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研究主題：「社会に活きる、社会に活かす」算数・数学教育の探究
中学校部会の研究主題：「生きる力」を育てる数学教育の実践研究

北海道算数数学教育会 中学校部会長
札幌市立八条中学校長 秦 豊治
新しい年を迎えて、北数教の会員の皆様に
は、ますますご清栄のこととお喜び申し上げま
す。
さて、第 67 回北数教石狩・千歳大会は、多
数の皆様に参加していただき、会員はじめ関係
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。感謝申し上げま
す。特に、中学校部会大会運営委員長（恵庭市
立恵庭中学校）常田拓孝校長先生、中学校部会
の会場校となりました千歳市立勇舞中学校 杉
本祐治校長先生をはじめ運営に携わられた石狩
・千歳地区の皆様にも重ねて感謝申し上げま
す。
新学習指導要領全面実施の年に開催されたこ
の大会では、一日目の講習会で、岩手大学教育
学部教授 山崎浩二氏を講師としてお招きし、
「数学的活動を通して確かな学力を育むための
授業づくりとその評価」という演題で、①授業
づくりの視点、②数学的活動を通した授業づく
り、③日々の実践に向けてのヒントを様々な例
を示しながら、示唆に富んだお話をしていただ
きました。その中で授業づくりのポイントは、
①数学のおもしろさや楽しさを伝え、子どもた
ちを引きつける課題、問題を提供する、②考え
ることを大切にする授業、③コミュニケーショ
ン（言語活動）を大切にする授業であるという
ことをあげられました。そして何よりも大切な
ことは、「教師の数学の授業に対する熱い情
熱」だと山崎先生ご自身の熱い語りから伝わっ
てきました。授業は数学教育の原点です。授業
で生徒が生き生きと活動できるために、「教師
は何をするのか、いかに指導するか」をあらた
めて考えさせられ、子どもたちを夢中にさせる
授業づくりに、また明日から励もうと決意させ

られる有意義な講習会となりました。
大会二日目は、午前は千歳勇舞中、千歳富岡
中の３名の先生に特設授業を公開していただ
き、午後の領域別分科会では全道各ブロックか
ら８つの研究レポートの発表がありました。午
前午後とも、教育大学各校や北海道教育委員会
の方々はじめ１ブロックの校長先生や教頭先生
に、助言者として協力していただき、参加者に
とって明日へつながるご助言をいただきまし
た。特設授業では、積極的なＩＣＴ機器の活用
や工夫された実験器具等、今までにない意欲的
な試みがあり、今後の授業作りに大いに影響を
与えたのではないでしょうか。領域別分科会で
も研究実践からの発表と参加者の高いレベルで
の活発な話し合いがなされ、おかげさまで実り
多い大会となりました。
また今大会から平成 27 年度北海道で開催さ
れる日数教全国大会に向けての学習会が開催さ
れました。今後あと２回の学習会が予定されて
います。今大会では、北海道教育大学旭川校
相馬一彦教授より充実した研究発表になるため
の心構えやポイントを教示していただきまし
た。
平成 27 年度日数教全国大会という大きな目
標ができた今、各会員が日常実践を一層積み上
げ、それを今後の全道大会に持ち寄り研鑽を深
め、その研究成果を全国大会で全国に発信し、
北海道の数学教育の底力を見せることができれ
ばと思っております。今年は時計台の鐘が鳴る
札幌での開催となります。昨年以上の皆様の参
加を期待しております。北数教の更なる発展と
皆様のますますのご活躍を祈念いたしまして、
ご挨拶といたします。

北海道算数数学教育会
札幌市立琴似中学校長
第 67 回北数教研究大会石狩・千歳大会が盛会
のうちに終了しました。授業会場を引き受けてく
ださった千歳市立勇舞中学校は本年四月に開校し
たばかりの新設校でした。校舎の施設・設備の素
晴らしさ、素晴らしい環境の中で中学校部会を開
くことができ、多くの成果を得ることができたも
のです。中学校部会は、21 年度から引き継いで
きている研究主題「『社会に活きる、社会に活か
す』算数・数学教育の探求」のもとで得てきた研
究の成果を引き継ぎさらに、石狩・千歳研究大会
での研究成果を受け、来年度の札幌大会の中で更
なる深まりと発展につなげていかなければなりま
せん。そして北数教の研究は、27 年の日数教全
国大会に向けた実践的な準備の期間に入ったもの
ととらえています。平成 25 年度の北数教研究大
会が、札幌市で開催されることの意義はそのこと
からも大変重く大切な大会となっていくと思われ
ます。
平成 25 年度の札幌大会は、平成 25 年 10 月 24
日（木）、25 日（金）の 2 日間に渡り札幌市内で
小学校部会、高等学校部会とともに中学校部会も
開催されます。
1 日目の 24 日（木）は、会場を北区にある札
幌サンプラザとし、講習会、中学校部会総会そし
て、開会式が予定されています。
2 日目は、授業会場として札幌市立琴似中学校

にて行われ、領域別分科会は会場を 札幌市生

涯学習総合センター「ちえりあ」で行われ
る予定で現在準備を進めています。
今次学習指導要領で図られた目標の改善に
は、①数学的活動の楽しさや数学のよさを実感
することのできるようにすること ②事象を数
理的に考察し表現する能力を高めること ③活
用して考えたり判断したりしようとする態度を
育てること とされています。
また、平成 24 年 8 月に発表された中央教育
審議会における「第 2 期教育振興基本計画につ
いて」の審議経過報告には、より具体的に基本
的方向性に基づく方策が示され「８の成果目標
と 29 の基本施策」が打ち出され、これからの
教育の柱となっていくものとしてとらえていか
なければなりません。
このような大きなうねりの中で迎える 27 年
の日数教全国大会に向けての具体的な準備作業
となっていく、25 年度の札幌大会となるように
準備を進めています。ぜひ全道より多くの会員
の皆様、中学校数学教育に熱心に取り組まれて
いる先生方にお越しいただき、活発な論議を通
して北数教の研究のさらなる深まりを求めてい
っていただきたいと念じております。
真っ青な秋の空と紅葉した手稲山が皆様をお
待ちしています。

10月24日(木)
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講習会
開会式
（札幌市北区北２４条西５丁目）
【２日目】 10月25日(金)
午前： 札幌市立琴似中学校（札幌市西区山の手４条２丁目1番1号）
午後： 札幌市生涯学習総合センター「ちえりあ」（札幌市西区宮の沢1条1丁目1－10）
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会場:千歳市民文化センター
【演題】

「数学的活動を通して
確かな学力を育むための授業づくりとその評価」
講師

山崎 浩二氏
岩手大学教育学部教授

会場

千歳市勇舞中学校

２日目に行われた特設授業は、以下の学年と単元名でした。それぞれ授業者に「特設授業を振
り返って」という内容で執筆していただきましたので掲載させていただきます。

１年「比例と反比例」
千歳市立勇舞中学校

大桃

悠輔

今年度，千歳市立勇舞中学校が開校し，慌ただしい日々を
過ごしていく中で，今回の特設授業のお話をいただきました。
戸惑いはあったものの，このような機会をいただいたことは，
大変光栄なことであると思い，授業の準備をスタートさせま
した。
指導要領も完全移行し，1 年生では関数の学習から始まる
ことになりましたので，その導入の授業を行いました。この
授業で大切にしたいと思ったことは，いくつかの具体的事象
を取扱い，表などを用いながら数量の変化を数学的に考察し，
関数領域の全体像をイメージさせたいということでした。実
際に授業を終えてみると，実験値の誤差をどう扱うか，導入で実験を行うのは是か非か，関
数の導入とは…，などたくさんのご指導をいただき，大変勉強になりました。
今回の特設授業の準備を進めるにあたり，北数教の方々や他教科の先生方にも多大なるご
協力をいただき，本当にありがとうございました。

２年「１次関数の活用」
千歳市立富岡中学校

大西

丈範

今回，北海道算数数学教育研究大会の特設授業という貴重な
機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。ま
た，これまでに指導案検討等でこの授業に関わっていただいた
皆様にも，この場を借りて感謝申し上げます。
今回は２年生の「１次関数の動点」を扱った課題で特設授業
を行いました。以前から関数分野に苦手意識をもつ生徒が多い
と感じていたので、何とか興味を持たせ学習意欲を高めて問題
解 決に繋げた いと考えまし た。そこで今 回の授業で はＩＣＴ
(『StarBoard』、『ipad』)を活用して授業を行いました。反省す
べき点や改善点も数多くありましたが、それ以上に学ぶことが多く、改めて授業研究の大切
さを実感し、また自分の実践を見つめ直すよい機会となりました。これからも自分の実践を
振り返りながら，よりよい授業を目指して日々努力していこうと思います。

３年「相似な図形」
千歳市立勇舞中学校

野上

秀樹

歴史を繙くと、石狩管内における北数教の全道研究大会は、
昭和４５年以来ということで、十分な体制が整わず、苦労する
こともありました。結局のところ、授業の準備期間も２か月あ
まりという短期間で行ったので、この間は大変慌ただしいもの
になりました。
学習指導要領が完全実施となり、中学校における相似な図形
の指導内容も変化したため、小学校との関連を調べるところか
らスタートし、相似の中心を強く意識した授業展開を考えてい
きました。また、ＩＣＴの活用も積極的に行ったつもりでいま
す。なかなか上手くいかないことも多かったですが、授業後に
は多くのご意見を頂き、大変勉強になりました。また、久しぶりに懐かしい顔を多く見るこ
とができ、嬉しかったです。
最後になりますが、本大会で授業を行うにあたり、北数教の役員の方々や事務局の方、そ
して、勇舞中の多くの先生方にお世話になりました。誠にありがとうございました。

★ホームページを見ていただくために★
北数教中学校部会のホー
ムページを平成２３年度よ
り大幅に変更をしています。
『指導案集』という項目
を設けて１０月の大会で行
われた特設授業の指導案を
PDF で 載 せ て い く こ と に し
ました。
残念ながら大会に参加で
きなかった会員のため、ま
たより多くの方に北数教に
興味を持っていただくため
にも毎年掲載していく予定
です。
また、平成２５年度から
は、日数教札幌大会に向け
た取り組みもアップする予
定でおります。今後も見や
すく、役に立つホームペー
ジを目指していきたいと思
っていますので、どうかよ
ろしくお願いします。
この件につきまして何か
ありましたら事務局までご
連絡ください。

【学習指導法Ⅰ】
□基調発表

札幌市福井野中学校

長谷川英和

先生

広尾町広尾中学校
帯広市翔陽中学校

福岡
関澤

洋介
英紀

先生
先生

□数学的な表現力・判断力・思考力を育む授業の創造
～言語活動の充実を通して～
江別市大麻中学校

加藤

隆司

先生

鈴木

裕人

先生

卓

先生

□振り返って考える活動に着目した数学の授業改善

【学習指導法Ⅱ】
□基調発表

札幌市美香保中学校

□小中連携による数学的な思考力・表現力の育成
～数の大系の考察から～
函館市恵山中学校

石郷岡

恵庭市恵明中学校

吉田

札幌市中央中学校

保格

□数学的思考力の育成を目指した授業づくり

【問題解決・課題学習】
□基調発表

学

先生

諭

先生

□「考える力」を育てる学習活動の展開
～数学的活動の意図的な設定～
旭川市永山南中学校 沼澤 和範 先生
□思考力・表現力を高める学習活動
～「書く」ことを日常的に位置づける取り組みを通して
北見市小泉中学校 野口 朝央 先生
【学習指導法Ⅲ
□基調発表

教材・教育機器】
札幌市月寒中学校

小林

裕幸

先生

当別町西当別中学校

髙橋

裕之

先生

江別市野幌中学校

工藤

朋樹

先生

□基礎基本の確実な定着を図る授業形態の工夫

□確かな学力を身につけた生徒の育成
～言語活動の充実を通して～

＜編集後記＞
北数教中学校部会会報『すうがく』の第２６号をお届けいたします。多くの先生に執筆を
ご協力いただきました。ありがとうございました。北数教も３年後の第７０回大会は全国大会
を兼ねています。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。この会
報が、全道各地に散らばる会員の交流の一助となることを願っております。
（文責：札幌・八条中 関本孝紀）

