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「愛数」57 号の発刊によせて 
愛知県数学教育会会長 

鈴木 歩 

 平成 30 年度、愛知県高等学校数学研究会に

よる研究集録「愛数」57 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あらため

て振り返り、会員の皆様方の不断の努力に敬意

を表します。今年度は全国算数・数学教育研究

会が第 100 回を迎え、愛知県高等学校数学研究

会は 70 周年を迎える節目の年でありました。 

名古屋市で 40.3℃が観測された８月上旬に、

東京都で開催されました第 100 回全国算数・数

学教育研究大会においては、小中学校を含めた

多くの先生方に愛知県からご参加いただき、研

究主題「100 年の伝統を踏まえた未来の算数・

数学教育の展望」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

節目の研究大会にふさわしい、外気温に負けな

い熱い大会になりました。ベテランの先生から

若手まで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。次年度の全国算数・数学教育研究大会は、

「未来社会を切り拓くための算数・数学教育～

主体的・対話的で深い学びによる探究力の向上

をめざして～」を研究主題に８月７日から９日

までの３日間、沖縄で開催されます。次の 100

年に向け、これまでどおり、多くの先生方に発

表・参加いただけることを期待しております。 

 また、平成 30 年度の東海地方数学教育研究

大会が、12 年ぶりに高等学校が主催で 11 月６

日に開催されました。「主体的・協働的に数学

的な見方・考え方を学ぶ算数・数学教育の実

践」を研究主題に掲げ、活気のある大会になり

ました。東京藝術大学大学院映像研究科教授の

佐藤政彦先生の講演も好評を博しました。佐藤

先生は当日も大会にふさわしい講演にするため

に直前まで改善に努められておりました。講演

時間がとても短く感じる、算数・数学の視野を

広げる素晴らしい講演でありました。 

 

先に述べました全国算数・数学研究会の記念

講演の講師は前東京理科大学学長の藤嶋昭氏で

した。藤嶋氏は、東京大学大学院工学系研究科

博士課程を修了後、東京大学やテキサス大学で

研究し、教鞭を執られました。専門は化学で酸

化チタンを使った光触媒反応など数々の功績を

残されています。藤嶋氏が研究の源としてよく

挙げられるのが、中国の古典であります。今回

の講演では『管子』の「一年の計は、穀を樹う

るには如くはなく、十年の計は木を樹うるに如

くはなく、終身の計は、人を樹うるに如くはな

し」（１年の計画を立てるとすれば米などの穀

物を植えるときのことを考えてみるとよい。十

年の計画をたてるときは樹木を植えるときのこ

とを考えるとよい。人間の一生の計画を考える

時には人をどのように教育していくかを考える

と良い）『論語』の「之を知る者は、之を好む

者に如かず 之を好む者は、之を楽しむ者に如

かず」（スポーツの例でも、本を読んでルール

を知ったとしても、例えば野球やサッカーの試

合を実際にスタジアムで直接観た人にはかなわ

ない。まして自分でサッカーなどを行い楽しさ

を体験した人にはかなわない）などの言葉を紹

介いただきながら、教育の重要性、研究を楽し

むことの大切さを伝えて下さいました。もう一

つ印象に残った言葉が、「先哲の考え方を手掛

かりに自己の考え方を広げ深める」でした。新

たなものを創造するためには、教科書をしっか

り理解することが最短の道であります。また、

愛高数と同じく、先輩達の足跡を辿ることでさ

らなる発展につながると私は感じました。これ

からも先哲にならい一途に研鑽を積まれること

を期待しています。 
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「愛数」５７号の発刊によせて

愛知県数学教育会副会長

花井 和志

愛知県高等学校数学研究会の研究成果の集 クラスには、上手に仲間と関われなかったり、

約である「愛数」第５７号の発刊を心よりお もたついてタイミング良く輪に入れない生徒

喜び申し上げます。「愛数」は個々の先生方 がいても不思議ではありません。私はすごい

の研究、各種委員会や各地区の活動の様子な なあと思い、研究会終了後に授業担当者に質

ど、本県における高等学校の数学研究の軌跡 問をしたところ、それは日頃のクラス経営、

そのものです。愛知の数学教育を担う意欲溢 すなわち学級の力によるものだと分かりまし

れる先生方の質の高さと層の厚さを改めて実 た。つまり日頃のクラス活動の中で、仲間は

感するとともに、皆さまの地道な研究実践に ずれが出ないように互いに気を遣かったり、

感謝申し上げるしだいです。 声を掛け合ったりしてきた結果だということ

さて、今年度は東海地方数学研究会第65回 です。そして、これは小中学校では広く認識

研究大会が高等学校の担当にて愛知で開催さ されていることだということも知りました。

れました。東数教大会の楽しみの一つに、小 高校でも、アクティブラーニングなど対話

中学校の実践に触れられることがあります。 的な活動が求められていますが、それには授

小中学校の教育活動を知ることは、高校に 業の力、すなわち教科担当だけでなく、学級

入ってくる生徒たちの学びの過程を知るとい の力、すなわち担任の力も大いに鍵を握ると

った小中高の接続に関することをはじめ、高 いう新たな視点を得た気がします。

校でも参考になることが多々あります。 東数教大会においても、ユニバーサルデザ

たとえば、先日、私は中学校研究発表大会 インを取り入れた授業、数学的な表現力を高

で数学の授業を参観する機会がありました。 める授業はじめ様々な発表を聞くことができ

多様な生徒たちが互いの違いを認め生かしな ました。また、役員として小中学校の先生方

がら課題を解決したり、新たな価値を創出す と情報交換する中で、ある市では中学校に人

ることを意識した授業で、皆で考えたり、話 型ロボット｢ペッパー君｣が配備され、プログ

し合う活動を取り入れた授業でした。自分の ラミング教育に活用されていることを知り、

考えや気付いたことを伝え合う場面では、特 着実にＡＩに関する教育が浸透しつつあるこ

定のグループ内での意見交換ではなく、クラ とを実感できました。

スの生徒が教室内を自由に動き回りランダム 数学研究会には自由な発想で研究に取り組

(意図的ではなく)に数人のグループを作り意 組み、発表を通して互いにブラッシュアップ

見交換をし、終わるとまた新たなグループを できる素晴らしい土壌があります。皆さんが、

作り意見交換をする…といった活動をしてい 小中学校との連携を密にしつつ、この環境を

ました。そのとき私は、グループに入れなか 存分に生かし力量を向上させ、本県の算数数

ったり、孤立して誰にも意見を伝えることの 学教育が益々発展することを心から祈念して

できない生徒がいないことに気付きました。 おります。
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「愛数」５７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（愛高数）の平

成 30 年度研究活動を集約した研究集録「愛

数」57 号を発刊することができました。会員

の皆さんの日頃の研究活動、各地区及び各種

委員会の活動、顧問・役員の先生方のとりま

とめに深く感謝いたします。 

本年度愛高数は創立から 70 周年を迎えま

した。去る 11 月６日（火）には、キャッスル

プラザ孔雀の間にて「愛知県高等学校数学研

究会 70 周年記念式典」を開催し、70 周年記

念誌「継」を発刊いたしました。記念式典開

催、記念誌作成に際し、愛知県教育委員会指

導主事前田憲一先生を始めご来賓の先生方、

これまで愛高数の発展にご指導・ご尽力をい

ただいた愛高数役員 OB の先生方には格別の

お力添えをいただきましたこと改めて御礼申

し上げます。記念式典には、大先輩から初任

者まで、半世紀以上の年齢差の方を含む 163

名もの方々が数学教育という縁で集いました。

記念誌「継」に込めた思いが少しは実現され

た式典になったと思います。 

また、同日 11 月６日（火）には東海地方数

学教育会第 65 回研究（愛知）大会（大会会長 

鈴木歩 愛知県数学教育会会長）も開催され

ました。「主体的・協働的に数学的な見方・考

え方を学ぶ算数・数学教育の実践」という主

題のもと、午前中の公開授業会場は西春高校、

午後の総会・講演会・分科会会場はウィンク

あいちでした。東数教愛知大会を愛高数が中

心となり運営するのは 12 年ぶりでした。準備

委員は若い先生方が中心で当時を知る者はほ

とんどいませんでしたが、尾張地区数学研究

会と愛高数役員が緊密に連携し、成功裏に終

えることができました。講演会では、『ピタゴ

ラスイッチ』の監修をされている東京藝術大

学大学院映像研究科教授佐藤雅彦先生にご講

演をいただきました。豊富で楽しい動画を使

ったいろいろな「考え方」を育む、というお

話に参加者は引き込まれ大いに盛り上がりま

した。 

さて今年度、70 周年記念事業や 12 年ぶり

の東数教運営に携わりながら「記録」の大切

さ、そしてその記録としての「愛数」の果た

す役割の大きさ・素晴らしさを改めて感じま

した。過去の取り組みを知ることが、次に進

むための第１歩となりました。 

「愛数」は昭和 23 年愛高数創立から 10 余

年経った昭和 34 年に第１号が刊行され、以来

毎年の研究の記録が積み重ねられています。

これまで取り組まれた先行研究を知る資料と

して、そして何よりそれぞれの時代の数学教

育の雰囲気を知り先輩の先生方の数学教育に

かける熱意を身近に感じることができる資料

として、かけがえなのないものです。 

また「愛数」第７号以降には県大会や東数

教愛知大会の講演の記録が残されています。

当初は手書きの時代であり、担当した先生の

ご苦労が想像されますが、これも大変貴重な

資料です。70 周年記念誌特別企画座談会で愛

高数役員 OB の小川和夫先生が「県大会の講演

記録を読み返してみて、『この時こんな良い話

を聞いたんだ』と今更ながら思った」といっ

た主旨の述懐をされたことが印象的でした。 

現在「愛数」は pdf 化を進めており電子デ

ータとして見ることができます。閲覧をご希

望の先生は巻末の編集委員長までご連絡くだ

さい。 

 

新学習指導要領が平成 30 年３月に告示さ

れ、2022 年から年次進行で実施されます。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どのように育む

かを考え推進するためには、教える私達教員

同士の活発な意見交換や情報交換がとても大

切です。愛高数の会員は「愛知県内の高等学

校及び特別支援学校高等部において数学教育

に携わる教員」（会則第４条）の皆さんです。

愛高数の活動とその研究集録である「愛数」

が、会員の皆さんに一層活用され、「新しい時

代にふさわしい」数学教育が推進されること

を心より願っています。 

- 7 -



平成 30 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 

欲深い私は、良いことがあった日には、宝くじ

を買ったりします。なぜなら、重なるときは重な

ることが多いからです。愛高数にとって今年度は

盆と正月が重なって一緒に来たような年でした。 

通常の愛高数の活動に加え、70 周年という節目

の年を迎え、さらに、東数大会では高校が担当す

る 12 年に一度の年でした。10 年と 12 年の最小公

倍数、そう実に 60 年に一度重なる特別な年でし

た。（日数数も東京で100周年が開催されました。）

愛高数の先生方は、各地区各委員会の活動を例年

通り運営し、その上で東数大会の準備委員、記念

誌の作成、式典の企画運営、１人３役も４役もし

てくださいました。本当に大変だったと思います。 

東数大会は、２年前から準備委員会を立ち上げ、

堀田先生を委員長とする尾張の先生方中心に進

めてくださいました。小中高をまとめて運営する

のはかなり大変だったと思います。でも、愛高数

の若い役員の先生方の本当に強力な協力もあり、

大成功に思わりました。ありがとうございました。 

記念誌は、山内先生が 50,60 周年誌を参考に、

30,40 周年を紐解くところからスタートし、座談

会などを企画、その後を伊藤先生が引き継いで後

世に残る立派な 70 周年記念誌「継」を作成してく

れました。連綿と受け継がれる愛高数の歴史を何

十年後もずっと感じてもらえたらと思います。 

式典では、２年前にキャッスルプラザを予約し、

準備を始めました。ゆかりのあるＯＢの先生方に

も来ていただき、現役とＯＢを合わせて 170 人超

の先生方で盛り上げていただきました。来賓、Ｏ

Ｂはじめとする先生方に心から感謝します。運営

については、案内から出欠確認までを川野先生を

中心に各地区各委員長に尽力いただきました。 

また、水谷先生を中心に式典運営をしていただ

きました。見本となるのはすべて 10 年前のこと

なので大変だったと思います。先輩方が残してく

れた財産、そして多くの先生方の協力があって成

功に終わったのだと痛感しています。鈴木歩先生

と戸倉先生の指導のもと、みなさんが進んで取り

組んでくれました。特に、戸倉先生にはすべての

面において目を通してくださり細かく指導して

いただきました。紙面では、ひとりひとりの名は

挙げられませんが、若い役員の先生方の活躍は素

晴らしかったです。あらためて愛知県数学研究会

の組織力を誇りに思える 1年でした。 

通常の活動として、新入生テスト作成委員会は、

佐藤委員長を中心に中学の先生も含めた多くの

先生方で何度も繰り返しチェックを入れて良問

の「新入生テスト」を作成していただきました。

教材開発委員会は、新しく委員長になった加藤先

生を中心にブリッジとブリッジライトを作成し

ていただきました。採用も順調です。高大連絡委

員会は、干場委員長中心に例年通り、6/16（土）

に名城大学で大学入試問題懇談会を開催しまし

た。資料代は値上げしましたが、とても充実した

資料を作成し、今年も大盛況でした。教育情報委

員会も例年通り愛高数ホームページの運営、「ｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀ利用授業のヒント」の作成などベテラン木

藤先生を中心にどんどん充実しています。また、

盛りだくさんであった今年度の活動のまとめ「愛

数」を安藤先生がまとめてくれている最中です。 

他にも書ききれず紹介できない活動も含め、本

当に多くの先生方の支えの中で、このような特別

な年に会長として関われたことは感謝の一言し

かありません。本当にありがとうございました。 
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