へ拡張したりしてグラフを考え,問題を解決する課題を

作成し,実践を試みた。

l年の正負の数の単元では,時間や位置について符号を

使って表すことを学習しているものの,関数の学習におい

て,位置のよみ取りや,右下がりのグラフのよみ取り,

y二の十bのa.bの意味の理解において困難性がみられ,

課題も明らかになった。これらを踏まえて改訂指導案を作

成し,十月に再度授業を行った。

今後は,速度の概念と変化の割合の概念の関連について

基礎的な研究を進めるべく,指導案の作成・検討を行い,

授業実践に取り組んでいく。

(文責　練馬区立開進第一中学枝　堀　孝浩)

指導法委員会

指導法委員会では,「言語活動を通して,数学的な考え方,

態度を育てる」というテーマで研究を進めていくことにな

りました。今後は,言語活動を取り入れた授業を各単元に
一時間以上考え,課題を一覧にして,指導方法を考えてい

く予定です。

次回は3月26日を予定しています。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)
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数学指導技術向上研修会の報告

数学指導技術向上研修会ば今年度で12年目を迎え

た。今年も若手を中心に多くの教員が参加した。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めざし,実施している。

各自が事前に準備した学習指導案による指導案検討

はもとより,抱えている課題や個別の授業に関する相談,

日々の実践に役立つ情報の提供などを中心に,講師の先

生方を交えた少人数グループでの意見交換や講師によ

る指導を行った。

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26年8月20日(水)

<午前の部>　　　9　00へ12　00

<午後の部>　13　00へ16　30

4　会　　場　　台東区立御徒町台東中学校

5　参加状況　　<午前の部>　　36名

<午後の部>　　33名

6　実施形態

<午前の部>

・東京都中学校数学

教育研究会長挨拶

研修の進め方等の

説明
・講師紹介,各委員

会の活動紹介

数学学習機器のデモンストレーション

ゼミ形式(少人数グループ指導)その1

参加者が抱える課題ごとにグループ編成(4名から

8名程度)し,各グループを2名から4名程度の講

師が担当した。

①各自が持参した(今後実施する研究授業等)指導計

画・指導案について,参加者同士の意見交換や講師

による指導

②参加者が抱える課題について,参加者同士の意見交

換や講師による具体的な指導・助言

<午後の部>

平成25年度

東京都研究員活動

報告

平成25年度

東京都開発委員活

動報告

ゼミ形式(少人数クルーフ指導)その2

午前中同様に,以下の内容を行った。

①各自が持参した(今後実施する研究授業等)指導計

画・指導案について,参加者同士の意見交換や講師

による指導

②参加者が抱える課題について,参加者同士の意見交

換や講師による具体的な指導・助言

③研修のまとめ,講師による講評

7　語　　間

東京都中学校数学教育研究会OB・現役役員

東京都中学校数学研究会各委員会委員等

計　47名

8　成果と課題

研修会終了後の参加者アンケートから,すでに複数回

参加している教員がいることがわかった。

ほとんどの参加者から「とてもよい研修になった」と

の意見があり,「教材のデモンストレーションは興味あ

るものでした」「同じ様な悩みを抱えている先生方との

ディスカッションは,とても刺激になった」「講師の方々

の知識が豊富で,適切な助言をいただき,非常に勉強に

なった」などの感想が書かれていた。

また,「工CTの活用例を聞きたい」「他のグループの

様子も知りたい」「実際に行った授業の指導案や授業内

容を,もっとたくさん知りたい」「具体的な授業を見て

欲しい」などの要望もあり,デジタル教材を使った授業

実践等,本研修会の内容について今後も検討していく。

一　瓢漢雪



第69回関東都県算数〃数学教育研究 
(茨城)大会報告 

身近な問題を解決する学習を取り入れた授業

一見通しをもった数学的活動の取組を通して一

国分寺市立第五中学校　橋　本　麻衣子

1研究のねらい

私たちはこれまで,資料を活用する力を育成することを

ねらいとした学習指導案を作成し,授業実践を行ってきた。

日常生活においては,数あるデータの中から必要なものを

取り出す力が大事になる。今回私たちば　どのような観点

で資料を収集すればよいかを考えさせ,予測に基づき検証

し,検証した結果を活かすことのできる課題を考えた。課

題解決の中で,資料の活用の授業において重要であると考

える統計的問題解決過程,PPDACサイクルを経験させる

ことにした。

2　研究内容

第l学年「資料の活用」のまとめとして,統計的問題解

決過程を経験させることのできる課題として,以下の条件

を満たすことが必要であると考えた。

①課題が生徒にとって身近であること。

②自分たちで必要な資料を選択し,収集することができ

るもの。

③調べた結果を活用することができるもの。

上記のような条件を満たすものとして,「桜の開花日の予

想方法を見つけ,今年の開花日を予想しよう」という課題

を作成した。

この課題を解決するために,以下のような手順で学習を

進めることにした。

①桜の開花日はどのように予想できるか,またどのよう

な資料が必要かを考えさせる。

②資料を収集し,仮説を立てる。

③統計処理を行い,傾向を調べ,検証させる。

④検証する過程で,適宜仮説を修正する。

⑤結論を導き,活用する。

3　研究のまとめ

・生徒にとって身近であり,社会的にも関心が高い話題を

題材として取り上げたことで,生徒が興味関心をもって

課題に取り組むことができた。
・課題を解決するために,どのような資料が必要かを考え

させることで,本来の目的にあった資料を収集する大切

さを学ばせたい。
・今後も生徒が自ら予想を立て,必要なデータを収集し,

検証することができる題材を見つけたい。

第96回　全国算数"数学教育研究 

(鳥取)大会報告 

「変化の割合」の指導について

-速さに関する課題を,変域を拡げて考察する-

足立区立第十二中学校　稗田　浩士

「関数の利用」場面で課題解決のために,座標平面を全

象限まで拡張し,関数y=α十bのa,bの意味の理解を

深める指導を,特にa<0の場合を中心に考察し,実践を

試みた。

1中学校第2学年での関数指導

第2学年では,1次関数y=α十bはa,bの値を負ま

で拡げグラフは全象限まで扱う。また,関数の利用では,

a<0となる課題場面を設定し,変化の割合の負への拡張

がなされているものの,座標平面については第I象限のみ

取り上げており,全象限への拡張はなされていない。この

ことは,数学の基本姿勢である拡張の考えを兄いだす学習

につながっていかない。

そこで,第1学年の関数の利用の指導案の見直しや第2

学年の実態調査の結果を踏まえ,第2学年で,速さに関す

る課題を開発し,実践することにした。

2　指導展開と考察

【課題場面】A駅とB駅があり,途中にK踏切がある。赤

電車と緑電車は,A駅一B駅間を往復する。

①赤電車がA駅を出発してからの時間とK踏切へ行く

途中までの道のりの関係を表すグラフのよみ取りを

する。

②赤電車がK踏切を通過する時間と,B駅に到着する時

間を求める。

⑧B駅からA駅へ向かう緑電車の走るようすを表すグ

ラフをかき,式を求める。

④2つのグラフの交点の意味を考える。

⑤赤電車と緑電車のどちらが速いか考える。

⑥K踏切の遮断機が閉まる時間を考える。

座標平面上で,A駅の位置はよみ取れたが,K踏切やB

駅の位置のよみ取りは困難であった。また,y=α+bの

aやbの意味の理解を深めるために,切片を「-18,12」

ではなく,「臆18,十12」とみて,向きを意識させること

や,変化の割合「-0.8,1.2」ではなく,「-0.8,十1.2」

とみて,速度の概念を意識させることが大切である。

(3)今後の課題

変化の割合の見方や考え方を視点とした関数の利用の

指導計画や指導案を見直すとともに,速度の概念と変化の

割合の概念の関連について基礎的な研究を行う。
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地　　区　　だ　　よ　　り

<中　央　区>

中央区立晴海中学校　小谷　周-

1研究主題

「ICTを活用した授業の工夫」

2　主題設定の理由

量CTの教育現場への活用のために,電子黒板・プロ

ジェクター等の機器が導入され,校内しANが整備された。

それに伴い,実際に授業を行う教育現場ではICTの

活用方法や指導できる能力の修得が求められている。

そこで,今年度の数学部会では,各校でどのようにIC

Tを活用しているか,また効率のよい活用方法を進めるた

めに何が必要かを検討し,ICTを活用した授業の工夫を

研究することにした。

3　研究の経過及び内容

4月　研究課題の設定,年間指導計画の検討

5月　工CTを活用した授業の現状

研究方法の確認

6月ICTを活用した授業の実践報告

研究の進捗状況と今後の研究方法の確認

9月　研究授業について検討

10月　研究授業・研究協議

授業者　中央区立日本橋中学校

早見　律子　教諭

内　容　比例・反比例

指導・講評　元全日本中学校長会長

元東京都中学校教育研究会数学部長

三町　章　先生

11月　研究のまとめ作成・検討

1月　研究成果のまとめ

3月　来年度の研究テーマ等の検討

4　まとめと今後の課題

今回,各校での量CTの機器環境や,活用事例などを共

有することにより,萱CTを活用することや,どのように

授業を展開していくのが効果的かを共通理解することが

できた。

特に研究授業では,具体的なICTの活用授業を通し

て,様々な意見交換をすることができた。

ICTを活発に活用するには,機器環境の整備ととも

に,指導者の指導能力の向上が必要となる。

各校で与えられた環境は異なるが,その状況に応じて活

用を図り実践を進めて課題解決に取り組む。

<立　川　市>

立川市立立川第五中学校　梶山　剛史

1研究主題

「基礎・基本を身に付け,主体的に学ぶ力を育てる」

へ学ぶ意欲をもった生徒の育成→

2　主題設定の理由

昨年度まで,言語活動の充実を通した確かな学力の向上

を図る授業作りを目指し,子どもたちの生きる力の育成を

図ってきた。本年度はそれを受け,生徒の学ぶ意欲を高め

ることで,基礎学力の向上を図ることをねらいとした。

3　研究の経過及び内容

5月　立川市立中学校教育研究会

研究内容の確認　研究授業者の決定

7月　研修会

テーマ　「図形の証明に関する授業事例の研究」

講　師　東京都教職員研修センター教授

小宮　賢治　先生

8月　研修会

テーマ　「研究授業の指導案の検討」

講　師　葛飾区立奥戸中学校校長

久我　正次郎　先生

10月　研究授業「相似な図形」

授業者　立川市立立川第一中学校

桐ヶ谷　俊輔　主任教諭

講　師　東京都教職員研修センター教授

小宮　賢治　先生

2月　立Ii旧立中学校教育研究会

まとめと来年度の計画立案

4　まとめと今後の課題

立月旧では,各教科で夏季休業中に研修会を2回,10月

に研究授業を実施している。数学部会においても,研修会

や研究授業を通して,市内各校に共通の課題を明らかにす

るとともに,授業改善を進める上で他校の実践例等を参

考にすることが出来た。特に,各回に講師の先生をお招き

して御指導頂いたことによって,一層充実した研修会と

なった。

今後は,生徒の学力向上のために,各種学力調査の結果

や生徒アンケート等のデータを基に授業改善を一層進め

ていく。また,生徒の学びを確実なものにしていくために,

小中連携教育活動の充実を図り,小中9年間を見通した算

数・数学教育を意識した授業づくりを進めていく。
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平成26年度　調査研究報告「数学教育推進にかかわる実態調査」

一授業の改善のために-

調査部長　葛飾区立奥戸中学校長　久我　正次郎

1調査の概要

(1)調査の目的

平成26年度の中学校における数学教育推進上の諸課題等

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。

(2)調査方法

都内公立中学校617校(島しょを含む)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,5つまたは6つの選択肢から1つま

たは2つを選択することとした。8間中2問はよりくわしい

状況を把握するため,記述できる選択肢を設けた。回答校数

は557校で回答率は90.3%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　自校数学科の課題

「量CTを活用した授業」が72.0%と最も多く,次いで「基

礎・基本を徹底させる指導」が47.9%,次に「言語活動を充

実させた授業」が46.3%である。

「ICTを活用した授業」は25年度の調査でも最も回答数

が多かった。ICT機材(パソコン,電子黒板,ソフト等)

の導入は各地区で進んできている。しかし,ICTの授業へ

の具体的な活用方法に関しては多くの学校で自校の課題と

なっている。

設問2　授業カを高めるために研修したい点

「数学的な見方　考え方を引き出す発問」についての研修要

望が60.7%と高く,次に「多様な考えを引き出す教材の工夫」

が46.0%である。「数学的な見方・考え方」をどのように育

てるのか研修したいという要望を表す結果となっている。

設問3　数学的な活動を取り入れた授業の頻度

「教科書の各章毎に1回以上」が67.1%と最も多い。教科

書の各章の導入や活用の場面が工夫されており,授業で数学

的活動を行いやすい。このことも各章毎に1回以上という結

果に反映されていると思われる。さらに,毎時間実施してい

ると回答した学校も70%ある。-方,ほとんど行っていな

いと回答した学校が83%あり,各校の事情により実施が難

しかったことが分かる。

設問4　授業に取り入れにくい数学的活動
「日常生活で数学を利用する活動」が72.0%と最も多く,

次に「数学的な表現を用いて,自分なりに説明し伝え合う活

動」が657%である。文部科学省の指導要領解説で　日常生

活や社会で数学を利用する活動を特に中学校数学科におい

て重視するものの1つとしているが,実際の授業では取り入

れにくいと回答している学校が多く,指導の難しさを示す結

果となった。

設問5　ICTを活用した授業の頻度

「ほとんど行っていない」が他の回答より極端に高く

70.9%である。「教科書の各章ごとに1回以上」が18.3%,

「毎時間」が7.0%である。

設問6　重CTを活用した授業の内容等
「デジタル教科書」が15.4%である。この割合ば　デジタ

ル教科書の普及率と捉えることもでき,今後どのように変化

していくか注目したい。「ICTを活用したいが機材が不十

分で活用できない」が48.1%で,最も多かった。この約5割

という数値と設問5「量CTを活用した授業をほとんど行っ

ていない」が約7割ということから,2割程度の学校は「機

材は整備されているが,ICTの活用には至っていない」と

推測することもできる。

設問7　基礎計算力を高める手立て(実行例)
「スモールステップによる反復練習を行う」が64.3%と最

も多かった。次が「補習を定期的に行う」47.0%,3番目に

「毎時間確認テストを行う」406%,そして「毎時間宿題を

出す」36.4%である。それぞれの回答は単独で行うのではな

く,確認テストと宿題というように効果的な指導を2へ3結

び付けて行われている。

設問8　新入生に十分に定着が図れていない内容

「割合,%の理解と計算」が887%で最も多く,次に,「分

数,小数の計算」が777%である。中1の段階で分数,小数

の計算,割合,%の理解と計算を確実にできるように指導し

ていくことが,数学を学んでいく上で大きな課題となってい

る。小学校の学習内容と密接なっながりがある指導事項であ

り　算数指導との連携を図ることが重要である。

3　まとめ

今回の調査結果から,各地区でも課題となっている事例に

ついて先行研究や実践事例を紹介し,有効な指導法の共有化

を図れれば何よりである。また,「数学の見方　考え方を引

き出す発問」など各設問の回答から,求められている研修や

講演などを都中敷として企画していきたい。

回答いただいた各校の先生方,各地区の配布集計をされた

連絡理事の先生方のご協力により本調査を報告することが

できたことを感謝申し上げる。
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