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釧路大会のお礼と新たなステージに向けて
北海道算数数学教育会中学校部会長
第５６回北数教釧路大会が，大会運営委員長
の辻脇校長，大会運営副委員長岸本校長はじめ
多くの方々のご努力により開催できましたこ
と，関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。ま
た，講習会・中学校部会の会場を提供いただい
た東中学校の教職員の方々に感謝申し上げま
す。
研究大会 2 日目のすべての特設授業をみせて
いただきましたが，磯分内中学校下山先生の６
人の生徒への丁寧な指導や東中学校の伊藤先生
の若さに溢れる教材研究に感心しました。どの
授業も，生徒とともに数学的な活動を取り入れ
た授業を構築しようという意気込みが感じられ
意を強くいたしました。それぞれの授業分科会
で多くの成果とともに，活発に話し合われたこ
とと思います。
また，午後の領域別分科会におきましても熱
心な討議がなされ，全道各地にその成果を還流
できたことと考えます。大変お忙しい中，ご助
言をいただきました大学の先生，指導主事そし
て各地の校長教頭先生に厚く
お礼申し上げます。釧路大会
は 12 年ぶりでした。道東の中
心地釧路で，サンマを食べな
がら数学を語れたことを大変
嬉しく思います。改めて釧路
の関係者の心温まる諸準備に
お礼を申し上げます。
さて，各学校におかれましては，来年の新教
育課程の編成に向けて，趣旨や内容などについ
て十分理解を深め，地域や学校の実態及び生徒
の特性等を考慮し，創意工夫を生かしながら教
育課程の編成に鋭意取り組まれていることと思
います。
数学教育における改善のポイントは，自ら学
び自ら考える力の育成と数学的活動の充実を図
ることです。点数はほどほど取れるけれど，数
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学が楽しくないという調査もあり，実生活との
関連，振り返って考える活動，規則性を見いだ
す活動など，数学的活動の楽しさを体験させた
いものです。先日のＮＨＫラジオで，中高校時
代からもっと数学を勉強しておけばよかったと，
異口同音に数学の重要性が語られておりました。
文系でも，経済関係でも，大学生も社会人も，
『多面的にものを見る力・論理的に考える力』
をもっと身につけておけば良かったと述べてお
りました。私は，なにか嬉しくなりましたし，
意を強くいたしました。数学は必要なのです。
ぜひ，北海道の子供たちのために，授業改善に
取り組むとともにこの研究会で学び合ったこと
を生かし，還元していただければと思います。
中学校部会も皆様と協議を重ね，本年度より
全道の研究のネットワークづくりに着手いたし
ました。今まで研究大会に参加された先生方は
勿論，数学教育に関心のある全道各地の先生方
をお誘いし，北数教中学校部会の研究の輪を広
げたいと考えております。皆様の力を借りなが
ら作業を進めて参りますので，ご協力をお願い
申し上げご挨拶といたします。

〜部会総会にて〜
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第５６回釧路大会を終えて
大会運営委員長
北海道算数数学教育会中学校部会は，今釧路
大会より組織の確立・活性化を趣旨に会員制を
採ることになり，北海道中学校数学教育の発展
に一層の寄与を期待するところです。
さて， 21 世紀の初頭かつ新学習指導要領の
実施を次年度に控えるとともに学校教育の変革
が急務になっている最中，この大切な時機に釧
路で大会を開催させて戴いたことを大変有り難
く感じております。
また，釧路は道東の地，遠くは道南や道北か
ら全体で５００名を超える方々，うち中学校部
会は１５３名のご参加を頂きました。望外のご
参加に胸を撫で下ろすとともに喜びいっぱいで
した。
今大会をお引き受けするにあたって，また開
会式で申し上げたとおり，私達は次のような思
いをもって取り組みました。
一つは，時宜の課題に応える大会にしたいと
いうことです。
前記のように学校教育ならず国全体が教育改
革に揺れ動いています。中学校数学教育に限っ
ても，基礎基本とその定着，数学に対する興味
関心意欲，少人数授業，絶対評価等々早急に実
践しなければならない課題があることはご案内
のとおりです。これらの課題に挑戦し，全道か
らお集まりの先生方の実践研究からなんらかの
発信があればと思いました。
二つは，釧路にとって若手教師の成長を期す
る大会にしたいということです。
釧路の実状として 20 代から 30 代の教師が非
常に多く，釧路の教育の最前線を担っています。
彼らの成長なしには新しい教育は確立しませ
ん。また，今大会の運営についても経験するこ
とがいろいろな規模の研究会運営のノウハウを
蓄積することになるものと思いました。
三つは，お金のかからない大会にしたいとい
うことです。
時節柄社会の環境はご案内のとおり大変厳し
いものがあります。自分たちが学ぶ研究大会は
自分たちの会費で賄うことが当然と思われてい
る時代です。大変つらく，工夫のいる運営とな
りますが本来の姿であろうと覚悟をしました。
この三つのコンセプトについては，大会本部
の方々のご理解により概ね達成されたのではな
いかと感じておりますが，自画自賛の趣がある
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かもしれません。
ここで，運営委員や授業者等の感想を炉辺談
話からご紹介します。
○ 高校としては，運営委員会と連携がうまく
いき，何のきしみもなく，小中の先生方と忌
憚の無い交流ができてよかった。
○ 授業反省では，厳しい指摘も受けたが，若
い自分としては良い勉強をさせてもらったと
感謝している。
○ 小規模校の授業に参観者がどのくらいある
か心配したが，大変多くの方が参加してくれ
て，僻地校からの参加者が沢山いたのではな
いか。
○ 授業づくりに当って，授業協力者との相談
や研究が大きな支えになった。
○ 授業をしなければならない羽目になったが
意味はあった。次回もやっていいぞ。
苦労はあったもののホッとした気持ちの中に
も達成感があったのではないかと思います。こ
れまた自画自賛の趣かもしれません。
私自身が感じている大会を終えての最大の成
果は釧路管内という日常の生活圏に勤務する先
生ではあっても，互いに面識もなく言葉をかわ
すことも限られています。それが，「今大会を
契機に運営業務や授業づくり等を通して一つの
目的に向けて，交流を深めたこと」にあると思
います。釧路市の大規模中学校といえども数学
担当は２〜３名です。大多数の学校は 1 名とい
ったところです。数学教育にかける情熱，疑問，
不安，成果を仲間と交流しやすくなったと言え
ます。
このことが，釧路の算数数学教育の充実と発
展に威力を発揮しないはずはないと確信しま
す。
また，次回は今回頑張った人たちが一層活躍
しているうちに開催地を持ってこよう，と言う
若手教師の自信にもなったように思います。
願わくば，限られた地区だけではなく全道各
地でこの大会が開催され，それぞれの地区の数
学教育の発展になればと祈念します。
ジコチュウの思いを述べさせて頂きました
が，ご参会の先生方ならびに本部役員・ご支援
頂きました関係機関の方々に，ご理解ご協力に
もまして沢山の勉強をさせて頂いたことに深く
感謝申し上げます。
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公開授業を終えて
釧路市立東中学校教諭

塩野谷

由香

平成１３年度の北海道算数数学研究大会が釧
路で開催されることが決定してからすぐ，授業
者としてやってみないかという話が私のもとに
きました。当初は，私の力量では授業者なんて
無理，と思い ，「とりあえず，全道数学の授業
を見てから考えさせてください。」 ということ
で平成１１年度の北海道算数数学研究札幌大会
に行ったのが，私の今回の授業の第一歩でした。
そしてこのような授業が私にできるのか，私が
授業をやるならどんな授業をやればいいのだろ
う？という不安を抱えながらも，授業を引き受
けました。
「今年から導入した３年生の少人数学級で授
業をしよう 。」と決定してからも「少人数を生
かした授業とは？」という疑問に始まり，「数
学の基礎基本とは？」「数学的な活動の楽しさ
とは？」と，疑問は尽きることなく，その度に
授業協力者の先生方にアドバイスを頂きまし
た。指導案を作成してからも，プレ研など授業
当日まで協力して頂き，今改めて，多くの先生
方に支えられ，授業を終えることができたと感
じています。この場を借りて，お礼を言いたい
と思います。ありがとうございました。
また，事後研でも道内各地の先生より多くの
貴重な意見を頂くことができ，この公開授業が
自分自身に非常にプラスになったのは，言うま
でもありません。授業を終えた後の達成感も含
め，やみつきになってしまいそうです。生徒も
私も良い経験になりました。
この経験を生かし，これからもさらに研究を
深めていきたいと思います。

標茶町立磯分内中学校教諭

下山

孝善

今日は９月２７日，特設授業の委嘱状が届い
てから半年，その緊張感から解放されてから１
週間が経ち，次の仕事に気持ちを切り替えてい
た時にこの原稿の依頼がありました。
さて，当初私は領域別分科会の司会というこ
とで気持ちの準備をしていたわけですが，突然
の特設授業の打診があり，そのあまりの重責で
気持ちが沈んでしまいそうになりました。しか
し，プロジェクトを組んで町内の先生方と一緒
に授業を組み立てていくことを楽しもうという
ように気持ちを切り替えて快諾することにしま
した。
まず，少人数のよさを生かすことと時期的な
ことから，１年生の「方程式」で実践すること
にしました。町内の数学の先生方が持ち寄った
指導案を参考にして指導案を作成し，標茶町立
虹別中学校でプレ研を行い，当日を迎えたわけ
です。
授業開始から２０分後，問題にミスがあるこ
とがわかり，動揺を隠すことができませんでし
たが６人の生徒に救われました。そのことで特
設授業からいつもの授業へと変わったのでし
た。改めて授業は生徒と教師が心を通わせるこ
とでつくられることを実感しました。
私の思いは書ききれませんが，この授業を公
開するにあたり，町内の先生方をはじめ，スク
ールバスを手配していただいた標茶町教育委員
会，そしてこの機会を与えていただいた北海道
算数数学教育会の皆様に深く感謝し，今回の取
り組みで得られたことを生かしてさらに頑張っ
ていこうと思っています。

〜下山先生の授業の様子〜
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北数教，これから

研究大会のお知らせ

北海道算数数学教育会中学校部会事務局長
札幌市立向陵中学校教諭 秦
豊治

第８４回全国算数・数学
教育研究（兵庫）大会
研究主題
たびだち
新しい算数・数学教育の確かな出発

第５６回釧路大会が皆様のお力で成功裏に終
了したことに，心より感謝申し上げます。生き
生きとした生徒の皆さんの活動は大変心強く感
じたところです。
今年の日数教の研究主題は「新たなふれあい，
新たな想像〜２１世紀をひらく算数数学教育」
でした。北数教の主題は「未来に開く算数・数
学教育の創造」で，共に「ひらく」点では一致
して，平成１４年度からの新教育課程のスター
トが含まれています。私たちは激動の転換期の
証人として，これからの実践を積み重ねること
になります。
来年度からの数学教育の柱は，数学的な見方
による深化，活動からの思考過程の重視と楽し
さの表現，自主的自律的な自己表現にあるでし
ょう。数学が文化や社会において果たす役割を
再確認し，生きて働く知識として身につけるこ
とが肝心です。使って役に立つ，自分にも使え
る，数学しているのだという自信を生徒に持た
せることが具体的に大きな目標となる訳です。
第５７回大会は札幌で開催されます。授業関
係では函館，釧路に刺激を受けて組織的な準備
に入り，グループ研究では新たな柔軟な分野を
提示して全道的な協力体制を目指しています。
初心に返り「手弁当」で築く心で皆様と邁進し
たく思いますのでよろしくお願い申し上げま
す。

日程

平成１４年（2002 年）
７月２８日〜８月２日

会場

神戸市国際会館こくさいホール
神戸市立神戸生田中学校 その他

内容

記念講演，分科会，
ポスターセッション等々

第57回北海道算数数学教育研究大会
（札幌大会）
研究主題
未来を開く算数・数学教育の創造
日程

平成１４年（2002 年）
１０月１７日・１８日

会場

札幌市立平岡緑中学校

内容

講習会，
特設授業，領域別分科会等々

その他

◎北数教の会員，引き続き募集中です
会員名簿を同封しましたが，現在引き続き会
員を募集中です。ご不明な点については，事務
局 秦 までご連絡下さい 。（連絡先等は封筒
をご覧下さい。）
＜編

◎北数教のホームページが出来ました！
ぜひ一度，アクセスしてみて下さい。アドレ
スは以下の通りです。お間違いのないようにお
願いします。今後，少しずつですが，内容を更
新していきます。

http://www.hh.iij4u.or.jp/~umetsu/

集

後

記＞

会員制への移行に伴い，中学校部会では会報
を発行することになりました。会の活動を紹介
したり，会員の皆様のご意見を載せたり，とに
かく会員相互の交流の場になればと思います。
これからもよろしくお願い致します。
文責；札幌市立山鼻中学校教諭
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