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愛知県高等学校数学研究会７０周年行事 の流れ 
愛知県立瑞陵高等学校 渡辺 喜長 

 
 来賓・ＯＢの先生方をはじめ、新任を含めた現役の先生を合わせて１７０名を越える先生方に参加し

ていただけました。愛知県高等学校数学研究会のつながりの強さを感じるとともに、参加していただい

た先生方に感謝申し上げます。また、鈴木歩先生，戸倉先生をはじめとする世話役の先生方の準備・運

営も大変で、東海地方数学教育会第 65 回研究愛知大会とも重なり多くの先生方にご迷惑をかけながら

も、多大な協力をいただきなんとか開催出来たことを心からお礼申し上げます。次回は１０年後になり

ます。今回の式典挙行に至った経過などを備忘録として残しておきたいと思います。記念誌は伊藤慎吾

先生が担当ですが、私は式典中心に記念誌と東数大会を合わせて思い出せる範囲で書き留めておきます。 
 
平成２８年１１月ごろ（約２年前）      

式典会場を探す。（候補：ルブラ，キャッスルプラザ，他ホテル） 
東数大会（尾張担当＋ウィンクあいち）の数学のつどいと兼ねることを考慮し、名駅周辺に絞り、 
キャッスルプラザに決定・予約する。（過去にも周年行事で利用経験あり） 
同時並行で、東数大会の総会・分科会会場(ウィンクあいち)を押さえる。 

 
平成２９年１０月１０日（火）（約１年前） 

７０周年行事事前打合せ会 参加者：部会長(戸倉)，愛高数会長(渡辺)，副(山内)，60 周年担当(山田潤) 
山田潤先生に 10 年前の経験から今後の流れをご指導いただく。ＯＢの先生方に記念誌の原稿を

依頼するにあたり、急いで準備委員会を立ち上げる必要があった。 
  ・来賓として、過去６０年分の愛知県数学教育研究会の部会長・愛高数会長 と 愛知県数学教

育会の会長・副会長の名前を調べあげる。(戸倉先生) 
  ・式典の内容検討，どの範囲まで案内を出すか．参加者の集約方法(渡辺) 
  ・記念誌の内容検討，原稿依頼者の選択とその方法，座談会などの企画(山内先生) 

 
平成２９年１１月７日（火） 
  愛知県高等学校数学研究大会（知多大会） 

来年１１／６で７０周年を迎えること，数学のつどいと式典を兼ねることをアナウンスする。 
 
平成２９年１１月２９日（水） 
  小準備会 参加者：愛高数会長(渡辺)，副会長(山内先生)，研究部長(水谷先生)→当日欠席 

１２月３日（日）愛高数座談会の準備，過去の周年誌をよく読んで座談会の流れなど確認 
１２月８日（金）愛数編集委員会＋記念誌編集委員会の準備 

 
平成２９年１２月３日（日）  

愛高数座談会＠アイリス愛知 
   参加者：この１０年間の愛知県数学教育研究会の部会長・愛高数会長 と 愛知県数学教育会の 

会長・副会長 と 現愛高数役員。  座談会後は懇親会を開く。 
 

平成２９年１２月８日（金）  
愛数編集委員会＋７０周年記念誌編集委員会 
 参加者：教育センター（近藤先生），各地区各委員会の委員長と副委員長，愛高数役員 
 ここで初めて記念誌の内容の全体像を提案する。そして各方面に原稿依頼をする。 
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平成３０年３月下旬  キャッスルプラザと打合せをして、予算案を立て、参加費の目処をたてる。  
 

平成３０年４月２５日(水)  
  第１回愛高数新旧役員会 
   式典関係：式典の式次第案を提示 

「数学のつどい」と「式典」を重ねて同時におこなうことの確認 
（補足：５０周年誌に堅苦しい研究会ではなく本音を話し合う場を作ろうということで 

「新春の集い」が立ち上げられたとあります。その後、「新春のつどい」は、県大会の 
後の慰労＋懇親会として「数学のつどい」に移り変わったそうです。） 

式典参加者の案内方法と集約方法の確認 
過去の愛知県数学教育研究会の部会長・愛高数会長と愛知県数学教育会長・副会長 
各地区各委員会のゆかりのあるＯＢに案内を郵送。現役は、各高校に案内を郵送。 

   記念誌関係：山内先生から伊藤慎吾先生に担当を変更。 
 
平成３０年７月２４日(火)  

第２回愛高数役員会（第２回東数大会準備委員会後） 
 式典関係：各地区各委員会のゆかりのあるＯＢは、案内を原則ここ１０年のＯＢに訂正し、 

案内・集約方法は各地区各委員会任せるということに変更。各委員長が集約し、 
川野先生が全体集約。愛高数ＯＢ関係は予定通り川野先生から郵送・集約。 
現役集約は、「教育委員会」「センター」「校長・教頭」「初任者」は戸倉先生が集約。 
それ以外は、各委員長が集約し、水谷先生が全体集約。全高校に東数大会要項と案内

を各学校に郵送。→メールで各学校に配信した方が良かったと反省あり。 
参加費決定（6,000 円（管理職は増額という意見もあったが全員一律にした）初任 4,000 円 

赤字になるが、愛高数会計から 70 周年行事予算から補填することを確認） 
記念誌関係：記念誌の題名募集 

 
平成３０年９月上旬 東数の案内と同時に「式典＋数学のつどい」の案内を発送 
  
平成３０年９月２８日(金) 第３回東数大会準備委員会後 

 式典関係：式次第案完成 70 周年式典の部 と 数学のつどいの部 と分ける。 
      愛高数担当の部と 東数担当地区の尾張担当の部と分けることにした。  

記念誌関係：記念誌「継」に決定 （他の案：「喜」「㐂」「志」「希」など） 
 

平成３０年１０月１９日(金)  
   キャッスルプラザ打合せ→東数準備役員主担当打合せ（名駅安保ホール） 

参加者：戸倉，堀田，水谷，伊藤，川野，向井，安藤，坂本，渡辺 
 東数大会当日，式典当日の動きの確認・打合せ 

 
平成３０年１１月２日(金) 
   キャッスルプラザ最終打合せ  

参加者：戸倉，堀田，水谷，渡辺 
    式典流れ，会場配置，全体写真場所確認。来賓は向かって右側１列，ＯＢは左側２列で配置 
    「愛数」１号から５６号，40，50，60 周年誌の閲覧場所も設置 
 
平成３０年１１月６日(火)  18 時 30 分 「70 周年記念式典・数学のつどい」 開催 
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愛知県高等学校数学研究会 70 周年記念式典・数学のつどい 要項 
 
１ 日時  平成３０年１１月６日（火）18:30～20:30（準備 17:30～ 受付 18:00～ 撤収 21:00） 

２ 場所  キャッスルプラザ ３Ｆ 孔雀の間 

３ 参加費 6,000 円（初任 4,000 円） （立食パーティ形式 飲み物は飲み放題） 

４ 式次第                                  敬称略 

70 周年式典の部                  司会【愛高数副会長    水谷    】 

 (1) 開会のことば         【愛高数会長     渡辺    】 

(2) 発起人代表あいさつ      【愛数教高校部会長  戸倉    】 

(3) 祝辞            【愛知県教育委員会  前田    】 

(4) 来賓・ＯＢの紹介          【式典担当      川野    】 

(5) ７０周年記念誌「継」披露      【記念誌編集担当   伊藤    】 

(6) 記念写真撮影            【写真担当      坪井，安藤，若尾 】 

(7) 乾杯          【総合教育センター  阿部     】 

 ～歓談～ 

(8) 各地区・各委員会の有志による思い出話など 

    

数学のつどいの部            司会【尾張地区副委員長  布施    】 

(9) 尾張地区代表あいさつ         【尾張地区顧問校長   服部    】 

(10)東数大会事務局あいさつ              【尾張地区委員長    堀田    】 

(11) 来年度県大会開催地区委員長あいさつ 【東三地区委員長    内藤資   】          

(12) 万歳三唱     【尾張地区顧問校長   人見    】    

(13) 閉会の言葉         【尾張地区顧問校長   山田知   】 

 

５ その他 

 ・参加者全員に「70 周年記念誌」を配布する。（記念誌は、各学校にも一冊ずつ配布） 

 ・写真は帰りに記念誌とともに配布。 

 ・立食なので指定席は用意しない。ただ、たくさんイスは用意する。 
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７０周年記念誌 『継』 
愛知県立鳴海高等学校 伊藤慎吾 

2017 年秋、第１回編集委員会が開催され、70 周

年記念誌をどのような内容で作成するか話し合われ

ました。 

 この 10 年間の活動状況をまとめるとともに、こ

れからの 10 年の活動の手引きとなるようなものを

作成するという方向が決まりました。 

 平成 20 年からの 10 年間で愛高数の役員は 30 代

が大幅に増え、各学校でも教員の世代交代が着々と

進んでいます。  

世代交代だけでなく、学校現場ではＩＣＴの活用

は当たり前となりつつあります。各種研究発表は数

学の研究から、アクティブラーニング等の指導方法

の研究に変化してきました。 

これからの、さらに変化する 10 年に備えて、今

回の記念誌が出来上がりました。愛知の数学の流れ

を作ってきた諸先輩方を偲び、次の時代の愛高数活

動の継続・発展を考えていくよい機会となればと願

っております。 

 

７０周年記念誌 目次より 

発刊にあたって 戸倉 隆 この 10 年のあゆみ 歴代会長より 

発刊を祝して 前田憲一  研究会活動を振り返って 牛田正之 

発刊を祝して 近藤哲史  思い出 髙原文規 

第１部 研究会の思い出   平成 25～27 年度の活動 山崎博司 

 数学研究会の思い出 小川和夫  そう、先輩方からしていただいたように！ 渡辺喜長 

 この 10 年を振り返って 服部保孝 思い出のアルバム  

 数学研究会への期待 岩本真一 座談会 ～愛高数の今までとこれから～ 

 数学科教育情報委員会の思い出 杉浦慶一郎 各委員会のあゆみ ～立ち上げから現在まで～ 

 数学研究会から得たもの 鈴木 歩 第２部 数学研究会の組織と活動  

 愛高数での様々な出会いを通して 花井和志  各委員会  

 主体的・対話的で深い学びを目指して 山田知子  研究集録「愛数」の 10 年 伊藤慎吾 

 数学研究会の思い出 小島寿文  愛知県数学教育会 志村俊人 

 オリテとの出会い 加藤文彦  愛数教 OB 有志懇親会 志村俊人 

 数学研究会の思い出 齋藤育浩 各地区研究会  

   日本数学コンクール 髙原文規 

   あいち科学の甲子園  

  第３部 資料編  
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