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大会主題「社会に活きる、社会に活かす｣算数・数学教育の探究
中学校部会研究主題「数学を学ぶことのよさ」を実感する生徒の育成
～数学的活動を軸にした授業探究～
北海道算数数学教育会 中学校部会長
札幌市立上野幌中学校長
中 山 勝
北海道も夏真っ盛りで暑い毎日が続くな
かまもなく学期末を迎えようとしています
が、北数教会員の皆様におかれましてはま
すますご清栄のこととお喜び申し上げま
す。私は今年度の中学校部会長を仰せつか
りました中山と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。
さて、この３月末に新学習指導要領が告
示され、その改訂のポイントでは、知識の
理解の質を高め資質・能力を育む「主体的
・対話的で深い学び」が強調され、そのた
めにはこれまでの教育実践の蓄積に基づく
授業改善の活性化が重要であること、ま
た、単元など数コマ程度の授業のまとまり
の中で、習得・活用・探究のバランスを工
夫する必要があることなどが示されていま
す。中学校数学科の目標については、「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」の三つ
の柱で整理され、「数学的な見方・考え方
を働かせ、数学的活動を通して、数学的に
考える資質・能力を育成する」とされてい
ます。
私たち北数教中学校部会では、昨年度よ
り標記の部会研究主題を設定し、これまで
積み重ねてきた研究成果を生かしながら、
「数学的活動を軸にした授業探究」を進め
ていこうとしていますが、これはまさに新
しい指導要領の目指すところと一致したも
のとなっています。会員の皆様にはこの主
題のもと、これまで同様に授業づくりの工
夫・研究を進められ、子どもたちに還元す
るとともに研究大会への積極的な発表につ

喜

いてもお願いしたいと思います。
その研究大会につきましては、昨年の渡島
・函館大会で 71 回を数え、本年度は 10 月の
27、28 日（小・中学校部会。高校部会は 26、
27 日）に第 72 回上川・旭川大会を開催いた
します。
中学校部会の初日となる 27 日（金）は、午
前に開会式と講習会、午後に特設授業及び授
業分科会を予定しています。講習会の講師に
は、国立教育政策研究所教科調査官の水谷尚
人氏をお迎えし、『「数学を学ぶことのよさ」
を実感する授業の創造』を演台としてご講演
いただきます。新学習指導要領が示されたい
ま、タイムリーで魅力のある講習会となりま
した。また、午後の特設授業は、上川・旭川
の先生方がチームで授業づくり・準備を進め
てくださり、旭川市立神楽中学校を会場に、1
年 2 本、2 年 3 本、3 年 1 本の計 6 本の授業を
公開していただきます。翌 28 日（土）は、午
前中に同神楽中学校で部会交流会・総会と領
域別分科会を行います。領域別分科会には全
道各地から 10 数本の研究発表が予定されてい
ます。
2 日間を通してたくさんの仲間が集まる研
究大会となり、その成果が全道に広く共有さ
れ、各学校の授業実践に生かされていくこと
を期待しています。開催地である旭川市は、
皆様もご存じの通り、道北の中心都市として
充実・発展を続け、観光・産業においても魅
力のあるまちづくりが進められています。ぜ
ひたくさんの皆様にお集まりいただきたくご
案 内申し上げます。秋の旭川にみなで集ま
り、数学教育を存分に語り合いましょう。
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本年度の研究主題
「数学を学ぶことのよさ」を実感する生徒の育成～数学的活動を軸にした授業探究～
北海道算数数学教育会中学校部会 研究部部長 髙橋靖昌
１．はじめに
本部会では平成 12 年度から平成 27 年度まで、『「生きる力」を育てる数学教育の実
践研究』を研究主題に設定し研究をすすめてきました。数学科では、この「生きる力」
を数学的活動を通して育む方向性が示され今日に至っております。
北数教は一昨年度、日数教北海道大会、そして北数教第 70 回記念大会という大き
な節目を迎え、生徒の「生きる力」をさらに育むにはどうすればよいかを考え，研究
主題について再考しました。昨年度より、標記のものを新たな研究主題として提案し、
より広く実践を積み重ねながら、全道各地の研究交流の充実を図っております。
昨年度の第 71 回北数教渡島・函館大会では新しい研究主題のもと、「数学を学ぶこ
とのよさ」を実感する生徒を育成するにはどのような授業を目指すとよいのか、授業
の目標を達成するためには、数学的活動をどのように展開することが必要かというこ
とを、授業を通して実践・提案していただきました。以下の「２．研究主題について」
「３．研究の視点」の趣旨を踏まえ、今後も各地区でより深く研究がすすめられ、毎
年の研究大会で交流を図っていくことが大切だと考えております。
２．研究主題について
(1)「数学を学ぶことのよさ」とは
「数学のよさ」としては、【数学的な表現や処理のよさ】など様々なものが考えら
れますが、「数学を学ぶことのよさ」とは、「数学のよさ」を“授業”で獲得すること
を目指すものであると考えました。あえて“学ぶこと”としたのは、“授業”で研究
の目的を達成しようという強い意志を表す意味合いです。
(2)生徒が「数学を学ぶことのよさ」を実感するために授業で求められること
生徒が「数学を学ぶことのよさ」を実感するためには、授業で主体的、能動的に学
ぶことが大切であると考えます。そして、主体的、能動的な学び、この活動こそが数
学的活動であると考えます。
生徒が「数学を学ぶことのよさ」を実感するための授業には、数学的活動が不可欠
であります。すなわち、生徒が「数学を学ぶことのよさ」を実感するための手だて（方
法）として、数学的活動を含む授業展開が求められると考えました。
３．研究の視点～数学的活動を軸にした授業探究～
研究の目的が「数学を学ぶことのよさ」を実感する生徒の育成とすれば、研究の具
体的な手だて（方法）は数学的活動を軸にした授業探究であります。先述したように
数学的活動は今次研究に欠かせない重要な視点です。授業者が授業の中にどのような
数学的活動を位置づけ、その結果、どのように生徒が「数学を学ぶことのよさ」を実
感することができたかを検証するという研究となります。
具体的な研究の視点（授業像）としては、『授業のねらいの明確化』『学習課題の明
確化』『学習課題の解決に向けた数学的活動の具体化』などが考えられるのではない
でしょうか。
また、具体的な数学的活動の例としては、『生徒同士の協働性が育まれ、数学的コ
ミュニケーションが活性化するような話し合い活動』『課題を見いだしたり解決に向
かったりするような観察や実験』『数学の楽しさや美しさ、不思議さを味わうことの
できる教材への取組』などがあげられると思います。
以上のような研究の視点を授業に取り入れて、今次研究をすすめていきたいと考え
ております。
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10月27日(金)

午前：旭川市大雪クリスタルホール

〒070-0036 旭川市神楽3条7丁目 TEL 0166-69-2000

開会式
講習会
講師

会場
水谷

国際会議室
尚人

氏

演題「数学を学ぶことのよさ」を実感する授業の創造

（国立教育政策研究所

午後：旭川市立神楽中学校

教科調査官）

〒070-8006

旭川市神楽6条12丁目2 TEL 0166-61-7196

特設授業、授業分科会
移 動

受 付

開会式

12:10

講習会

【２日目】 10月28日(土)
旭川市立神楽中学校
〒070-8006
部会交流会、総会、領域別分科会
9:00

9:30

9:50

13:00

移動
昼食

13:30

14:20 14:35

移 動

10:30 10:50

受 付

9:30 10:00

特設授業

16:05

授業分科会

旭川市神楽6条12丁目2 TEL 0166-61-7196
12:40

領域別

総会

分科会

閉会式

受付

部会交流会

◎特設授業
学年

単元名

授業者

学校名

１

平面図形

村越

恵一

鷹栖町立鷹栖中学校

１

比例と反比例

那須

はるか

旭川市立緑が丘中学校

２

平行と合同

三浦

義則

旭川市立旭川中学校

２

１次関数

佐藤

寛之

旭川市立明星中学校

２

確率

松林

圭一

旭川市立神楽中学校

３

円

干場

基貴

旭川市立永山中学校

北数教中学部会・・・中学数学に携わる皆さんへ
昨年の渡島・函館大会では、会員の皆様をはじめ多くの関係者の方々にご協力をいただき無事
終えることができました。本当にありがとうございました。
北数教中学校部会では、テーマを設定し、各地区の皆様に実践していただいています。より良
い北海道の数学教育を目指し、取り組んでいきたいと思っております。
なお、会員として年会費１，０００円を大会当日にお支払いいただいています。ご了承くださ
い。

〒062－0908 札幌市豊平区豊平８条１３丁目
札幌市立八条中学校 関本 孝紀
（会員部）
TEL:011-831-6145

FAX：011-831-3068

takanori.sekimoto@sapporo-c.ed.jp

