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「第59回 北海道算数数学教育会研究大会へのお誘い」
生徒の学びを生かし，授業の工夫と指導力の向上を目指して
北海道算数数学教育会中学校部会長
札幌・藻岩中学校長 豊田 裕而

こんにちは。北海道の算数数学教育に主体的
に携わっている皆さん，如何お過ごしでしょう
か。昨年度まで，この北数教中学校部会の大黒
柱として差配をしていただいた佐々木建雄部
会長に代わり，今年度，中学校部会長をさせて
いただくこととなりました豊田です。よろしく
お願いします。
さて，昨今の教育をめぐる動きはめまぐるし
いものがあります。その中でも特に昨年の12
月26日に出されました学習指導要領の一部改
正があります。その改正点の中でも学習指導要
領の「基準性」，「はどめ規定の見直し」，「個
に応じた指導の一層の充実」などがありました。
改正の具体的な内容としては，「（省略）すべ
ての児童生徒に指導する内容等を確実に指導
した上で，児童生徒の実態を踏まえ，学習指導
要領に示していない内容を加えて指導するこ
とができることを明確にした。」とあります。
上で示されていることは，平成12年度から北
数教が「未来を開く算数・数学教育の創造」と
いう全体の研究主題のもとで，さらに中学校部
会では主題を「『生きる力』を育てる数学教育
の実践」として授業などをとおし実践してきた
ことと同一のことであり，私たちの追究してい
る方向が正しいということです。時代は，知
識・技能に加え，自分で課題を見付け，自ら学
び，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を
解決する資質や能力である「確かな学力」の定
着を求めております。
そうしたとき，私たち教員は実際に生徒にそ
のような資質や能力を培っているか。数学の授

業をとおして「数学のよさ」を感得させたり感
動を与えたりするように努力しているか。「数
学的な活動の楽しさ」についても生徒にとって
授業が「数が苦」から「数楽」へと授業の在り
方について工夫をしているだろうか。
会員一人一人が数学の指導力向上を図り，生
徒が数学の学習を通じて生き生きとした表情
を見せるような授業づくりを目指していくこ
とが重要なことと考えます。
また，今年から北数教もブロック制となり，
これまでとは少し様子が変わるということも
十分に予想されます。具体的には来年以降の各
地域での取組の中に反映されるものと考えま
す。
今年度は，旭川の地に於いて「第59回北海道
算数数学教育会研究大会」が10月７日（木）・
８日（金）の両日にわたって行われることに
なっております。７日については，講習会及び
部会別の交流会を計画し，８日には，６つの特
設授業及び４つの領域別分科会を予定してお
ります。現在は，研究大会の実施へ向け準備を
進めていただいております。これまで続けてこ
られている研究内容や特設授業の中での生徒
の学習の在り方をどのように図っているか。多
くの先生方の参加を得ながら研究討議を充実
させていくことでさらに進歩や発展が望まれ
ることになるかと思います。互いに声をかけ合
い，多くの先生方が集まって研究討議を充実し
たいと考えます。よろしくお願いいたします。
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意義ある研究会を
北海道算数数学教育会旭川大会中学校部会運営委員長
旭川・東光中学校長

岡野

優

「ゆとり」のなかで「生きる力」の育成を目

さて，そこで研究会は何のためにやるのかと

指した新しい学校教育が始まって，３年になろ

いうことが問われます。ひと口にいって「子ど

うとしている。この間，実践を深めるにつれ，

もたちのため，今よりもいい授業が出来るよう

課題が山積してきている。この課題解決にあ

になるため」でしょうか。

たっては，教師の意識改革はもとより専門的力

「教育にベストはない。あるのはベターだけ

量を高めるための資質・能力の向上が不可欠に

だ」と言われるように完璧な授業などなかなか

なってきた。

存在しない。常に「次回が最高作」をモットに

従って，教師の研修が強く求められ，ここに
日本が世界に誇れる「研究会」が一層重要に
なってきたのです。

「もっといい授業を」と念じて努力しつづける。
これが教師本来の姿です。
研究とは，実はこのようにどこまでも謙虚で
真摯な教師の日常そのものであるといえます。

『世界も注目する日本の「授業研究会」』

そして，そのような構えとそれに対する具体的
な戦略を出し合って，初めて研究会に大きな成

教師が実践を創りだし，それを共同で研究し

果が期待できるのだと考えます。

合う文化，すなわち同僚と学び合うという文化

すなわち，研究会が成立するためには，一人

は私たち日本の歴史的な特徴です。今，その授

一人が実践している授業のどこにまだ不満が

業研究会が経済的な先進国であるアメリカか

あり，課題があるのかを明らかにし，参加する

らも注目されているというのです。アメリカの

ことが大事な要因の一つと考えます。

教育の世界では，これまで教師自身が他人の授
業を見て学ぶということや，皆で協議会をし自

『参加してよかったと互いに思う研究会に』

分の授業力を高めていく文化はなかったとい
うのです。それを，こんなことではいけない，

これまでの北数教大会は，いつの時も，私の

日本の教育のよさは「授業研究会」にあると認

もつ課題に対して，解決の糸口を与えていただ

め，真似しようとしているというのです。私た

いた研究会でした。

ち日本の教師は，研究会などは当たり前と思っ

第59回の旭川大会においても，必ずや課題を

ていますが，これを聞くと逆に今の研究会が果

持って参加する先生方，お一人お一人の期待に

たして意義あるものになっているのか再評価

応えられるものと，私は確信しています。参加

が必要な気がするのです。

した方も，授業や研究をした者も，お互いに
「あってよかった！」と言い合えるそんな本物

『自己の課題を持っての研究会』
「研究栄えて，教育滅ぶ」。以前こんな言葉
を聞いたことがあります。研究だ，研究会だと
夢中になって取り組んでいて・フツと目を後に
移すと，そこには子どもたちの荒れた姿があっ
たということです。

の研究大会になればと願っております。
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第59回北数教(旭川)大会研究授業の視点について
北海道算数数学教育会旭川大会運営委員会中学校部会研究授業部長
旭川・東明中学校
本年度，旭川市で開催される北海道算数数学

Ⅲ

田中

義彦

問題解決的な学習の学習過程

研究大会の研究授業づくりに向けて，現在取り

問題解決的な学習の基本的な学習過程を次の

組んでいる研究内容について紹介させていた

ようにとらえています。

だきます。
Ⅰ

研究主題，副主題及び研究仮説

Ⅰ

提示された問題を理解する段階

Ⅱ

自力解決Ⅰの段階

【研究主題】

１

「問題解決的な学習の充実を目指した

予想する

２

自力解決

(１が省略される場合もある)

実践的研究」
【副主題】

Ⅲ

課題の明確化の段階

Ⅳ

自力解決Ⅱの段階

「問題の解決過程に焦点を当てて」

１

【研究仮説】

Ⅴ

自力解決

２

解決方法の交流

まとめの段階

「問題の解決過程(問題の提示方法，課
題設定の方法，多様な見方・考え方の
促し方，まとめ方)を工夫することに
より，数学的に考えることの楽しさを
実感し，数学的な見方や考え方のよさ
を知り，数学の授業に対する成就感，

Ⅳ

研究授業の視点
上記の学習過程のそれぞれの段階での授業

作りの視点をまとめると次のようになる。
１

提示方法

満足感を味わうことができるであろ

同じ問題を提示しても，提示方法によっ

う。」

て，授業の流れが異なる。７つの提示方法
提示方法から，より有効な方法を工夫する。

Ⅱ

問題解決的な学習の日常化

２

課題の明確化

研究授業だからといって，特別な問題を扱う

提示がうまくいっても，必要感のない課

のではなく，日常行われている「問題解決的な

題を設定しては意欲が継続しない。必要感

学習」を展開します。

のある課題設定を工夫する。

私たちは「問題解決的な学習」を次のようにと

３

らえています。

多様な見方・考え方の促し方まとめ方
生徒の多様な考え方をどのように引き
出していけばいいのか，さらにどのように

問題解決的な学習とは，結果だけでな

まとめていけばいいのか，その方法を工夫

く解決の過程を重視し，生徒が発した問

する。

い(課題)をもとに，数学の概念や技能も
問題の解決過程を通して獲得でき，解決

Ⅴ

問題開発と評価基準‥‥‥ＣＤ化

後に生徒に満足感，成就感を得させ，考

本大会に参加されたすべての先生方に「全授

えることが楽しいと感じさせることの

業」の問題が配列された指導計画とその授業と

できる学習

関連させた評価規準表をまとめたＣＤを無償
にて配布致します。
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領域別分科会の持ち方
北海道算数数学教育会中学校部会研究部長
札幌・厚別南中学校

梅津

由一
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本年度の大会のご案内
第59回北海道算数数学教育研究大会
（旭川大会）
【研究主題】
「生きる力」を育てる数学教育の実践研究
日程：平成16年（2004年）
10月７日（木）・８日（金）

日数教の全国大会に行くと，領域別分科会で
の発表がきちんと時間で区切られていて，複数

会場：旭川市大雪クリスタルホール

の分科会の聞きたい発表を渡り歩くことがで

（旭川市神楽３条７丁目）

きます。参加者も，聞きたい発表に参加する以

旭川市立東光中学校

上は自分の意見をきちんと述べている人が多

（旭川市東光８条２丁目３−11）

く，その代わりその発表が終わると，すぐに次
の聞きたい発表へ移動しています。

※なお，第60回大会（平成17年度）は札幌市で
の開催を予定しております。

現在，北数教の領域別分科会の研究発表では
各分科会で３つ程度の発表があり，それぞれに
関連のある発表なので，参加者もずっとその分
科会に参加していることもあって，分科会とし
てだんだんに議論が深まっていく傾向がある

◎会費の納入方法について◎
昨年度より会費の納入方法を以下のように
変更することになりました。
①

研究大会に参加される方につきまして

ようです。
北数教の領域別分科会は，日数教の全国大会

は，大会当日の納めていただきます。
②

大会に参加できなかった方につきまし

のように分科会の数は多いわけではなく，発表

ては，大会終了後に従来通り郵便振替で納

数も多くはないので，分科会ごとに司会者が時

めていただきます。（11月以降，年内に納

間調整しながら進めてきました。

めていただけたら幸いです）

ところが，最近の発表の中身を見ると，その

この会報を含め，会員部の活動は会員の皆

実践や研究の内容が多岐にわたっています。た

様から納められた会費で運営されています。

とえば選択数学の発表で，内容は問題解決学習

今後ともご協力のほど，よろしくお願い致

だったり，指導形態がＴＴだったりとどの分科

します。

会で発表してもらうのが適当なのかを迷うよ

※ぜひお知り合いの方にも，入会をお勧めく

うなものが多くなってきています。

ださい。（お問い合わせは，事務局まで）

そこで，今年度の北数教旭川大会では，日数
教のように時間できちんと区切って発表して
もらおうと考えています。自分の聞きたい発表
を複数の分科会にまたがって聞いてもらうた

〈編集後記〉
北数教中学校部会会報『すうがく』の
第６号をお届けいたします。

めです。研究発表者，司会者などに時間の区切

教育課程が新しくなり早３年目。各校

りを守ってもらう手間はありますが，聞きたい

では様々な課題を抱えつつも，解決に向

発表を聞けるというメリットもあると思いま

け，漸進されていることと思います。

す。ご期待ください。
研究発表の内容については事前に下記の
ホームページで紹介しますので，参加したい発
表を事前にご確認ください。
http://www.hh.iij4u.or.jp/~umetsu/

この部会報が，全道各地にいらっしゃ
る数学科の先生方が連携でき，情報交換
のお役に立てればと願っております。
今後ともよろしくお願い致します。
（文責 札幌八軒中学校 國島

孝夫）

