
１０．平成３０年度 全県・各地区の

活動状況と役員一覧
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      各 地 区 の 活 動 状 況 
             全   県 

１ 平成３０年度事業報告 

月   日 会      場 事  業  内  容 

４月２５日（水） 百楽会議室 第１回愛高数役員会(新旧役員引継会) 

・前年度活動報告、会計報告，今年度事業計画 

・東海地方数学教育会 第65 回研究（愛知）大会について

・70 周年記念事業について 

６月１６日（土） 名城大学 大学入試問題研究会 

(国公立) 名大,名工大,名市大,三重大,静岡大,豊橋技科大 

(私立) 南山大,名城大,中部大,大同大,愛工大,中京大 

７月２４日（火） 愛知県立瑞陵高等学校 

（感喜堂） 

第２回愛高数役員会 

・前期活動報告・後期活動打ち合わせ 

・東海地方数学教育会 第65 回研究（愛知）大会について

・70 周年記念事業について 

１１月６日（火） キャッスルプラザ 愛高数70 周年記念式典 

・記念誌「継」披露 

２ 愛数教関係 

月   日 会      場 事  業  内  容 

５月３０日（水） ルブラ王山 第１回愛数教役員会 

・役員選出，本年度活動計画，会計報告 

・第100 回全国算数･数学教育研究（東京）大会の報告 

・東海地方数学教育会 第65 回研究（愛知）大会について

６月 １日（金） ルブラ王山 東海地方数学教育会三県連絡協議会 

・東海地方数学教育会 第65 回研究（愛知）大会について

・各県事務局からの連絡 

７月３１日（火） 

   ～ 

８月５日（日） 

開会式,記念講演 

文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ

講習会,課題別分科会 

東京理科大学神楽坂ｷｬﾝﾊﾟｽ

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ,分科会,講演会 

千代田区立麹町中学校他 

第100 回全国算数･数学教育研究（東京）大会 

・記念講演 東京理科大学教授 秋山 仁 

・講習会 東京理科大学 神楽坂キャンパス 

・部会講演 小学校部会 清水 美憲（筑波大学） 

      中学校部会 大谷 実（金沢大学） 

      高等学校部会 浪川 幸彦（椙山女学園大学）

１１月６日（火） 愛知県立西春高等学校 

ウィンクあいち 

東海地方数学教育会 第65 回研究（愛知）大会 

・公開授業（一宮市立神山小,一宮市立大和中,県立西春高）

・開会式,講演会 講師 東京学芸大学教授 佐藤雅彦 

・分科会 

１月２２日（火） ルブラ王山 第２回愛数教役員会 

・平成31 年度役員選出について 

・東海地方数学教育会第65 回研究（愛知）大会について 

・三県連絡協議会（愛知）について 

２月 １日（金） 岐阜大学教育学部附属小学校 東海地方数学教育会三県連絡協議会 

・東海地方数学教育会 第65 回研究（愛知）大会の報告 

・東海地方数学教育会 第66 回研究（岐阜）大会について

・各県事務局からの連絡 
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名瀬地区 
 
１ 平成３０年度事業報告 
 

月   日 会    場 事    業    内    容 
５月 29 日(火) 
 
 
 
 
 
 
 

愛知県女性総合センター  
（ウィルあいち） 
 
 
 
 
 

【地区役員会】 
① 平成２９年度事業報告・会計報告・会計監査報告
② 平成３０年度事業計画 

・第１０２回中高連絡会 
・教科書研究会 

   ・研究部委員会 
・役員について 

③ 県役員会・委員会の報告 
④ 総会の打合せ・準備 
⑤ 情報交換 

５月 29 日(火) 
 
 
 
 
 
 

愛知県女性総合センター  
（ウィルあいち） 
 
 
 
 
 

【地区総会】 
① 講演 

  「江戸時代のユークリッド互除法」 
     名古屋大学 非常勤講師 深川 英俊 先生

② 平成２９年度事業報告・会計報告・会計監査報告
③ 平成２９年度研究部委員会の活動報告 
④ 平成３０年度役員選出 
⑤ 平成３０年度事業計画 

６月 13 日(水) 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛知県立明和高等学校 
 
  情報交換会 
 アイリスあいち 
 
 
 
 

【第１０２回数学科中高連絡協議会】 
① 公開授業 

  数学Ⅲ「複素数」       野々田 洋輝 先生
    数学総合ウ「三角比と三角形、図形と計量」 
                                川野 景子 先生
    数学Ⅲ「微分方程式」     青山 澄夫 先生
  ＳＳＨ数学Ｙβ「数列」    加藤 信弘 先生
  ＳＳＨ数学Ｘβ「常用対数」  京田 将和 先生
  ＳＳＨ数学Ｘα「２次関数」  服部 展之 先生
  ＳＳＨ数学Ｙα「反復試行」  河合 秀徳 先生

② 研究発表 
  「平成３０年度新入生数学学力テストについて」 
                   松蔭高等学校    伊藤 太亮 先生

③ 研究協議 
６月 25 日(火) 
 
 

愛知県立春日井東高等学
校 
 

【教科書研究会】 
① 各校の採用教科書について 
② 情報報交換 

（教科書の使用感に関するアンケート） 
９月 26 日(水) 
 
 
 
 
 
 

愛知県女性総合センター  
（ウィルあいち） 
 
 
 
 
 

【地区役員会】 
 ① 前半事業の反省 
 ② 後半事業について 

・第１０３回数学科中高連絡協議会 
・東数教（愛知）大会 
・愛知県高等学校数学研究会７０周年記念式典 

  ・研究部委員会 
③ 県役員会・委員会の報告 
④ 情報交換 
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11 月 13 日(火) 
 
 
 
 
 
 
 

名古屋市立昭和橋中学校 
 
 情報交換会 
  ルブラ王山 
 
 
 
 

【第１０３回数学科中高連絡協議会】 
① 公開授業 

１年 「変化と対応」      下 崇人 先生
２年 「図形の調べ方」    鈴木 幸浩 先生

② 研究発表 
     「中高間を結ぶ教材とその実態」 
         名古屋市数学研究会中高関連研究グループ 

③ 研究協議 
 
 
２ 活動の概要 
  

(1) 総会 
５月下旬の総会では例年、講演会を開催しています。本年度は、名古屋大学非常勤講師深川英俊

先生より、「江戸時代のユークリッド互除法」というテーマでお話しいただきました。深川先生は
和算を中心に研究をされており、現存する算額の紹介や、「ユークリッド互除法を用いた算額問題」
の行列を用いた解法を実際に解いて紹介していただくなど、日本の和算について大変興味深い講話
でした。講演後、昨年度の事業報告・会計報告に続き、本年度の役員選出、事業計画案の審議を行
いました。 

 
(2) 数学科中高連絡協議会 

毎年２回、春は高等学校、秋は中学校を会場として行っています。 
①会場校の先生による公開授業を行う。 
②授業の批評は行わない。 
③懇親会を行って親睦を深める。 

この３点を原則として長年行われてきました。 
 

＜第１０２回連絡協議会＞ 
愛知県立明和高等学校で開催しました。今回は時間割の都合が合うすべての先生が快く引き受け

てくださり、３学年で７名の先生による公開授業が行われました。その後、愛知県立松蔭高等学校
の伊藤太亮先生より「平成３０年度新入生数学学力テストについて」というテーマで研究発表があ
りました。①「4𝑎𝑎� � � を因数分解せよ。」に対して、「方程式 4𝑎𝑎� � � � � を解け。」の正答率は
極端に低い、②「座標平面上における正方形の頂点の座標を求めよ。」や、「円が通過した部分の
面積を求めよ。」のような図形問題の正答率が低い等、のさまざまな視点からの報告があり、それ
についての研究協議が活発に行われました。 

 
＜第１０３回連絡協議会＞ 

名古屋市立昭和橋中学校でお世話いただき、１、２学年から１クラスずつ公開授業が行われまし
た。その後、名古屋市数学研究会中高関連研究グループの先生方から「中高間を結ぶ教材とその実
態」についての研究発表がありました。第１０２回中高連絡協議会の新入生数学学力テストの分析
報告及び研究協議を受けて、各指導法について実態調査の報告があり、中高間の関連を重視した指
導についての提案がなされ、それを受けて研究協議が行われました。 

毎回、中高連絡協議会の後には、場所を変え、中学校の先生方と懇親会を行っています。昼の協
議会で話しきれなかった点など、さまざまな情報交換ができ、また、公務のため昼の会に出席でき
ない先生方もたくさん参加されて交流を深める貴重な機会となっています。 

 
(3) 教科書研究会 

教科書・傍用問題集・参考書の使用状況や使用した感想などについて、情報交換を行いました。 
 
 
３ 研究部委員会の活動 
 

 (1)  委員会の概要 
「仲間と一緒に勉強しよう」という趣旨の下、それぞれの勤務を終えた先生方が名駅近くの会場

に集い、楽しく活動をしています。 
翌日の授業ですぐに役立つ指導法から、興味深い数学的な話題、大学入試問題の解法まで、先生

方が持ち寄ったテーマについて研究しています。 

- 156 -



(2)  本年度の活動日程 
   実施会場 愛知産業労働センター（ウインクあいち）会議室 18：30～20：30 
   実施日時 第１回  ６月２９日(金)  第２回 ８月２７日(月） 第３回 １０月 ５日(金) 

第４回 １２月 ８日(金） 第５回 ２月１５日(金) 
 

(3) 活動状況 
本年度も昨年度に引き続き、数学のさまざまな分野について勉強し、協議を行いました。参加者

は毎回１５名程度で、経験豊富なベテランの先生方と若い先生方の創意工夫によって、レベルの高
い研究活動と情報交換が行われています。 

今後も多くの先生方に参加していただき、より活発な研究会になるよう努力していきたいと思い
ます。また、研究会終了後、場所を移して行われる食事会は、情報交換の場であるとともに、お互
いの親睦を深めることができる有意義で楽しい会となっています。 

 
 
４ 平成３０年度 名瀬地区高等学校数学研究会役員一覧 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    委員長     興津 吉興 (中村） 顧問 
 

県教育委員会 
 

前田 憲一 
尾﨑 和由 副委員長 (県立) 

(市立) 

(私立) 

京田 将和  (明和) 
矢野 智恵 (北) 
太田  博隆  (愛工大名電)

 県総合教育センター 齋藤 育浩 
近藤 哲史 

研究部長 前田 純平 (名古屋南) 指導校長 鳴海高校長 
高蔵寺高校校長 

橋本 正秀 
松浦 毅 研究部委員 伊藤 和規 (守山) 

住田  健 (城北つばさ)

鈴村  愛  (名古屋西)

浅野 健介  (熱田） 
中川  裕  (春日井) 

勝岡 里美 (春日井) 

谷岡 寛子 (瀬戸北総合)

岡田 憲二 (愛知総合工)

田中 雄太 (桜花学園)

下置 麻琴  (椙山） 

顧問 旭丘高校教頭 
旭丘高校教頭 
千種高校教頭 
千種高校教頭 
南陽高校教頭 
春日井高校教頭 
春日井東高校教頭 
高蔵寺高校教頭 
春日井工業高校教頭 
桜花学園高校教諭 
豊明高校教諭 
豊明高校教諭 

井上 好美 
日下部 靖 
朽名  力 
加藤 達夫 
山口 祐司 
河村 泰親 
甲野 順三 
蔭山  靖 
日榮 正二 
伊藤 雅敏 
山内真澄美 
大藪  弥 

庶務 服部 展之  (明和) 
安部真太郎 (日進西) 

会計 深見 圭輔 (愛知総合工)

大須賀裕貴 (愛知総合工)    

会計監査 川野 景子  (明和) 

友枝 俊介  (守山) 
 
 

 川野 景子  (明和) 

友枝 俊介  (守山) 
藤森 雄介 （春日井工）

工業 川野 景子  (明和) 

友枝 俊介  (守山) 
藤森 雄介 （春日井工）

酒井  智  (緑丘) 

商業 

定通 青木 勝人  (旭丘定) 
市立 矢野 智恵 (北) 

私立 石川  昇  (名古屋) 
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知 多 地 区 
１ 平成３０年度事業報告 

 研究協議会（年４回） 

月  日（曜） 会 場 事 業 内 容 
６月 ６日（水） 

 
 
 
 
 
 

阿久比町 
中央公民館 

【地区総会】  

・平成２９年度事業報告・会計報告  

・平成３０年度役員改選  

・平成３０年度事業計画・予算案  

・研究部研究集録２９号について 

 研究協議 

① 平成３０年度 研究大会について 

② 入学者数学学力テスト（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝﾃｽﾄ）の分析結果

中間報告 

各校の入学者数学学力テストの結果と１年生の状況 

情報交換・諸連絡 

６月２７日（水） 阿久比町 
中央公民館 

 
 
 

【教科書研究会】 

 研究協議「教科書研究」 

① 使用教科書の感想と来年度の採択計画について 

(資料：平成３０年度知多地区使用教科書一覧） 

② 採用の手順とポイント 補助教材や指導計画について 

③ 「情報」の教科書について 

 研究発表（本年度東数教大会発表予定） 

「プレテストから見る 大学入学共通テスト対策の提案 ⅡＢ（仮）」 

     愛知県立半田高等学校  松井 和総 先生 

情報交換・諸連絡 
１０月３１日（水） 
 

愛知県立 
武豊高等学校 

【中高連絡会】 

第２５回知多地方中学・高等学校数学教育連絡会 

 公開授業 

① １年３組 数学Ⅰ「２次不等式」 壁谷 卓未 先生 

② ２年６組 数学Ⅱ「積分法」   澤田 将卓 先生 

③ ３年１組 数学Ⅲ「極限」    佐々木 駿 先生 

研究協議 

① 公開授業について 

② 全国学力・学習状況調査 愛知県の結果について 

       半田市立乙川中学校  中野  猛 先生 

③ 新入生数学学力テストの分析結果について 

愛知県立大府東高等学校  田中 伸一 先生 

 分科会 

小グループによる情報交換（４グループ）  

 ２月１５日（金） 
 

阿久比町 
  中央公民館 
 

【講演会】  

 講演「若い先生に期待すること」 

  愛知県立半田東高等学校長  松田 昌浩 先生 

 研究発表 

 研究部より（３グループ）  

 情報交換・諸連絡 
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役員会（年６回） 
   月  日（曜）  会 場 協 議 内 容 
５月１６日（水） 阿久比町 

中央公民館 
・平成３０年度役員案について 
・平成２９年度の反省と平成３０年度事業計画について 
・県役員会の報告 
・第１回および第２回の研究協議会について 
・研究大会の発表について 

６月 ６日（水） 
 

阿久比町 
中央公民館 

・第２回研究協議会（教科書研究会・研究発表）について 
・今後の研究協議会について 
・研究部部員の補充および研究部会について 
・研究大会の発表について 

 ６月２７日（水） 
 

阿久比町 
  中央公民館 

・第２回研究協議会（教科書研究会）の実施方法について 
・第３回研究協議会（中高連絡会）について 
・第１回研究部会について 

８月２０日（月） 愛知県立 
武豊高等学校 

第２５回知多地方中学・高等学校数学教育連絡会 

中学校・高等学校合同打ち合わせ会 

・第３回研究協議会（中高連絡会）について 
・情報交換 

１０月３１日（水） 愛知県立 
武豊高等学校 

・第３回研究協議会（中高連絡会）の反省 
・第４回研究協議会（講演会）について 

２月１５日（金） 阿久比町 
中央公民館 

・次年度の行事計画、役員等について 

 
２ 活動の概要 

 
（１）地区総会 

平成２９年度の事業報告と会計報告の後、平成３０年度の役員を選出し、５年ぶりに役員

および役職が入れ替わりました。また、平成３０年度の事業計画と予算案の確認をして、研

究部から平成２９年度の活動報告と研究部員の募集がありました。その他、高等学校新入学

生徒の学力に関する研究の研究員より新入生テストについての中間報告、各校より入学者数

学学力テストの結果と新入生の状況報告を行いながら情報交換をしました。 
 
（２）教科書研究会 

各学校が使用している教科書の良い点や問題点などの特徴について、意見交換をしました。

また、補助教材や指導計画、情報科の教科書についても情報交換をしました。後半は、東数

教大会での発表に向けて模擬発表という形で中間発表を行い、研究討議をしました。 
 
（３）中高連絡会 
    愛知県立武豊高等学校にて、中学校の先生方が４８名、高等学校の先生方が３２名参加し

ていただき、公開授業を実施しました。また全体会では、全国学力・学習状況調査の結果、

新入生数学学力テストの分析結果について、報告をしていただきました。その後の分科会で

は、４つの小グループに分かれて中学校と高等学校での情報交換を行いながら、質問や疑問、

要望など意見交換しました。 
  
  （４）講演会 

知多地区指導校長の先生より、これからの若い先生方に向けて講演をしていただきました。

その後、研究部より１年間の研究成果を発表していただき、研究討議をしました。 
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３ 研究部会活動報告（年４回） 

           研究部長  松井 和総（半田高校） 
月  日（曜） 会   場 研  究  協  議  内  容 

７月 ３日（火） 阿久比町 
中央公民館 

・研究テーマの決定とグループ分け 
・情報交換 

 ８月２７日（月） 阿久比町 
中央公民館 

・第１回研究レポートによる研究協議 
・情報交換 

１１月２１日（水） 阿久比町 
中央公民館 

・第２回研究レポートによる研究協議と手直し 
・情報交換 

２月１５日（金） 阿久比町 
中央公民館 

・第３回研究レポートによる研究協議と原稿完成 
・各班による最終研究内容の発表 
・情報交換 

 

研究テーマと内容、およびグループ別研究部員 
第１グループ 「新課程に向けた課題学習の実践例」 

澤田 将卓（武豊） ，山下  勝（半田），佐々木 駿（武豊），松井 和総（半田） 
第２グループ 「新テストに向けた指導について」 

平井 恵大（大府東），和田 大河（半田），金田 卓也（東浦），吉田 裕介（阿久比） 
第３グループ 「グループ学習を用いて評価するための研究」 

壁谷 卓未（武豊） ，太田 有亮（常滑），山本 裕貴（大府） 
 
研究部では、上記のようにグループごとに研究テーマを定めて、研究協議や実践報告、検証などを

行い、研究部会や研究協議会、愛数大会や東数大会等で発表しながら活動を活発に行ってきました。 
毎年、若い先生方に新しく参加していただきながら、研究だけに限らず各学校での情報交換、素朴

な疑問や悩みなど、お互いに多くの意見を交わせる場としても充実した活動となり、また指導教頭の

先生方からは多方面にわたり貴重なアドバイスもいただくことができ、実りある研究部会となりまし

た。 
 

４ 平成３０年度 知多地区高等学校数学研究会 組織一覧 

役 職 所属・職名 氏 名 役 職 所属・職名 氏 名 
指導校長 
  〃 
指導教頭 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
委 員 長 
副委員長 
  〃 
研究部長 
庶  務 
会  計 
会計監査 

半田東高等学校長 
大府東高等学校長 
阿久比高等学校教頭 
武豊高等学校教頭 
半田商業高等学校教頭 
横須賀高等学校教頭 
横須賀高等学校教頭 
半田東高等学校教諭 
大府高等学校教諭 
東海南高等学校教諭 
半田高等学校教諭 
半田工業高等学校教諭 
半田高等学校教諭 
横須賀高等学校教諭 

松田 昌浩

土井 善和

宮﨑 庄悟

高橋 利生

中村 克己

熊谷 朱実

間瀬 政和

久野 繁男

石原  優

竹内 直人

松井 和総

吉田 成穂

山下  勝

柳田 一匡

研究部員 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 

〃 
〃 

半田高等学校教諭 
東浦高等学校教諭 
阿久比高等学校教諭 
武豊高等学校教諭 
大府高等学校教諭 
大府東高等学校教諭 
武豊高等学校教諭 
半田高等学校教諭 
武豊高等学校教諭  
常滑高等学校教諭 

山下  勝

金田 卓也

吉田 裕介

壁谷 卓未

山本 裕貴

平井 恵大

佐々木 駿

和田 大河

澤田 将卓

太田 有亮
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尾 張 地 区 
１ 平成 30年度事業報告 

月 日 会 場 事  業  内  容 

５月 22 日(火) 津島高等学校 

【地区役員会】 

①平成 29 年度地区事業報告・地区会計報告について 

②平成 30 年度地区役員選出・地区事業計画について 

③平成 30 年度尾張地区総会について 

④研究協議および情報交換 

６月６日(水) 一宮スポーツ 

  文化センター 

【地区総会】 

①講演 『プレテストの分析と今後の学習指導について』 

東進ハイスクール コンテンツ本部 模試営業部長 

 勝原 聡洋 氏 

②平成 29 年度地区事業報告・地区会計報告について 

③平成 30 年度地区役員選出・地区事業計画について 

④研究発表 

 「平成 30 年度高等学校新入学生徒の学力検査結果について」

            五条高等学校  丹下 裕太 先生 

６月 12 日(火) アイプラザ一宮 

【教科書研究会】 

①平成 30 年度使用教科書・副教材について 

②研究協議 ・新入学試験について 

・アクティブラーニングについて 

③情報交換 

10月 17 日(水) 津島高等学校 

【地区役員会】 

①平成 30 年度愛知県高等学校数学研究会尾張地区研究発表大会

について＜今年度は東数教大会が当地区開催により実施せず＞ 

②平成 30 年度研究集録作成・３地区合同情報交換会について 

③平成 31 年度地区役員・地区研究発表大会開催校について 

④研究協議及び情報交換 

11 月６日(火) 
西春高等学校 
ウインクあいち 

【東海地方数学教育会 第 65 回(愛知)大会】（尾張地区開催）

① 公開授業（西春高等学校） 

② 講演、研究発表（ウインクあいち） 

２月９日(土) 
一宮市スポーツ

文化センター 
＆ かくこ 

【３地区合同情報交換会】 

情報交換 
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２ 活動の概要 

(１) 総会 

 今年度は『プレテストの分析と今後の学習指導について』と題して、進路情報や模擬試験等でお世話

になっている 東進ハイスクール から 勝原 聡洋 氏にお越しいただき、講演をしていただきました。 
 センター試験が廃止され、新テスト導入の背景や大学入試改革の狙いについての話の後で、実際のプ

レテストの問題から考えられる傾向の分析について報告がされ、それをもとにどのような対策を立てれ

ばよいのかというお話をしていただきました。新たに問われる力に対する対策として「数値を含んだ情

報を要約する練習」をすることをお薦めされていました。今回導入される共通テストでは、移行措置を

一切考えられていないという特徴があり、次年度の入試は「超安定志向」での入試が予想されるという

お話を最後にされていました。 
続いて、新入生テスト作成委員である五条高等学校の丹下裕太先生には、平成 30 年度高等学校新入

学生徒数学学力検査についての報告をしていただきました。昨年度までに出題された類題と正答率に

大きな差があった問題を中心に、分析結果を発表していただきました。 

 

 (２) 教科書研究会 
 始めに各学校の先生方から，新入生に使用予定の教科書と現在使用中の教科書や補助教材について

の特徴や問題点について資料を基にして報告をいただきました。続いて，「新入学試験について」及び

「アクティブラーニングについて」というテーマを４つの班に分かれ研究協議を実施していただきま

した。その後各班にお願いして研究協議のまとめを報告していただきました。学校により，頻度や方

法など様々でしたが，どの学校にも参考になるもので，充実した内容で終えることができました。 

 

３ 研究専門部の活動 

(１) 尾北地区 

 今年度は新たに１名の研究員を迎え、４回の研究会を開催しました。グループ研究では今年度入学

の生徒からセンター試験に替わり、大学入学共通テストとなるので、研究員全員で共通テスト形式の

作問を中心に研究に取り組みました。個人研究では各自のテーマに沿って、長期的・実践的な研究が

なされました。 
 

指導教頭 東竜雄(小牧), 古崎徳行(小牧工) 

研究員 

 (10 名) 

真崎太樹(犬山), 梅本健(犬山南), 榎本高久(犬山南), 日浦涼太(犬山南)， 

岩城賢(小牧工), 酒井駿佑(小牧南), 成田慎一(小牧南), 大塚衣里子(西春)， 

小川季里(西春), 栗木秀己(丹羽) 

第１回 

６月 28 日(木) 

小牧中部公民館 ① 研究テーマの決定、グループ分け 

個人研究(全員) 

グループ研究（大学入学共通テストについての研究） 

② グル－プ別研究協議 

③ 情報交換と連絡 

第２回 

８月 21 日(火) 

小牧市西部 

コミュニティセ

ンター 

① 全体研究協議 個人研究（循環小数、音律と数学の関係、 

アクティブラーニング実践技法、Society5.0 など） 

② グル－プ別研究協議（大学入学共通テストについての研究）

③ 情報交換と連絡 

第３回 

10 月 12 日(金) 

小牧市西部 

コミュニティセ

ンター 

① 全体研究協議 個人研究（次期指導要領における統計分野に

ついて、平方数の２乗和に関する問題、等差×等比の和に関

する問題、偏差値など） 

② グル－プ別研究協議（大学入学共通テストについての研究）

③ 情報交換と連絡 

第４回 

11 月 28 日(水) 

小牧市西部 

コミュニティセ

ンター 

① 全体研究協議 個人研究（EZCAST、課題学習、ジグソー法、

連分数と Euclid の互除法など） 

② グル－プ別研究協議（大学入学共通テストについての研究）

③ 情報交換と連絡  ３地区合同情報交換会についての連絡 
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(２) 尾中地区 

 総勢 18 名で地区研究会を４回行いました。いろいろな学校における先生方の工夫や創意を聞くこと

ができる機会であり、普段の授業に活かせる内容が多くありました。研究協議では活発に意見交換がさ

れました。経験豊富な先輩方から若手の先生たちがアドバイスをいただいたり、若手の先生方からＩＣ

Ｔ機器の有用性を教わったりするなど，今後の教育活動に役立つものとなりました。 

 

指導教頭 石田 亘(一宮北), 丹下由男(一宮興道), 下尾明(木曽川) 

研究員 

 (15 名) 

髙松愼悟(一宮), 志知芳朗(一宮西), 水谷悟(一宮西), 松倉壮平(一宮興道), 

小野貴史(木曽川), 近藤祐多(木曽川), 谷川達哉(尾西), 濱谷隆文(尾西), 

吉川宏治(尾西), 竹内一貴(尾西), 堀田圭悟(起工業), 高橋雅人(五条), 

佐藤克典(五条), 森治美(新川), 大藤祐揮(江南) 

第１回 

６月25日(月) 

尾西高等学校 ① 研究協議 

・ モンモール数 

・ 双曲線の焦点 

・ 共通テストに向けた対策と問題例 

・ パソコン室での授業について 

・ 同様に確からしい確率の計算 

第２回 

８月21日(火) 

尾西高等学校 ① 研究協議 

・ 日常的な事象を数式で表す 

・ 問題演習の授業におけるＩＣＴ機器の活用について 

・ 夏休み課題としての数学レポートの発表計画 

・ 共通テストに向けた対策と問題例 

第３回 

10月11日(木) 

尾西高等学校 ① 研究協議 

・ 数学レポート発表会の様子について 

・ 角度に関するアプローチ 

第４回 

11月27日(火) 

尾西高等学校 ① 研究協議 

・ 数学レポート発表会の追試 

・ ２元１次不定方程式の特殊解の求め方 

・ ｎ進法の応用問題に使用する値について 

・ Geogebra 基本操作を学ぶ（授業で生徒にも使用させる） 

 

 

 

 

 

 (３) 尾西地区 

 本年度は教材研究・情報・大学入試・教育課程のテーマによる４つのグループに分かれて、年４回の

研究会を実施してきました。大学入試問題の考察や指導法の研究、授業の教材研究についてなど多くの

研究発表がなされました。中高連携教育として、今年も小中学校の研究発表に参加したり、中学校の授

業を参観させてもらう機会をいただいたりしました。 

 

指導校長 服部隆宏(津島), 山田知子(杏和)，人見浩司(美和) 

指導教頭 
日比昭彦(五条), 永井孝人(美和), 難波康哉(五条), 早瀬浩文(海翔), 

加藤明(津島) 

研究員 

（26 名） 

牛田正之(津島), 川村一仁(津島), 牛山朝隆(津島), 堀江悟(津島), 

田中秀征(津島), 三上健一郎(津島), 先山和宏(津島), 浦嶋健司(津島東), 

水谷直人(津島東), 布施昭仁(稲沢東), 家根谷厚範(稲沢東), 岩瀬弘一(杏和), 

鈴木卓馬(佐織工), 佐藤悠太(佐織工), 野崎通広(海翔), 伊藤弘基(海翔), 

大矢雅人(海翔), 是澤佑(海翔), 一柳隆義(海翔), 神谷知行(海翔), 

菱田圭祐(美和), 鈴木要(美和), 西村卓哉(美和), 丹下裕太(五条), 

間瀬廉太(五条), 渡部淑仁(五条) 
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第１回 

６月 26 日(火) 

津島市生涯学習

センター 

①今年度のグループ分け・グループでの研究とテーマ決め 

・教材研究  ・情報  ・大学入試  ・教育課程 

②研究協議 

・人工知能における基礎知識と高校数学（その２） 

・数学オリンピック 

・アクティブラーニング実践報告 

・岐阜県大学入試研究会の報告 

・n進法について 

第２回 

８月 28 日(火) 

津島高校 ①今後予定の報告 

②研究協議 

・第 100 回全国算数・数学教育研究(東京)大会に参加して 

・数学オリンピック予想問題の解法のためのヒントについて 

・尋常小学校・高等小学校の数学教育について 

・小学生の文章問題  

・デカルト・グアの定理 

・順列と確率 

・反復試行の確率（酔歩の問題） 

・稲沢東高校での数学Ⅲの授業（動画） 

第３回 

10 月 12 日(金) 

津島高校 ①今後予定の報告 

②研究協議 

・新聞記事の紹介 

・身近な事象 

・頂点とは？ 

・不思議な数字の関係式 

・シンプルな図形の問題 

・平成 31 年度 愛知県教員採用試験２次試験問題 

・人工知能における基礎知識と高校数学（その３） 

第４回 

11 月 28 日(水) 

津島高校 ①今後予定の報告 

②研究協議 

・連続する数の和の性質 

・１１１１１１……１１１ 

・オープンプロセスな問題によるグループ学習の実践報告 

・生徒の取り組み（数学解説講座） 

 

(４) 中高連携教育（尾西地区） 

８月 17 日(金) 

弥富市総合社会

教育センター 

「愛数研海部地区支部研究発表会・教育講演会」 

 ①研究発表  ②教育講演会 

 『今後求められる算数・数学の授業の在り方について』 

（愛知教育大学 准教授  青山 和裕 先生） 

11 月８日(木) 

あま市立 

正則小学校 

「算数・数学指導研究会」 

①授業参観  ②研究協議 

 ３年「１けたかけるかけ算の筆算」(坂井 由季 先生) 
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４ 平成 30 年度尾張地区役員 

会 長 服部 隆宏（津島） 

副会長 小川 裕之（新川） 

指導教頭 

尾北 
東  竜雄（小牧） 

古崎 徳行（小牧工業） 

尾中 

石田  亘（一宮北） 

丹下 由男（一宮興道） 

下尾  明（木曽川） 

尾西 

加藤  明（津島） 

早瀬 浩文（海翔） 

永井 孝人（美和） 

日比 昭彦（五条） 

難波 康哉（五条） 

委員長 尾中 堀田 圭悟（起工業） 

副委員長 
尾西 布施 昭仁（稲沢東） 

尾中 松倉 壮平（一宮興道） 

研究部長 丹下 裕太（五条） 

研究専門部 

尾北 真崎 太樹（犬山） 

尾中 濱谷 隆文（尾西） 

尾西 川村 一仁（津島） 

顧 問 成田 慎一（小牧南） 
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西三河地区 
１ 平成３０年度事業報告 

月  日 会 場 活 動 内 容 

４月２５日（水） 松平高校 【第１回役員会】 

 ・平成２９年度事業報告および会計報告 

 ・平成３０年度事業計画 

 ・地区総会について 

 ５月１８日（金） 岡崎市図書間交

流プラザ りぶら

【第２回役員会】 

 ・地区総会の準備等 

【地区総会】 

 ・平成２９年度事業報告および会計報告 

 ・平成３０年度事業計画 

 ・愛高数役員会報告 

 ・研究部会の活動について 

・研究発表 

 (1) 岡崎西高等学校  山田 悠作 先生 

 「平成３０年度高等学校入学者数学学力テスト

結果について」 

 (2) 三好高等学校  臼杵 秀一 先生 
「統計数学の幾何的意味」 

 ６月２０日（水） 岡崎西高校 【教科書研究会】 

 ６月２７日（水） 西尾高校 【教科書研究会】 

１１月２４日（金） 刈谷市総合文化 

センター 

【講演会】 

名城大学 教職センター教授 竹内英人 先生 

「主体的で対話的で深い学びを誘う授業とは 

～我々の授業はＡＩに勝てるのか？～」

 

 

２ 研究部会概要 

 １回あたり４つ前後の発表があり、活況を呈してきている。毎年の若い先生方への声かけが功

を奏して，新規メンバーも増えつつある。 

 昨今，３ＤＣＧやＶＲ，ＡＩなど，コンピューターやインターネットのない生活を想像することすら

難しくなってしまった時代になってきて，高校で学ぶべき数学が変わってきているのではないだろ

うか。 

 それと同時に教員自身も大きく変わる必要がある，と思わずにはいられない。教科書の単なる

受け売りや一方通行の講義なら，ＡＩにだってできる。むしろ機材さえ揃えば時間も場所も関係

なく，しかも個別に対応できる分だけＡＩの方が役に立つとさえ言えよう。難しい質問でも，ネ

ットに繋がっていれば立ち所に検索し，答えてくれる。“不勉強な”教員が太刀打ちできる相手で

はないのだ。ならば，私たちはどうすればよいのか？ 
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 ところで，ＡＩには苦手とするものが３つあるようである。イメージ（グラフの意味の読み取

り）・推論（文章の内容の把握）・具体例による解釈，である。つまりＡＩは意味を理解できな

い。数式が解けても，その解が何を意味するのかは分からない，ということなのである。ならば

それらを指導できる力があれば，ＡＩに取って代わられる心配はないのではないか？いかに“Ａ

Ｉに真似できない”授業を実践していくか。そのためにどれだけ学習や研究ができるか。これか

らの時代に数学の教員が生き残れるかどうかは，そこにかかっていると思いつつ，今年度も充実

した研修にしていきたい。 

 

日時【参加者数】 研究テーマ・発表者 

第１回   

 ６月２２日（金） 

 【１８名】 

「sin と cos はどちらを先に書くか?」 

吉良高等学校教諭 藤田卓也 先生

「サイコロの塗り分け問題は P26 で説明できる?!」 

豊田南高等学校教諭 石井隆寛 先生

第２回 

 ８月２４日（金） 

 【１４名】 

「タブレット端末の使用レポート」 

刈谷北高等学校教諭 石田太一 先生

「『時数が低い文字に着目』する因数分解の解法」 

幸田高等学校教諭 藤田健太郎 先生

「第 100 回全国算数・数学教育研究大会参加レポート」 

安城高等学校教諭 犬塚英俊 先生

「疑似相関について」 

岡崎高等学校教諭 小島洋平 先生

「空間図形と投影図」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生

第３回 

１０月 ５日（金） 

 【１２名】 

「『定積分と微分法』の問題の解法について」 

安城東高等学校教諭 園田大空 先生

「数学的活動を通した課題学習について 

－批判的思考を養う－」 

吉良高等学校教諭 藤田卓也 先生

「ボードゲームで論理的思考を鍛える」 

吉良高等学校教諭 藤田卓也 先生

「廊下を通るソファーの大きさは」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生

豊田南高等学校教諭 石井隆寛 先生

第４回 

 ２月１５日（金） 

 

 

研究部会まとめ冊子作成（予定） 

 開催場所：刈谷市総合文化センター会議室 
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３ 平成３０年度西三河地区役員一覧 

 顧問校長 加藤 敏実（松平） 
花井 和志（安城東） 
近藤 博靖（岡崎西） 
江坂 嘉彦（刈谷東） 

 顧問教頭 

 

大野 正樹（岡崎） 
藤田 和己（足助） 
近藤 砂敏（豊田東） 
本多 滋明（一色） 
日高 慎吾（岡崎西） 
高柳 幸久（岩津） 
福應 浩 （知立東） 

 委員長 臼杵 秀一（三好） 

 副委員長 小島 洋平（岡崎） 
 研究部長 石田 太一（刈谷北） 

 地区委員 

  西三東地区 

  西三北地区 

  西三南地区 

 

稲垣 俊彦（岩津） 
寺田 直樹（豊田東） 
藤田 卓也（吉良） 

 庶務会計 大橋 史隆（西尾） 

 

- 168 -



- 169 -



- 170 -



- 171 -



- 172 -



１１．名古屋市立高校、私立高校の

活動状況
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平成３０年度 名古屋市立高校事業報告 
名古屋市立北高等学校  矢野 智恵 

事業報告 

月  日 会  場 事 業 内 容 

５月 ２日（水） 名古屋市教育館 高等学校各科研修講座 第１回打ち合わせ会 

・平成３０年度各科研修講座の実施について 

９月２１日（金） 名古屋市教育館 高等学校各科研修講座 第２回打ち合わせ会 

・平成３１年度各科研修講座の実施について 

１０月 ５日（金） 名古屋市教育館 講義 

 テーマ「数学教育における問題・課題解決学習 

          ～いくつかの実践例を通して～」 

 講師 名城大学理工学部数学科 村瀬勇介准教授 

 内容 

生徒の学習到達度調査(PISA)および生徒質問紙調査

から生徒の実情を知り、数学数学教育の在り方を考え

る。問題解決学習の教材の実践例を通し、アクティブ

ラーニングの手法を体験しながら、問題解決学習の教

材実践の必要性や留意点、効果を学んだ。 

上記は、名古屋市教育センター高等学校研修部関係のものである。 

- 174 -



 

野末　訓章（南山中学高等学校男子部）

野末　訓章（南山中学高等学校男子部）

１　事業報告書

実施年月日 会議・行事等の名称 会 場
参加人
員

2018/4/20 役員会 高蔵高等学校・中学校 4

2018/6/15 役員会 南山中学高等学校男子部 4

2018/7/15 役員会 椙山女学園高等学校 4

2018/10/18 中部私学研修会 富山県 2

2018/10/19 中部私学研修会 富山県 2

2018/12/18 役員会 8

2019/1/29 役員会 8

2019/2/12 役員会 8

2019/2/17 研修会 市邨中学校・高等学校 8

2019/3/7 研修会 南山中学高等学校男子部 40

2019/3/7 役員会 南山中学高等学校男子部 4

研修会打ち合わせ・交流

授業研究・交流

「データの分析・統計的な推測」講演会

次年度計画・役員選出

中部研修会の打ち合わせ・交流

中部研修会の打ち合わせ・交流

研究発表・交流

研究発表・交流

研修会打ち合わせ・交流

研修会打ち合わせ・交流

平成３０年度　愛知県私学数学研究会事業報告書

（教科主任氏名）

（作成者）

会議・行事等の内容

2017年度の役割の確認
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愛知県高等学校数学研究会ホームページのご案内 

 

http://www.tcp-ip.or.jp/~aisuu/ 

 

愛知県高等学校数学研究会では、県大会などの研究大会の案内や、これまで蓄積された 

情報の公開などのためにホームページを開設しています。多くの先生方に知っていただけ 

るように、お知り合いの方にもご紹介下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「愛数」のページでは過去 10 年間の研究集録「愛数」の研究発表内容及び各委員会、各地区の

活動報告のページをＰＤＦで閲覧およびダウンロードすることができます。ご活用ください。 
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