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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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用型授業」への授業改善です。よって今後ますます
ICT機器の活用や習熟度別指導の工夫改善が求めら

本研究会は,本年度も「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。

れます。
方,基礎・基本の確実な定着を図ることが,「やれ
ばできる」という自信を生徒にもたせます。これが都
の考える,スタンダ ドの実践が求められている所以

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,評価委員会,以上8つの委員会
が活発に研究活動を行っています。各委員会の構成員
は,区市町村の枠を越えて活動をしています。

習を重要視し,基礎・基本を定着させることは不易で
あり,いつの時代であっても欠かせないと考えます。

また,5月には筑波大学蒔苗直道准教授の「数学
を通して生徒に身に付けてほしい資質・能力」の講演
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と考えます。必要に応じて暗記・暗唱さらには反復練

会を実施しました。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」を実施し,研究員・開発委員の発表と共に,専門
講師による学習指導案の指導・助言を行います。さら
に1月には研究発表大会を実施し,1年の成果を発表
いたします。
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私たちは,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く必要が
あります。しかし,個人で行う自己研修では,限界は
否めません。視野の狭い領域でとどまっていたり,固

定的な発想にとらわれていたりする恐れがあります。
学校の小規模化が問題となっている現在,1校の数学
科教員のOJTによる研修にも限界があります。
多くの教師が交流し,授業を見せ合い,教材を工夫
し,意見を交換していくことが必要です。従って本研

数学科教員への期待

アメリカのある教授は「将来,今の子どもたちの
65%は,今は存在しない職業に就くだろう。」と驚
くべき予測をしています。アクティブラ ーングの活
用が問われているのは,将来の社会を生き抜くための
確かな「力」を身に付けなければならないからです。
この「力」とは「あらゆる諸課題に向けての解決をど
のように図っていくか」です。「言われた通りにしか

研修の大切さ

究会では,教育委員会はもとより,大学や行政,各種

教育研究機関から指導・助言をいただくことを積極的
に考えて,実行して参りました。
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,より良いものに磨かれ,子どもの指導に

還刀されていくことを強く期待いたします。

できません」では通用しなくなります。現在多くの中
学校で,話し合い活動やグループ活動,実験,観察な

目

どを重視した授業展開をそれぞれ工夫しているとこ

会長挨拶……

ろです。これは近い将来のために,主体的な学びに
よって思考力,判断力,表現力さらに課題解決力を養
い,これからの社会を生き抜く力がますます求められ

講演会要旨(5月8日)

各委員会の活動計画・
数学指導技術向上研修会のご案内……

油日

8

平成27年度総会の報告‥…・

7

動的な授業に切り替えさせなければなりません。つま
り「進んでやる学習への転換」であります。教師主導
型の「教える授業」から生徒の主体性を取り入れる「活

6

各委員会の代表者・連絡先・
全国大会等の開催案内・‥
地区だより(港区・武蔵野市)

5
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ることを考えてのことです。そのためには,生徒自身
が基本的な学習習慣を身に付け,受け身の授業から能
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平成27年度

東京都中学校数学教育研究会(平成27年5月8日)講演要旨

数学を通して生徒に身につけてほしい資質・能力
筑波大学

蒔

苗

直

道

検討の過程で,資質・能力への必要性は,学習指導要領
の目標である「生きる力」や第2期教育振興基本計画で

1資質・能力への着目

平成25年の国立教育政策研究所の報告書『社会の変
化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基
本原理』では,21世紀型能力として以下の図lを提案
している。ここでは次期教育課程に向けて,その編成
原理として,次の3点を共通認識とする必要性があると

示された日本の未来像である「自立」して生きる個人同
士が「協働」してよりよい社会や人生を「創造」するこ
と,様々な課題に既存の解(知識)を統合し新しい解を

述べ,この原理に基づいた21世紀を生き抜く力の育成

提案できる力が社会から要請されていることを受けた
ものと説明され,次期の教育課程編成に向けてのキー概

を教育目標に掲げて,その試案として,この21世紀型

念となっている。

能力を示している。
○社会の変化に対応できる汎用的な資質・能力を教

2 資質〃能力の育成
この検討会では,国立教育政策研究所から,教科を通

して生徒の資質・能力を育成することを考える際に次の
2つの方向性が提案されている。

育目標として明確に定義する必要がある
〇人との関わりの中で課題を解決できる力など,社
会の中で生きる力に直結する形で,教育目標を構
造化する必要がある
○資質・能力の育成は,教科内容の深い学びで支え
る必要がある

第一ば教科の学び「が」資質・能力を育成すること
である。教科で学んだ概念を基にしたものの見方が資
質・能力の基本となることで,「資質能力化する知識」
とも言われる。第̲は,教科の学び「で」資質・能力を

育成することである。教科を学ぶときの学び方(経験)
が資質・能力の育成につながると説明されている。子ど
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もは,両方の学びを統合して「協働する力」の基礎にす

園

ると説明されている。
3 取り上げた事例
こうした生徒の資質・能力の育成を視野に,いくつか
の教材を検討した。
(1)四角形の個数
右の図に,四角形はいくつ

あるでしょう。(日本数学教
育学会誌

田

薫襲繋重罪
図121世紀型能力

2015年4月号)

・個数を求める
・求め方を式で表す(5通り)
・表した式の意味を考え,関連付ける
・九九表や既習の内容,考え方の関連付け
(2)式の計算の利用(教科書教材)
2つの続いた奇数の積に1を加えると,4の倍数にな

勝野頼彦研究代表,2013,p.26

ります。このことを証明しなさい。
この21世紀型能力は,①思考力を中核にして,②思

考力を支える基礎力と③思考力の使い方を方向付ける
実践力の3層構造で示されている。
こうした生徒に身につけてほしい能力・資質に関する
議論は,文部科学省の「育成すべき資質・能力を踏まえ
た教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会」で議
論され,平成26年に論点整理が発表されている。この

ー2一

・奇数の場合の証明・偶数の場合の証明
・奇数と偶数の統合・和と差の積の公式
この他,平成27年度全国学力学習状況調査の問題な

どを取り上げた。
主要参考文献

勝野頼彦研究代表(2013)社会の変化に

対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本原
理,国立教育政策研究所

平成27年度 丿X効醜檍,ﾈｨ

霽h枌

などをおこなう予定である.。
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さらには,今までの「数学的活動の観点」の教材を再集約
した(数学的活動)教材集の作成も考えている。

数式領域の習熟度別授業展開
本委員会は,月にl回程度研修会を開き,数式領域の教

本委員会では,図形だけでなくいろいろな領域での話題

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

も積極的に意見交換が行われています。活動に興味を持た

どを行っています。昨年度までの4年間は小学校6年生か

れた先生方の参加をお待ちしています。

ら中学校3年生までの「文字式の指導」をテーマに,指導

(文責 練馬区立大泉学園中学校 勢子公男)

前後の生徒の変容の調査とその分析,調査結果を踏まえた

授業案を検討してきました。文字に対する意識調査なども

教育課程委員会

行い,文字式を使うことの有用性の感じ方についても把握

に努めてきました。

平成27年度 活動計画

今年度は,4年間の調査・検討で見えてきた生徒のつま

本委員会では,毎月1回の定例会を基本に活動していま

ずきのポイ/トや効果的な指導法を生かして研究を進め

す。単九・領域にこだわらず,生徒がつまずいていること

ます。テーマを「数式領域の習熟度別授業展開」とし,生

や,授業で困ったこと・悩んだことから出発して研究を進

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

め,より良い授業や教材,望ましいカリキュラムづくり等

いて検討をします。習熟度に合わせた教材開発や,その逆

に向けて提言できるように努めています。

に1つの教材を習熟度に合わせて授業展開させていく方

現在は,『中学校における「割合」の指導について』を研

法など,委員各自が実践している授業の情報交換を軸に,

究テーマに,割合の見方・考え方を育むことを目指した,

新たな教材についても検討を進めたいと考えています。

第1学年「おうぎ形」の学習についての指導案や教材の検

本委員会の活動に興味をお持ちいただいた方は,ぜひご

討を行っています。おうぎ形の計量は基礎的・基本的な学

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

習内容と位置付けられるものであるにも関わらず,生徒に

す。

十分に定着させることができていない実態が,各種調査か

(文責

二鷹市立第二中学校

矢澤理恵)

ら明らかになっています。これを踏まえ,弧の長さや面積
を,割合を用いて比較するにあたって,角度の割合を用い
図

形
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る必要があることを十分に考えさせ,理解できるようにす

ることを意識して指導案を作成し,授業実践を行いました。

図形委員会活動計画

本年度は昨年度までの研究を顧みながら,既習事項を大

8月に札幌で行われる全国大会にて,ここまでの研究の報

切にした図形指導について,特に生徒が振り返りを意識す
るような教材を取り上げ,その指導や展開の工夫を検討・

告を行う予定です。

考察を加える予定である。

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

例えば円周の長さと円周率,円の面積(これは小学校で
も扱っている),球の体積や表面積などの指導の取り扱いに

本委員会の活動に興味をもたれた方は,委員長の蓮沼ま

いたします。
(文責

荒川区立尾久八幡中学校

蓮沼暮春)

ついて検討していくことを考えている。
中学では,これらを文字式で公式化したり求積したりす
ることで使用するが,如何にして導かれたかなど公式その

ものを話題にして「図形領域を指導しているとき」だけで
なく,「数式や数量の領域など関連があるときは指導して

確率統計委員会
「資料の活用」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

における課題を取り上げ,それを解決するために必要な

みよう」ことをテーマに検討していくこととした。
そのために,

資料を収集し,統計処理をして,資料の傾向を分析する

i

ことを大切にしています。

算数の教材(題材)のアレ/ジも視野に置く

迫 各領域での教材の選出と教材例の総括

そのために,資料を活用する力の育成をねらいとした

証 教材展開と指導の工夫

学習指導案を作成し,授業実践を行っています。
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昨年度からは,実在する多くの資料を取り上げ,その中

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

から必要な資料の取り出し方や,まとめ方を考えさせる授

あるのかを検討する。そして,それを基に指導案を作成し,

業実践例について研究をしています。

実際に授業を実施して,その検証を行っている。

今年度は,平面図形における作図」に着目した研究を深

また,日常生活における課題は資料が多いため,パソ
コンの表計算ソフトやグラフ作成ツールを使用すると,

めることにした。着目理由としては,次の2点である。

1点目は,作図の方法について,生徒の理解がなかなか

効果的に統計処理することができます。収集した資料か
ら傾向を読み取り,課題解決のためにどのような処理が

深まらない点である。

2点目は,作図をするときに定規やコ/パスをうまく使

適切か,どのように判断するか等の表現方法についても

えない生徒の授業への参加意欲が高まらない点である。

研究をしています。

そこで平面図形の作図について,生徒が興味・関心を高

今後は数学的活動をより実践的なものにするために,
PPDACサイクルによる統計的問題解決学習を研究

め,生徒一人

し,授業の中に取り入れ,結論を導き出すまでの過程を

作成・研究授業・検証を行っていく予定である。

説明できるような授業実践例を,作成したいと考えてい

人が操作活動できる教材を開発し,指導案
(文責

国分寺市立第一中学校

太田謙一)

ます。
一昨年から作成した資料を統計グラフコ/ク ルに応募
関

し,生徒が統計グラフをより身近に感じ,興味・関心を

もてるような指導にも取り組んでいます。
(文責

荒)l区立第二中学校

数
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活動計画

本委員会では,中学校3年間の関数指導の目標を掲げ,

西)I慶介)

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。
評

価

27年度

委

員

会

昨年度から,速さに関する「2つの1次関数を相対的に

活動計画

捉える見方 に視点をおき,具体的な場面を通して問題解

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

決を図る学習について考察し,実践する研究を行っていま

す。8月には全国(北海道)大会で発表する予定です。

また,平成24年8月に出版した「中学校数学科

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。

関数

今年度も,先生方が普段作成している定期考査の問題を

指導を極める」(明治図書)をもとに,授業力の向上や研究

持ち寄って,部員相互で検討しています。生徒を評価する

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。

重要な指標である定期考査をよりよい評価資料にするた

普段の活動では,関数指導をはじめ,数学教育全般に関

めのアイディアを出し合っています。さらに「評価」という

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。

枠にとらわれず,ざっくばらんに先生方が持っている知恵

活動に興味をお持ちの先生方は,ぜひご連絡ください。

を出し合ってよりよい数学指導のあり方を考えています。

(文責

練馬区立開進第一中学校

堀

孝浩)

ここ数年,大会での発表はありませんが,研究をした成

果を,大会で発信していけるよう日々準備しています。

指導法委員会

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

27年度

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。
(文責

活動計画

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ます。
江東区立深川第̲中学校

湯浅

各単刀での言語活動を取り入れた授業について検討し,

浩)

指導方法を考えていきます。

指導法について興味のある方や、一緒に活動してくださ

導入法委員会

る方はぜひご連絡ください。

今年度の活動について

(文責

本委員会では,日頃の授業に役立っ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
は,生徒が意欲的に授業に取り組むためには,どのような
‑4‑

杉並区立荻窪中学校

古庄恵実)

平成27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13年目を迎えま

6

会

場

江東区立東陽中学校

・東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩8分

した。ここ数年,若手教員だけではなく中堅教員の参加
7

も増えてきています。

実施形態

ゼミ形式で数人を1グループとします。

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ま

グループ毎に講師が2,3名つきます。

す。特に若手,中堅の先生を対象に研究授業の学習指導

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

案作り,抱えている課題,個別の授業に関する相談や

を行い,講師による指導助言をします。

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(昨年度は47名の講師)と事前に申請のあった

また,平成26年度東京都教育開発委員会・教育研

テーマ別に少人数のグループごとに行います。

究員の研究報告を予定しております。

東京都中学校数学教育研究会は,東京都教育庁指導部

9

講

師

指導企画課より「東京都教育委員会研究推進団体」とし

東京都中学校数学教育研究会OB役員

ての認定を受けており,この研修会は,東京都教職員研

現役役員及び研究部各委員会所属委員等

修センターから「東京都教職員研修センター教育研究普

10

服務上の取り扱い

研修出張となります。

及事業」としての支援を受けて実施します。従って,服

務は「研修出張」となります。

11申込方法

昨年度は,全都から69名の先生方が参加され,熱心

全校に配布した開催案内に添付した申込書,または,

に研修に取り組みました。今年度も多くの先生方の参加

東京都教職員研修セ/ターのホームページ(サイト内

を期待しております。

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 ドし必要事項を記入の上,下記送付先に「都

1研修会名
2

受講対象

数学指導技術向上研修会

庁交換」又は「FAX」で送ってください。

東京都公立中学校数学科教員

送付先

※特に教職経験5年未満の教員

(〒135

並びに10年経験者研修対象教員
3

主

催

※支援

研修担当者

東京都中学校数学教育研究会

東京都教職員研修センタ

5

実施日時

江東区立東陽中学校長

春名

午後の部

9

13

12

申込締め切り

13

その他

秀夫

春名

江東区東陽2
03‑5690

1

秀夫宛
8

4034)

平成27年7月9日(木)必着

(1)東京都教職員研修センタ

平成27年8月21日(金)
午前の部

0016

FAX番号

「東京都教職員研修センター教育研究普及事業」
4

江東区立東陽中学校長

のホ

ムページに本研

修会の案内が掲載される予定です。
(2)平成28年1月28日(木)に第53回講演会・研究

00へ12

30

発表大会を開催します。毎年日々の実践に役立つ講演

30へ16

30

や研究部各委員会の研究発表があります。ふるっての

※午前または午後の部のみの半日単位も可能です。

参加をお願いいたします。

‑5‑

第97回

都中数の各委貴会
誰でも加入できます!
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。

8ﾙ 蟀 H r 数学教育
研究(北海 貯 X橙

1研究主題「社会に活きる算数・数学教育」
2
3

日
会

程

平成27年8月4日(火)へ7日(金)

場

・‑トリ文化ホール(開会式・シ/ポジウム)

・札幌市立向陵中学校(中学校部会分科会)
・札幌市民ホ ル(中学校部会講演)

・閉会式(札幌市立桑園小学校
※向陵中へWEB配信)

数式委員会
矢澤 理恵先生

4

(二鷹市立第二中学校

概

要

8月6日(木)

0422‑44‑618l‑2)

開会式・シンポジウム,

各部会(小・中・高校)講演
8月7日(金)

図形委員会
勢子

ワ

公男先生

(練馬区立大泉学園中学校

5

03‑3925・4492)

分科会・ポスターセッション・
クショップ,閉会式

講習会
8月4日(火)講習会(I)へ(Ⅲ)

8月5日(水)講習会(Ⅳ)一(Ⅵ)

教育課程委員会

蓮沼 喜春先生

場所

(荒川区立尾久八幡中学校

6

03‑3893‑7776‑7)

北海道建設会館

シンポジウム
・シンポジウム テーマ 「算数・数学科で子ども

たちに身に付けさせたい学び方とは何か

確率統計委員会
西)I

コーディネ

慶介先生

(荒川区立第二中学校

金本

03‑3801‑5808)

タ

良通 (埼玉大学教授)

シンポジスト

評価委員会
湯浅

中野 博之 (弘前大学教授)

浩先生

(江東区立深)l第̲中学校

03・3641・2877)

馬場

卓也 (広島大学教授)

細水

保宏 (筑波大付属小学校副校長)

大根田 裕 (筑波大付属中学校教諭)
浜野

i導入法委員会i
7
太田

中学校部会講演

謙一先生

園宗

(国分寺市立第二中学校

雅輝 (札幌市立緑丘小学校校長)

進(静岡大学教授)
「数学的活動と授業改善

演題

042‑572‑7143)

関数委員会
堀

孝浩先生

(練馬区立開進第一中学校

第7〇回 関東都県算数。
数学教育研究(栃木)大会

03‑3993‑2417‑8)

l指導法委員会l
古庄 恵美先生
(杉並区立荻窪中学校

1

大会主題

「ともに学ぶ算数・数学授業の創造」
03・3399・0196)

2

日

程

平成27年11月13日(金)
9.00

3

会

場

16:30

開会行事・記念行事

栃木県教育会館

中学校部会 宇都宮市立陽南中学校

一6‑

地

<港

仞b

b

り

<武蔵野市>

区>
港区立六本木中学校

1

だ

石原

武蔵野市立第六中学校 西村 祐平

素人
1

研究主題

研究主題

「主体的に考え、進んで表現する子供」

「数学的活動を重視した思考力や表現力を高める指
導法の工夫」

2

2

数学科学習指導要領には「数学的な思考力・表現力の
育成」主体的に問題を解決していく活動」の重要性が

主題設定の理由

グロ パル化する社会において、自ら考え、表現する

主題設定の理由

能力や資質が求められている。そこで、中学校「数学」
の指導において小学校「算数」の指導法に学び、数学的

示されている。本研究では、「課題提示からの問いの場

な基礎基本の上に立った数学的活動を通して、数学的な

指導を工夫することにより児童・生徒が主体的に考え、
進んで表現することができると考え、本主題を設定した。
なお、本市では小中学校合同で研究を推進してきている。

面」「自力解決をする場面」「学び合いの場面」の3つの

思考力や表現力の育成、特に数学的な言語活動に関する
指導法について考察し、日々の授業改善に生かしていく
必要があると考え、本主題を設定した。
3 研究の経過及び内容
5月

X

ｸ7ﾙ

ﾙ.

D隴Hﾇh柯,ﾈﾉ

:(

3

4月

Zｨ怦檠])

6月 研究主題の捉え方・手立てについて

7月の研究授業(小)の指導案検討

9月 侈Hｸh
hｼh XﾊHｸhｺhｶ2
・数学的活動を重視した研究授業
11月 宙揵(hﾘy:
侈Hｸh hｼh XﾊHｸhｺhｶ2
・小学校算数部会による研究授業
ﾙ

,ﾈﾜX

佶

組織編成

5月 研究主題・活動計画検討

ﾂ

6月 宙揵(hﾘy:
侈Hｸh hｼh XﾊHｸhｺhｶ2
・中学校数学部会による研究授業

1月 侈Hｸi̲

研究の経過及び内容

:"

7月

研究授業

小学校

8月

各校で研究

9月

各校で研究

10月 研究授業 小学校 第2学年「かけ算」

2月 侈HｸiJﾙUﾂ

04つの分科会(「学力向上分科会」・「小中連携分科会」・
「数学的活動分科会」・「思考力・表現力分科会」)に分

11月

12月、1月の研究授業の指導案検討

12月

研究授業

1月

け、それぞれ教材開発や検証授業を行い、分科会相互の

小学校 第5学年
「面積の求め方を考えよう」

研究授業

協議を行うことを通して研究を進める。
授業者

〇年2回、小学校算数部会と合同でお互いに研究授業を

中学校 第l学年
「平面図形 基本の作図」

武蔵野市立第一中学校

近藤

参観し、小学校の教員との意見交換を行う。
4

第3学年
「重なりに目をつけて」

2月

まとめと今後の課題

数学的活動を通して基礎基本を身に付ける指導方法
を工夫するとともに、小学校算数科の授業に中学校数学
科の教師がTTで支援に入ることにより、数学的な見
方・考え方を育成する指導法の在り方を考察してきた。
小中連携と学力向上の観点から、生徒の主体的な数学
的活動を促す問題解決の場面を設定し、生徒に自ら考え
させ、生徒相互に話し合う場面を位置付ける授業を行っ

た結果、生徒の多くが意欲的に学習に参加し、数学的な
言語活動が活発になり、数学的な思考力や表現力を高め
ることができた。
今回の研究をステップにして、さらに港区立中学校の
数学教育の充実に努めていきたい。

ー7‑

4

竜也主任教諭

研究発表会

まとめと今後の課題

・授業の中で、児童・生徒が「課題提示の内容理解の
場面」「自力解決をする場面」「学び合いの場面」と
いう3つに絞ったことで、研究の視点が明確になっ
た。

・自力解決の場面と学び合いの場面をはっきり区別
することで、より生徒の主体性を引き出すことがで
きたと考える。

・生徒に作業や図などを視覚的に捉え易くさせるた
めには、書画カメラやICT機器を有効活用する必
要があるとの意見があり、今後の課題と考える。

平成27年度

ﾈｹ

9(hｧxﾕｩ

東京都中学校数学教育研究会は,5月8日(金)に,新宿
区教育センターで,平成27年度の総会を開催しました。平
成26年度の事業報告,決算・監査報告および,平成27年
度の役員,事業計画,予算が承認され決定しました。

Hｧxｻ8支ﾊHｸh橙

研究副部長 新井稔秋 (北区立浮間中学校)
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 村田浩文(板・赤塚二)杉田正穂(練・開進四)
瀧)i英知(中・第̲)吉田裕行(世・砧)

」臆竣会友膏「

櫻井章司(港・お台場学園)石綿健一郎(練・

1

開会の辞

2
3

会長挨拶"来賓紹介(会長
来賓代表挨拶

4

議長選出

5

議事

田代

二原台)

雅規)

参与

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,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97回総会・全国算
数・数学教育研究(北海道・札幌)大会
◎第70回関東都県算数・数学教育研究(栃木)大会

閉式の辞

総会後に筑波大学准教授,蒔苗直道先生よりご講
演をいただきました。
(講演の要旨は本誌2ページに掲載)

Il

香積信明・

II

山口博之

庶務部

(昭島市立瑞雲中学校)
・会計部長

(本誌6ページに掲載)
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53回研究発表大会を開催する。
平成28年1月28目(木)

5

吉原

II

秋野宏之

5月 8日(金)総会,役員会,講演会
7月 9日(木)役員会
9月18日(金)役員会

健・・研究部長

(北区立滝野月紅葉中学校)

11月

調査部長

一第53回研究発表大会へ

浅尾博之・・・調査部

3月 4日(金)役員会
4月12日(火)役員会

(大田区立馬込中学校)
Il

庶

久我正次郎・会報部長

口発

II

(葛飾区立奥戸中学校)
春名秀夫(江東区立東陽中学校)
山本康久(武蔵野市立第 中学校)

II

竹山正弘

□会

務

5日(木)役員会

1月28日(木)役員会,理事会

(立)I市立第四中学校)
II

会場 新宿区教育センタ
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

宮本 泰雄(大田区立田園調布中学校)
田代 雅規(中野区立緑野中学校)

部,調査部,会報部の各部は,それぞれの活動を行う。
なお,東京都の研究推進団体の認定に伴い,研究部各

(5)平成27年度 事業計画案審議
(6)平成27年度 予算案審議
6 新会長挨拶(新会長 峰岸 利一)

平成27年度 役員
会 長 峰岸利一(江東区立第一南砂中学校)
副会長 山根浩孝・ 庶務部長
(練馬区立谷原中学校)

堀孝浩(練・開進一)

平成27年度 事業計画
1平成27年度の事業として,庶務部,会計部,研究

(1)平成26年度 事業報告
(2)平成26年度 決算・監査報告
(3)平成27年度 会長・副会長 選出承認
(4)平成27年度 庶務・会計・事務局長
の委嘱および監事の選出

7

口発

事務局長

行

行

日

計
II

監

事

草間宣晶(世田谷区立用賀中学校)

東京都中学校数学教育研究会

長

峰岸

□編集責任者

塚本桂子(世田谷区立烏山中学校)

増田律子(台東区立御徒町台東中学校)
直田益明(世田谷区立芦花中学校)

平成27年7月1日(水)

者

(武蔵野市立第一中学校)

会

総会報告

利一

(江東区立第 南砂中学校)
会報部長 久我 正次郎
(葛飾区立奥戸中学校)
葛飾区細田1
03

‑8‑

3650

6

1
1326

