
8/2/13	  

1	  

1 

算数で学んだことを生かせる子どもを育てる 
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DePaul University 

•  1898年創立  
•  学生数25000人 
•  全米50州および世界100カ国からの学生 
•  ユニークな大都市の大学 
•  教員養成課程 

–  学部　大学院 
•  アメリカで一般的な教育実習 

•  シカゴ教育委員会 
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Project IMPULS(International Math-teacher Professionalization Using Lesson 
Study) 
正式名称：国際算数・数学授業改善のための自己向上機能を備えた教員養成シ
ステム開発	
東京学芸大学数学科教育学研究室では、文部科学省の特別経費による「国際算
数数学授業研究プロジェクト」を、2011年4月からスタートさせました。このプロジェ
クトでは、国内外の研究者の協力を得て、大学における教員養成ならびに、現職
教員の研修・研究の一層の充実をはかるための教員養成システムの構築を目指
し，研究を進めております。	
計画期間：2011年4月～2017年3月（６年間） 

活動の状況　→　展示コーナーにおいで下さい 
 
ＬｅｓｓｏｎＮｏｔｅ　→　iPad専用　授業記録用ツール 
8月4日（日曜日）　ワークショップ　基礎編、応用編 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ProjectIMPULS 
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National Governors Association Center for Best Practices (NGA Center) と
Council of Chief State School Officers (CCSSO) によってコーディネートされ. 
2010年6 月に発表された米国の統一カリキュラム.  
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Common Core State Standards for 
Mathematics 

•  Standards for Mathematical Practice 
数学的実践のためのスタンダード 

The Standards for Mathematical Practice describe varieties of expertise 
that mathematics educators at all levels should seek to develop in their 
students. 

•  Standards for Mathematical Content 
数学的内容のためのスタンダード 

These Standards define what students should understand and be able to 
do in their study of mathematics. These Standards do not dictate 
curriculum or teaching methods. 
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数学的実践のためのスタンダード 
ー第一のスタンダードに焦点を当ててー 

数学に熟達した児童生徒は… 

1.  問題の意味がわかり根気よく解決する. 
自ら問題の意味を理解し解決の糸口を見いだす。 

•  いきなり問題に取り組もうとするのではなく、仮説を立て解決の筋
道を見通して取り組む。 

•  解決の途中で、手続きなどを確かめながら必要とあれば変更を行う。 

•  求めた答えが適切であるか異なる方法を用いて確かめるなど常に“こ
の方法でよいだろうか”と自問自答する。 

•  他 

※ Make sense of problems and persevere in solving them. 

 Resilient (立ち直る、元気を回復する)   

問題解決とは 

•  算数・数学教育では，Problem Solvingとは「事前に解決の仕方
がわかっていない問題に取り組み自ら考え解決すること」を指す
(National Council of Teachers of Mathematics, 2000) 
–  既にどのように解くかわかっている問題に取り組むことは問
題解決とは言わない．これが単に練習問題を解くことと，問
題解決 (Problem Solving) との違いである． 

–  ポリア（1945）How to solve it いかにして問題を解くか 
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問題解決能力の育成 

問題解決力を育てるために 
•  Teaching of Problem Solving 
問題解決とは何かを理解する事を目的とした学習指導 

•  Teaching for Problem Solving 
問題解決のために必要な知識・技能・態度を身につける学習指導 

•  Teaching through Problem Solving 
問題解決を通して算数を身に付ける学習指導 

Teaching of Problem Solving 
問題解決と何かを理解する事を目的とした学習 

•  Crystal Ball 
http://www.flashlightcreative.net/swf/ghostwhisperer/ 
 

•  思いつきで試すー順序よく調べるーきまりを見つけるー 
演繹的に考える 
計画ー実行ー振り返りー計画の見直しー再度実行ー解決ー振り返り 

•  Bowland Maths Case Studies 
ボーランド・ジャパンのホームページより転載 
（http://www.bowlandjapan.org） 

•  Outbreak 
http://www.bowlandmaths.org.uk/ 
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Teaching for Problem Solving 
問題解決のために必要な知識・技能・態度を身につける学習 

5つのストランド 

•  概念理解（conceptual understanding) 

•  習熟した技能（procedural fluency） 

•  解決手段を使いこなす能力（strategic competence） 

•  適応性のある推論（adaptive reasoning） 

•  生産的な態度（productive disposition） 

概念理解（conceptual understanding) 

•  しかくいかたち→四角形 
4本の　直線で　かこまれた　形を　四角形と　いいます。 

•  直角 
紙を折って定義 

•  ながしかく→長方形 
4つの　かどが、みんな　直角に　なっている　四角形を　長方
形と　いいます。 

•  ましかく→正方形 
4つの　かどが、みんな　直角で、4つの　へんの　長さが　みんな
　同じに　なっている　四角形を　正方形と　いいます。 
 
ジオボード上に、異なる大きさの正方形をつくりなさい。全部で
何通りの大きさの正方形ができますか。 
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余談：中学校の教科書より 
それぞれの正方形の一辺の長さを求めなさい 

東京書籍中学3年P.39	
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Teaching through Problem Solving 
問題解決を通して算数を学ぶ 

•  これまでアメリカで行われてきた授業の多くは，問題解決に必要
な知識や技能を習熟すること（Teaching for Problem Solving)
に当てられている．しかしながら，NCTMスタンダード(1989, 
2000)や，アメリカ共通カリキュラムの提唱するように問題解決
の過程を通して教える授業（Teaching through Problem 
Solving）はなかなか具体化されずにいる． 

•  日本の問題解決型の授業は，世界の数学教育学者が求めていた「
問題解決を通して子供たちが主体的に学ぶことができること」を
具現化するよう工夫された，理想的な指導法として注目されるよ
うになったのである．(Stigler, 1999) 

「教科書を教える」のではなく 
「教科書を使って算数を教える」 

算数教師 3つのレベル 

•  レベル１: 数学の知識や手続きを知っている先生 

•  レベル２: 数学の知識や手続きを知っているだけではなく、その
わけや意味を正しく説明できる先生 

•  レベル3 : 子供が自ら考え、数学の知識や手続きを見つけたり、
作り上げたりできるよう支えることのできる先生 
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Beyond Show and Tell 

Show and Tell 

Beyond Show and Tell 

Neriage 
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問題解決能力の育成 

問題解決力を育てるために 
•  Teaching of Problem Solving 
問題解決とは何かを理解する事を目的とした学習 

• 日本の算数指導に不足がち、今後積極的に増やすべき 
•  Teaching for Problem Solving 
問題解決のために必要な知識・技能・態度を身につける学習 

• 豊かな概念の形成、技能の習熟など、５つのストランドを
バランス良く 

•  Teaching through Problem Solving 
問題解決を通して算数を学ぶ 

• 日本の教科書は、世界の手本！けれども、教科書を教える
のではなく、教科書で教えること 

LessonNote ワークショップ 

会場：山梨大学教育人間科学部附属小学校　1年1組教室  
 
8月4日（日曜日）午前 
•  10:50～11:25　WE－3 
授業記録支援アプリケーション“LessonNote”の体験会＜基礎編＞ 

•  11:30～12:05　WE－4 
授業記録支援アプリケーション“LessonNote”の体験会＜応用編＞ 

8月4日（日曜日）午後 
•  13:40～14:15　WE－6 
授業記録支援アプリケーション“LessonNote”の体験会＜基礎編＞ 

•  14:20～14:55　WE－7 
授業記録支援アプリケーション“LessonNote”の体験会＜応用編＞ 

 


