
東京都中学校数学教育研究会の実践研究の充実に向けて
編　集　　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会長　竹山 正弘

１　東京都中学校数学教育研究会の活動
　本研究会（以下都中数という）は、平成23年度より「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
る中学校数学教育の指導方法や指導事例等について、現
場の先生方に役立つ実践的な研究を行っています。
　都中数の中心となる研究部は、８つの委員会（数式委
員会、図形委員会、教育課程委員会、確率統計委員会、評
価委員会、導入法委員会、関数委員会、指導法委員会）が
あり、委員会ごとに研究活動を行っています。
　各委員会の研究内容や成果については、年度末（本年
度は令和２年２月15日）に研究発表大会を開催してい
ます。また、一昨年度の研究発表大会から各地区で進め
られている研究団体からの発表も募集し、昨年度は北
区、町田市の研究成果の発表が行われました。
　調査部は、都内公立中学校614校（特別支援学校１校
含）に「数学教育推進に関わる実態調査」を実施し、分析
と考察を研究集録で報告しました。昨年度も100％の回
収率となり、現状や課題、経年比較等の貴重なデータを
得ることができました。会報部は、年間２回会報誌を発
行し、都内全中学校へ配布しています。
　専門家による講演については、定期総会（５月11日）
では岩手大学教授 山崎浩二先生から「数学的活動を通
して、数学的に考える力を育む授業づくり」をご指導い
ただきました。今後は、数学指導技術向上研修会（８月
22日）、研究発表大会（２月15日）での講演会を予定して
います。
　なお、数学指導技術向上研修会は、今年度から東京都
教職員研修センター（以下研修センター）と連携し、専
門性向上研修として実施します。教育研究員・開発委員
からの研究報告や、学習指導案を基に小グループでの
協議や講師による指導助言を行います。

２　数学の面白さを実感できる授業を目指して
　TIMSS2015の調査では、日本は平均得点が39ヶ国中
５位ではあるが、意識調査での「数学が楽しい」の肯定
的回答52％は国際平均より19ポイント低く、「数学を勉
強すると日常生活に役に立つ」でも肯定的回答74％で
国際平均より10ポイント低い状況にあります。

　また、平成30年度全国学力・学習状況調査の東京都の
データでは、「数学の勉強は大切だと思いますか」の肯定
的回答82.2%、「数学ができるようになりたいと思います
か」の肯定的回答92.2%となっています。しかし、「数学の
勉強は好きですか」の肯定的回答57.2%、「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つと思い
ますか」の肯定的回答68.5%となっています。こうした実
情に加え、中学校では「数学的な表現を用いた理由の説
明」にも課題があると指摘されています。
　上記の背景を踏まえた新学習指導要領の中学校数学
科の目標には、数学的な見方・考え方と数学的活動と関
連しながら３つの柱（「知識及び技能」「思考力・判断力・
表現力等」「学びに向かう力、人間性」）の育成を目指す
ものとなっています。
　昨年度の都中数調査部の実態調査では、「数学的活動
の一層の充実」に向けて今後研究したい内容として、１
番目に「主として日常生活や社会の事象に関わる学習過
程を重視した数学的活動」が58.5％、２番目に「討議、発表
などの言語活動を重視した数学的活動」38.3％、３番目に
「主として数学の事象に関わる過程を重視した数学的活
動」37.1％となっています。現実の世界と数学の世界とを
結びつけていく授業のデザイン、またその学習過程とし
て生徒の主体的・対話的で深い学びとなる授業改善に、
多くの先生方が関心をもっていると捉えられます。
　今後、都中数では、研修センターや各研究団体等と連
携し、研究成果の共有と発信が教師や生徒にとって充
実したものとなることを願っています。

　東京都中学校数学教育研究会は、５月11日（土）に、
北区立王子桜中学校 で、令和元年度の総会を開催し
ました。平成30年度の事業報告、決算・監査報告およ
び、令和元年度の役員、事業計画、予算が承認され決定
しました。

１．開会の辞
２．会長挨拶・来賓紹介　（会長　山根 浩孝）
３．来賓代表挨拶
４．議長選出
５．議事
（１）平成30年度　事業報告
（２）平成30年度　決算・監査報告
（３）令和元年度　会長・副会長　選出承認
（４）令和元年度　庶務・会計・事務局長の委嘱および
　　　　　　　　監事の選出
（５）令和元年度　事業計画案審議
（６）令和元年度　予算案審議
６．新会長挨拶　（新会長　竹山 正弘）
７．閉式の辞　　
総会後に 岩手大学教授　山崎 浩二 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）

会　長　竹山 正弘（武蔵野市立第四中学校）
副会長　福沢 俊之……庶務部長
　　　　　　　　 （江戸川区立南葛西第二中学校）
　〃　　春名 秀夫……庶務部事務局長
　　　　　　　　 （江東区立深川第一中学校）
　〃　　小島 宏一郎……庶務部副部長
　　　　　　　　 （大田区立糀谷中学校）
　〃　　秋野 宏之……研究部長
             　　　   （日野市立七生中学校）
　〃　　榎本 圭志……研究部副部長
　　　　　　　　 （世田谷区立烏山中学校）
　〃　　鈴木 幸雄……調査部長
　　　　　　　　 （足立区立千寿青葉中学校）
　〃　　植木 清　……調査部副部長
　　　　　　　　 （江戸川区立葛西第二中学校）
　〃　　杉田 正穗…会報部長
　　　　　　　　 （杉並区立東田中学校）
　〃　　関根 淳之……会計部長
　　　　　　　　 （江東区立第二大島中学校）
　〃　　草開 宣晶……会計部副部長
　　　　　　　　 （世田谷区立用賀中学校）
庶　務　井上 隆　（北区立稲付中学校）
　〃　　南 英昭　（北区立十条富士見中学校）
　〃　　山本 康久（八王子市立横川中学校）
会　計　吉田 裕行（世田谷区立三宿中学校）

監　事　増田 律子（台東区立御徒町台東中学校）
　〃　　田代 雅規（中野区立中野東中学校）
研　究　村田 浩文（板橋区立志村第一中学校）
　〃　　山岸 聡志（練馬区立練馬中学校）
調査副部長　奥秋 直人（豊島区立西池袋中学校）
　　〃　　　瀧川 英知（東久留米市立中央中学校）
会報副部長　佐藤 圭一（大田区立田園調布中学校）
　　〃　　　和田 総治（江東区立深川第七中学校）
ＨＰ担当　石綿 健一郎（世田谷区立用賀中学校）
　 〃  　　堀 孝浩（東京都立富士高校附属中学校）
参　与　吉原 健（北区立王子桜中学校）
　〃　　山根 浩孝（練馬区立石神井中学校）

１．令和元年度の事業として、各部は会則第５条に
従って、下記の事業を行う。なお、平成23年度より
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、「学習指導要領の改訂に伴
う指導の改善」に向けた研究推進を図る。

２．研究発表大会へ参加する。
第74回関東甲信静数学教育研究千葉大会
（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57回研究発表大会を開催する。
令和２年２月15日（土）13：30 ～
会場：台東区立御徒町台東中学校

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
５月11日（土）総会、役員会、講演会
７月８日（月）役員会
９月13日（金）役員会
11月８日（金）役員会
２月15日（土）役員会、理事会
　　　　　　～第57回研究発表大会～
３月６日（金）役員会
４月９日（木）役員会

会長挨拶
講演会要旨（５月11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
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（中野区・小金井市）
令和元年度総会の報告
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地 区 だ よ り

＜中野区＞
　中野区立第八中学校　中原 陽子

１　研究主題
「主体的・対話的で深い学びの実現にむけての授
業展開～ＩＣＴを活用して～」

２　主題設定の理由
　新学習指導要領で求められている「主体的・対
話的で深い学び」を実現していくために、事例発
表や研究授業を通して、指導力の向上に努めた
い。また、そのためのツールとして、ＩＣＴの効果
的な活用方法についても研究したいと考え、本主
題を設定した。

３　研究の経過及び内容
４月　部会にて組織作り、主題設定、年間活動計

画の検討
６月　中教研教科部会

（１）事例紹介
「小中連携で指導・実践した分数の指導
について」
「箱ひげ図の実践指導例について」

（２）講師の先生からの指導・講評
10月　中教研教科部会

（１）研究（提案）授業
「１次関数の利用」

（２）講師の先生からの指導・講評
２月　中教研研究発表会
　　　講演・講師
　　　山梨大学　准教授　清水 宏幸 先生　

４　まとめと今後の課題
　中野区の小中連携教育では、小学校・中学校相互
の乗り入れ授業や小学生向けの体験授業が積極的
に行われている。部会で紹介のあった体験授業で
の実践事例は、とても興味深いものであった。ま
た、新学習指導要領で取り扱われる「箱ひげ図」に
ついては、指導に不安に感じていた先生方も多く、
授業の流れやワークシートなどの紹介もあり非常
に好評だった。
　10月に行われた研究授業では、一次関数の利用
の動点の問題を取り上げ、ＩＣＴを効果的に活用
した参考になる授業実践であった。
　今年度からは、各校にデジタル教科書やタブ
レットパソコンも導入された。効果的な活用方法
について数学部で研究していきたい。

＜小金井市＞
　小金井市立小金井第二中学校　板垣 智徳

１　研究主題
「主体的な活動を促す習熟度別授業のあり方」

２　主題設定の理由
　新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」
の視点に立った授業を実践し、質の高い学びを通し
て生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続けて
いく生徒の育成が求められている。そこで本市では、
日常の授業の中でいかにその目標を実現していく
かを検討協議していくことが必要であると考えた。

３　研究計画
①４月17日　研究部会にて主題設定、年間活動計

画の検討
②６月５日　情報交換（授業案等を持ち寄り検討）
③10月９日　研究授業（小金井第二中学校）
対象学年：第３学年
単元名：「相似な図形」
指導について：第２学年で学習する「合同な図形」
とともに、図形の性質を整理し、論理的に体系付
け、組み立てていくために重要な概念を学習する
単元である。既習事項を基に見通しをもって自ら
問題解決に取り組むことを促す指導をしていく。

④11月６日　研究授業（小金井東中学校）
　対象学年：第１学年
　単元名：「比例と反比例」
指導について：小学校の学習内容との関連を図
りながら比例と反比例それぞれの特徴を理解
させ、関数的な見方や考え方の良さを実感でき
るよう指導していく。

⑤１月15日　講演会「これからの数学教育」　
（小金井東中学校）

⑥２月５日　研究発表会（宮地楽器ホール）
４　まとめと今後の課題
　市内５校で共通の取り組みを行い、共に実践状
況を把握し、検討協議していくことで、課題や各
校での改善策などを見つけていくことができた。
生徒の主体的な活動を促すための指導方法の工
夫改善を推進していくためには、新学習指導要領
の確かな理解と、従前の指導方法に固執しない指
導者の意識改革が必要であることを改めて認識
するとともに、習熟度別指導のより有効な指導展
開についても改めて検討協議を重ねていくこと
が必要である。

令和元年度　東京都中学校数学教育研究会（令和元年５月11日）講演要旨
　　　　　　　　　　 岩手大学　山崎 浩二

数学的活動を通して数学的に考える力を育む授業づくり

１　数学的活動を通した授業の「来し方」
　数学的活動は、平成10年度学習指導要領の数学科の
目標に盛り込まれ、以来20年間、多くの授業実践が積
み重ねられてきている。
　例えば、それらは以下のようなものである。
・ 既習の知識や経験を基に、方法や結果を類推的に考
えようとする。

・ 表や図などに整理することで、帰納的に関係や性質
などを見いだす。

・ 事象を理想化、単純化したり、条件を捨象したり、近似
したり、さらには既習のものと見なしたりして捉える。

・ 得られた結果を批判的に考察し、演繹的に確かめた
り、よりよいものを求めたりするなど、評価・改善し
ようとする。

・ 得られた結論を一般化したり、統合的・発展的に捉
え体系化したりする。
　これら一つひとつが数学的活動と言えるが、これら
を組み合わせ、問題の解決に至ることも数学的活動で
ある。数学の指導の中で、このような数学的な問題解
決の過程も意識することで、授業者は次のようなこと
が期待できると感じてきた。
（1）算数・数学の学習に対する子どもの主体的な取り
組みを促す

（2）算数・数学の学習内容の意味や必要性を理解し、実
感する

（3）数学的に考える力がついていく
（4）数学的に表現すること、考え合うことを大切にする
　ただし、授業者は、このような授業をつくり出すこと
は決して簡単なことではないとも感じている。例えば、
より深い教材研究や子どもたちの実態把握などは欠か
せず、数学的活動をより質の高いものにしていく工夫も
必要であることを実感している。具体的には、「問い」や
「やり取り」の工夫、子どもたちの学力・学習状況に即して
活動の内容を調整する工夫、集団思考を高めるための工
夫、数学的活動の成果を積み上げていく工夫、算数・数学
が苦手な子どもに対する指導の工夫、などである。
　例えば、「問い」や「やり取り」については、学習内容
の意味や必要性を意識させたりしたり、根拠や理由を
明らかにすることまで学習内容を深めたり、あるいは
子どもの興味・関心を高めたりするような、問いかけ
ややり取りを工夫することが必要であると考えてい
る。もちろん、それは教科書の問題を用いてもできる
ことでもある。大切なのは、教師が学習内容の必要性
と意味とその本質まで弁え、「問うべきことを問える
か」どうかであろう。

　また、集団思考についても、「数学的な表現を用い
て、見いだしたものや判断したこと他者に伝えるも
の」、「他者の説明を理解し、自分の言葉で再構成し、表
現するもの」、「既習事項を短時間に他者と相互に確認
するもの」、「他者と協同で解決方法をつくりあげるも
の」など、その目的や内容は多岐にわたっている。ま
た、その形態も、ペアによるものから、グループなどの
小集団など多様である。考え合うことの意味を顕在化
し、集団思考を高めていくことは、つねに算数・数学の
授業においては欠かせないものではあるが、それをい
かに上手く舵取りするかが授業者の悩ましいところ
でもある。

２　数学的活動を通した授業の「行く末」
　　― より充実した授業づくりのために ―
　数学の授業では、数学の問題を解決する力をつけて
いくことはもちろん必要であるが、数学的に問題解決
する力をつけていくことも大切にしてほしい。数学の
学習を通して、数学的な問題解決の過程も併せて学べ
るよう意識してほしい。生徒自身が、「困った時にどう
しよう」と立ちつくさぬよう、自らの力で踏み出せる
ようにしたい。
　以下、数学的に考えていける力を育むための授業づ
くりの視点として６点あげる。（具体例は省略）
（1）「問い」を生かすこと
（2）「つまずき」を生かすこと
（3）「多様性」を生かすこと
（4）「統合的・発展的に考えること」の面白さや大切さ
を伝えること

（5）「学んだことを振り返る」こと
（6）学びを「深く」すること

３　終わりに
　数学的活動は、その活動を通して育むことができる
ものにこそ意義がある。平林一栄氏は、教師が教え込
む授業形態は少なくとも表面上は見られなくなって
いると指摘した上で、「教師は、自分の考えや正解を言
わず、子どもに自主的に考えさせ、自由に発言させ、子
ども同士の討論や話し合いを奨励するというといっ
た授業をなぜするのかと問われた時に、本当に自信を
持って答えられるだけの意識を持っているだろうか」
と問いかけておられた。この言葉を、改めて重く受け
止め、真の意味で子どもたちの数学の力を伸ばすため
の授業づくりを考えていってほしい。
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令和元年度　各委員会の活動計画

数式委員会
自らの活動を吟味し対象化する力を育てる数式領域
の指導　～主体的・対話的で深い学びに向けて～
　本委員会は、月に１回程度の研修会を開き、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。
　本年度は、上のテーマにそって研究する中で、まず、
中学１年生の方程式の文章題を中学２年生の連立方
程式の文章題の指導の前にプレテストとして実施し、
研修会に持ち寄り分析して、指導案作成・検討、研究授
業実施の流れで行っていきます。
　普段の活動では数式領域以外の領域やその他のこ
とについても多く話題にし、日々の授業に生かすこと
ができる情報交換もしています。習熟度別少人数指導
に関することや、新学習指導要領にそった教材の工夫
や授業方法についても積極的に話し合っています。
　本委員会の活動に興味をおもちいただいた方、数学
の授業について気軽に相談できる場が欲しいと思っ
ていらっしゃる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　稲城市立稲城第六中学校　伊藤 晴美）

図形委員会
作図の利用の指導
　図形委員会では、図形領域における指導案を作成
し、それを基にした授業研究を行い、活動しています。
昨年度は、東京で開催された全国算数・数学教育研究
大会で発表しましたが、都中数発表大会では紙上発表
のみとさせていただきました。今年度は５月に第１回
の例会を開催し、作図の利用の指導をテーマとし、図
形の移動場面における作図について研究を進めるこ
とにしました。
　今後、指導案を作成・検討し、指導案を基にした授業
研究を行い、研究の成果を２月15日に行われる都中数
発表大会で発表する予定です。
　図形委員会は、これまで研究にご尽力いただいた先
生方のご退職等がありましたが、新しいメンバーも増
え、活気ある委員会にしていければと思っています。
興味や関心をおもちの皆様にぜひご参加いただけた
らと思います。
（文責　東京都立富士高等学校附属中学校　堀 孝浩）

教育課程委員会
中学校における「割合」の指導について
　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、生徒のつまずき、授
業での悩みなど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、「割合を利用する活動場面」として「文字式」研究を
進めています。また、生徒の割合のとらえ方の実態を
つかむために調査問題を作成し、つまずきの原因を探
りました。昨年度２月の東京都の発表大会にて、指導
案を２本と調査結果を発表し、その後指導案の改良、
ワークシートの検討を行いました。これから、検証授
業を行います。
　今年度も東京都の発表大会にて研究の成果を発表
する予定です。
　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　墨田区立桜堤中学校　前田 利江）

確率統計委員会
身近な事柄を題材にした授業
　確率統計委員会では、生徒にとって身近な事柄を題
材にして、教材開発を行っています。日常生活におけ
る課題に取り組むことで、生徒が興味・関心をもって
主体的に学ぶことができ、思考力・判断力・表現力が身
に付いていくと考えています。
　統計分野では、ＰＰＤＡＣサイクルを授業内で実践
的に扱うなど、統計的な問題解決型学習の研究を進め
ています。統計グラフコンクールへの応募など、生徒
が統計やグラフをより身近に感じ、興味・関心を持て
るように継続的に活動しました。
　一昨年度・昨年度は新学習指導要領で２年生に位置
づけられた箱ひげ図に関する教材開発や授業実践を
行いました。今年度は、１年生に位置づけられた累積
度数に関する教材開発を行い、授業実践をしようと考
えています。
　委員会は月に１回開催しています。研究だけでな
く、近況報告や情報交換も行っています。興味があり
ましたらぜひご連絡ください。

（文責　国分寺市立第五中学校　橋本 麻衣子）

評価委員会
新学習指導要領における評価のあり方について（２）
　本委員会では令和３（2021）年度から本格的に実施
される新学習指導要領について、昨年度に引き続き評
価のあり方について研究を進めていきます。昨年度の
研究発表大会で具体的な評価規準等についてご意見
をいただいたのを受けて、今年度は授業実践を行い、
新しく変更になる３観点（「知識及び技能」「思考力、判
断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」）を実際
の授業でどのように評価していくかについて検証を
行っていきたいと思っています。
　本委員会では評価以外の内容（授業等のアイディア
など）についても、ざっくばらんに意見交換を行って
います。また定期考査の問題を検討して、普段の数学
の授業に生かせるものがあるかについても話し合い
を行っています。
　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。都中数のホームページにも
開催の案内を出していますのでご覧ください。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。
　（文責　江戸川区立小松川第一中学校　湯浅 浩）

導入法委員会
「１次関数と方程式」の実践例
　本委員会では，様々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は、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、それを基に指導案を作成し、実際に
授業を実施して、その検証を行っている。
　今年度は、昨年度に研究を行った１次関数と方程式
の導入部分における第２時の授業研究を深める。昨年
度の第１時の研究では、共通な点を通るいろいろな直
線のグラフの式を用いた連立２元１次方程式を考え
ることで、第１時から連立２元１次方程式の解の意味
や、方程式と関数の違いを生徒が主体的に考えられる
ようにした。今年度の第２時の研究では、２元１次方
程式と１次関数の式や表、グラフを比べたり、相互に
関連付けて考えたりすることで、第１時で生徒がもっ
た疑問を生徒自身が解決できるような授業を開発し、
指導案作成・研究授業・検証を行っていく予定である。
　　（文責　世田谷区立上祖師谷中学校　石川 寛樹）

関数委員会
第３学年 関数における速さの指導
　本委員会は、関数における速さについて、速度を「向
きをもつ速さ」として捉え、中１～２における速さの
概念とその理解を深める指導研究を行ってきた。本年
度は、中３の関数における速さの指導について、次の
２点をねらいとして研究を進めています。
・ 指導計画を「向きをもつ速さ」を視点として再考する。
・ 「関数の利用」において指導案作成、研究授業を通し
て、その指導の妥当性を明らかにする。

「関数の利用」場面では、バトンパスを課題場面として
設定し、ICTを利用しながら解決するような課題にし
ました。また、この授業の前後で、プレテスト、ポスト
テストを実施し、その変容の分析を行っています。こ
れらの研究について、日数教全国(沖縄)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
をもっていただけたら幸いです。

（文責　北区立滝野川紅葉中学校　小髙 洋平）

指導法委員会
「深い学び」を目指した指導法
～生徒の学習感想から考える授業～
　指導法委員会では、「深い学び」の実現を目指し、問
題解決型授業の最後に学習感想を書かせ、自分の言葉
で自分の思考を整理させるという実践を行ってきた。
その感想を見る視点として「『数学的な見方・考え方』
を働かせているかどうか」が、「学びが深まっているか
どうか」を見るために重要だと考えた。
　そこで、第３学年における各単元３、４回ずつの問
題解決型授業の内容、その授業で「身に付けさせたい
数学的な見方・考え方」、「予想される学習感想」をまと
めた一覧表を作成した。さらに、「予想される学習感
想」のうち、数学的な考え方にかかわるものを片桐重
雄先生の著書を参考に分類した。
　今後は「数学的な考え方」の分類の仕方について再
検討し、１、２学年分の一覧表も作成し、既習事項との
つながりを意識していく。また、以前に研究していた
「説明し合う活動」と組み合わせた「カリキュラム・マ
ネジメント」を行い、評価へ生かす方法についても考
えていく。

（文責　足立区立谷中中学校　古庄 恵実）

　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。

　伊藤 晴美 先生
　（稲城市立稲城第六中学校　042-331-7222）

　堀 孝浩 先生
　（都立富士高等学校附属中学校　03‐3382‐0601）

　前田 利江 先生
　（墨田区立桜堤中学校　03-3616-5630）

　橋本 麻衣子 先生
　（国分寺市立第五中学校　042-325-3735）
 
　湯浅 浩 先生
　（江戸川区立小松川第一中学校　03‐3681‐3403）

　石川 寛樹 先生
　（世田谷区立上祖師谷中学校　03‐3308‐9683）

　小髙 洋平 先生
　（北区立滝野川紅葉中学校　03‐5907‐5020）
  
　古庄 恵実 先生
　（足立区立谷中中学校　03‐3620‐6662）

１．研究主題　「未来の社会を切り拓くための算数・数
学教育～主体的・対話的で深い学びによ
る探究力の向上をめざして～」

２．日　　程　令和元年８月５日（月）～８月９日（金）

３．会　　場　
・沖縄コンベンションセンター
（開会式、全体講演）
・沖縄コンベンションセンター
（中学部会講演）
・那覇市立鏡原中学校
（中学校部会分科会）
・沖縄県男女共同参画センター
（シンポジウム、閉会式）

４．概　　要
８月７日（水）　開会式、全体講演、部会講演
　○全体講演
　　講師　早稲田大学創造理工学研究科准教授
　　　　　　　　　　　　　　 玉城 絵美 先生
　○中学校部会講演
　　　　　国立教育政策研究所　水谷 尚人 先生
　○講習会(中学校)

愛知教育大学　青山 和裕 先生
文教大学　永田 潤一郎 先生　　　　
山梨大学　清水 宏幸 先生
国立教育政策研究所　水谷 尚人 先生
大阪教育大学　真野 祐輔 先生
筑波大学　蒔苗 直道 先生

８月８日（木）　分科会Ⅰ、ポスターセッション
分科会Ⅱ、ポスターセッション

８月９日（金）　シンポジウム、閉会式

○大会主題
　「数的活動を通して未来を拓く算数・数学教育」
○日程　11月19日（火）  　　　　　　　　　 
○会場　千葉市民会館
〇記念講演　9：30 ～ 10：30
　東京大学大学院情報理工学系研究科
　創造情報学専攻特任研究員
　　　　　　　　　　　　　　　宮地 力 先生
〇分科会　13：15 ～ 16：30
　会場　中学校部会　千葉市立花園中学校

関東甲信静数学教育研究千葉大会の問い合わせ
kanburo2019@ML.chiba-u.jp

都中数の各委員会
誰でも加入できます！

数 式 委 員 会

図 形 委 員 会

教育課程委員会

確率統計委員会

評 価 委 員 会 

導入法委員会

関 数 委 員 会

指導法委員会

第101回 全国算数・数学教育研究（沖縄）大会

第74回 関東甲信静数学教育研究 千葉大会
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数式委員会
自らの活動を吟味し対象化する力を育てる数式領域
の指導　～主体的・対話的で深い学びに向けて～
　本委員会は、月に１回程度の研修会を開き、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。
　本年度は、上のテーマにそって研究する中で、まず、
中学１年生の方程式の文章題を中学２年生の連立方
程式の文章題の指導の前にプレテストとして実施し、
研修会に持ち寄り分析して、指導案作成・検討、研究授
業実施の流れで行っていきます。
　普段の活動では数式領域以外の領域やその他のこ
とについても多く話題にし、日々の授業に生かすこと
ができる情報交換もしています。習熟度別少人数指導
に関することや、新学習指導要領にそった教材の工夫
や授業方法についても積極的に話し合っています。
　本委員会の活動に興味をおもちいただいた方、数学
の授業について気軽に相談できる場が欲しいと思っ
ていらっしゃる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　稲城市立稲城第六中学校　伊藤 晴美）

図形委員会
作図の利用の指導
　図形委員会では、図形領域における指導案を作成
し、それを基にした授業研究を行い、活動しています。
昨年度は、東京で開催された全国算数・数学教育研究
大会で発表しましたが、都中数発表大会では紙上発表
のみとさせていただきました。今年度は５月に第１回
の例会を開催し、作図の利用の指導をテーマとし、図
形の移動場面における作図について研究を進めるこ
とにしました。
　今後、指導案を作成・検討し、指導案を基にした授業
研究を行い、研究の成果を２月15日に行われる都中数
発表大会で発表する予定です。
　図形委員会は、これまで研究にご尽力いただいた先
生方のご退職等がありましたが、新しいメンバーも増
え、活気ある委員会にしていければと思っています。
興味や関心をおもちの皆様にぜひご参加いただけた
らと思います。
（文責　東京都立富士高等学校附属中学校　堀 孝浩）

教育課程委員会
中学校における「割合」の指導について
　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、生徒のつまずき、授
業での悩みなど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、「割合を利用する活動場面」として「文字式」研究を
進めています。また、生徒の割合のとらえ方の実態を
つかむために調査問題を作成し、つまずきの原因を探
りました。昨年度２月の東京都の発表大会にて、指導
案を２本と調査結果を発表し、その後指導案の改良、
ワークシートの検討を行いました。これから、検証授
業を行います。
　今年度も東京都の発表大会にて研究の成果を発表
する予定です。
　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　墨田区立桜堤中学校　前田 利江）

確率統計委員会
身近な事柄を題材にした授業
　確率統計委員会では、生徒にとって身近な事柄を題
材にして、教材開発を行っています。日常生活におけ
る課題に取り組むことで、生徒が興味・関心をもって
主体的に学ぶことができ、思考力・判断力・表現力が身
に付いていくと考えています。
　統計分野では、ＰＰＤＡＣサイクルを授業内で実践
的に扱うなど、統計的な問題解決型学習の研究を進め
ています。統計グラフコンクールへの応募など、生徒
が統計やグラフをより身近に感じ、興味・関心を持て
るように継続的に活動しました。
　一昨年度・昨年度は新学習指導要領で２年生に位置
づけられた箱ひげ図に関する教材開発や授業実践を
行いました。今年度は、１年生に位置づけられた累積
度数に関する教材開発を行い、授業実践をしようと考
えています。
　委員会は月に１回開催しています。研究だけでな
く、近況報告や情報交換も行っています。興味があり
ましたらぜひご連絡ください。

（文責　国分寺市立第五中学校　橋本 麻衣子）

評価委員会
新学習指導要領における評価のあり方について（２）
　本委員会では令和３（2021）年度から本格的に実施
される新学習指導要領について、昨年度に引き続き評
価のあり方について研究を進めていきます。昨年度の
研究発表大会で具体的な評価規準等についてご意見
をいただいたのを受けて、今年度は授業実践を行い、
新しく変更になる３観点（「知識及び技能」「思考力、判
断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」）を実際
の授業でどのように評価していくかについて検証を
行っていきたいと思っています。
　本委員会では評価以外の内容（授業等のアイディア
など）についても、ざっくばらんに意見交換を行って
います。また定期考査の問題を検討して、普段の数学
の授業に生かせるものがあるかについても話し合い
を行っています。
　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。都中数のホームページにも
開催の案内を出していますのでご覧ください。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。
　（文責　江戸川区立小松川第一中学校　湯浅 浩）

導入法委員会
「１次関数と方程式」の実践例
　本委員会では，様々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は、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、それを基に指導案を作成し、実際に
授業を実施して、その検証を行っている。
　今年度は、昨年度に研究を行った１次関数と方程式
の導入部分における第２時の授業研究を深める。昨年
度の第１時の研究では、共通な点を通るいろいろな直
線のグラフの式を用いた連立２元１次方程式を考え
ることで、第１時から連立２元１次方程式の解の意味
や、方程式と関数の違いを生徒が主体的に考えられる
ようにした。今年度の第２時の研究では、２元１次方
程式と１次関数の式や表、グラフを比べたり、相互に
関連付けて考えたりすることで、第１時で生徒がもっ
た疑問を生徒自身が解決できるような授業を開発し、
指導案作成・研究授業・検証を行っていく予定である。
　　（文責　世田谷区立上祖師谷中学校　石川 寛樹）

関数委員会
第３学年 関数における速さの指導
　本委員会は、関数における速さについて、速度を「向
きをもつ速さ」として捉え、中１～２における速さの
概念とその理解を深める指導研究を行ってきた。本年
度は、中３の関数における速さの指導について、次の
２点をねらいとして研究を進めています。
・ 指導計画を「向きをもつ速さ」を視点として再考する。
・ 「関数の利用」において指導案作成、研究授業を通し
て、その指導の妥当性を明らかにする。

「関数の利用」場面では、バトンパスを課題場面として
設定し、ICTを利用しながら解決するような課題にし
ました。また、この授業の前後で、プレテスト、ポスト
テストを実施し、その変容の分析を行っています。こ
れらの研究について、日数教全国(沖縄)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
をもっていただけたら幸いです。

（文責　北区立滝野川紅葉中学校　小髙 洋平）

指導法委員会
「深い学び」を目指した指導法
～生徒の学習感想から考える授業～
　指導法委員会では、「深い学び」の実現を目指し、問
題解決型授業の最後に学習感想を書かせ、自分の言葉
で自分の思考を整理させるという実践を行ってきた。
その感想を見る視点として「『数学的な見方・考え方』
を働かせているかどうか」が、「学びが深まっているか
どうか」を見るために重要だと考えた。
　そこで、第３学年における各単元３、４回ずつの問
題解決型授業の内容、その授業で「身に付けさせたい
数学的な見方・考え方」、「予想される学習感想」をまと
めた一覧表を作成した。さらに、「予想される学習感
想」のうち、数学的な考え方にかかわるものを片桐重
雄先生の著書を参考に分類した。
　今後は「数学的な考え方」の分類の仕方について再
検討し、１、２学年分の一覧表も作成し、既習事項との
つながりを意識していく。また、以前に研究していた
「説明し合う活動」と組み合わせた「カリキュラム・マ
ネジメント」を行い、評価へ生かす方法についても考
えていく。

（文責　足立区立谷中中学校　古庄 恵実）

令和元年度　数学指導技術向上研修会について
― 「東京都教職員研修センター連携事業」として実施 ―

　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」
としての認定を受け、様々な研究活動を行っておりま
す。そのような中で、夏季休業中に実施している「数学
指導技術向上研修会」は今年度で17年目を迎え、ここ
数年は、若手教員だけではなく中堅教員の参加も増え
ています。
　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
施しています。具体的には、研究授業のための学習指
導案検討、抱えている課題や授業実践に関する相談、
日々の実践に役立つ情報の提供など、複数の講師の先
生方を交えて少人数のグループで行います。
　なお、今年度より運営方法が変わり、東京都教職員
研修センターと連携した研修になりました。研修内容
は変わりませんが、東京都教職員研修センターを通し
て申し込み、修了認定された場合は、研修履歴に記載
されます。多数の先生方に参加していただき、お互い
の授業力が一層高まることを目指して、研修内容を更
に充実させていきます。
　東京都教職員研修センターを通しての申込受付は既
に終了していますが、研修の概要をお知らせします。

１　研 修 会 名　数学指導技術向上研修会

２　受 講 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
　　　　　　　　　並びに中堅教諭等資質向上研修Ⅰ
　　　　　　　　　対象教員

３　主　　   催　東京都教職員研修センター
　　　　　　　　東京都中学校数学教育研究会
　　　　　　　　
４　研修担当者　北区立稲付中学校　副校長　井上 隆

５　実 施 日 時　令和元年８月22日（木）
　　　　　　　　午前の部　９：30 ～ 12：30
　　　　　　　　午後の部　13：30 ～ 16：30
　　　　　　　　
６　会　　   場　北区立王子桜中学校

７　実施形態　ゼミ形式で５名程度のグループを編成
し、グループ毎に２名程度の講師が担当
します。

８　内　　容　　参加者が事前に作成した指導案を基
に、各自が抱える課題について、グルー
プで協議を行い、講師による指導助言
を受けます。
　また、平成30年度東京都教育開発委
員会・教育研究員の研究実践報告も行
います。

９　講　　師　東京都中学校数学教育研究会ＯＢ役員
　　　　　　　現役役員及び研究部各委員会所属委員等

10  服務上の取り扱い　研修出張となります。

11  申込方法　（受付は終了しています。次年度も同様
の形態を予定しているので、参考にし
てください）
①東京都教職員研修センター「研修案内」
の「Ⅶ 教科等・教育課題研修」を参照に
マイ・キャリア・ノートより申し込む。
（１日受講）
②東京都中学校数学教育研究会（都中数）
が全校に配布した開催案内に添付した
申込書、または、東京都中学校数学教育
研究会のホームページから申込書をダ
ウンロードし、「都庁交換」又は「ＦＡＸ」
で申し込む。（１日受講または半日受講）
※都中数に申し込んだ場合、１日受講し
ても教職員研修センターの修了認定に
はなりません。

12  そ の 他　令和２年２月15日（土）に「第57回研究
発表大会」を台東区立御徒町台東中学
校で開催します。日々の実践に役立つ
講演と研究部各委員会による研究発
表が行われます。

　　　　　　　　【参加者による模擬授業の様子】


