
2014杜陵サークル 3月例会の案内
卒業式のシーズンとなりました．今年度もあと一月．今年度の授業のまとめの時期になりましたね．今年度の授業

を振り返ってサークルで紹介してくれませんか．
さて，杜陵サークルの 3月の例会を次の日程でもちます．忙しい中でしょうが，何とぞ都合をつけて参加ください

ますようお願いします．

Next Toryo Circle

1 日　　時 2014年 3月 8日 (土) 16:30～
2 場　　所 岩手大学教育学部 1号館 4F 438号室 (4F)

TEL 019-621-6539 FAX 019-621-6543

3 内　　容 実践レポート発表・検討，教具作り等

サークルの後は，いつもの「月見亭」で杜陵サークルの懇親会を開催しますので，引き続きこちらの参加もよろし
くお願いします．

Information

数教協全国高校研究集会 (3月 29日 (土)～30日 (日)，長野県 軽井沢町万平ホテル) 今月末に高校集会が開催さ
れます．ワークショップ，実践報告，講座，ミニ講演，パネルディスカッションと内容は盛りだくさん．ワーク
ショップの 1コーナーで上野葉登子先生が「ストロー関数のグラフの作成」の教具作りを担当します．また，ミ
ニ講演は宮本次郎先生の「数学の授業の創り方」です．年度末の忙しい時期ですが，みんなで参加してみたいも
のですね．

■これからの予定

• 2014年 3月 29日 (土)～30日 (日) 数教協全国高校研究集会 (長野県軽井沢町万平ホテル)

• 2014年 5月 10日 (土)～11日 (日) 数教協全国小学校集会& 特別支援研究集会 (徳島市川内北小)

• 2014年 8月 7日 (木)～9日 (土) 数教協第 62回全国研究大会 (岐阜聖徳学園大学・岐阜キャンパス)

• 2015年 8月 2日 (日)～4日 (火)(予定) 第 63回数学教育協議会全国研究大会 (みちのく仙台大会)
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そろそろ発売の時期でしょうか．数学教室 (国土社)の 2014年 4月号の特集は「ハラハラドキドキ　あぶな
い授業 (1)」です．また，「授業プリント保存版 1⃝」の高校は宮本先生が執筆しています．また，下町先生の連載
『数学という名の「自由の翼」』が始まります．
皆さんも是非とも購入しましょう．
ちなみに，科学雑誌の Newtonの 3月号の「三角関数」を特集していましたが，皆さん，読んでみました？

絶好調の宮本先生と下町先生のホームページ． 宮本先生のホームページの中に杜陵サークルのコーナーが あ
ります．皆さんものぞいてみてください．
　　下町先生の HP http://www5b.biglobe.ne.jp/ simomac/

　　宮本先生の HP http://homepage1.nifty.com/toretate/

また，数教協の HP http://www004.upp.so-net.ne.jp/ozawami/ もよろしく．「杜陵サークルの案内」の
ページ「MATHMATH数学を 杜陵さーくるのあんない」
http://tachyonic.cocolog-nifty.com/

もあります．(こちらではこの通信よりも早めに例会の開催日が書き込まれます)

2014年 2月例会について

2013年 2月例会の参加者は以下の通りです．(敬称略)

何森仁 (神奈川大学) 伊藤潤一 (白百合学園) 宮本次郎 (一関工高)

郷右近明子 (杜陵高通信制) 斎藤恵利佳 (杜陵高) 上野葉登子 (宮古高)

佐藤竜介 (住田高) 藤田翔 (黒沢尻工高) 下河原英 (盛岡四高)

川村昌広 (高田高)

(小宮山先生は例会には参加できませんでしたが，月見亭での新年会には駆けつけて下さいました．川村先生も都合
で例会を途中で退出しましたが，後で月見亭に顔を出してくれました)

皆さんの近くの先生がいたら，サークルの様子を聞いてみてはいかがでしょうか．

1 ある生徒が写した「数学的に美しいと思う風景」の写真
郷右近明子 (杜陵高校)

本校には精神手帳や療育手帳を取得している生徒も多
くいる．そういった生徒の 1人 (話好きだが，相手の話
はかなり理解できない様子の子．うまくのせれば真面目
に取り組む生徒) が課題 (数学的なものを撮影して提出
する) として提出してきたのが下の写真．
普段見られない彼女の優しさや豊かな感受性が表され

ているように思える．このようなものも観点別評価なの
かな、と思い紹介する．

放物線の写真
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岩手公園の噴水 (上)．石垣 (左下)．石垣の写真につい
ては，「この写真は数学的だと思いました，この石の塊が
どうやってできたか不思議でした．」と生徒はコメント
している．

「面白い形の木．木にも性格が出るんですね．」(上中
央) 「小さいときに遊びに行った公園」(上左)

「ジブリに出てきそうな気がする．異世界な気がして
ウキウキする．」
今回の課題で，生徒から提出されたのは 28 作品。投

票によって選んだ上位 3つを紹介する．

らせんと曲線がとても数学的で素敵なオブジェだと思
う．いつも下から見ていたが斜め上？ から見ると違う
形になる．見方も変えるも重要と改めて思った．

ネコが丸まった姿が数学的に見えるなんて面白い．

自然の中にしっかり計算されたパターンが組み込まれ
ているように見えます．
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2 重心を求める
宮本次郎 (一関工高)

2年生の 4期は積分を学んでいる．区分求積の考え方
から導入し，積分や体積の計算している．冬休み明けは
「新春こままわし」ということで積分により重心を求め
て実際にこまを回そうと考えて授業を行った．

2.1 釣り合うはどういうとき？

紐をを輪にして人参にかけます．ちょうどバランスす
るような位置に紐を結びます．この紐はどんな位置にな
るのか．

重さの真ん中？ 右と左と同じ重さのところ？ ちょう
ど重さが同じくらいのところ？ (生徒の声)

切って確かめてみると……

あれ？

2.2 離れるとバランスが崩れる

同じおもりを上図のようにぶら下げるとバランスが取
れて水平に静止します．
このとき，おもりの位置をずらしていくとどうなる

か？ 図のような状態でバランスがとれました．

同じおもり一つでも，おもり二つ分，三つ分か．(生
徒)

遠くなるとおもりが増える．(生徒)

この天秤を「回転させようとする力」を考えてみよう．
上図の 1つ目の結果だと，支点から右に 10cm離れた
ところの 2つのおもりは，左に 20cm離れたところの 1

つのおもりとバランスがとれている．
おもり 2つが時計回りに「回転させようとする力」と
おもり 1つが反時計回りに「回転させようとする力」が
「つりあっている」．
「回転させようとする力」は支点からの距離に比例，お
もりの数に比例している．
二つの量 xと y に複比例する量は xy の比例するので

回転させようとする力 = おもり×支点からの距離

として計算できるようになる．
次の例だと，真ん中で支えようとしてもバランスはと
れない

ものさしを 2 : 3 に内分する点で支えるとバランスが
とれます．．
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左側では支点からの距離 4.8に 3個のおもり，右側で
は支点からの距離 7.2に 2個のおもり
支点からの距離を符号付きで考えることにすれば
左側のおもり 3 つによる回転させる力 −4.8 × 3 =

−14.4，右側のおもり 2つによる回転させる力 7.2× 2 =

14.4となり，その合計は 0となる．回転させようとする
力の合計は 0なので，回転は起こらず，バランスがとれ
ている．また，支点からおもりまでの距離 −4.8，7.2は
それぞれ 0− 4.8，7.2− 0と座標を用いて表すことがで
きる．
支点の座標をGとすると，左側のおもり 3個による回

転させようとする力は (0 − G) × 3，右側のおもり 2つ
による回転させる力 (12−G)× 2．その合計が 0なので

(0−G)× 3 + (12−G)× 2 = 0より G =
24

5
= 4.8

こうして支点の座標を求めることができる．
次のようにどんなにおもりの数が増えても

支点の座標を Gとすると
(0−G)× 1+ (3−G)× 2+ (5−G)× 3+ (8−G)×

1 + (10−G)× 2 + (11−G)× 1 + (12−G)× 2 = 0

より G = 7と支点の位置を求めることができる．

2.3 いよいよ本番

y =
16

27
x3 − x+ 1と x軸および直線 x = −1，x =

3

2

で囲まれた部分と x軸に対称に移動した部分を合わせた
上図の斜線部分のような「コマ」をつくる．x軸に対称
なので，コマを支えようとする 1 点は x 軸上にあるは
ず．この斜線部分を x軸に垂直な直線でスライスしてい

き，スライスしてできる 1本 1本の棒が図のように x軸
にぶら下がっているものを考えて，たくさんのおもりが
ぶら下がっているときにバランスよく支える点を見つけ
ればよい．

目盛り x のところにぶら下がっている棒は長さ

2

(
16

27
x3 − x+ 1

)
なのでこれに比例した重さとなる．

目盛り x のところにぶら下がっている棒による回転さ

せる力は (x − G)

(
16

27
x3 − x+ 1

)
と考えてよいので，

x = −1から x =
3

2
までのすべての点にぶら下がってい

る棒による回転させようとする力を合計すれば，

∫ 3
2

−1

(x−G)

(
16

27
x3 − x+ 1

)
dx = 0

∫ 3
2

−1

x

(
16

27
x4 − x2 + x

)
dx = G

∫ 3
2

−1

(
16

27
x3 − x+ 1

)
dx

を計算して，G =
8

107
= 0.07476635514 · · ·

これで重心の位置が決まり，ここに針を刺してこまを
作ってまわすと見事にきれいに回るのです．
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宮本先生は授業の生徒 1人 1人違うコマを決定する式
を作って配布して，積分計算で重心を求めさせ (計算す

る生徒もスゴイ！ )，コマを作らせたそうです．1 人 1

人違うコマ，重心に位置も違う，それを求める計算も違
う…がんばりますね．

また，宮本先生は，次のような組木も持ってきました．

3 数学A～サイドタの確率について考える～
斎藤恵利佳 (杜陵高校)

2時間使ってサイドタのデータの採取と分析を行った．
5名の 1000回投げてみた結果が下のグラフ．
生徒の感想がを何点か紹介しましょう．

• 「サイドタ」を見たのは初めてで、普通のさいこ
ろと違う目の出方だったのはびっくりしました．

• サイドタは普通のさいころと違って出る目の結果
の数がバラバラでも合計が 1になる．1と 6が出

やすいのかなと思う．面積のでかい方が出やすい
のがわかった．でも思ったより 1と 6，3と 4の
目の差が開いていておどろいた．

• 転がり方が普通のさいころと違って思っていたよ
り楽しくできた．予想したものと，意外と近い結
果が出たのでよかった．面積の大きいものが出る
確率が高いのかな，と思った．

6



4 教科通信より
伊藤潤一 (盛岡白百合学園)

伊藤先生のレポートは「教科通信XAVIER XIV No.23

～25」「教科通信 XAVIER XV No.23～25」から．ここ
ではその中から何点か紹介しましょう．

4.1 教科通信 XAVIER XIVより

4.1.1 腹ぺこアリさんの進む道

「上図のように長方形の点 Pに腹ぺこアリさんがいて、
点 Q に蜂蜜がある。アリさんが最短経路で蜂蜜に達す
るには？ 2点 P、Qを結ぶ直線上を進めばよい」
「次の図のように、直方体の表面の点 Pに腹ぺこアリ
さん、点 Qに蜂蜜がある。今度はどう進めばいい？」

「エ！ 立体の問題ですネ。難しいでーす」「もともと
ヒトは立体は不得手なのじゃ。だったら、どうする？」
「はぁ？」「平面に押し付けたらいいだろうか」「展開図？
展開図に直して、2点を結ぶ 2点 P、Qを結ぶ直線を進

めばいいのです」「次のような円柱だったら？」

「展開図を作って考えればすぐに解決します」「立体
の表面の最短経路の問題は？」「展開図で考えるとわか
る！」「エライ！ そうじゃ」

4.1.2 立体の展開図の総まくり
6 つの正方形を辺に沿って繋げた形は次の 35 種類で
あることが知られている．

これを次の図のような１つの突起のある横 11，縦 19

の長方形に収めるパズル (ヘキソミノパズル) があり
ます．(100000000000000000000通り以上の解があるら
しい)

そこで，次のような懸賞問題を出したとのこと．

「この 35種類の中で立方体の展開図になるものはど
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れか？」

消去法で，「立方体をつくれない」パターンを消してい
くのです．すぐわかるのが，

1) 棒型 (長さが 5以上)

2) 田の字型
3) U字型 (2種)

4) Lの字型

これで 13 種類まで減らせるはず．あと 2 種類減らす
ことができれば OKです．皆さんも考えてみましょう．

4.2 教科通信 XAVIER XVより

4.2.1 ド・モルガンの法則
ド・モルガンの法則とは 2つの条件 p，q について

(pかつ q) ⇐⇒ (pでない)または (q でない)

(pまたは q) ⇐⇒ (pでない)かつ (q でない)

英語風に書くと

not ( p and q) ⇐⇒ (not p) or (not q)

not ( p or q) ⇐⇒ (not p) and (not q)

つまり全体の否定は，それぞれの条件を否定し，「か

つ」を「または」に，「または」を「かつ」に書き換え
ます．
例えば，「ラーメンとカレーの両方を食うわけではな
い」ということは「ラーメンを食うか，かつ，カレーを
食う」のではない
なので．ド・モルガンの法則から「ラーメンを食わな
いか，または，カレーを食わない」ことと同じ．
この法則は，簡単に一般化できます．pi:i番の生徒が
カンニングするとすると．試験監督が「だれかカンニン
グしたものがいる」と叫んだとしましょう．
この状態は，「p1 または p2 または…p33」という論理
式で書けます．
学級委員長が立ち上がり「先生，違います」といった
とすると，これは「p1 または p2 または…p33」でない
を主張しています．ド・モルガンの法則で言い換えると
「(p1 でない)かつ (p2 でない)かつ…(p33 でない)」とな
り，「みんなやっていません！」と主張しているのです．
この書き換え結果は常識とも一致しています．
英語で表すと「Some one ～」を否定して「ALL one

not ～」となり，ド・モルガンの法則は「Some」と「All」
の交換法則に進化するのです．

4.2.2 イヌ侍の武者修行 part10

生徒は集合を表すとき，中括弧をよく忘れるものです．
これを読むと忘れないのでは？
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5 立法和の教具
佐藤竜介 (住田高)

n∑
k=1

k3 = (1 + 2 + 3 · · ·+ n)2 の教具といえば，下町先生の 1× 1× 1，2× 2× 2，3× 3× 3，…の立方体が組み替

えをして，1辺 1 + 2 + 3 + · · · の鍋敷きになるものが，よく知られていますが (この鍋敷きの教具の初出は下町先生
ですよね．)

さて，この教具をばらすことなく，鍋敷きにするものを佐藤先生が作ってきてくれました．

見事ですね．トランスフォーマーも真っ青！

6 重心コマ，テープ切り，起き上がりこぼし
何森仁 (神奈川大学)

6.1 重心ゴマ

何森先生は，講義をしている美大の学生に作らせたコ
マを紹介してくれました．

さすがは美大生，我々と発想が違うコマをつくるんで
すね．
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6.2 テープの 10cm切り

津田塾大の講義での，テープの 10cm切りの実験の結
果を紹介して下さいました．

6.3 理論で立ち上がる「起き上がりこぼし」

どの面を下にしてもひとりでに起き上がる立体「Gom-

boc」．中が空洞でおもりが入っているわけではなく，均

質な凸面体 (一流の数学者と科学者がチームを組んで
出来上がったもの．完成までに 10 年もかかったそうで
す．)．その実物を持ってきて見せて下さいました．

確かにひとりで起き上がるんですよ．目の前で確認し
ました．ちなみに 1個 1165ユーロ．今調べたら，1ユー
ロが 140.7円くらいみたいなので……．

また，下町壽男先生は都合でサークルに参加できませんでしたが，レポートのみの参加 (「数学科通信 How do you

solve? How so you teach? 第 20，21号」)となりました．

3月の例会の 3月 8日は，なんと，小宮山先生の誕生日！ たくさん集まってお祝いしたいものですね．
それでは，次回のサークル通信「MATHMATH数楽を」(できればサークル)で会いしましょう．

See you again Next Toryo Circle!
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