
８．各種委員会等の活動報告
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新入生テスト作成委員会活動報告 
 

                                                       愛知県立五条高等学校 佐藤克典 
 
 
  愛知県高等学校数学研究会新入生テスト作成委員会では、継続して実施されている「高等学校入学者数学
学力テスト」の問題作成を中心に活動しています。 
  

今年度も平成３０年の春に実施していただく「新入生テスト」を  
  Ａ：基礎・基本の問題を主としたテスト    
  Ｂ：やや程度の高い問題を主としたテスト  
として作成いたしました。（いずれも実施時間は５０分） 
 
 基本方針としては、①難易度のバランスがよい問題 ②幅広い層に適応できる問題 ③新鮮なおもしろみ
のある問題 の作成をめざし、平均点が６０点前後となることを目標としました。 

 
平成２７年４月には中学１年から新しい教科書で学習した生徒が高校に入学しています。今後の課題とし

て、カリキュラムの変更に伴う学力の推移を測ることができる問題、課題学習等を経験してきた新入生の学
力をうまく検証できる問題等、問題の質を高めていくことなどが考えられます。 

１月１６日現在、Ａは約 5,000 人、Ｂは約 27,000 人の申込を受けています。今年度、実施していただいた
学校の声を反映して、さらに、中高の橋渡しとなる良問で構成されたテストの作成を心がけていきたいと思
います。 
 
 

今後も本委員会へのご支援をお願いするとともに、ご意見・ご要望をお待ちしています。 
 
 
                                       連絡先 〒490-1104  愛知県あま市西今宿阿弥陀寺５６ 
                                                     愛知県立五条高等学校 佐藤 克典 
                                                           TEL 052-442-1515   FAX 052-442-3958 
 
 
 
 
 
１ 平成２９年度顧問ならびに委員 
 
  顧問  戸倉 隆（惟信高校校長） 小島寿文（豊明高校校長） 小川八郎（一宮高校校長） 
      山口 哲（瀬戸北総合高校教頭） 山田満貴（中村高校教頭） 齋藤育浩（時習館高校教頭） 
      近藤哲史（総合教育センター）   渡辺喜長（瑞陵高校）     
     

委員    伊藤太亮（松陰高校）  松川木綿子（鳴海高校）  是澤佑（海翔高校） 
丹下裕太（五条高校）  中村普章（東海商業高校） 田中伸一（大府東高校）   
臼杵秀一（三好高校）  千田圭太（岡崎北高校）  山田悠作（岡崎西高校） 
河合謙二郎（小坂井高校） 

 
            太田博隆（愛工大名電高校） 近田侑也（明和高校）    川村一仁（海翔高校） 
         菱田佳祐（美和高校）     小川英将（一宮高校）  大月万里江（横須賀高校）     
            森下勲 （安城東高校）   加藤翔平（豊橋高校） 
 
      佐藤克典（五条高校）  鈴村 愛（名古屋西高校） 
 
 
 
 
 
２ 委員会日程 
 
 
    第１回委員会  平成２９年７月２８日（金）午後  於 ウインクあいち 
          平成２９年４月の実施状況報告と総括・領域別分析結果報告 
          平成３０年度作成方針の確認・検討 

各領域（数式・関数・図形）別分担及び代表者選出 
 
 
    第２回委員会  平成２９年８月２８日（月）午後  於 ウインクあいち 
          各領域別の候補問題の検討と決定・予想正答率の検討  

全体の候補問題の決定（第１案の作成） 
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第３回委員会  平成２９年１０月４日（水）午後  於 ウインクあいち 

          第１案をもとに各領域別の候補問題の再検討・予想正答率の再検討 
      全体のバランスを考慮しての再度の研究協議と検討・最終問題の選考 
          中学校助言者・各地区委員長からの助言・指導 
 
    第４回委員会  平成２９年１１月１日（水）午後 於 ウインクあいち 
          領域代表者による検討・各校宛文書等の検討・今後の予定の確認 

 
第５回委員会  平成２９年１１月２２日（水）午後  於 ニッタビル 

          領域代表者による最終検討・各校宛文書等の検討 
 
 
 
 
３ 平成３０年度の問題について 
 
 
   次ページ以降に作成した問題を掲載しておきましたので、ご覧ください。また、これらの問題について、

ご意見等がございましたら、本委員会まで連絡をお願いします。いただきましたご意見等については、来
年度以降の問題作成の際に生かしていきたいと思います。今後も、委員会活動の活性化に努力していきた
いと思いますので、ご支援をよろしくお願いいたしします。 
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数学科教育情報委員会 活動報告 
 

愛知県立豊丘高等学校 木藤 武 

 
 
  数学科教育情報委員会では、年に４回程度の委員会を開催し、コンピュータ等を利用した授業

展開の研究、大学入試問題理解のためのコンピュータ利用の研究を中心に、最新ソフトウェアや

インターネット、ＩＣＴ等を活用した新しい授業方法の探究を行っています。 

 
 
１ 平成２９年度委員 
 顧 問 

水井俊之（一宮興道高・校長） 大谷宣生（春日井西高・校長） 
深沢国良（成章高・教頭）   成田和憲（三好高・教頭） 

 委 員 
  成田慎一（小牧南高）     松倉壮平（一宮興道高）     水野雄介（犬山高） 
  小山内勇介（守山高）     山下 勝（半田高）       松井和総（半田高）   

  柳田一匡（横須賀高）     松井良太（猿投農林高）     三木雅弘（西尾高）   

  藤井健二（国府高）      宮崎智之（豊橋高）       木藤 武（豊丘高）  
 
２ 委員会日程 
 第１回委員会  ６月２１日（水） 於：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

 第２回委員会  ９月２９日（金） 於：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

 第３回委員会 １０月２４日（火） 於：愛知県立守山高等学校 

 第４回委員会  ２月１６日（金） 於：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

 
３ 研究集録「２０１７年度版 コンピュータ利用授業のヒント」の作成 
 数学科教育情報委員会では授業におけるコンピュータ利用の研究を進めており、毎年研究集録冊子

である『コンピュータ利用授業のヒント』を作成し大学入試問題を題材とした授業展開の提案をして

います。１９９８年度から CD-ROM でのデータ提供も行っていましたが、２０１４年度からは冊子の

みとし、Web でのデータ提供に切り替えました。タブレットＰＣや書画カメラの利用も含めた新しい

授業展開の方法も模索しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 「コンピュータ利用授業のヒント」Web ページ http://aisuu.main.jp/（スマホ対応）
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【収録資料例】 

第１回と第２回の委員会で『コンピュータ利

用授業のヒント』冊子作成に関わるコンテンツの

作成を行い、印刷したものを県大会で参加者全員

に配布しました。コンテンツの一部をアニメーシ

ョンＧＩＦとし、冊子のＱＲコードからアクセス

をすれば、紙の上の静止画だけではわからない動

きをスマートフォンなどでも体験できます。 
第３回の委員会では、タブレットＰＣを用いた

研究授業の第２回目として「平面図形」の分野で

三角形の内心を取り上げました。コンパスを使っ

ての作図、タブレットＰＣ上での作図それぞれの

作業を通じて、図形の性質を調べました。生徒の

積極的な活動が見られました。 
県大会の発表では、いくつかのコンテンツ紹介

とともにタブレットを使った授業展開の方法や工

夫、スマートフォンの画面をプロジェクタで投影

する方法、アプリケーションの紹介もしました。 
ＩＣＴ利用教材、事例と資料などＷｅｂ上での

コンテンツも年々増えてきましたので、多くの先

生方に積極的に実践していただければ幸いです。 
４ 愛知県高等学校数学研究会ホームページ運営 

 数学科教育情報委員会では、数学教育に有益な情報の収集と発信のために、ホームページの運営を

行っています[URL：http://www.tcp-ip.or.jp/~aisuu/]。また、役員の情報交換のためのメーリング

リストの運営も行っています。 
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高大連絡委員会活動報告
愛知県立豊田高等学校 干場 晋哉

愛知県高等学校数学研究会高大連絡委員会では、顧問である校長、教頭、数学研究会会長や前

委員長の指導のもと、毎年６月に実施する数学科大学入試問題研究会の計画・運営を中心に活動

しています。

数学科大学入試問題研究会では、国公立大学、私立大学の２会場に分かれ、愛知県内の数学を

出題する主な大学及び三重大学・静岡大学の本年度の入試問題について、それぞれの大学の先生

方から問題の解説と採点されたおりの感想等をお話しいただきました。今年度は、６年ぶりに豊

橋技術科学大学に参加していただき、国公立大学７校、私立大学６校で行うことができました。

県内、岐阜県、三重県から209名の先生方に参加いただき、どの会場も盛況のうちに終えること

ができました。

また、ＣＡＩによる問題の解法の時間は、国公立大学の説明と時間が重なり、例年よりも参加

者が少なくなってしまいましたが、多くの先生方に参加いただき好評を得ました。しかし、次年

度以降につきましては、数学科教育情報委員会で同様な取組が行われていることもあり、高大連

絡委員会としてはＣＡＩを実施しないことになりました。そして、毎年高い評価をいただいてい

る資料には、様々な方式の問題をほぼ網羅すると同時に、手に入りにくい看護系学校の問題・解

答等も掲載することができ、充実した資料になりました。大変な作業でしたが、本委員会委員の

皆さんの力を結集してよい取組ができたと思います。今後も更に前向きに取り組んでいきたいと

考えていますので、御意見・御要望をお待ちしています。

［連絡先 〒470-0374 豊田市伊保町三本末１番地 愛知県立豊田高等学校 干場晋哉 TEL 0565-45-8622 FAX 0565-46-1984］

１ 平成29年度数学科大学入試問題研究会について
（１）日時 平成29年６月17日（土）

（２）場所 名城大学

（３）参加大学及び講師

愛知教育大学 （竹内 義浩先生） 愛知工業大学（伊藤 健 先生）

名古屋市立大学 （河田 成人先生） 大同大学 （成田淳一郎先生）

静岡大学 （谷本 龍二先生） 中京大学 （山田 雅之先生）

豊橋技術科学大学（伊藤 公毅先生） 中部大学 （橋本 道雄先生）

三重大学 （川向 洋之先生） 南山大学 （小藤 俊幸先生）

名古屋工業大学 （岩下 弘一先生） 名城大学 （鈴木 紀明先生）

名古屋大学 （納谷 信 先生）

（４）資料掲載大学・専門学校

愛知県立大学、愛知医科大学、藤田保健衛生大学、日本赤十字豊田看護大学、

椙山女学園大学、愛知県立総合看護専門学校、藤田保健衛生大学看護専門学校

（５）参加人数 209名

尾張地区：40名 名瀬地区：66名 知多地区：12名 西三河地区：34名

東三河地区：13名 岐阜県：32名 三重県・その他地区：12名

２ 平成29年度顧問並びに委員 ※６月18日現在

顧 問 戸倉 隆（県立惟信高校長） 山田 知子（県立杏和高校長）

藤井 達也（県立豊田北高校長） 人見 浩司（県立一宮西高校教頭）

兵藤 直人（県立瑞陵高校教頭） 中澤 髙志（県立名古屋西高校教頭）

川嶋 英世（県立岡崎東高校教頭） 渡辺 喜長（県立瑞陵高校）

浅岡 寛也（県立知立東高校）

委 員 干場 晋哉（県立豊田高校）［委員長］ 市川 敏（椙山女学園中学・高校）

市川 美香（県立豊田西高校） 伊藤 太亮（県立松蔭高校）

伊藤 友一（県立旭丘高校） 大須賀勇貴（県立御津高校）

川村 一仁（県立海翔高校） 木村 頼洋（県立西尾東高校）

熊谷 達也（県立千種高校） 児玉 靖宏（県立刈谷北高校）

酒井 浩（県立旭丘高校） 鈴木 泰志（県立国府高校）
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高木 義実（名古屋市立緑高校） 坪井 康展（県立旭野高校）

野村 考平（県立知立東高校） 服部 憲始（県立一宮高校）

深尾 健（県立松平高校） 真崎 太樹（県立犬山高校）

圓山 裕介（県立安城南高校） 村澤 英佑（県立豊丘高校）

山下 勝（県立半田高校） 山本 武寿（県立東浦高校）

横山 陽祐（県立昭和高校） 頼本 政樹（県立高蔵寺高校）

３ 委員会日程
第１回委員会 １月11日（水） 場所：愛知県産業労働センター

（委員会活動の概略確認、担当大学の決定、等）

第２回委員会 ５月９日（火） 場所：愛知県女性総合センター

（大学入試問題研究会の役割分担、大学入試問題の検討、等）

第３回委員会 ６月９日（金） 場所：愛知県産業労働センター

（大学入試問題の検討、大学入試問題研究会の打ち合わせ、等）

第４回委員会 10月13日（金） 場所：愛知県産業労働センター

（大学入試問題研究会反省、アンケート結果分析、等）

４ 平成29年度大学入試懇談会（第66回）参加報告
５月29日（日）に学習院大学で実施されました大学入試懇談会に、愛知県高等学校数学研究会

の支援で、本委員会委員が参加する機会を得ましたので、その報告をいたします。

（１）参加大学

学習院大学、東京理科大学、横浜国立大学、東京工業大学、

東京大学、一橋大学、大阪大学、京都大学

（２）入試講評

・論証力が問われる問題を必ず出すようにしている。機械、電気電子、システム系学科を中心

に「論証力がないとついていけない」との意見が多く聞かれる。

・「問題の意味が理解できれば、素直に計算するとある程度点数が取れるが、満点を取るため

にはセンスが必要」な問題の作成を目指している。

・微積分を中心に高校から大学への接続はスムーズにいっている。

・近年受験生の計算力の低下が目立ち、単純な計算問題が必要であると考えたため、答えの

み解答をする問題を導入した。

・統計の重要性は認識しているが、入試として出題する良い問題を作成するのが難しい。

・数に対する感覚、方針を見通す力、論理を構成する力、数学的センスなど、入学後の学習の

前提となる問題解決能力を見たい。

・高校段階で身につけてほしいことは、数学的に考える力、数学的に表現する力である。

・論理的思考力、柔軟な思考力、計算力が見られるように、相当なエネルギーを使って出題・

採点をしている。

（３）講演「センター試験と新テストの実施方針について」

［大学入試センター研究開発部教授 大津起夫先生］

平成29年度センター試験の概要と大学入試改革の方向性と新テストの実施方針(案)について

ての話があった。文科省から５月16日発表された「高大接続改革の進捗状況について」に触れ、

今後の『大学入学共通テスト（仮称）』実施に向けた、流れなどの説明があった。各教科によ

って、どのように実施されるかが大きく異なるが、国語では、条件付きでの記述問題が出題さ

れたり、数学では数学Ⅰの範囲で記述式解答が求められるようになる。また、英語については、

４技能を適切に評価できるように実施されていくとの話があった。

今後については、実施期日は現行通りで変更はなく、実施大綱が平成31年に発表されるので

はないかという説明があった。 文責 干場晋哉
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教材開発委員会活動報告 
 愛知県立天白高等学校  井戸田 勝弘 

教材開発委員会では、「ブリッジ数学－高校数学への基礎－」問題集

の作成を中心に活動しています。この問題集は、高等学校に入学する

生徒を対象として、中学校から高等学校への数学学習の橋渡しをスム

ーズに行うための手助けをすることが目的です。昭和５６年の創刊以来、

県内の多くの高等学校で採用いただいております。常に多くの生徒に使

いやすく役に立つものを目指して、毎年教材の分析と検討を行ってい

ます。さらに今年度からは以前からのご要望にお応えし、問題を精選し、

かつ再編集をした「ブリッジ数学ライト」問題集の作成をすることがで

きました。なお、生徒の数学に対する興味・関心が少しでも高まること

を期待して、「有名な数学者の似顔絵と名言」と「数学に関する読み物」

をこれまで通り、どちらの問題集にも掲載し続けています。 
今後とも「ブリッジ数学・ブリッジ数学ライト」問題集の各高等学校

での採用をお願いするとともに、ご意見・ご要望をお待ちしています。 
 

 
連絡先 〒468-0006 名古屋市天白区植田東一丁目 601 番地 

愛知県立天白高等学校 井戸田 勝弘 
TEL052-801-1145 FAX052-805-9985 

１ 顧問ならびに委員 

  顧問 戸倉  隆 （惟信高・校長） 木下 勝義（豊橋南高・校長）平山 進司（日進西高・校長）      

高橋 正人（丹羽高・教頭） 山崎 博司（吉良高・教頭） 渡辺 喜長（瑞陵高） 
  委員 井戸田勝弘（天白高）    村田 英康（高蔵寺高）   水野 智之（稲沢高） 
     黒釜 康裕（岡崎東高）   加藤 敦朗（犬山高）    花里 真吾（千種高） 

小坂 正紀（一宮南高）   小林 大輔（足助高）    澤田 将卓（武豊高） 
山本 裕貴（大府高）    青山 哲也（日進西高）   髙山  慶 （惟信高） 

     加藤 圭太（旭陵高）    山川 真吾（豊橋東高）  
神鳥  茜 （名古屋市立工芸高）    宮田 隆徳（名城大学付属高） 
 

２ 委員会日程 

  第１回委員会     ６月３０日（金）   於：フェール MAMI   
          （本年度活動方針、分野別問題の検討 他） 
   第２回委員会     ８月２２日（火）   於：フェール MAMI 
                 （分野別問題・解答の作成、数学者の名言・読み物の決定 他） 
  第３回委員会    ９月２９日（金）   於：フェール MAMI  

（分野別問題・解答の校正、表紙絵の決定 他）    
第４回委員会   １０月３１日（火）   於：フェール MAMI 

                  （分野別問題・解答の最終確認、本年度の反省 他） 
 

３ 本年度活動方針 

（１）ブリッジ数学・ブリッジ数学ライト問題集編集方針 
  ・中学校での学習内容をよく研究し、問題の選定および解答の作成を行う。 
  ・多くの生徒に使いやすく、役に立つ問題集となるよう、問題の検討を念入りに行う。 
  ・解答の解説の充実を図る。 

ブリッジ数学シリーズチラシ表紙
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（２）その他の活動 
  ・中学校における教育課程の情報収集および情報交換を行う。 
  ・高等学校での新課程の取り組みについて情報交換を行う。 

４ 平成３０年度問題集について 

表紙絵  ハウスドルフ（県内の高校生が描いています。）  

 名言   「数学には人間的歓喜を呼び起こす何かがある」 
 読み物   「ドーナツを食べるときに」 

 ページ数 ２４ページ 

領域（表内の数値はページ数） 

 

 

 

 

 

 

問題構成   確認問題（基礎的な内容の確認問題） 

      Ａ 問題（基本的な問題）               

      Ｂ 問題（応用的な問題） 

      ブリッジ（高等学校で学習する教材の基本的な内容を加味した問題） 

         ※ブリッジライトは、確認問題と標準問題（ブリッジでのＡ問題）の２部構成 

 

５ 委員会の歩みと問題集の改定略歴 

 昭和５６年度に全県の各地区から選ばれた二十数人の委員が、問題集

の作成を始めとして、カリキュラムの勉強、各校の情報交換を目的とし

て教材開発委員会が発足した。 
 発刊当初の問題集「ブリッジ数学―高校数学の基礎―」は４つの領域か

ら構成されており、それぞれの領域についてＡ問題、Ｂ問題、最後にま

とめて発展問題を設定していた。 
 
［昭和５６年度版］ 
 まえがき     １ページ（とびら） 
 整式の計算    ４ページ（Ａ問題、Ｂ問題）              
 方程式      ４ページ（Ａ問題、Ｂ問題） 
 不等式・関数関係 ４ページ（Ａ問題、Ｂ問題） 
 図形       ４ページ（Ａ問題、Ｂ問題） 
 発展問題     ７ページ 
 
［問題集の改定略歴］ 
 ・自己採点表を追加                        （昭和５９年度版より） 
 ・表紙と裏表紙の見返しの部分に数学に関する読み物を追加      （平成 ２年度版より） 
 ・表紙デザインの変更（幾何学模様から数学史を飾る偉人の似顔絵）  （平成 ４年度版より） 
 ・表紙絵の人物の格言の追加                    （平成 ７年度版より） 
 ・構成の大幅変更（発展問題の削除、各領域にブリッジ編を導入）   （平成 ７年度版より） 
 ・解答・解説の冊子化                       （平成１９年度版より） 
 ・中学校新教育課程移行措置に対応した問題の変更          （平成２３年度版より） 
 ・領域に「資料の活用」を追加                   （平成２４年度版より） 
 ・冊子サイズの変更（Ｂ５版からＡ４版へ）             （平成２７年度版より） 
 ・ブリッジ数学ライト版誕生                    （平成３０年度版より） 

 ブリッジ ブリッジライト 

数と式(含 方程式) ８．５ １０ 

資料の活用(含 確率) ３．５ ４ 

関数 ６ ６ 

図形 ６ ４ 

平成３０年度版表紙（ライト版）

昭和５６年度創刊号表紙 
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日本数学コンクールの報告 

 
愛知県立千種高等学校 髙原 文規  

 
 日本数学コンクールは、若い才能の発見、数学的才能の発展、多彩な才能の評価、新しい数学の発見

を目的として始められ、発展した来た。現在の状況をまとめる。 
 
 (1) 日本数学コンクール（高校生対象） 

 個人で問題を解く個人戦と４人まででチームを組んで解く団体戦がある。 
 団体戦で成績優秀だったチームは、２年に１度開催されるシンガポールインターナショナル数学

チャレンジが翌年に開催される年は、それに推薦される。 
 
 (2) 日本ジュニア数学コンクール（中学生対象） 

 個人で問題を解く個人戦と４人まででチームを組んで解く団体戦がある。 
 他の大会への推薦は無い。 

 
 上記は８月上旬に開催され、５時間半をかけ、４問から５問の問題に取り組み、できるだけ解答を作

成する。 
 
 (3) 日本数学コンクール論文賞（高校生対象） 

 与えられた問題について、個人またはグループで論文を書き、９月上旬までに提出する。 
 
 (4) 日本ジュニア数学コンクール論文賞（中学生対象） 

 (3) と同じ。中学生だけで評価される。 
 
 以上、高校生対象としては、日本数学コンクール個人戦、日本数学コンクール団体戦、日本数学コン

クール論文賞がある。 
 
平成２９年度 

 本年度は８月６日(日)に日本数学コンクール、日本ジュニア数学コンクールが名古屋会場（名古屋大

学）、三重会場（津高校）、大阪会場（大手前高校）、和歌山会場（橋本市教育文化会館）、福井会場（福

井大学）の５会場で、個人戦７５名、団体戦４３組が参加して開催された。日本ジュニア数学コンクー

ルの参加は個人戦２８名、団体戦８０組の参加であった。 
 （募集は６月から始まり、７月６日締切） 
 論文賞は９月６日の締切までに日本数学コンクール論文賞の応募が２７件、日本ジュニア数学コンク

ール論文賞の応募が１６件であった。 
 １１月５日に名古屋大学理学部南館 坂田・平田ホールで表彰式が行われ、日本数学コンクール個人

戦では１７名、団体戦では１１組、日本数学コンクール論文賞では８グループ、個人が表彰され、式後

には出題者、採点者が高校生、中学生に向けて、ポスターセッションで、問題の解答についてそれぞれ
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説明した。 
 この他にも、コンクール参加者を主な対象にしているが、誰でも参加できるフォローアップセミナー

として年に８回、２月、７月、８月、９月を除いた毎月第４金曜日に数理ウェーブが名古屋大学理学部

１号館で開催されている。 
 
 以上の詳しい情報は、名古屋大学のホームページで閲覧できる。「数学コンクール」で検索して見つか

る名古屋大学の学術研究・産学連携本部のページの中に公開されている。 
 
 舞台裏 

 日本数学コンクールを運営しているのは、名古屋大学を中心とする大学の先生方と、愛知県、三重県

の数学科の教員からなる日本数学コンクール実行委員会であり、とりまとめは名古屋大学研究協力部社

会連携課が行っている。 

 本年度のスケジュールは次のとおりであった。 

 ４月１５日の第１回委員会で開催日が決定され、論文賞の問題の検討が始まる。 

 ５月２０日の第２回委員会で論文賞の問題の決定、コンクールの検討が始まる。 

 ６月２４日、７月８日の第３回、第４回委員会で問題の検討、決定。 

 ８月６日に日本数学コンクール開催。試験監督、受付などを分担する。 

 答案については、出題者を中心に分担して評価する。 

 ９月９日、１０月７日の第５回、第６回委員会で受賞者の決定。 

 １１月５日の表彰式の立ち会い、ポスターセッションの準備、説明を担当する。 

 

 本年度は論文賞に、名古屋大学の先生と三重県の高校の先生の問題が出題され、コンクールに、名古

屋大学の先生の問題が２問、福井大学の先生の問題が１問、愛知県の高校の先生の問題が２問、三重県

の高校の先生の問題が１問出題された。 

 出題された先生方を中心に、答案の評価、解答の作成、ポスターセッションでの説明がされた。 

 

 高校の教員はこのように問題作りにもたずさわっており、問題のアイディアを提出する他に、学習進

度の観点から「生徒がならっていないと解けない問題」では無いことを確認し、問題文を生徒が理解し

やすいものになるように表現について提案する。 

 

 

 問題 

 本年度の問題は以下のようなものであった。 

 

 コンクール第１問 

 円周角の定理をもとに、映画館のスクリーンを見込む角がもっとも大きくなるようにする方法。 

 

 コンクール第２問 

 碁盤目状の道がある街で、往復する道のりの数を求める。 
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 コンクール第３問 

 パスカルの三角形の各数を偶数奇数で分けて調べ、そのフラクタルな構造を調べ、ｎ段の奇数の個数

を求める式を作る。 

 

 コンクール第４問 

 正十二面体を与えられた大きさのコンテナに規則正しい積み方でなるべく多く詰める方法。 

 

 コンクール第５問 

 与えられた数の文字と＋－×÷（）を使って作ることの出来る式の数。 

 

 コンクール論文賞第１問 

 辺の長さが１の正方形の中に与えられた数の正三角形を詰めるとき、正三角形の辺の長さの最大値と

その詰め方。 

 

 コンクール論文賞第２問 

 棒引きを勝つためにどのように人数を振り分ければ良いかをいろいろな条件の時に考える。 

 

 コンクール論文賞第３問 

 自由テーマ。自分で研究した事柄を論文にして提出する。 

 

 これらの問題の正確な文章は上記のホームページで公開されている。 

 

 

参加者 

 都府県別の参加者人数については以下の通り。 

(個人戦,団体戦) ※団体戦も団体数では無く人数 

名古屋会場 

愛知(39,36), 岐阜(8,9), 三重(3,25), 静岡(1,0), 東京(4,0), 神奈川(0,4) 

三重会場 

三重(3,39) 

大阪会場 
大阪(11,8), 兵庫(1,0), 奈良(1,4), 岡山(0,4), 熊本(0,2) 

和歌山会場 
和歌山(1,10), 大阪(1,0), 奈良(1,4) 

福井会場 
福井(1,4) 

 

 やはり愛知県内からの参加が多いが、１３都府県から参加するようになった。 

 

 

- 160 -



実行委員をやって思うこと 

 こういった委員会や評価を通して、大学の先生と顔見知りになり、いろいろな話が聞けることが私自

身にとっては一番の刺激になっている。 

 また、生徒のたどたどしくも真剣な解答を評価しよう、理解しようと読み込むことも刺激的である。 

 説明しすぎずにヒントを提示するように問題文を作ろうという努力し、その問題への取り組んだ人数、

解答のできによって問題文を評価することも勉強になっている。 

 月に 1回、委員会に出席することや、解答の評価にたずさわることは努力が必要であるが、努力した

だけの成果をもらっている。 

 

 

県立高校の教員として思うこと 

 数学に興味を持つ高校生に対して、大学入試以外の問題にじっくりと取り組む機会を紹介でき、書物

ではなく大学の先生方の話を直接聞く機会を紹介できるのはその生徒の視野を広げる機会を紹介でき

ることである。 

 今後も日本数学コンクールを生徒に紹介していきたいと思っている。 

 平成３０年度も遅くとも６月には下のようなポスターが各学校に届くはずです。団体戦という参加し

やすい形式もできています。数学に興味のある生徒にコンクールを紹介しましょう。 
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