
９．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３１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。 

 
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１０日現在、Ａは約 6,000 人、Ｂは約 25,000 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３０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） 加藤文彦（鶴城丘高校校長） 
      山田満貴（中村高校教頭） 山口 哲（瀬戸北総合高校教頭）  
      近藤哲史（総合教育センタ－教科研究室長）  渡辺喜長（瑞陵高校）     
     

委員    伊藤太亮（松蔭高校）  安部真太郎（日進西高校） 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）  山田悠作（岡崎西高校）  安藤卓巳（時習館高校） 
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（津島高校） 
         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３０年７月３０日（月）午後  於 ウインクあいち 
          平成３０年４月の実施状況報告と総括・領域別分析結果報告 
          平成３１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３０年８月２７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３０年１０月２日（火）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３０年１０月３０日（火）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３０年１１月２１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３１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３０年度委員 
 顧 問 

大谷宣生（春日井西高・校長） 丸﨑恵子（豊橋高・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） 
  大須賀裕貴（愛知総合工科高） 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） 
  宮崎智之（豊橋東高）     加藤翔平（豊橋高）       木藤 武（豊丘高）  
 
２ 委員会日程 

第１回委員会  ６月２９日（金） 於：名古屋市市政資料館 
 第２回委員会  ９月２６日（火） 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 １１月１３日（火） 於：愛知県立横須賀高等学校 

 第４回委員会  ２月１３日（水） 於：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

 
３ 研究集録「２０１８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。冊子とともに、Ｗｅｂでのデータ提供もしています。タ

 ブレットＰＣやネット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。今年度は

 愛知県で東海大会が行われたため、高等学校の公開授業会場および受付で配布しました。 

「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

 すれば、紙の上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、新しい試みとして scrapbox を用いた映像配信を使った反転授業の研究授業

 を行いました。生徒同士の学びあいや積極的な授業への参加が見られ、これからの授業展開の手法

 の一つとして参考となりました。 
資料にはＩＣＴ利用教材や事例などの他「GeoGebra教材作成のヒント（基本編）」

 などの、入門的なもの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 愛数７０周年記念の座談会と全国大会での報告 

  愛知県高等学校数学研究会の７０周年記念誌の作成にあたり、

 これまでの教育情報委員会を振り返り、歴代委員長で座談会を行

 いました。情報委員会の歴史は３０年ほどですがコンピュータを

 利用した授業展開を模索してきた先輩たちの苦労話や、懐かしい

 ソフトウェアの話題で盛り上がりました。 

  これらをまとめて、第 100 回全国算数・数学教育研究（東京）

 大会で報告を行いました。当初はフロッピーディスクでデータの 

 提供を行っていたことや、資料は自分たちで印刷して製本してい

 たこと、大学入試問題研究会で発表していたことなど、情報委員 

会としてのこれまでの活動を発表するとともに、「コンピュータ利用授業のヒント」冊子のバック

 ナンバーも配布しました。Ｗｅｂでのデータ提供はどこからでもアクセスできるので今後も全国に

 向けて発信していく心構えでデータの蓄積をしていきたいと思っています。 

 

５ 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/]。今年度からは研究集録「愛数」の過去

 １０年分の資料も提供できるようになりました。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。 

平成 6年「関数ラボ」の画面
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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いています。今年度は、愛知教育大

学が資料のみの掲載となり、国公立大学６校、私立大学６校で行われました。県内、岐阜県、三

重県から 192 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。し

かし、昨年度よりも参加人数が減少したことから、本年度の反省をしっかりと行い、次年度以降

の入試問題研究会に生かしていきたいと思います。また、50 年以上参加していただいていた愛知

教育大学が資料のみの掲載になったことから、当日参加された高校の先生方から、愛知教育大学

の参加を希望する多くのご意見をいただきました。本委員会でも、愛知教育大学に参加していた

だけるよう、今後も働きかけをしていきたいと考えています。 

 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、ご意見・ご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 30 年度数学科大学入試問題研究会について 

（１）日時 平成 30 年６月 16 日（土） 

（２）場所 名城大学 

（３）参加大学及び講師 

   名古屋市立大学 （河田 成人先生） 

   静岡大学    （鈴木 信行先生） 

   豊橋技術科学大学（伊藤 公毅先生） 

   三重大学    （川向 洋之先生） 

   名古屋工業大学 （岩下 弘一先生） 

   名古屋大学   （納谷  信 先生） 

  愛知工業大学（伊藤  健 先生） 

  大同大学  （成田淳一郎先生） 

  中京大学  （山田 雅之先生） 

  中部大学  （竹中 俊美先生） 

  南山大学  （小藤 俊幸先生） 

  名城大学  （鈴木 紀明先生） 

（４）資料掲載大学・専門学校 

   愛知教育大学、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 192 名 

   尾張地区：27 名 名瀬地区：41 名 知多地区：13 名 西三河地区：22 名 

   東三河地区：12 名 岐阜県：39 名 三重県・その他地区：6 名 高大委員：32 名 

 

２ 平成 30 年度顧問並びに委員   ※６月 16 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（県立美和高校長） 

        兵藤 直人（県立瑞陵高校教頭）   中澤 高志（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） 

        小野田 敦（県立田口高校）     川村 一仁（県立津島高校） 

        木村 頼洋（県立西尾東高校）    熊谷 達也（県立千種高校） 

- 146 -



        児玉 靖宏（県立刈谷北高校）    酒井  浩（県立旭丘高校） 

      高木 義実（名古屋市立緑高校）   坪井 康展（県立津島北高校） 

        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）          藤田健太郎（県立幸田高校） 

        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（県立岡崎東高校）    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 30 日（火） 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８日（火）  場所：愛知県産業労働センター 

        （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８日（金）  場所：愛知県女性総合センター 

        （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９日（火）  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 30 年度大学入試懇談会（第 67 回）参加報告   
 ５月 27 日（日）に学習院大学で実施され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、慶應義塾大学、東京工業大学、 

   東京大学、一橋大学、横浜国立大学、京都大学 

（２）入試講評 

  ・検算、確認作業を徹底して欲しい。大学入学後も、社会に出てからも重要である。 

    ・数学と他分野と産業界の連携は拡大している。単なる入試教科としてだけではなく、数学

の重要性、実用性を伝えて欲しい。 

    ・二次試験の傾向は大きくは変わらないが、新入試を意識した問題が増えてくると思われる。 

    ・テクニックを駆使しないといけない問題は減少し、概念や定理、発想力や応用力を問う問

題が増えてきている。 

   ・同じ問題でも、学部が異なると採点基準が変わることがある。 

  ・出来具合によっても採点基準は変わることがある。 

  ・数学ができる生徒は、入試だけではなく入学後の学習や就職でも有利な立場に立てると思

う。入学後のカリキュラムも数学を重視している。 

  ・ベクトルの先送りに困惑している。 

  ・論理間違いは以降無効、ごまかしている答案は厳しく対処している。 

  ・複素数の処理に慣れていない生徒が多い。 

  ・採点基準は詳細に作っている。相当なエネルギーを使って出題・採点をしている。 

（３）講演「新学習指導要領を通じて育成する資質・能力と大学入学共通テストを通じて           

問いたい力」                [大学入試センター審議役 大杉住子 先生］ 

大学入学共通テストの導入に向けた試行調査(プレテスト)(平成 29 年 11 月実施分)の結果

の概要についての報告があった。「作問に当たっては大学入試センター試験に関する既存の

データでは蓄積されていないタイプの解答傾向等のデータを集めることを重視した。」「探

究の過程等の設定を各科目における全ての分野で重視し、知識の理解の質を問う問題や思考

力、判断力、表現力を発揮して解く問題を重視した。」「目標平均正答率は設定していない。」

などのお話があった。 

大学入試改革の方向性と平成 30 年度プレテストの概要については、「記述式の問題は今の

生徒がどれくらいできるのかを考慮しながら作問している。目標平均正答率は 5 割を目指し

ており、記述式の問題をもう少し出題したいが、正答率が低すぎるため、適切な難易度を十

分に考慮した作問を行っていく」と説明された。            文責 干場晋哉 
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教材開発委員会組織と活動 
 愛知県立犬山高等学校  加藤 敦朗  

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 犬山市大字犬山字北首塚２番地 

愛知県立犬山高等学校 加藤 敦朗 
       TEL 052-801-1145 

FAX 052-805-9985 

１ 平成３０年度顧問ならびに委員 

  顧 問 戸倉  隆 （惟信高校校長）         木下 勝義（豊橋南高校校長） 
      平山 進司（日進西高校校長）        

高橋 正人（西春高校教頭）       山崎 博司（吉良高校教頭） 
渡辺 喜長（瑞陵高校） 

  委 員 加藤 敦朗（犬山高校）          村田 英康（高蔵寺高校） 
黒釜 康裕（岡崎東高校）        花里 真吾（千種高校） 
小坂 正紀（一宮南高校）        小林 大輔（愛知教育大学付属高校） 
澤田 将卓（武豊高校）         山本 裕貴（大府高校） 

 青山 哲也（日進西高校）        髙山  慶 （惟信高校） 
      加藤 圭太（旭陵高校）         山川 真吾（豊橋東高校） 

 太田 有亮（常滑高校）         宮田 隆徳（名城大学付属高校） 
 

２ 平成３０年度委員会日程 

  第１回委員会     ６月２９日（金）   於：フェール MAMI   
          （本年度活動方針、分野別問題の検討、数学者の名言、情報交換 他） 
   第２回委員会     ８月２２日（水）   於：フェール MAMI 
                 （分野別問題・解答の作成、読み物の決定 他） 
  第３回委員会    ９月２１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３０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 平成３０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。 
 
 

- 148 -



（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３１年度問題集について 

表紙絵  ポアンカレ（県内の高校生が描いています。）  

 名言   「厳密でない証明はたわごとにすぎない」 
 読み物   「それぞれの点まで最短で結ぶには？」 

 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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