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「愛数」56 号の発刊によせて 
愛知県数学教育会会長 

鈴木 歩 

 平成 29 年度、愛知県高等学校数学研究会に

よる研究集録「愛数」56 号の発刊をお慶び申し

上げます。本年度の研究活動の足跡を振り返

り、会員の皆様方の不断の努力に敬意を表しま

す。また、今年度８月に、和歌山県で実施され

ました第 99 回全国算数・数学教育研究大会に

おいても、小中学校を含めた多くの先生方にご

参加いただき、研究主題「生きる力をはぐくむ

算数・数学教育の創造～主体性・多様性・協働

性の育成を目指して～」にふさわしい内容で発

表していただきました。本県の先生方のご尽力

により、この研究大会はより実りの多い大会に

なったことと思います。このような研究に前向

きに取り組む土壌は、各地区および各種委員会

における日頃の活動が源にあると考えます。中

心となって活動されている顧問、役員の先生方

にあらためて謝意を表します。 

 さて、平成 30 年度の東海地方数学教育研究

大会は、11 月６日（水）に尾張地区の数学の先

生方を中心に開催されます。高等学校の公開授

業は愛知県立西春高等学校、午後の主会場はウ

インクあいちを予定しています。是非、多くの

先生方に研究発表及び参加いただき、充実した

会にしていきたいと思いますのでご協力をお願

いします。また、全国算数・数学教育研究大会

も歴史を積み重ね、第 100 回の節目の大会を迎

えます。この大会は『100 年の伝統を踏まえた

未来の算数・数学教育の展望』をテーマに、８

月３日から５日までの３日間、東京で開催され

ます。こちらにも東数教同様、多くの先生方に

参加していただき、先輩達のこれまでの功績を

再認識するとともに、愛知の数学教育のレベル

の更なる向上につなげていただければと思いま

す。 

今年度和歌山大会の記念講演の講師は作家・

翻訳家である荒俣宏氏でした。荒俣氏は、明治

から昭和にかけ活躍した地元和歌山県出身の南

方熊楠博士の話をされました。南方博士は、キ

ノコ、コケ、シダなどの研究をする生物学者で

ありながら、民俗学、人類学にも秀でるなど、

一つの分野に関連性のあるすべての学問を究め

るという学風でした。10 を超える外国語を自由

に使いこなし、国内外に多くの論文を発表、

「日本にミナカタあり」と世界の学者から注目

を浴びた学者でありました。荒俣氏は、南方博

士を超博学者と称していました。そして、同様

な博学者として、数学から哲学まで究めたピタ

ゴラス学派に始まり、ニュートンやゲーテ等を

挙げられ、各々の多才な功績も紹介されまし

た。才能豊かな前人の、貪欲に幅広く知識を吸

収する姿勢が強く印象に残りました。 

ややもすると、現代の研究は専門分野を細分

化し、狭く深く究める傾向にあるかと思いま

す。しかし、新しい学習指導要領では、「資

質・能力の３つの柱」として 

① 生きて働く「知識・技能」の習得 

② 未知の状況にも対応できる「思考力・判

断力・表現力等」の育成 

③ 学びを人生や社会に活かそうとする「学

びに向かう力・人間性」の涵養 

が掲げられています。 

先行きの予想できない社会変化を迎える現代

においては、個別の知識を掘り下げるだけでな

く、視野を広げいくつもの知識を相互に関連付

けることにより、新たなものを創造することが

できる力が大切になります。 

こうした時代こそ、南方博士のような幅の広

い資質・能力を備え、自立し、社会に貢献でき

る人材の育成が求められます。そして、新たな

教育に寄与するのが愛知県高等学校数学研究会

での地道な活動であります。これからも一途に

研鑽を積まれることを期待しています。 

- 5 -



 
 
 
 

愛知県数学教育研究会高校部会の研究成果

の集約である「愛数」第５６号の発刊を心よ

りお喜び申し上げます。「愛数」は個々の先生

方の研究、各種委員会や各地区の活動の様子

など、本県における数学教育研究の 1 年間の

軌跡そのものです。いつもながら思うことと

して、愛知の数学教育を担っている意欲溢れ

る先生方の質の高さと層の厚さをあらためて

実感するとともに、皆さまの地道な研究実践

に感謝申し上げるしだいです。 
さて、吉野源三郎さんの著書「君たちはど

う生きるか」がマンガ化されベストセラーと

なっています。そこには、今も色褪せること

のない生きるための指針が多数示されていま

す。急速に進展する社会、様々なものが変化

していく社会において、不易なものを大切に

したいという人々に支持を得ているのかもし

れません。 
その指針の一つに「視点を変える」があり

ます。主人公のコペル君は、天動説が主流で

あった時代に地動説を唱えたコペルニクスに

なぞらえてコペル君というニックネームを与

えられましたが、この「視点を変える」とい

うことは、数学教育を研究する上でも大切な

ことだと思います。 
私は、これまでの教員生活の中で幾度か視

点を変える機会を得てきました。たとえば、

教科「情報」の授業を担当したこともその一

つです。当初、私は実習という授業形態にな

かなか慣れず、授業中に生徒たちがワイワイ

と話をすることが大変苦痛でした。しかし、

しだいに、授業中すべての生徒にすべての事

柄を教えなくても、実習の中で大切な事柄は

生徒たちの間で口コミで伝わっていくこと、

生徒がそれぞれの知識を持ち寄り試行錯誤す

る中で全員ができるようになっていくことを

実感するようになりました。また、そのため

教員はファシリテーターとしてのスキルを磨

くことが大切であることに気付くこともでき

ました。これは、まさに対話的・主体的・深

い学びを進めるためのアクティブラーニング

を実践する上で役立つものです。現在、「情報」

を 
 
 
 

を担当されている先生方は多いと思いますが、 
そういったノウハウを数学の授業に役立てた

研究発表も是非お願いしたいと思います。 
また、私は現在“市立高校”に勤務する関

係で、小中学校との関わりも深く、度々新た

な視点に巡り会う経験を得ています。たとえ

ば、小中学校では、高等学校以上に、学校全

体の取組として「教科を教える」ことに加え、

「教科を通して教える」といった教育活動が

なされています。私は研究発表会などで、キ

ャリア意識を高める、地域との関わりを知る

など学校で設定したテーマに対し、各教科の

特性を活かして取り組むことで目標が達成さ

れていく様子をみることができました。高校

でも、キャリア意識や人権感覚の育成、ＡＩ

社会やグローバル化への対応などを意識した

取組を通し、人生 100 年の時代を逞しく生き

抜く力を育成できたらと思います。 
また、小中学校では、外国人児童生徒に対

し、取り出し授業や個別教材の作成をはじめ

大変手厚い対応がなされています。この子ど

もたちを一人前の社会の構成者に育てようと

いう心意気が伝わってきます。今年度、知多

で行われた数学教育研究大会高校部会では、

外国人生徒に対する数学の授業に関する発表

がありました。これからの社会では、ダイバ

ーシティーに対する意識の向上が益々求めら

れます。そういった視点で、外国人生徒への

対応はじめ、疾病や発達障害を抱える生徒、

LGBT の生徒等に対する数学の授業の進め方

など、多様な生徒への配慮や支援に関する研

究にも期待をしたいと思います。 
皆さんが、生徒たちをどのような人間に育

てたいか、どんな人生を送らせたいかといっ

た思いを、数学の授業を通して形にしていっ

ていただけたらと思います。数学研究会は、

様々な先生方が自由な発想で伸び伸びと研究

に取り組み、発表を通してブラッシュアップ

できる素晴らし土壌があります。是非、この

環境を最大限に活かし、先生方の力量が向上

すること、そして本県の数学教育が益々発展

することを祈念しております。 

「愛数」５６号の発刊によせて 

愛知県数学教育会副会長 
花井 和志 
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「愛数」５６号の発刊によせて 
愛知県数学教育研究会高等学校部会長  

戸 倉  隆 

愛知県高等学校数学研究会の平成 28 年度

研究活動を集約した研究集録「愛数」56 号を

発刊することができました。これもひとえに

会員の皆様方の日頃の研究活動の賜物であり、

感謝申し上げます。また、その研究のレベル

を高めているのは、各地区及び各種委員会の

活動です。中心となって活躍していただいた

顧問、役員の先生方に深く感謝申し上げます。 

本年度は平成 29 年 11 月７日（火）、知多市

勤労会館で愛知県数学教育研究会高等学校部

会研究大会が開催されました。午前中の愛知

教育大学数学教育講座准教授青山和裕先生の

ご講演「新教育課程における統計領域の指導

について」では、授業実践事例や高等学校で

の統計教材を紹介していただきました。次期

学習指導要領では小中高等学校教育を通じて

統計教育の充実を図ることとされている中、

示唆に富んだ大変参考になるものでありまし

た。 

11 月 10 日（金）には三重県松阪市で東海

地方数学教育会第６４回研究（三重）大会が

「主体的・協働的に学ぶ 算数・数学教育の

実践」という大会テーマのもと開催されまし

た。愛高数からは３人の先生方に発表してい

ただきました。 

 

さて、平成 29 年度は、平成 26 年 12 月に中

央教育審議会が答申した「新しい時代にふさ

わしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、

大学教育、大学入学者選抜の一体的改革につ

いて」で示された改革の方向性がより具体的

となった節目の年でありました。 

大学入学者選抜に関しては、平成 29 年７月

に文部科学省が「高大接続改革の実施方針等

の策定について」を公表し、「高校生の学びの

基礎診断」実施方針及び「大学入学共通テス

ト」実施方針が策定されました。11 月には県

立学校も協力校となり「大学入学共通テスト」

試行調査（プレテスト）が実施されました。

日常生活を題材とした問題が多いこと、読む

分量が大幅に増加したことなどが特徴的でし

た。「必ずしもそのまま大学入学共通テストに

受け継がれるものではない」とされています

が、長い文章から必要な情報を取捨選択する

能力、日常生活に根ざした事柄から数学的な

モデルを組み立てる力、自分の主張を表現す

る力、などを身に着けて欲しいというメッセ

ージであることは確かです。 

また、今年度末までには次期学習指導要領

が公示され、高等学校教育改革の方向性もよ

り具体的になります。 

 

これからの時代を生きる生徒たちに必要な

数学の力、求められる数学の力を実際に教え

身につけさせていくのは一人一人の数学の先

生方です。そしてそのための授業方法や、魅

力的な教材を考えていく上で、数学研究会の

役割は非常に大きいと思います。いろいろな

地区、学校、年齢の先生方と意見交換や情報

交換をすることで、一人では気づかない発見

があるはずです。「新しい時代にふさわしい」

数学教育の推進のため、会員の先生方の活発

な研究と研究集録である「愛数」が一層活用

されることを心から期待しています。 
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平成 29 年度研究会の歩み 
                            愛知県高等学校数学研究会会長 

渡辺 喜長 

今年度も、多くの先生方のお力で、充実した研

究会活動を行うことができました。昨年に引き続

き会長２年が経ちましたが、成熟したこの愛知県

数学研究会の組織力には驚いてばかりです。 

新入生テスト作成委員会は、今年度も良問の

「新入生テスト」を作成していただきました。佐

藤委員長はじめ、最後の最後までチェックや訂正

を入れていた委員の方々には頭が下がります。ぜ

ひ多くの高校で採用いただき、分析を経て中学・

高校の指導に役立てて欲しいです。 

教材開発委員会は、念願であったブリッジの姉

妹品「ブリッジライト」を作成してもらえました。

ただでさえ校務などで忙しいのに、さらにもう一

製品を作るのは並大抵のことではありません。委

員長の井戸田先生の指示のもと、幅広く使ってい

ただけるシリーズが出来たと思います。自前のチ

ラシも、まるで業者のようなクォリティーでした。

このシリーズが来年度、さらに多くの新入生に活

用してもらえるとうれしいです。 

高大連絡委員会は、６／１７（土）名城大学で

大学入試問題懇談会を開催していただけました。

国公立は一校増え７大学、私立は６大学の先生方

に入試問題の解説や分析をしていただき、今年も

大盛況でした。資料集作りと並行して、この懇談

会の開催までの緻密な準備は並大抵のことでは

ありません。それでも干場先生中心に和気あいあ

いと進められていく高大委員会がうらやましく

思います。 

教育情報委員会は、愛高数ホームページの運営

を通して、本研究会の活動状況等の情報発信もし

ています。また今年度も「コンピュータ利用授業

のヒント」を作成していただけました。委員会活

動の中でタブレットを活用した公開授業研究も

行っています。今年度は参加させてもらいました

が、とても意義ある時間でした。少人数だけど、

木藤先生を中心とするアットホームで地道な活

動が、華やかなＣＡＩなどの教材作成を支えてい

るのだなと痛感しました。 

各地区の活動も活発でした。特に今年度の愛知

県高等学校数学教育研究大会では、担当として知

多地区には本当にお世話になりました。11/7（火）

知多市勤労文化会館は大盛況でした。講演会講師

は愛知教育大学准教授の青山和裕先生で、データ

の分析についてご講演いただきました。今後の授

業について役に立つお話をたくさんいただきま

したが、私が心に残ったのは、データは鵜呑みに

するのではなく、一度は疑って批判の目で見るこ

とも大切であることを教える必要はある、という

一言でした。生きる力として大事な見方だと思い

ます。竹内委員長はじめ知多地区の先生方による

手作り感のある大会は、準備から「数学の集い」

が終わるまで、心和む場面が多かったです。心か

ら深く感謝申し上げます。 

そして、今現在、この一連の活動を愛数担当の

安藤先生がまとめてくれている最中です。さらに

は、来年度愛高数７０周年を迎えるにあたって、

戸倉先生中心に記念誌作成や記念式典に向けて

動き出しています。また、夏には日数教が和歌山

で台風の中、開催されましたが、それでも多くの

先生方が応援や発表に参加してくださいました。 

他にも書ききれない活動の中で、本当に多くの先

生方の支えがあり成立した 1年でした。感謝する

ととともに、７０周年に向けてさらなるご支援・

ご協力をくださいますようお願い申し上げます。 
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