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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への期待
東京都中学校数学教育研究会会長 吉原 健
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東京都の調査結果から見えてくるもの

平成28年度【児童・生徒の学力向上を図るための調
査】(報告書)が昨年11月に東京都教育委員会から公表
されました。生徒質問紙調査の結果を見ると、「数学の
授業の内容はどのくらい分かりますか」という質問に
対し、「よく分かる」と回答した生徒は39.3%であり、前

ても、いろいろなアドバイスを得ることができだ‥』

『少人数のグループなので、質問がしやすい雰囲気だっ
た…』などの感想が多く寄せられました。一方参加者か
らは、『アクティブラーニング型の授業を行っていくの

か難しい…』『習熟度別の授業の中でも、特に習熟の低
い生徒への支援が難しい…』『担当する学年が多く、忙

年比で2.9ポイント増加しています。さらに、【数学の授

しい中で授業案をじっくり練るのが難しい…』といっ

業内容が分かる要因】を見ると、『理解の程度などによ

た指導上の悩みも率直に出されました。今後も、本研究
会では参加者の課題やニーズを踏まえた研修会の内容
の一層の充実に取り組んでまいります。

るコース別の授業があるから』と回答した生徒が39.8%

(前年比2.1ポイント†)、『数学の問題にはいろいろな解

き方があるから』と回答した生徒が統5%(前年比49ポ
イント†)となるなど理解や習熟の程度に応じた指導

の充実や、数学的な見方や考え方を深める授業の工夫

さらに、研究部の各委員会でも、授業研究を中心とし
た研究実践に着実に取り組み、その貴重な研究成果を
昨年8月の全国大会(岐阜)及び関東ブロック大会(静

に取り組んできた成果が見られます。
一方で、数学の授業が「よく分かる」と回答した生徒

岡)で発表してきました。
2月18目に行われた本研究会の第54回研究発表大会

と「ほとんど分からない」と回答した生徒の平均正答率

(東京理科大学・森戸記念館)では、例年の各委員会から

の差は23.3ポイントと他教科に比べやや差が大きい状

の発表に加え、町田市の数学教育研究会からも発表を
行っていただきました。講演会では、山梨大学大学院准
教授の清水宏幸先生から次期学習指導要領改訂の議論

況でした。このため、繰り返しの指導の充実とともに、
放課後等の補習や家庭学習の充実が、今後も取り組む
べき課題であると考えます。

今年度、本研究会が都内全公立中学校の数学科教員
を対象に行った【数学教育推進にかかわる実態調査】に
おいても、新たに『家庭学習の充実』に関する設問を設
定し、全校の取組状況を調査しました。その結果、主体
的な学びを深めていく視点や学習習慣を定着させてい
く視点から、都内の多くの学校が教科書や補助教材(問
題集等)から継続的に課題(宿題)を出していることが
分かりました。『独自に作成した家庭学習用課題を利用
する』とした回答も32.7%あり、校務多忙な中で、各学校
が家庭学習の充実のために多くの労力をかけている姿
も見えてきました。都内各校の実践事例は、今年度の研
究集録に詳細を掲載しましたので、ご参照ください。
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今年度の都中数研の取り組み

昨年8月22日に実施した【数学指導技術向上研修会】
では、若手教員が作成した学習指導案に対して、複数の
講師から具体的を指導・助言を行いました。実施後の参
加者アンケートからは、『たくさんのアイデアや考え方
を教えていただき有意義だった…』『授業の悩みに対し

を踏まえた【数学的活動の充実を目指して】についての

貴重なご講演をいただきました。
平成29年度は、中学校数学科における改訂学習指導
要領の趣旨の理解を踏まえた研究実践を一層充実させ
る一年になると考えます。都内中学校のすべての先生
方が会員という意識をもって本研究会の活動に積極的
に参加し、中学校数学科における今日的な課題解決に
つなげていくことを強く期待しています。

平成28年度

都中数研究発表会(平成29年2月18日)講演要旨
山梨大学大学院教育学研究科

清水宏幸

数学的活動の充実を目指して

‑次期学習指導要領改訂の議論を踏まえて‑
1算数・数学科における教育のイメージ

えられる。これは,数学ができる、わかるだけでなく、数

中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキング
グループでは、算数・数学科の学習を通して育成する資
質能力や問題発見・解決のプロセス等について議論さ
れ丁次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のま

学をつくったり、使ったりすることができるよう問題
解決のプロセスにも焦点を当てて指導していこうとい

とめ(報告)」が資料として出されている。

あるが、Al、A2、B、C、Dl、D2のどこか一部分に焦

うメッセージであると受け止める。授業では、図2の過
程を何回か回すことができるようにすることが理想で

点を当てた活動を仕組むことも可能である。
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図1算数 数学科における教育のイメージ

この中では、上図1の算数・数学科における教育のイ
メージが示されている。これが算数・数学科の目標に反

映されるとみられる。大きな特徴は、幼児教育から高等
学校までの発達段階を考慮し、主に小・中高等学校を
通じて育成を目指す資質・能力を「知識・技能」、「思考
力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力人間性等」の
二っの柱にそって明確化していることである。これら

の資質・能力を育成するために、各学校段階で「数学的
な見方・考え方を働かせ」、「数学的活動を通して」算数・
数学科の授業を行うことを目指すことが明記されてい
る。本講演では、これまでも中学校数学科で大切にされ
てきた「数学的活動」の充実について述べる。
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数学的活動の充実

上述の審議のまとめでは、数学的活動は、「事象を数
理的に捉え、数学の問題を兄いだし、問題を自立的、協
働的に解決し、解決過程を振り返って概念を形成した
り体系化したりする過程」といった数学的に問題解決
する過程が重要であり、この過程を遂行することを「数
学的活動」と位置付けると述べている。これは、図2の
問題発見・解決の過程のことであり、この過程を遂行す
ることを数学的活動であると定義している。現行学習
指導要領における数学的活動の定義は、生徒が課題意
識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのある
様々な営みであるとされているが、今回の改訂ではこ
のことを前提に具体的な活動として定義していると考

図2

算数

数学の学習過程のイメージ

また、図2の過程にそって育成する資質・能力を示し
た図も示されており、数学的活動を通して数学的に考
える力を育成することが求められている。
なお、主体的な学び、対話的な学び、深い学びについ
ては、新しい指導方法が導入されるのではなく、これま
で大切にしてきた数学的活動を通して実現できるよう

にすることが指導計画の作成と内容の取扱いで述べら
れている。
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数学的活動の充実を目指す具体的な事例

以下に、本講演で取り上げる事例を示す。
(1)全国学力・学習状況調査の問題を題材とする事例
・平成27年度数学BI Dlの活動

・平成22年度数学B4・統合・発展
・平成23年度数学Bl 数学的な見方・考え方
(2)統計教育の充実と合わせて

・箱ひげ図と四分位範囲が指導内容に加わって
.統計教育PPDACのサイクルを回す事例

(3)課題の設定をどうするか・・生徒に知的好奇心をも
たせる課題
(4)自分の考えを記述すること

ノート指導など

参考・引用文献
中央教育審議会教育課程部会「次期学習指導要領等に向けたこ
れまでの審議のまとめ(報告)」(2016)

平成28年度

各委員会の活動報告

数式委員会
数式領域の習熟度別授業展開
本委員会では、昨年度に弓き続き数式領域における
習熟度別授業展開について研究を行った。本年度は、主
に「補充的・基礎的な学習に重点をおくコース」の生徒
に対して、どのような場面で既習事項の確認をするの
が良いのか、理解を助けるためにはどのような指導法
や教材が効果的なのかを調査・検討した。
調査においては、所属する部員の学校で行っている

計算コンクールで出題された問題をもとに、習熟度別
コースによって正答率差が大きい問題を抽出し分析し

た。その結果、「補充的・基礎的な学習に重点をおくコー
ス」の生徒は、計算の手順が一つ増えることで難易度が

高くなると感じ、無回答や計算ミスが増える傾向が見
られた。また、分数の計算や分数の形をした文字式を扱
う際につまずく傾向があり、丁寧な指導が求められる
ことがわかった。さらに、数量関係をとらえる際に小学
校のときに用いられている線分図で「視覚化」すること
が理解の助けになることがわかった。

次年度は本年度の検討事項を基に、数式領域の習熟
度別授業について「視覚化」を取り入れた指導実践・検
証をする予定である。
(文責

日野市立七生中学校

依田真紀)

図形委員会
新しい力を募集します!
これまで本委員会を支えてくださった方々の退職や
異動などにより、本年度は「新しい力を募集します!」
から始まりました。

おかげさまで、2名の新しい力が加わり、新生図形委

る学習場面として、「おうぎ形の弧の長さの求め方を理

解させること」を目標とした授業の検討を行ってきた。

本年度は、おうぎ形の学習について、中学校数学の教科
書を発行する7社の教科書紙面の分析に取り組み、8
月の全国算数・数学教育研究(岐阜)大会にで、教科書紙
面の分析から得られた考察を発表した。9月からは、新
たに割合によって課題解決する学習場面として、「確

率」の単元を選び、確率導入前の課題解決の方法として
割合を活用する指導案の検討を行った。
確率導入前の学習のため、始めに、既習事項を活用す
る学習場面としての課題を検討した。さらに、「確率」の
用語を用いない授業展開を提案し、スムーズに「確率」
へ導入するための授業を研究した。指導時期の関係で、
実践はこれからとなるので、来年度は実践後の考察、改
定案などを8月の全国算数・数学教育研究(和歌山)大
会にて発表する。
(文責

台東区立駒形中学校

前田利江)

確率統計委員会
問題解決学習を取り入れた教材研究
本委員会では今年度、4つの研究を行い、日本数学教
育学会の全国大会(岐阜)や関東大会(静岡)で発表をし
たc,全国大会では、統計的問題解決過程(PPDACサイ
クル)を取り入れた資料の活用の研究と回転体を題材と
した研究を発表した。資料の活用では、問題解決の手法
を理解し、経験することで生徒が自ら進んで課題に取り
組むようになることが分かった。回転体の学習では、図
形の見方や考え方を身に付け、多くのパターンを考える
ことで、数え上げる力の育成にもつながった。関東大会
では確率の分野と図形の分野の2つの研究を発表した。

員会として、3回の学習会を開くことができました。
が、残念ながら、まだ誕生したてのため、今年度の発表
は出来ませんでした。しかし、これまでの研究成果を3

確率では、くじ弓きで席替えを行った場合、学級の中に
座席が変わらない人がいる確率を考える活動を行った。

回の学習会で振り返ることが出来つつあるので、来年
度はより深い研究が出来、発表も出来るのではと考え

直角三角形を移動して、重ね合わせる図形を見つけ出す
活動を通して、図形の見方や考え方が深まった。今後も、
確率統計分野はもちろん、広く数学全般の題材を取り入
れながら、教材を開発していきたい。

ています。

ただ、まだ力不足ではあるので、さらに「新しい力を
募集」し、以前よりもパワーアップした委員会を目指し
たいと考えています。
1人でも多くの方に参加していただけるように、こ
れからも努力して参りますので、少しでも、参加してみ
ようかな、と思った方は是非ご連絡ください。お待ちし
ています。「新しい力を募集しますi」
(文責

板橋区立赤塚第二中学校

村田清文)

教育課程委員会
本委員会では「中学校における『割合』の指導につい
て」を研究主題に、平成26年度より割合を直接的に用い

図形の分野では、麻の葉模様に含まれる二等辺三角形や

(文責

世田谷区立用賀中学校

石綿健一郎)

評価委員会
三角形の合同条件の証明問題を評価する
今年度、評価委員会では「三角形の合同条件の証明問
題を評価する」というテーマで研究を行いました。夏休
みにアンケートを実施し、多くの先生方から貴重なご
回答をいただきました。この場を借りて厚く御礼申し
上げます。アンケートの集計結果をもとにして、2月の

都中敷発表大会で発表しました。
アンケートでは実際に生徒が解いた証明問題の解答

平成28年度

各委員会の活動報告

を採点していただきましたが、先生方が採点時に注意
する箇所に差があることがわかりました。
今後は、発表大会で提案した採点する際の注意点を
意識した指導について研究して、生徒がきちんとした
証明を書くことができるかについて考察を深めていき
たいと思います。

評価委員会では随時メンバーを募集しています。一
緒に考えていきたいと思っている方がいましたらご連
絡をください。
(文責

江東区立深川i第二中学校

湯浅浩)

導入法委員会
平面図形の用語や記号の導入に関する実践例
今年度は、第1学年で学習する「平面図形の用語や記
号の導入」に研究主題を設定した。
そこで生徒の興味・関心をより高めるために、生徒自
身が直線の位置関係を考え、分類し、その図の中から必
要な用語や記号をおさえていく導入法を開発し、指導
案作成・授業研究・検証を行った。
成果としては、生徒に直線の位置関係を考えさせ分
類した図を利用することにより、生徒の興味・関心が高
まり、意欲的で集中した取り組みが多くの場面で見ら
れたことである。また、生徒がもつ図形の概念を揺さぶ
るように発問を工夫することで、これまで学習してき
た混同しがちな用語を、生徒が区別して理解できたこ

で、向きのある速さの指導を行うとともに、aの意味の

理解を深めさせることにした。この研究授業は2回行
い、その都度指導案を改訂し、速さの意味の理解につな
げることができた。

今後も関数指導における速ざ速度の概念について
の研究を進め、小・中高における速さ・速度に関する系
統的な教材研究や授業研究を進めていく。
(文責

都立富士高等学校附属中学枝

指導法委員会
主体的・協同的な学びを深める指導法
指導法委員会では、「アクティブラーニング型授業の

指導法」を研究テーマとして、日頃の授業での説明し合
う活動や言語計算トレーニング、問題解決学習を取り
入れた授業について研究し、昨年8月の関東大会(静
岡)で発表しました。

2月の都中数研究発表会では、図形領域の1つの単
元における説明し合う活動を取り入れた指導法につい
て、主体的・協同的な学びを目指した取組を発表しまし
た。
今後は、さらに生徒にとって「深い学び」となる指導
法の研究を進めていきます。
なかなか定期的な活動ができていないのですが、長
期休業中等、活動する予定ですので、一緒に活動してく
ださる方はぜひご連絡ください。

とである。

(文責

課題としては、生徒の実態に応じて、ワークシートに
おける課題の難易度や生徒が分類した直線の位置関係
を表す図の、次時以降での活かし方を検討する必要が

堀孝浩)

杉並区立荻窪中学校

古庄恵美)

町田市中教胡散学部会
研究主題「充実感達成感を持たせる数学教育」

本委員会では、これからもさまざまな領域を扱いな
がら、さらなる教材開発や指導法の工夫を提案してい

町田市中教研数学部会では、研究授業と協議会、講演
会という流れで、年2回の部会を行っています。
今年度は、囲宗進先生(静岡大学)には「数学的推論能

こうと考えている。

力の育成‑「平行と合同」の学習指導書」、海老原円先生

ある。

(文責

国分寺市立第三中学校

太田謙一)

(埼玉大学)には「数あてゲームと暗号の数学」のご講演
を行っていただきました。

関数委員会
関数における速さの指導
今年度は、上記テーマについて、中lを対象とした指
導案の作成と授業実践を行い、日数教全国(岐阜)大会・
都中数研発表大会で発表した。

速さについての定義は、小学校で行われているが、そ
れは道のりも時間も正の数の範囲である。一部の教科
書では、「正負の数」について、突然負の速さを導入する
無理な取り上げ方がある。中学校数学で扱われる数の
範囲が拡張されたとき、速さの定義を新たにする必要
があり、向きがある速さを意味付けしなければならな
い。そこで、「速さ」と「正負の数」との繋がりをもたせ、
関数指導において具体的な課題から関数y二雅のグラフ

また、今年度は部会の中に数学科指導法研究会を立
ち上げ、これまでに4回実施しています。そこでは、日

頃の実践や指導案を共有することで、指導力の向上を
目指しており、毎回10名前後の教員が町田第三中学校
校長室に集まり、情報交換や議論を行っています。
その中で、二次方程式の導入においてパーティーの
握手の回数を数える授業の実践報告があり、これは全
ての教科書で同様の指導例が見られないことから、2
次方程式の導入における数学的活動として改訂指導案
を作成、授業実践を行い、これらを通して得た知見を東
京都中学校数学教育研究発表会にて発表させて頂きま
した。
(文責

町田市立町田第一中学校

高山琢磨)

平成28年度

数学指導技術向上研修会の報告
また、持参した学習指導案の展開方法つい
て、参加者同士も積極的に意見交換を行ってい
た。班によっては模擬授業を取り入れ、講師や
他の参加者が生徒役となって、発問に答える場

数学指導技術向上研修会は、今年度で14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目指し実施している。

各自が事前に準備した学習指導案による検討、抱え
ている課題、個別の授業に関する相談や日々の実践に
役立つ情報の提供などを中心に、講師の先生方を交え
た少人数のグループでの意見交換や講師による指導を

面もあった。

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

3

実施日時

東京都中学校数学教育研究会
平戌28年8月22日(月)
午前の部

900‑12.30

【参加者による模擬授業の様子】

午後の部1330‑16.30

4

会

場

5

参加状況

北区立滝野川紅葉中学校
<全日>

<午前のみ>

<午後のみ>
6

内

28名

<午後の部>
(5)

少人数グループ指導(午後の部)
午前中と同様に行った。

(6)

講演会

12名

3名

講師 東京学芸大名誉教授
日本数学教育学会名誉会長 杉山吉茂先生
一斉学習の中で個に応ずる指導をどのよう

容

<午前の部>
(1)

全体会

① 東京都中学校数学教育研究会長挨拶
② 研究部長より研修の進め方等の説明

に行えばよいのか。生徒が自分で学習できるこ
とは自分で学習させ、主体性に学習できる生徒

③

を作っていくこと等について自著「初等教育資

講師紹介

④ 各研究委員会の活動紹介
⑤ 平成慾年度第駆回東京都中学校数学教育
研究発表大会について
(2) 平成27年度束京都教育研究員活動報告

料6月号臨時増刊No157」の事例を元に講演を
頂いた。
7

(3)

(4)

師

東京都中学校数学教育研究会OB役員・現役役員
研究部各委員会所属委員等
計蕪名

「数学的な思考力・判断力・表現力等を高める授
業の工夫」
へ主体的に考え、伝え合う活動を通して一

講

8

成果と課題

「数学的な活動を通して、数学的な見方や考え

受講者から「とても良い研修になった」との意見
が多数あった。「指導案だけでなく授業の悩みにつ
いてもご助言をいただき、課題以上に得ることが

方を育む指導法の開発」
へ生徒の主体的な学びを支援する指導法一

できた」「他の先生方の課題等を聞き勉強になっ
た」「具体的な内容を教えてくださったので、分か

平成27年度東京都開発委員会活動報告

少人数グループ指導(午前の部)
12班編成、各班は4から5名の参加者に講師

3から5名が担当し研修を進めた。参加者が持
参した学習指導案をもとに、予想される生徒の
反応や顕き、教師の発問の仕方、ICTの活用方法

など多岐にわたり研修を深めた。

りやすかっだ」などの感想が書かれていた。要望と

しては「受講者自身や講師による模擬授業をもっ
と見たかった」「講師の先生方の指導案や工夫され
た教材を参考にしたい」などがあった。
(文責

北区立浮間中学校

新井稔秋)

第71回
関東都県算数・数学教育研究(静岡)大会報告

アクティブラーニング型授業の研究
一明日から使える、日常の授業での指導法一
束京都荒川区立第三中学校
東京都杉並区立荻窪中学校

深沢享史
古庄忠実

1研究の目的
本研究の目的は、アクティブラーニング型授業の方
法を研究し、生徒の学力を走着させることである。生徒
に身に付けさせたい学力を「説明する力」ととらえ、日
頃から主体的・協同的な活動を継続して行うことによ
り、説明する力が身に付くと考えた。さらにこれらの活
動を通して、生徒自身が学習の成果を実感できる工夫
が必要であると考えた。
2研究の概要と実践例
(1)問題解決型学習の授業の実施
・各単元の学習の導入や終末時、その単元で学習し
た内容や既習事項を用いて、グループで解決する活

用型問題を開発
<実践例>

「校内駅伝大会で優勝するチームを作ろう」
(第一学年 資料の散らばりと代表値)
・他の生徒と交流する「コミュニケーションタイム」

をとるなどの協同的な学習方法の工夫
(2)日常の授業をアクティブラーニング型にする
50分の指導モデルの作成と実施

"生徒全員が「説明するカ」を身に付けるための指導

方法と発問の研究
<実践例>
・ペアで説明し合う活動での3学年分の発問例の

作成
・音声計算トレーニングの活用
問題演習の場面での教え合い活動
・毎時間、最後の確認テストの実施
・毎時の学習内容を自分でまとめる活動

3研究の成果と課題

第98回
全国算数・数学教育研究(岐阜)大会報告

中学校における「割合」の指導について
へ第1学年おうぎ形の学習を教科書紙面から考えるへ
教育課程委員会

1研究の動機
本委員会ではおうぎ形の学習場面において、か360の

「割合」としての意味を考えさせ、おうぎ形の弧の長さ
や面積の「求め方を理解させること」を目標に、授業の
検討および実践に取り組んできた。教科書のこの内容
の記述を見ると「割合」という用語を使わず「倍の考え」
におきかえて解説している。そこで、各社の教科書にお
けるおうぎ形の学習の流れがどのようになっている
か、紙面の比較・分析を行うこととした。
2研究内容
まず第1学年の「おうぎ形」の学習について、教科書
紙面を調査し、学習内容の配列、学習の展開や記述内
容、取り扱う例題や問い等を一覧表に整理した。そして
共通点や相違点の比較・分析を行った。その結果、次の
2点がわかった。
1点目は、扱う単元に関することである。7社中4社

が平面図形で、3社が空間図形で扱っている。
2点目は、円周の長さと弧の長さの関係、また円の面

積とおうぎ形の面積の関係に気付くための指導とし
て、大きく2つの流れがあるということである。第1の

方法は、7社中6社が行っている、弧の長さと中心角、
面積と中心角が関数関係にあることに着目させていく
方法である。おうぎ形どうしの比較を行い、「おうぎ形
の弧の長さや面積は中心角に比例する」ということを
おさえる。第2の方法は1社のみが行っており、弧の長
さの円周の長さに対する割合と、中心角の大きさの周
角3600に対する割合が等しいことに着目させていく方
法である。
また、「1つの円からできるおうぎ形の弧の長さと面

積は、それぞれの中心角に比例する」の学習から弧の長
さと面積を求める式に達せるまでの扱いには、かなり

上記の実践例を取り入れた授業を継続的に行う
ことにより、生徒は授業に対して主体的に取り組
み、達成感を感じていた。今後は、さらに主体的・協同
的な授業を行うための発間の工夫や単元指導計画

の違いがあった。

について、研究を進めていく。

モールステップ化されていれば良いというものでもな

3研究のまとめ
教科書によって違いや軽重があるのは当然であり、
それが工夫につながることが望ましい。ただ丁寧にス
いし、学習の飛躍が大きすぎても理解に支障が生じる。
おうぎ形の計量指導では、これまで学習してきた割合
の概念的な理解が特に必要であり、既習の図形である
円を「割合」でつなぐことで、新たな図形であるおうぎ
形を認識していく学習活動が求められる。

地

区

だ

よ

り

<府中市>

<台東区>

府中市立府中第七中学校 小野満賢

台東区立中学校数学科研究部

1研究主題
2

数学的活動を活用した授業の工夫
主題設定の理由

数学的な活動を主体的に取り組むことにより、
数学的な思考力・判断力・表現力を育てるとともに
数学が生活に役立つことの理解を深め学習意欲を
高めることを目指し主題を設定した。
3

研究の経過及び内容
4月 組織の決定、年間計画
8月

1研究主題
「生きる力を育むために、確かな学力向上につなが
る指導法を研究する」
2

主題設定の理由

数学科としての「生きる力」は、生徒に「確かな学
力を付け、伸ばしていくことであること」を確認
し、指導法の工夫改善を本市の数学科全体で取り
組むためにこの研究主題を設定した。
3

研究経過及び内容

4月 部員総会 部長等役員選出、研究主題・年間

指導案検討

研究計画検討、授業者選出

9月 研究授業「資料の活用」
(全国学力・学習状況調査問題Bの活用)

5月 研修会「1人で学べる生徒を育てる」

授業者 台東区立御徒町台東中学校

講師浅間中学校
校長 鷲尾仁先生
6月 小中連携の日(各中学校区で実施)

金久保好則教諭
講演「全国学力・学習状況調査結果を踏ま

7月 研修会「指導方法の工夫について」

講師府中第七中学校 副校長 小野満賢先生

えた授業づくりの方策」
8月

講師 文部科学省 国立教育政策研究所

『JAXA調布航空宇宙センター』の見学と体験
9月 研究授業「連立方程式」(府中第七中学校)
※コミュニケーション能力を高める指導方法

学力調査官 佐藤寿仁先生
10月 研究授業「課題学習点字を読んでみよう」
授業者 台東区立駒形中学校

大橋雄一主任教諭
前田利江主任教諭

授業者:益子夢太郎先生(標準/発展コース)
片岡正道先生(基礎コース)

講演「児童・生徒が主体的に学習する授業

講師●電気通信大学非常勤講師 羽住邦男先生
10月 小学校算数部の研究授業参観(住吉小)

の工夫」
講師

3年生単元「円」 授業者:加藤恵吾先生

元東京都教職研修センター教授
11月

元都中数会長・北区教育委員会
教育アドバイザー 中尾豊三郎先生
2月

ICT機器活用研修

講師井出淳様

1月 示範授業(浅間中)1年「立体と空間図形」

授業者電気通信大学非常勤講師

研究発表会

発表者 台東区立駒形中学校
台東区立御徒町台東中学校

講演「全国学力・学習状況調査結果を踏ま
えた授業改善の方策」
講師 国立教育政策研究所

学力調査官 佐藤寿仁先生
4

実地研修

まとめと今後の課題

羽住邦男先生
4

まとめと今後の課題

少人数習熟度別授業を効果的に行う指導方法や指導

体制を研究授業や講演を通して学ぶことができた。夏
季休業中には「JAXA調布航空宇宙センター」を見学
し、航空技術や宇宙技術の分野で数学が基になってい
ることを学び、様々な実験や研究過程を授業の教材の

今後も課題学習や全国学力、学習状況調査問題・結果

ヒントとして持ち帰ることができた。また、タブレット

などを活用し数学的活動を取り入れた授業づくりに取
り組んでいき、生徒の学習意欲を高めるとともに思考
力・判断力・表現力等を育てていきたい。

やメディアボックスを利用したICT機器の活用方法
を学ぶことができた。さらには都や国の学力状況調査

結果の分析をし、情報交換を行って、授業改善プランや
指導法の改善を図ることができた。さらには昨年度に
続き小学校との連携を深め、算数・数学の系統性を考え
ることができた。ICT機器の実践的な指導法の共有
ができなかったので、次年度以降、各校の効果的な実践
についで情報交換を行っていくとともに講師を招鴫し
学びを深めていきたい。

平成28年度 調査研究報告「数学教育推進にかかわる実態調査」
‑授業の改善のために‑

調査部長

1調査の概要
(1)調査の目的

平成鯵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

立Il市立立Il第四中学校長

秋野

宏之

書の利用が、平成27年度より約2倍に増加しているこ
とからも、工CTの普及が着実に進んでいることがわ
かる。まずは、現在の勤務校に備えているICT機器を
活用することが重要である。

の結果を都中敷研究大会で報告し、今後の数学授業の
改善に役立てる。

【設問6】ICTを活用した授業の頻度

(2)調査方法

であるが、平成27年度と比較して66ポイント減となり、

「ほとんど行っていない」が他の回答より高く53.8%

都内全公立中学校614校の数学科教員の代表(数学科

毎年着実に減少している。次いで「教科書の各章ごとに

主任等)が回答するアンケート方式で実施した。設問数

l回以上」が20.4%と続く。何らかの形で活用しようと

は全8問であり、2つから8つの選択肢から1つまた

する傾向が見られる。

は2つを選択することとした。8間中2問はより詳し

【設問7】家庭学習の充実(実践例)

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599校で回答率は97.6%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
「ICTを活用した授業」が弘4%と最も多く、次いで
「数学的活動を取り入れた授業」が417%、「言語活動を
充実させた授業」が37.0%と続く。経年変化からも、IC
Tの活届が進んでいるものと推察される。また、平成27

年度は2番目に回答数が多かった「基礎・基本の徹底」
が294%と最も低く、指導の充実が図られていることが

「補助教材を利用する」が75.1%と最も多く、次いで
「教科書を利用する」が60.8%と続く。「独自に作成した
課題を利用する」が32.7%あり、校務多忙な中、家庭学

習の充実のために多大な労力をかけている姿が見えて
くる。

【設問8】習熟反別少人数指導の実施状況
「東京方式ガイドライン」に基づいた習熟度別(少人
数)指導を実施している学校は813%であった。また、
17.4%の学校が都の加配と区市町村の予算による加配

の両方を活用していることが分かった。自由記述には、

推察される。
【設問2】授業力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」が36.4%と最

指導の効果を上げるための様々な工夫が紹介された
が、このように具体的な指導法を共有することが、今後
も重要であると考える。

も高いが、これも平成26年度から比較して25ポイント

3

以上の滅となり、他の選択肢との差が年々縮まってい
る。授業力向上の課題が多岐に渡っていることを示し
ていると考える。

今回の調査結果から、現状維持ではなく、環境や制度
の変化に対応しながら、より良い授業づくりを目指す

【設問3】数学的活動を取り入れた授業内容
「教科書の各章の導入課題を利用する」が72.3%と最
も多い。教科書の章末・巻末課題の利用も367%であっ

た。教科書の改訂により、数学的活動を取り入れた授業
が扱いやすくなってきたことが推察される。また、独自
に課題を作成すると約3割が回答しており、指導者の
熱意が伝わってくる。
【設問4】数学的活動を取り入れた授業の頻度

まとめ

先生方の努力の姿が映し出されたと感じる。来年度以
降も授業改善に結びつくような設問の設定を検討して
いく。回答いただいた各校の先生方、各地区で調査問題
の配布と集計を担っていただいた連絡理事の先生方の

多大なるご協力によって、本調査を報告することがで
きたことを感謝申し上げる。

「教科書の各章ごとに1回以上」が51.9%と最も多い。

□発

行

日

毎時間行っている学校が55%あり、このような学校に
おける実践事例が他校に紹介されることにより、数学
的活動の指導が一層充実することを期待する。

□発

行

者

東京都中学校数学教育研究会

長

吉原

【設問5】ICTを活用した授業の内容等
「ICTを活用したいが機材が不十分で活用できな
い」が39.7%で最も多かったが、平成H年度からは64ポ

□編集責任者

イント減少している。タブレット端末やデジタル教科

□会

平成29年3月15日(水)

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
03‑3645‑2381

