
す う が くす う が くす う が くす う が くす う が くす う が くす う が くす う が く
北海道算数数学教育会中学校部会会報

北海道算数数学教育会

中学校部会発行

http://hokusuukyou-cyuu.com/

平成 21 年 3 月 10日 す う が く 第 18 号 (1)

寒さが和らぎ、春の訪れが感じられる季節

になってまいりましたが、北数教の会員の皆

様におかれましては、益々ご清栄のこととお

喜び申し上げます。

さて、第６３回北数教札幌大会には、会員

の皆様方をはじめ、関係機関各位のご理解と

多大なるご支援により無事終了することがで

きましたことに、あらためて感謝申し上げま

す。

札幌大会は、全道を５ブロックに分けて行

う大会としては、３回目になります。１回目

は小樽・後志大会、２回目である前回は十勝

帯広大会、いずれも大きな成果があった素晴

らしい大会になったと記憶しております。

札幌では、まず会場校の選定から始まりま

した。最終的には、厚別南中学校に決まり、

庄司校長先生、数学科の先生方をはじめ職員

のご理解とご協力に深く感謝しています。ま

た、授業者については、以前から札幌で行っ

ていた研究グループメンバーの中から東栄中

学校の中澤宏佳教諭、平岸中学校の小林裕幸

教諭、向陵中学校の菅原岳教諭、栄南中学校

の森秀幸教諭、そして会場校の厚別南中学校

の山田恵教諭の５名の先生方に授業を引き受

けていただきました。ちなみに、札幌では、

次のような研究グループが組織されていま

す。

Ａグループ：基礎・基本の確実な定着

Ｂグループ：問題解決的な学習

Ｃグループ：論理的な思考力・表現力の育成

Ｄグループ：関数の指導

に関することを研究しています。

いずれも日常の実践研究を大切にした交流

を定期的に行っています。

さて、昨年はご承知のように新学習指導要

領の告示がありました。新学習指導要領の

「生きる力」という理念のもとに、数学にお

いては、改善事項の一つである「理数教育の

重視」に基づき「数学は重要である」という

方向で改訂が進められてきたことは確かで

す。どこがどのように変わったのかというこ

とは、数学関係者にとっては、大きな関心事

でした。

今大会第１日目は、埼玉大学の金本良通教

授による新学習指導要領についての講習会が

おこなわれました。その中で、新学習指導要

領の強調点について、また、「表現する力」と

「活用」そして数学的な活動について具体的

に大変分かりやすく説明され、これからの数

学教育にとって多くの示唆を得ることができ

ました。大会第２日目の５つの特設授業、研

究発表においては、数学的活動等、数学にお

ける今日的な話題が中心になり、全道各地か

らの参加者の高いレベルでの活発な話し合い

がなされました。

今後、本大会で明らかになった多くの成果

や課題が全道各地に発信され、次期の空知・

岩見沢大会に生かされることを願い、大会参

加者の益々のご活躍、ご発展を祈念いたしま

す。

また、北数教が全道の数学関係者にとっ

て、価値ある実践研究の交流の場となり、全

道の子どもたちに数学の力をつけ、数学のよ

さを実感させ、学ぶことを通して「未来を開

く」力をつけていくことを願っています。

北海道算数数学教育会 中学校部会長
札幌市立栄町中学校長 藤澤 博之



会場 札幌市立厚別南中学校
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課題を解決るするための小集団の作り方と

して、同じ考え方の小集団をつくることで、

安心して取り組めるようにすること。また、

それぞれのグループの発表を聞くことで多様

な考え方に触れさせることをねらいとした授

業でした。

授業後の分科会では、「考え方によって小集

団をつくり、その交流を通して、生徒が表現

できたかどうか。」が討議の柱でした。その中

で、小集団の作り方として新しい試みで、一

人一人にしっかりと考えさせ意見を持たさせ

ようとする目的は達成できたが、その小集団

の作り方や機能のさせ方については、今後も

研究が必要であることの確認がなされまし

た。

２年生「平行と合同」

札幌市立平岸中学校 小林裕幸先生

＜課題＞
∠ a,∠ b,∠ cを合わせた大きさと、∠ A

の大きさとででは、どちらが大きいでし
ょうか。

A

a

b c

１年生「方程式」

札幌市立東栄中学校 中澤宏佳先生

身のまわりの問題を、数理的に解決しよう

としたとき、方程式を利用して問題を解決す

ることの良さを実感できることを目的とした

授業でした。また、小集団での取組みを通し

て、他者へ伝えることの方法を学ぶこともこ

の授業でのねらいでした。

授業後の分科会では、小集団は、自分の考

えを他者に伝える手立てとしては有効なの

で、教師の働きかけや、対話のルールなど様

々なことを意識して授業を構築する必要があ

ることなどが話し合われました。

２年生「平行と合同」

札幌市立厚別南中学校 山田 恵先生

＜課題＞
小学生にカードをプレゼントしたい。
1人に 2枚ずつ配ると 90枚余る。
1 人に 7 枚ずつ配ると 135 枚足りない。

1 人に最大何枚ずつ配ることができるだろ
う。

＜課題＞
下の図の、印をつけた角の和を予想して

みよう。
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｢基礎・基本｣事項の確実な定着と活用を目的

とした授業でした。そのために、凹四角形の

角の大きさを求める過程を、既習事項を用い

て筋道立てて説明できることが目標でした。

授業後の分科会では、実験的証明を使った

導入の仕方によって生徒の興味関心が高めら

れたことや、｢数学的活動｣を目的とした場合

のグループ学習の効果的な取り入れ方などが

話し合われました。

３年生 「関数yyyy＝axaxaxax2222」

札幌市立向陵中学校 菅原 岳先生

＜課題＞
Sタイル（ ）を図のように積んでいく。

段数に伴って変わる量の中で、y＝ ax
2

の関係にあるものを探してみよう。

多様な見方や考え方で、Ｓタイルの段数が

増えるに伴って変わる量を、表や式などの関

数表現を活用して他者に伝える協同的な学び

の場を設定することで、コミュニケーション

能力を高めることをねらいとした授業でし

た。授業後の分科会では、S タイルを使った

工夫された導入や小集団の活動内容や活かし

方などが話し合われました。特に小集団の中

でのコミュニケーションの在り方について

は、目的や観点、ルールなどを吟味する必要

性があることなどが確認されました。。

３年生「関数yyyy＝axaxaxax2222」

札幌市立栄南中学校 森 秀幸先生

既習の関数の特徴について、「対応表」を中

心に比較しながら理解を深め、また「反復練

習」することでそれを定着させることを目的

とした授業でした。授業後の分科会では、現

実の世界で、関数関係を読み取りその先を予

想するなどの活用ができるためには、｢表、

式、グラフ｣の基礎的な知識の定着とそれを活

用する力の育成の必要性などが話し合われま

した。

＜課題＞
既習の４つの関数（比例、反比例、１次

関数、２乗に比例する関数）について、以
下の作業を行います。

①次の対応表を４つの関数に分けなさい。
②選んだ理由を答えなさい。
③式を作りなさい。
④グラフを選びなさい。
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第１分科会 学習指導法Ⅰ

１基調発表

札幌 平岡緑中 村上靖彦先生

２基礎的･基本的な知識･理解の確実な定着

をめざした授業について

札幌 東栄中 伊藤道男先生

３知識を獲得･体系化するための自己評価

～『わかる』を学習意欲につなげる工夫～

恵庭 恵み野中 加藤隆司先生

４「学びの行動化」をすすめる学習活動の

展開

札幌 教育大付属中 上田雅也先生

第２分科会 学習指導法Ⅱ

１基調発表

札幌 北辰中 新谷和彦先生

２身近な題材を使って数学のよさを実感さ

せる授業 ～１次関数の授業を通して～

北広島 緑陽中 時田千佳子先生

３問題解決的な学習を通して「考える力」

の育成を図るために

～""""活用""""という要素を取り入れた試み～

旭川 忠和中 松本宗利先生

４数学的活動を活性化する授業のあり方

～札幌市教育研究推進事業中学校数学項

目の研究推進について～

札幌 教育大付属中 斉藤康夫先生

第３分科会 問題解決・課題学習

１基調発表

札幌 稲陵中 高岡 聰先生

２生徒一人一人のよさを見いだし個に応じ

た数学教育の在り方

～生徒が主体的に取り組む授業づくりの

工夫・改善～

留萌 留萌中 菅沼純治先生

３学習意欲を高める授業を目指して

～算数・数学嫌いを少なくするため

数に親しませる実践～

砂川 石山中 佐々木 篤先生

４問題解決的な学習の充実を目指して

～学習形態の工夫を通して～

士別 多寄中 齋藤由希先生

第４分科会 教材・教育機器

１基調発表

札幌 厚別南中 安岡賢隆先生

２選択数学から通常一斉授業への示唆

～本校の実践を通して～

釧路 富原中 関澤英紀先生

３プレゼンテーションソフトとプリントを

活用した指導の実践研究

帯広 緑園中 松原宏一先生

４数学の授業でのコンピュータ利用

札幌 羊ヶ丘中 梅津由一先生
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第64回北海道算数数学研究会事務局長
岩見沢市立北村中学校教頭 富田忠章

(金)の両日にわたって行う予定です。8 日につ

いては、特設授業及び授業分科会を、9 日に

ついては講習会・領域別分科会をそれぞれ行

う予定です。現在、当地においては研究大会

の実施に向けて運営等の準備を鋭意進めさせ

ていただいております。改訂学習指導要領を

踏まえることはもちろんのこと、本年度大会

の成果や課題が活かされる実りある大会にな

るよう全力で準備・運営に全力を尽くす覚悟

です。

つきましては、多くの先生方の参加を得な

がら研究討議を充実させていくことで、これ

まで 63 年間に及ぶ北海道算数数学研究会の

伝統をさらに深化・継承させていきたいと考

えています。皆様からの絶大なるご理解やご

協力をよろしくお願い致します。

また、次年度大会開催の頃は、米所岩見沢

の新米収穫の時期でもあります。おいしいお

米も堪能していただけると幸いです。

北海道の算数数学教育に主体的に携わって

いる皆さん、こんにちは。例年に比べ積雪の

少ない冬を迎えているここ岩見沢ですが、い

かがお過ごしでしょうか。空知・岩見沢大会

の事務局長をさせたいただくことになりまし

た富田です。よろしくお願いします。

さて、学習指導要領の改訂を受け、各学校

では教育課程の編成に向け大詰めを迎えた頃

かと思います。「小・中・高等学校を通じて、

発達の段階に応じ、算数的活動・数学的活動

を一層充実させ、基礎的・基本的な知識・技

能を確実に身につけ、数学的な思考力・判断

力・表現力を育て、学ぶ意欲を高めるように

する。」の下、いずれの校種でも、改訂の趣旨

や背景をとらえ、学ぶことの楽しさや意義・

よさを実感させるため、説明し伝え合うこ

と、活用することなど、算数的活動・数学的

活動を生かした指導が求められています。

次年度の「第 64 回北海道算数数学研究会

空知・岩見沢大会」は、10 月 8 日(木)、9 日



平成 19年度よりブロック制が導入され、研究大会が開催されてきています。
次年度以降の研究大会の開催地は以下のようになっています。

１ブロック：石狩・後志・小樽
２ブロック：上川・旭川・宗谷・留萌
３ブロック：渡島・函館・檜山・胆振・苫小牧・室蘭・日高・空知
４ブロック：釧路・根室・十勝・帯広・網走
５ブロック：札幌

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度
第 63回 第 64回 第 65回 第 66回 第 67回

札幌大会 空知・岩見沢大会 ５ブロック ２ブロック １ブロック

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 ※第 70回は記念大会になります。
第 68回 第 69回 第 70回

５ブロック ４ブロック ５ブロック

北数教中学校部会
ホームページのご紹介

今年度も引き続き、ホームページの運用もいたしております。北数教に関わることを随時更新
していきます。是非ご利用いただけるようお願いいたします。

http://hokusuukyou-cyuu.com/

まだ年会費が未納の方は、お手数ですがこの会報に同封いたしました払込用紙に必

要事項を記入した、郵便為替で納めていただきたいと思います。

ご協力よろしくお願いいたします。振込用紙が必要な方は、札幌・向陵中細川までご

連絡ください。
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＜編集後記＞

研究大会からずいぶん時間が経ってしまいましたが 、北数教中学校部会会報 『す うが く 』

の第 １ ８号をお届けいたします 。大変遅 くなって申し訳あ りません。多くの先生にご協力いた

だきました 。あ りがと うございました 。今後とも会員の皆様のご理解とご協力をよろし くお願い

致します。

なお 、平成 ２ ０年度の会員名簿を同封させていただきました 。各地域の交流の一助となれ

ば幸いです。 （文責 ：札幌 ・東米里中 本村光浩 ）


