
2021年8月7日(土)８(日) zoomにより実施 

 

参加費：３,０００円　(学生１,５００円) 
主催：数学教育協議会（http://ami.to/） 
後援：北海道教育委員会，青森県教育委員会，秋田県教育委員会，岩手県教育委員会，　　 

　　　　山形県教育委員会，宮城県教育委員会，福島県教育委員会，長野県教育委員会， 
　　　　東京都教育委員会，千葉県教育委員会，岐阜県教育委員会，福井県教育委員会，　 
　　　　和歌山県教育委員会，鹿児島県教育委員会，沖縄県教育委員会 

記念講演「ワクワクドキドキの数楽教育を」 
　　　　　　　伊藤潤一（数学教育協議会委員長

第68回全国研究大会(オンライン)
数学教育協議会

ポスター展 
ミニ発表の場です．
資料は自分でダウン
ロードしてください 

教具展 
作りません．見るだ
けですが，使い方の
説明です． 

算数・数学 
おもちゃ箱 
作ります．材料は自
分で準備，設計図は
自分でダウンロード
してください．

東京地区数学教育協議会 新春講座 
  2020 年 1月 12 日 星陵会館 
 
算数・数学おもちゃ箱 
恒例の東数恊の算数数学おもちゃ箱の様子をお伝え
します。今年も１５を超える出展があり，机が不足す
るぐらいで盛大でした。参加者も３０名以上あり，多
いほうなのですが，出展数が多いので，どこに行って
もゆっくりと作ることができました。また，出展者も
互いに教具を交換するなどして有意義でした。 
おもちゃ箱の内容を紹介しましょう。   
１ △□６角パズルと干支パズル（正三角形，正方
形，正六角形が見える立体） 
２ 動点君  
動点と紐で変化する図形を描きま
す。 重力を利用してひもを引っ張
ります。動点を動かすと，動点と固
定点をつなぐ紐も一緒に動いて図形
の変化の様子が見えます。写真は円
周角の変化の様子を見せています。
ほかに動点が動く時の面積の変化の
様子を見せたり，等積変形を説明し
たりするときに使えます。 
３ あめ玉型ギフトボックス（牛乳
パックの両端をねじって作る）     
４  ２０２０年干支パズル「子」とネズミの立体（子
年にちなんだパズルと工作）   
５  ３Dの世界（サイコロ，町並み，無地のもの） 
６  ポケモン当てカード，必勝あみだくじ（カードパ
ズル） 
７ 楕円作図器（簡単な機構で楕円を描く） 
８  ユール・イャータ 
色違いの 2枚のフェルトまた
は色画用紙を編んで模様の出る
袋を作ります。いろいろな幾何
学模様を織ることができます。
どのように設計するのでしょう
か 

９ 正２０面体・正６面体など（シースルー折り
紙）  
 
10 アステカ宮殿 
黄金長方形から折りますが，
正方形から黄金長方形を切り
出す方法が素晴らしい。折図
を載せるので確認してくださ
い。  

 
①線分 EF(線
分 ADの垂直
二等分線) 
②線分 AF 
③線分 AH(∠
DAF の二等分
線) 
④線分 IH(CD
⊥IH) 

長方形 AIHDは黄金長方形。 AI：AD＝１：φ 
11 折り目のない立方体（面に折り目がつかない立
方体折り紙） 
12 瞬間移動マシーン        
13 二重のメビウスの帯（これを帯の中央で切って
いくとどうなるか）メビウスの帯で作る 6角形〈紙
の表と裏がつながるように貼る〉 
14 シェルピンスキー四面体（折り紙，写真左） 
15 バランス鶴（折り紙，写真右） 
 
 
 
 
 
 

（野町 直史） 
 
 

参加申し込み 
6/1～7/28 

ミーティングURLなど
ほどお知らせします．

1
ポスター展，教具展，算
数・数学おもちゃ箱，自由
交流企画，ナイター企画は
事前申し込みが必要です．　 

6/13締め切り 

2
全ての概要を記した
要項を事前に配布 

参加したいところを事前に
チェック

3

子どもとつくろう数学の世界～なぜなぜ・わくわく・ドキドキ授業～

申し込み方法など詳細は，HP(http://ami.to/zenkoku)をご覧ください．

今年こそは，集まって集会がしたい！そう思って準備をしてきましたが，新型コロナウイル 

スの感染防止を最優先し，今年は，多くの方の知恵と協力をいただきオンラインでの全国 大
会となります．オンラインならではの楽しい学びや発見のある集会にするつもりです．自 宅
にいながらにして，全国の実践交流ができる場へご参加ください． 

2021年8月7日(土)８(日) zoomにより実施 
今年こそは，集まって集会がしたい！そう思って準備をしてきましたが，新型コロナウイル
スの感染防止を最優先し，今年は，多くの方の知恵と協力をいただきオンラインでの全国
大会となります．オンラインならではの楽しい学びや発見のある集会にするつもりです．自
宅にいながらにして，全国の実践交流ができる場へご参加ください． 

参加費：３,０００円　(学生１,５００円) 

主催：数学教育協議会（http://ami.to/） 

記念講演「ワクワクドキドキの数楽教育を」 
　　　　　　　伊藤潤一（数学教育協議会委員長）

後援：北海道教育委員会，青森県教育委員会，秋田県教育委員会，岩手県教育委員会，　　　 
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　　　　東京都教育委員会，千葉県教育委員会，岐阜県教育委員会，福井県教育委員会，　　 
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第68回全国研究大会(オンライン)
数学教育協議会

ポスター展 
ミニ発表の場です．
資料は自分でダウン
ロードしてください 

教具展 
作りません．見るだ
けですが，使い方の
説明をします． 

算数・数学 
おもちゃ箱 
作ります．材料は自
分で準備，設計図は
自分でダウンロード
してください．

東京地区数学教育協議会 新春講座 
  2020 年 1月 12 日 星陵会館 
 
算数・数学おもちゃ箱 
恒例の東数恊の算数数学おもちゃ箱の様子をお伝え
します。今年も１５を超える出展があり，机が不足す
るぐらいで盛大でした。参加者も３０名以上あり，多
いほうなのですが，出展数が多いので，どこに行って
もゆっくりと作ることができました。また，出展者も
互いに教具を交換するなどして有意義でした。 
おもちゃ箱の内容を紹介しましょう。   
１ △□６角パズルと干支パズル（正三角形，正方
形，正六角形が見える立体） 
２ 動点君  
動点と紐で変化する図形を描きま
す。 重力を利用してひもを引っ張
ります。動点を動かすと，動点と固
定点をつなぐ紐も一緒に動いて図形
の変化の様子が見えます。写真は円
周角の変化の様子を見せています。
ほかに動点が動く時の面積の変化の
様子を見せたり，等積変形を説明し
たりするときに使えます。 
３ あめ玉型ギフトボックス（牛乳
パックの両端をねじって作る）     
４  ２０２０年干支パズル「子」とネズミの立体（子
年にちなんだパズルと工作）   
５  ３Dの世界（サイコロ，町並み，無地のもの） 
６  ポケモン当てカード，必勝あみだくじ（カードパ
ズル） 
７ 楕円作図器（簡単な機構で楕円を描く） 
８  ユール・イャータ 
色違いの 2枚のフェルトまた
は色画用紙を編んで模様の出る
袋を作ります。いろいろな幾何
学模様を織ることができます。
どのように設計するのでしょう
か 

９ 正２０面体・正６面体など（シースルー折り
紙）  
 
10 アステカ宮殿 
黄金長方形から折りますが，
正方形から黄金長方形を切り
出す方法が素晴らしい。折図
を載せるので確認してくださ
い。  

 
①線分 EF(線
分 ADの垂直
二等分線) 
②線分 AF 
③線分 AH(∠
DAF の二等分
線) 
④線分 IH(CD
⊥IH) 

長方形 AIHDは黄金長方形。 AI：AD＝１：φ 
11 折り目のない立方体（面に折り目がつかない立
方体折り紙） 
12 瞬間移動マシーン        
13 二重のメビウスの帯（これを帯の中央で切って
いくとどうなるか）メビウスの帯で作る 6角形〈紙
の表と裏がつながるように貼る〉 
14 シェルピンスキー四面体（折り紙，写真左） 
15 バランス鶴（折り紙，写真右） 
 
 
 
 
 
 

（野町 直史） 
 
 

参加申し込み 
６/１～７/２８ 

ミーティングURLなどは　
のちほどお知らせします 

1
ポスター展，教具展，算
数・数学おもちゃ箱，自由
交流企画，ナイター企画は
事前申し込みが必要です．

６/１３締め切り

2
全ての概要を記した
要項を事前に配布　
参加したいところを事前に

チェック 

3

子どもとつくろう数学の世界～なぜなぜ・わくわく・ドキドキ授業～

申し込み方法など詳細は，HP(http://ami.to/zenkoku/)をご覧下さい

http://ami.to/


数学教育協議会　第68回全国研究大会（オンライン）

8/7(土) 8:30～  　受付　

9:30～10:30 

ポスター展 

ミニ発表の場です．
部屋を渡り歩く感覚
で，どんどん質問を
しましょう．

11:00～12:30 
ポイントがよくわかる算数・数学の教え方講座 

珠玉の講師陣が，子どもも教員もわかりやすい教え方
の工夫を解説します． 

特別支援，小学校（学年別）， 

中学校（代数，関数，図形），中高（確率・統計）， 
高校（２次関数，初等関数，幾何•図形，微分•積分）

13:30～14:30　 
開会行事，記念講演 

「ワクワクドキドキの数楽教育を」
伊藤潤一（数学教育協議会委員長）

ポスター展，教具展，
算数・数学おもちゃ箱
の出展者を募集！ 

締切：6/13(日) 

　準備の都合上，締め切
りまでにご連絡ください．
今年は，当日になってのエ
ントリーはできません．

15:00～17:00　分科会Ⅰ 

特別支援（加減まで），小学校（学年別）， 
中学校（代数，関数，図形），中高（確率・統計）， 
高校（２次関数，三角比・三角関数，数列・微積分）

19:00～21:00 
自由交流 

この指とまれ！何
か，特定のテーマで
もなんでも，集まっ
て話したい人が集ま
る場を作りました．8/8(日) 8:00～  　受付　

8:30～10:00 

教具展 

展示，実演の場です．
実際につくることはし
ませんが，使い方など
質問をしてください．

10:30～12:00 
シンポジウム 

「わかる楽しい授業をどう作るか」 

　何森真人，大谷公人，阪田祐二 

「新学習指導要領との付き合い方」 

　小島順，宮本次郎，加藤久和 

13:00～15:00　分科会Ⅱ 

特別支援（かけ算以降），小学校（学年別）， 
中学校（代数，関数，図形），中高（確率・統計）， 
高校（数と式・方程式不等式，指数関数・対数関数，　　　
図形・ベクトル）

15:30～17:00　数楽サロン 

算数・数学について様々なテーマについて楽しく学び
合うコーナーです． 
「数教協と遠山啓　30年の激しい歩み」上垣渉 
「拡張グラフによる種数計算 

　　～グラフをドーナツに埋め込む話～」井上具規 

「すべての子どもに数学の享受を」小田切忠人 

「未来に生きる力を育む算数を求めて」山野下とよ子 

「中学・高校の数楽授業の展望」下町壽男 

15:30～17:00 

算数・数学おもちゃ箱 

算数・数学に関係する教具
はもちろん，おもちゃや
ゲームも出展されます．実
際につくります．材料は事
前に準備してください．

17:00～17:30 
閉会行事 

19:30～21:00 
ナイター 

大会の余韻に浸って，
語り合いましょう．

問い合わせ：教具展，おもちゃ箱，ポスター展の申し込み：野町直史　tnstellatn@gmail.com 　 

　　　　　　その他：曽根由理恵　yurie-sone@ad.cyberhome.ne.jp

大会は，zoomのブレークアウトルームを利用して行います．zoomの使い方に不安のある方のために，要項

にマニュアルを載せますが，大会前日8/6(金)に練習時間を設ける予定です．
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