
9:30～10：10 10:15～10:55 11:00～11：40 11:45～12:25
会場 分科会名 教室 指導助言者 指導助言者 司会者 運営責任者 記録者 発表１ 発表２ 発表３ 発表４

根本　博 石井　貴司 石郷岡 卓 長田 洋幸 渡邊 信之 西澤　千尋 小林　元貴 諏佐　佳典 大西　洋
茨城大学 札幌市教育委員会 函館・恵山中 函館・亀田中 函館・港中 愛知・名古屋市立北中 北海道・函館市立北中 東京・大田区立羽田中 北海道・札幌開成高

両角　達男 木野村　寧 永吉 幸平 日角 朱実 福士 敏也 福尾　忠彦 大田　誠 宇佐美　照行 渡邉　裕史
横浜国立大学 美幌町立北中学校 函館・戸倉中 函館・凌雲中 函館・本通中 奈良・奈良市退職教員 山口・山口市立鴻南中 愛知・名古屋市立宝神中 山口・山口大学教育学部付属山口中

太田　伸也 木村　理希 三浦　弘嗣 安岡　賢隆 田口　裕文 赤間　祐也 油井　幸樹 新田　正幸 太刀川　祥平
東京学芸大学 北海道教育庁 札幌・日章中 札幌・厚別南中 札幌・栄町中 東京・武蔵高等学校中 長野・上田市立塩田中 山口・山口市立鴻南中 北海道・北海道教育大学大学院生

宮崎　樹夫 山谷　明 岡田　亮二 谷柿　憲治 松本　圭代 川口　徹祐 久永　克己 上出　吉則 樺沢　公一
信州大学 青森市立浦町中学校 旭川・中央中 旭川・忠和中 旭川・緑が丘中 北海道・札幌市立伏見中 静岡・静岡市立末広中 大阪・堺市立三国丘中 東京・東京学芸大学附属小金井中

岡崎　正和 竹花　史康 村松　信幸 松岡　公平 丸山　雅子 山脇　雅也 西村 禎子 堀　孝浩 島尾　裕介
岡山大学 北見市立東相内中学校 札幌・中島中 札幌・藤野中 札幌・常盤中 鳥取・鳥取大学附属中 神奈川・横浜市立本宿中 東京・練馬区立開進第一中 徳島・鳴門教育大学附属中

矢嶋　昭雄 田中　義彦 野原　竜太 新保　陽介 柳本　美羽 飯島　政昭 木浪　悠 芹澤　治彦 清水　あかね
東京学芸大学 旭川市立神居東中学校 札幌・幌東中 札幌・柏丘中 札幌・青葉中 長野・長野市立柳町中 北海道・札幌市立石山中 福島・塙町立塙中 長野・小布施町立小布施中

國岡　高宏 佐々木徹郎 八柳　圭介 杉山　光宏 橋谷　泰子
三津　永恵 安井　慶一 坂下　賛匠 菊池　康浩

兵庫教育大学 愛知教育大学 古平・古平中 ニセコ・ニセコ中 島牧・島牧中 埼玉・戸田市立新曽中 岐阜・岐阜大学教育学部附属中 北海道・赤井川村立赤井川中 茨城・茨城大学教育学部附属中

松元　新一郎 石原　学 野口　朝央 　山平 恭之 中野　美生 岡本　大介 山本　恵悟 小野田　啓子 平賀　潤
静岡大学 北海道教育庁 北見・小泉中 北見・北中 小清水・小清水中 山口・山口大学教育学部附属山口中 東京・足立区立千寿青葉中 東京・東京学芸大学附属竹早中 東京・学習院中等科

佐々　祐之 遠藤　裕子 米村 隆宏 渡辺　友章 梶野　有美 宮本　裕 福岡　洋介 加藤　隆 篠﨑　彰
北海道教育大学札幌校 仙台市立寺岡中学校 北見・高栄中 網走・第三中 小清水・小清水中 北海道・札幌市立伏見中 北海道・幕別町立札内中 愛知・名古屋市立守山東中 静岡・静岡市立長田西中

久保　良宏 佐藤　精晋 新谷　和彦 横尾　栄一 山田　恵 中本　厚 和田　圭吾 竺沙　敏彦 野本 純一
北海道教育大学旭川校 盛岡市立見前中学校 札幌・北辰中 札幌・白石中 札幌・厚別北中 北海道・旭川市立神楽中 北海道・札幌市立札幌中 京都・京都府立洛北高等学校附属中 長崎・長崎市立式見中

蒔苗　直道 稲葉　泰愛 舟迫　純一 石関　元 林　里奈 鈴木　直 寺尾　健 菅沼　純治 鬼頭　聡
筑波大学 幌延町立間寒別中学校 札幌・柏中 札幌・向陵中 札幌・発寒中 静岡・静岡大学教育学部附属島田中 愛知・名古屋市立白山中 北海道・富良野市立樹海中 愛知・名古屋市立森孝中

岩崎　　浩 山口　和久 本村　光浩 藤田　義人 吉﨑有紀子 中村　隆城 柴田　翔 三戸　学 日方　和光
上越教育大学 山形市立第五中学校 札幌・篠路中 札幌・栄町中 札幌・北辰中 北海道・北海道教育大学附属札幌中 東京・東京学芸大学附属小金井中 秋田・潟上市立天王南中 熊本・熊本大学教育学部附属中

青山　和裕 鈴木　康裕 山本　哲也 杉本　慎一 奥山　裕太 柴田　翔 増田　薫人 大隅　泰斗 小谷　斉
愛知教育大学 札幌市立西岡中学校 札幌・栄中 札幌・札苗中 札幌・澄川中 東京・東京学芸大学附属小金井中 北海道・釧路市立鳥取中 愛知・名古屋市立城山中 鳥取・米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中

永田潤一郎 毛利　繁和 大柄　洋樹 林　　寛志 渡辺　　葵 信夫　智彰 杉本　泰範 山元　光一 菅原　大
文教大学 函館市立本通中学校 旭川・永山南中 旭川・旭川中 旭川・緑が丘中 山形・遊佐町立遊佐中 北海道・札幌市立柏中 山口・平生町立平生中 北海道・北海道教育大学附属旭川中

山﨑　浩二 佐藤　心一 髙綱　智美 虻川　　謙 松林　圭一 赤本  純基 吉岡　睦美 長谷川　英和 若松　拓郎
岩手大学 仙北市立角館中学校 旭川・明星中 旭川・永山中 旭川・神楽中 北海道・北海道教育大学附属釧路中 奈良・奈良教育大学附属中 北海道・北海道教育大学附属札幌中 北海道・北見市立南中

清野　辰彦 竹内　結美 村上　靖彦 堀川　　哲 早坂　智美 中澤　宏佳 大森　健司 大内広之/大矢周平/藤原大樹 角地　祐輔
山梨大学 北海道教育庁 札幌・平岡緑中 札幌・札幌中 札幌・真駒内中 北海道・札幌市立平岡中央中 北海道・稚内市立稚内中 神奈川・横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中 北海道・旭川市立東陽中

中川　裕之 本間　　仁 桝井　寛子 佐々木英俊 萩原　　爾 吉井　收 一ノ瀬　健太郎 加藤　隆司 *
大分大学 北海道教育大学札幌校 黒松内・黒松内中 仁木・仁木中 共和・共和中 北海道・下川町立下川中 北海道・砂川市立石山中 北海道・江別市立大麻中

立花　正男 米田　重和 山根　衛二 前　忠宏 南山雄一郎 上村　康人 池田　俊介 保格　諭 北島　茂樹
岩手大学 佐賀大学 札幌・幌東中 札幌・北栄中 札幌・米里中 北海道・長沼町立長沼中 北海道・奈井江町立奈井江中 北海道・札幌市立中央中 東京・明星大学

飯島　康之 吉村　直道 高木　浩二 競　啓太 奥村美和子 松本　将史 荒川　昭 高橋　寿典 飯島  康之
愛知教育大学 愛媛大学 札幌・八軒中 札幌・札幌中　 札幌・稲陵中 岐阜・多治見市立南ヶ丘中 神奈川・慶應義塾普通部 愛知・愛知教育大学附属名古屋中 愛知・愛知教育大学

杜　威 清水　紀宏 小林　裕幸 山崎　亘 兼板　周平 和家　祥一 山口　哲 内田　昭利 本上  亮典
秋田大学 福岡教育大学 札幌・東栄中 札幌・新琴似中 札幌・新陵中 大阪・大阪市立十三中 公益財団法人　日本数学検定協会 長野・長野市立犀陵中 兵庫・香美町立村岡中

瀧本　玲子 和算研究所

矢嶋　邦男 和算研究所

佐藤　健一 和算研究所

大根田　裕 日数教研究部

佐村　惇 やまぐち数学教育研究会

高山　琢磨 日数教研究部

石井　勉 文教大学

図形の性質を見いだす活動とその授業実践

研究部

ポスターセッション
2階

多目的室

中学校数学科における数学史の利活用（１）

中学校数学科における数学史の利活用（２)

中学校数学科における数学史の利活用（３）

数学的活動を促す教材開発と指導法の工夫

SNSを利用した教材研究と授業改善の視点

20
基礎学力・

基礎・自由研究 1年6組

19
ICTの活用・

総合的な学習
の時間

1年7組

18
学習指導法⑤・

少人数指導 1年8組

17 学習指導法④ 1年9組

16 学習指導法③ 2年1組

15 学習指導法② 2年2組

14 学習指導法① 2年3組

13
数学的な見方
や考え方③ 2年4組

12
数学的な見方
や考え方② 2年5組

11
数学的な見方
や考え方① 2年6組

10
問題解決・
課題学習② 2年7組

9
問題解決・
課題学習① 2年8組

8 資料の活用② 2年9組

7
関数③・

資料の活用① 3年2組

6 関数② 3年3組

5 関数① 3年4組

4 図形② 3年5組

3 図形① 3年6組

2 数と式① 3年7組

中学校部会 8月7日（金）午前

1
教育課程 ・

評価 3年8組



13:30～14：10 14:15～14:55 15:00～15：40 15:45～16:25
会場 分科会名 教室 指導助言者 指導助言者 司会者 運営責任者 記録者 発表５ 発表６ 発表７ 発表８

根本　博 石井　貴司 石郷岡 卓 長田 洋幸 渡邊 信之 橋本　勇一郎 藤井　善章 太塚　英明 *
茨城大学 札幌市教育委員会 函館・恵山中 函館・亀田中 函館・港中 奈良・奈良県高校数学研究グループ 長野・信州大学 岐阜・各務原市立鵜沼中

両角　達男 木野村　寧 永吉 幸平 日角 朱実 福士 敏也 須藤　雄生 小野　雄祐 樋口　孝行 小石沢　勝之
横浜国立大学 美幌町立北中学校 函館・戸倉中 函館・凌雲中 函館・本通中 神奈川・筑波大学附属駒場中・高 宮城・仙台市立山田中 群馬・太田市立藪塚本町中 東京・筑波大学附属中

太田　伸也 木村　理希 三浦　弘嗣 安岡　賢隆 田口　裕文 関本　孝紀 松本　裕香子 川村　栄之 山田  康人
東京学芸大学 北海道教育庁 札幌・日章中 札幌・厚別南中 札幌・栄町中 北海道・札幌市立八条中 神奈川・横浜市立釜利谷中 東京・東京学芸大学附属小金井中 岐阜・大垣市立興文中

宮崎　樹夫 山谷　明 岡田　亮二 谷柿　憲治 松本　圭代 鈴木　誠 小泉　健輔 岡田　哲 宮部　剛
信州大学 青森市立浦町中学校 旭川・中央中 旭川・忠和中 旭川・緑が丘中 東京・東京学芸大学附属世田谷中 群馬・高崎健康福祉大学 北海道・旭川市立忠和中 京都・京都市立西京高等学校附属中

岡崎　正和 竹花　史康 村松　信幸 松岡　公平 丸山　雅子 八木　義宏 中野　大輔 江口　友之 三浦　嵩明
岡山大学 北見市立東相内中学校 札幌・中島中 札幌・藤野中 札幌・常盤中 京都・向日市立勝山中 山口・長門市立菱海中 岐阜・岐阜市立青山中 山口・長門市立深川中

矢嶋　昭雄 田中　義彦 野原　竜太 新保　陽介 柳本　美羽 種田 庸敏 小林　加奈子 市川　大輔 小川　達也
東京学芸大学 旭川市立神居東中学校 札幌・幌東中 札幌・柏丘中 札幌・青葉中 東京・町田市立成瀬台中 青森・新郷村立新郷中 長野・信州大学教育学部附属長野中 岐阜・岐阜大学教育学部附属中学校

國岡　高宏 佐々木徹郎 八柳　圭介 杉山　光宏 橋谷　泰子 森　茂之 及川　知洋 下山　智之 酒井　博司
兵庫教育大学 愛知教育大学 古平・古平中 ニセコ・ニセコ中 島牧・島牧中 北海道・北海道教育大学附属函館中 北海道・帯広市立景雲中 北海道・釧路町立大楽毛中 愛媛・松野町立松野中

松元　新一郎 石原　学 野口　朝央 　山平 恭之 中野　美生 * 嶋田　雅也 宇陀　定司 *
静岡大学 北海道教育庁 北見・小泉中 北見・北中 小清水・小清水中 岐阜・高山市立国府中 茨城・茨城大学教育学部附属中

佐々　祐之 遠藤　裕子 米村 隆宏 渡辺　友章 梶野　有美 中野　正博 棚田　一也 溝渕　修也 柴田　尚文
北海道教育大学札幌校 仙台市立寺岡中学校 北見・高栄中 網走・第三中 小清水・小清水中 北海道・遠軽町立安国中 愛知・名古屋市立千種台中 北海道・釧路市立桜が丘中 北海道・釧路市立共栄中

久保　良宏 佐藤　精晋 新谷　和彦 横尾　栄一 山田　恵 谷口　千佳 吉岡　太 佐々木  大輔 小張　朝子
北海道教育大学旭川校 盛岡市立見前中学校 札幌・北辰中 札幌・白石中 札幌・厚別北中 北海道・網走市立第三中 島根・安来市立第一中 愛知・名古屋市立萩山中 東京・東京大学教育学部附属中

蒔苗　直道 稲葉　泰愛 舟迫　純一 石関　元 林　里奈 石井　岳文 髙橋　靖昌 河合　龍哉 望月　美樹
筑波大学 幌延町立間寒別中学校 札幌・柏中 札幌・向陵中 札幌・発寒中 山口・周南市立熊毛中 北海道・札幌市立北都中 三重・三重大学教育学部附属中 山梨・甲府市立北中

岩崎　　浩 山口　和久 本村　光浩 藤田　義人 吉﨑有紀子 西川　和輝 長谷川　京子 竹坂　豊 沼澤　和範
上越教育大学 山形市立第五中学校 札幌・篠路中 札幌・栄町中 札幌・北辰中 愛知・名古屋市立円上中 千葉・千葉市立新宿中 山口・周南市立富田中 北海道・旭川市立中央中

青山　和裕 風間喜美江 山本　哲也 杉本　慎一 奥山　裕太 柘植　守 岩本　和馬 山崎　浩二 松本　紘一朗
愛知教育大学 香川大学 札幌・栄中 札幌・札苗中 札幌・澄川中 島根・松江市立美保関中 北海道・札幌市立上篠路中 岩手・岩手大学教育学部 栃木・真岡市立山前中

永田潤一郎 毛利　繁和 大柄　洋樹 林　　寛志 渡辺　　葵 西尾　鹿正 藤倉　稔 島　智彦 田辺　修司
文教大学 函館市立本通中学校 旭川・永山南中 旭川・旭川中 旭川・緑が丘中 岐阜・関市立旭ヶ丘中 北海道・猿払村立拓心中 神奈川学園中学高等学校 北海道・富良野市立富良野東中

山﨑　浩二 佐藤　心一 髙綱　智美 虻川　　謙 松林　圭一 干場　基貴 藤原　大樹 本保　博邦 上村　直弘
岩手大学 仙北市立角館中学校 旭川・明星中 旭川・永山中 旭川・神楽中 北海道・旭川市立永山中 神奈川・横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中 北海度・札幌市立北野中 北海道・幌加内町幌加内中

清野　辰彦 竹内　結美 村上　靖彦 堀川　　哲 早坂　智美 鈴木　靖典 五十嵐　淳 関澤　英紀 *
山梨大学 北海道教育庁 札幌・平岡緑中 札幌・札幌中 札幌・真駒内中 北海道・東神楽町立東神楽中 埼玉・埼玉大学教育学部附属中 北海道・帯広市立翔陽中

中川　裕之 本間　　仁 桝井　寛子 佐々木英俊 萩原　　爾 齊藤　敏弘 目黒　晶子 那須　はるか 米倉　菜穂美
大分大学 北海道教育大学札幌校 黒松内・黒松内中 仁木・仁木中 共和・共和中 北海道・小樽市立菁園中 新潟・津南町立津南中 北海道・旭川市立春光台中 埼玉・朝霞市立朝霞第四中

立花　正男 米田　重和 山根　衛二 前　忠宏 南山雄一郎 棚田　奨 川本　靖 太田　雄基 前田　佳希
岩手大学 佐賀大学 札幌・幌東中 札幌・北栄中 札幌・米里中 北海道・苫前町立苫前中 北海道・旭川市立光陽中 北海道・富良野市立麓郷中 北海道・富良野市立布部中

飯島　康之 吉村　直道 高木　浩二 競　啓太 奥村美和子 鈴木　裕人 競　啓太／山本敬一 小澤　真尚 風間　寛司
愛知教育大学 愛媛大学 札幌・八軒中 札幌・札幌中　 札幌・稲陵中 北海道・札幌市立中央中 北海道・札幌市立札幌中／西陵中 東京・筑波大学附属中 福井・福井大学

杜　威 清水　紀宏 小林　裕幸 山崎　亘 兼板　周平 泉　一也 浜田　兼造 江口　賢一 越田　啓人
秋田大学 福岡教育大学 札幌・東栄中 札幌・新琴似中 札幌・新陵中 秋田・秋田市立下北手中 埼玉・さいたま市立美園中 佐賀・多久市立西渓中 北海道・釧路市立青陵中

瀧本　玲子 和算研究所

矢嶋　邦男 和算研究所

佐藤　健一 和算研究所

大根田　裕 日数教研究部

佐村　惇 やまぐち数学教育研究会

高山　琢磨 日数教研究部

石井　勉 文教大学

20
基礎学力・

基礎・自由研究 1年6組

18
学習指導法⑤・

少人数指導 1年8組

数学的活動を促す教材開発と指導法の工夫

19
ICTの活用・

総合的な学習
の時間

1年7組

12
数学的な見方
や考え方②

14 学習指導法①

2年5組

2年3組

15 学習指導法②

16 学習指導法③

2年2組

2年1組

13
数学的な見方
や考え方③ 2年4組

8 資料の活用②

9
問題解決・
課題学習①

2年9組

2年8組

10
問題解決・
課題学習②

11
数学的な見方
や考え方①

2年7組

2年6組

3 図形①

4 図形②

3年6組

3年5組

5 関数①

6 関数②

3年4組

3年3組

中学校部会 8月7日（金）午後

2 数と式① 3年7組

1
教育課程 ・

評価 3年8組

中学校数学科における数学史の利活用（１）

中学校数学科における数学史の利活用（２)

中学校数学科における数学史の利活用（３）

ポスターセッション
2階

多目的室

SNSを利用した教材研究と授業改善の視点

図形の性質を見いだす活動とその授業実践

研究部

関数③・
資料の活用① 3年2組7

学習指導法④ 1年9組17


