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あなたの夢は なんですか 

                                          田辺高校 原 義則 

 

 

お父さんが娘に 

「君の将来の夢はなんなの。」 

娘がお父さんへ 

「パパのような建築家になること。」 

「なんで」 

「だってかっこいいじゃん」 

とうれしがるお父さん。 

Satisfaction ? 

 

次に切り替えされて 

 

「パパの将来の夢は何？」 

すると、お父さんは困った顔をして 

「え、だって、パパは、もう」 

Satisfaction ? 

 

三井住友ＶＩＳＡカードのＣＭだ。また、ＮＨＫの

大河ドラマ「花燃ゆ」で吉田松陰が「君の志は何です

か」と毎週のように若者に説き、迫っている。 

 

ＣＭや大河に触発されて、僕の夢は何だろうと考え

てみた。 

 

高校生のとき、「すべての人に数学を」と小針覗宏

の「デバク数学」という受験参考書を読んだ。大学時

代のときは、ポリアの「いかにして問題を解くか」「発

見的学習法」を読む学習会を開いた。 

教師になり１年目、数教協の仲間に入れてもらい、

蒲郡の研究大会に初めて参加した。そこで、ベクトル

で「暴走ゲーム」、一次変換の「猫写し」を教えても

らった。当時の僕は、教科書の内容をわかりやすく教

える。その中でシャレでも言って朗らかな気分にさせ

るぐらいしかできていなかった。そういう状況の僕

に、教材との衝撃的な出会いであった。 

 数教協の授業は、生徒たちが手を動かし、共通の土

台を作りあげ、数学的な知識を紡ぎ出していく。 

「こんな授業があったのか！」 

「こんな授業をしたい」 

と、そのとき夢を持った。そして、今でもその夢を大

切に持ち続けている。 

 ただ、高校では共通一次試験、大学入試センター試

験、さらに将来計画されている能力テストなど画一的

なテストで点数を取ることが至上命題になってくる

と、教科書の完全理解の号令の元、定期考査も学年統

一となり、独自の教材構成ができなくなってきた。小

学校、中学校では全国学力テストで自由度が減ってき

ているらしい。 

 一方、課題学習などで、デザート的に数学の楽しさ

と役割についてわかるようにしようとしているが、こ

れで目標が達成できるはずがない。つまみぐいは肥満

の元だ。 

 しかし、どんな難しい状況でも、目の前の生徒から

「わかった」「できる」の声をききたい。数教協の教

材群の力を借りながら、さらに教具を開発し、わかる

授業を目指したい。それが、僕の夢だ。 
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  未来への一歩、二歩 
沖縄 和泉康彦 

 

AMI 沖縄研究局長 和泉通信 2015 年 3 月

31 日 6 号（通算 457 号）琉球新報の連載が終

わりました。最後の原稿を少し書き直したかっ

たのですが間に合いませんでした。そのボツに

なった原稿を掲載します。 

（ 和泉先生に了解を頂き和数協通信にも掲載

させていただきます。 ） 

  

[未来への一歩、二歩]  ２０１５年３月号 

 ゆう君という４歳のおいがいる。 

ゆう君が真剣な顔でチラシの裏に「おはよう」

と文字を書いていた。 

「書いてごらん」と言われたのではない。 

兄弟のまねをしたのだ。 

  

その時のゆう君の体中からは文字を書く楽し

さとうれしさがあふれていた。幸せな気持ちに

なった。 

  

同時に…心配になった。 

  

ゆう君が４歳の時に感じた「書きたい！」「学

びたい！」「楽しい！」という気持ちは、授業

の中でどれだけ感じることができているのだろ

うか。 

  

逆に「学ぶ楽しさや喜び」を奪う授業をして

いないか。 

学校や社会ではやりたいことばかりでなく、

やらなければいけないこともある。 

全ての子がやりたいことばかりするわけには

いかないのだ。 

やりたくないこともさせねばならないのだ。 

その時に学ぶ喜びや楽しさを奪うことがあ

る。 

 そうやって喜びや楽しさを奪うということ

は、相手に害を与える（＝加害者）ではないか

と心配になったのだ。 

  

できるだけ加害者にならないためにはどうす

ればいいのか。 

  

わたしは、次のように考えている。 

  

「やらなければいけないこと」を「やりたい

こと」に変えればいいのだ。 

子どもが「やりたい、学びたい」という授業

をすればいいのだ。 

そういう授業ができれば、わたしは加害者で

なく加益者（？）になる。 

  

このことを実現するのは難しい。 

  

それ以来、試行錯誤の連続だ。  

  

時々、うまくいく瞬間がある。 

  

授業中、子どもの体から学ぶ楽しさや喜びが

あふれてくる時だ。 

授業をしていて幸せな気持ちになる。笑みが

浮かぶ。 

  

授業法改善担当として、そういう瞬間を増や

すために「当たり前」を無批判に受け入れるの

でなく、子どものために「楽しく」「学びたい

授業」を創り出したいと思う。 

  

そういう思いで全国から授業名人を招いた公

開授業や講座など年間５０回以上開催してい

る。 
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退職までの数年間でさらに授業改善に取り組

みたい。 

  

大会などの情報は 

ｉｚｕｍｉ＿ｏｋｉ＠ｙｂｂ．ｎｅ．ｊｐ 

までメールください。（了） 

  

（おまけ） 

ある人から「わかりやすいけれど…なんかよ

く考えると怖かったですね。」と言われました。 

「やった～！」と思いました。 

わたし自身、３月号は書くのが難しかったで

す。 

  

本当は次のことが言いたかったのです。 

  

マスコミや周りの人が「傍観者」や「被害者」

のような発言をします。その時「あなたも加害

者」の一員であることを自覚しているのでしょ

うか？ 

   

憲法、辺野古、海外派兵、全国学力テスト、

Web システム、指導法改善の問題、いじめ、授

業、原発、沖縄の基地問題などなど、いろいろ

言いたいことはあります。 

ひとつだけ例を挙げます。 

昨日、NHK のラジオの解説者が次のような趣

旨を話していました。 

  

「統一地方選が始まります。今回の争点は『地

方創生』と『景気対策』です。でも町村に比較

して県や市の投票率の低下が止まりません。そ

の原因は『与野党相乗り』や『統一地方選挙の

趣旨を忘れて多くの市町村がこの２週間以外の

日程に変えたこと』などではないでしょうか。」 

  

あぜんとしました。 

  

争点は『海外派兵』『憲法』『辺野古』『高

江』『原発』『海上保安庁』『秘密保護法』・

・・・いっぱいあるではないですか。 

   

インターネットという武器を使って少しでも

有権者に無権者、非権者、悪権者にならないよ

うに訴えたいですね。 

  

そして少しでもいい授業（子どもが活き活き

してくる授業）ができるようにしたいと思いま

す！ 

 

 

２０１５年度 役員体制 

  

今年もよろしくお願いします。 

 

委員長  原  義則 

副委員長 嘉摩尻 寿 

     土橋 要治 

事務局長 覺道 幸久 

次長 山脇 修一 

会計   岡田 理恵 

通信出版 原  義則 

顧  問 加藤 元昭 

     鈴木 勝実 

     村上 和弥 

     杉山 由美 

     嶋田 佳一 

     片山 英樹 

     小田 富生 

小学校担当 土橋 要治 

      原  啓司 

中学校担当 塩崎 昌之 

      深瀬 温子 

高校担当  山脇 修一 

      阪田 祐二 

近数協評議委員 覺道 幸久 

        山脇 修一 

 



 

分数の割り算は

なぜ ひっくりかえしてかけるのか

 

 

 「分数の割り算は、なぜひっくりかえしてか

けるのか？」それは、そうしたら答が出るから

だ。 

 それを教え込んでもしかたない。 

① 

 ２Ｌの水を３㎡の花壇に同じようにまきま

す。１㎡あたり何Ｌの水をまくことになるでし

ょう。 

② 

 ５Ｌの水を３
2
1

㎡の花壇に同じようにまき

ます。１㎡あたり何Ｌの水をまくことになるで

しょう。 

③  

 ２
4
1

Ｌの水を３
3
1

㎡の花壇に同じようにま

きます。１㎡あたり何Ｌの水をまくことになる

でしょう。 
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は 

ひっくりかえしてかけるのか？ 
和数協学習会の報告 

原 義則（田辺高校） 

 

この順序で、①ならば水槽を使い確認する。

③ならば左の写真のようにはさみ、のりで切り

貼りしながら、最小のタイルを求めて、作業を

通して１㎡あたりの水の量を答を求めます。 

 

答を求めるシステムを納得してから、この答

は実は、「ひっくり返してかける」といいんだ

なと，計算法則を見つけさせる。 
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数教協春の全国研究集会に参加して 
阪田 祐二（貴志川高校） 

 

 ２月１日（日）岩手県の盛岡で、数教協春の

全国研究集会が開催されました。和歌山からは

私と山脇先生の２名が参加しました。前日の大

雪のせいで飛行機が 40 分程遅れての出発でし

たが、無事仙台に到着し、東北新幹線で盛岡ま

でたどり着きました。地元のタクシーの運転手

によれば「今年の盛岡は暖冬で雪が少ない」と

いうことでしたが、路肩に除雪した雪が積み上

げられている凍結した道路を歩くのは、慣れな

い私たちにとってはたいへんなことでした。会

場の盛岡白百合学園は盛岡郊外の丘の上にある

小・中・高一貫の女子校で、生徒はみんなスク

ールバスで通学しているようでした。 

 公開授業の前に、小学校の体育館を会場に算

数・数学おもちゃ箱を開催しました。各地区か

ら持ち寄った選りすぐりのおもちゃが子どもた

ちに紹介されました。私は昨年の和数協で紹介

した「ドラえもんのヘキサフレクサゴン」を持

っていきました。子どもたちにはもちろん、参

加された保護者や先生方にもたいへん好評でし

た。子どもたちは作品が完成すると喜んで「あ

りがとう」といって、待っている次の子どもに

席を譲ってくれるのですが、大人は作品が完成

しても「なぜこうなるのだろう」と考え込んで

なかなか席を立ってくれず困りました。 

  公開授業は高校の授業を参観しました。岩手

の加藤竜介先生がカヴァリエリの原理を使って

球の体積の公式を求める授業をしてくれまし

た。授業はまず３つのグループに分け、それぞ

れのグループに違った課題プリントが配られま

した。錐体の断面積を求める課題、カヴァリエ

リの原理を説明する課題、球の断面積と円錐の

くりぬかれた円柱の断面積の課題の３種類があ

ったようです。用意していた教具は、私が 10 年

ほど前に発泡スチロールで作った教具を参考に

して作ったそうです。私の実践がこんなところ

で受け継がれているのだと思うと少し感激しま

した。授業は先生が前で講義をするわけでもな

く、グループで課題プリントについて話し合い

考えさせるだけです。しばらくしてから、２回

目のグループ分けをしました。最初のグループ

で話し合ったことを他のグループの人に伝え、

それぞれの課題を結びつけて問題解決に導こう

という方式で、「ジグソー法」という学習法だ

そうです。私がこっそりとヒントを与えてなん

とか問題解決に至ったグループに、みんなの前

で発表させて授業は終わりましたが、生徒だけ

で結論を導かせるのはちょっと（かなり？）苦

しかったように感じました。 
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 午後の高校分科会では、長野の田村敏彦先生

のレポート発表でした。GRAPES というコンピ

ュータソフトを使ってグラフの接線を見せる微

分の授業や、長野県の面積を求める導入から区

分求積へと持ち込む積分の授業を報告してくれ

ました。参加者で、微分・積分の授業展開の仕

方について討議しました。 

 最後に、ご当地名物の盛岡の「じゃじゃめん」

や仙台の「牛タン」を忘れずに堪能してきたこ

とも報告しておきます。 

 

 

 

今後の日程 

 

 

8/22,23 

近畿数学教育協議会  

夏期研究集会 

三重県 湯の山温泉 「希望荘」 

 

8/20,21 

和数協 研究集会 

白浜 むろべ 

記念講演 「教具開発物語」 

全体会 「水道方式入門」 

  最小の努力で最大の成果を 

もの作り ＢｌａｃｋＢＯＸ 

     平均水槽 

      

8/2,3,4 

全国研究大会  

仙台 東北高校小松島キャンパス 

子どもとつくる楽しい数学を 

 

6/27,28 

近畿高校総合サークル 

大阪 たかつガーデン 

 

6/27,28  

折り紙教育を考える会  

京都サ・パレスサイドホテル 

いつでもどこでもだれでも折り紙を 

 

4/18  

近数協春の算数数学授業づくり講座 

大阪 エルおおさか 

小学校講座 ２年生 覺道 幸久 

       ６年生 原 啓司 

高校講座 原 義則 

 

 

 

「和数協通信」の原稿募集中 下記まで 

      E-mail : uhei@hera.eonet.ne.jp  

 

 
 

 

 和数協ホームページ 

 http://www.jtw.zaq.ne.jp/wasukyo 

  

フェイスブックもあるよ。 

    「いいね」を押してね。 

 

 

あとがき 

 

今回の和数協通信は、２０１５和数協学習会

の様子をお伝えします。土橋先生に講師をお願

いし算数教育の永遠のテーマであるかもしれな

い「分数の割り算はなぜひっくりかえしてかけ

るのか」を豊富な実践例を基にお話しいただき

ました。過去に何度も聞いた内容だけれど、何

度も聞いていく必要があるものだと思いまし

た。また、昨年研究会に来ていただいた沖縄の

和泉先生の文章も頂くことができました。 


