
１ 研究主題 「問題解決の喜びを感得する算数・数学教育」
小 学 校 「深い学びを実現する算数教育」
中 学 校 「問題発見・問題解決の必然性・有用性を実現する数学教育」
高等学校 「主体的に活用する態度を育む数学教育」

２ 主 催 公益社団法人九州数学教育会，福岡県数学教育会

３ 後 援 公益社団法人日本数学教育学会，福岡県教育委員会，福岡市教育委員会，北九州市教育委員会，
公益財団法人日本教育公務員弘済会福岡支部

４ 期 日 令和２年７月２５日（土） ～ ７月２７日（月）

５ 会 場 全体会会場 福岡工業大学
小学校部会会場 福岡工業大学，福岡市立博多小学校
中学校部会会場 福岡工業大学，福岡市立警固中学校
高等学校部会会場 福岡工業大学，九州産業大学３号館

６ 日 程
月日 行 事 会 場

事務局長会議 (50) 福岡リーセントホテル7/25 13:00
九州数学教育会理事会 (50)(土 ) 14:00
算数・数学教育研修会 (60)15:00
九州数学教育会総会・代表委員会 (80)16:10
レセプション17:50

受付 (30) 【全体会会場】7/26 9:00
開会行事 (30) 【各部会行事 ･講演会場】(日 ) 9:30
全体講演 (60) 【分科会会場】10:00
諸連絡 (10) 福岡工業大学11:00

小学校部会 中学校部会 高等学校部会

部会開会行事(20) 部会開会行事(20) 部会開会行事(20)11:30 11:30 11:30
部会講演 (60) 部会講演 (60) 部会講演 (60)11:50 11:50 11:50
移動 ･昼食 (60) 移動 ･昼食 (60) 移動 ･昼食 (60)12:50 12:50 12:50
分科会 (160) 分科会 (150) 分科会 (160)14:00 14:00 14:00
終了 終了 終了17:10 16:50 17:10

受付 (30) 受付 (30) 受付 (20) 【公開授業会場】7/27 8:30 9:00 9:30
公開授業① (45) 公開授業 (50) 公開授業 (50) 小学校部会(月 ) 9:00 9:30 9:50
公開授業② (45) 授業研究 (50) 授業研究 (50) 福岡市立博多小学校10:00 10:40 11:00
授業研究 (60) 終了 終了 中学校部会11:00 11:30 11:50
終了 福岡市立警固中学校12:00

高等学校部会
九州産業大学３号館

※高専・大学部会は，両日とも高等学校部会に合流してください。

７ 参 加 費 ４，５００円（資料代として）

８ 全体講演 演題「 」私の経営理念 ～人を活かす経営～
講師 株式会社ふくや 会長 川原 正孝 氏

９ 大会実行委員会
(1) 委員長 清水 紀宏 福岡県数学教育会副会長 福岡教育大学副学長
(2) 副委員長 水越 浩 福岡県小学校算数教育研究会会長 春日市立日の出小学校長

副委員長 福崎 浩信 福岡県中学校数学教育研究会会長 福岡市立高取中学校長
副委員長 南川 武 福岡県高等学校数学教育会会長 福岡県立須恵高等学校長

(3) 事務局
大会本部 福岡市立当仁小学校 細川 浩司 〒810-0063 福岡市中央区唐人町３－１－４５
小学校部会 福岡市立千代小学校 久連松大輔 〒812-0045 福岡市博多区東公園８－１
中学校部会 福岡市立多々良中学校 福井 和夫 〒813-0041 福岡市東区水谷１－１８－１
高等学校部会 福岡県立筑紫丘高等学校 三池 司郎 〒815-0041 福岡市南区野間２－１３－１

(4) 九数教事務局ホームページ（http://wp.kyusukyo.org）

第７４回 公益社団法人九州数学教育会総会並びに
九州算数・数学教育研究(福岡)大会



福岡県立香住丘高等学校
筑紫女学園高等学校

福岡県立福岡高等学校
九州産業大学付属九州高等学校

福岡市立博多工業高等学校
川端 耕太郎
渡邊　　啓

松尾　裕美　　
向井 友季子

佐賀県：武雄市立朝日小学校
熊本県：人吉市立人吉東小学校

熊本県：玉名市立有明中学校
長崎県：松浦市立鷹島中学校

大分県：国東市立安岐中学校
沖縄県：名護市立東江中学校

沖縄県：久米島町立久米島西中学校
熊本県：宇土市立住吉中学校

鹿児島県：鹿児島市立東谷山中学校
佐賀県：佐賀市立城東中学校

長崎県：佐世保市立宮中学校
鹿児島県：指宿市立南指宿中学校福岡県：上陽北汭学園義務教育学校

(4)　公開授業
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近藤 明日美

濱脇 いづみ

桑園　正憲 北九州市立三郎丸小学校

宮崎県：都城市立山之口中学校
福岡県：北九州市立高見中学校

1 教育課程

学習指導
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(4)　公開授業
西田　圭介

室園　悟志

西村　実音

山田　健司

松尾　順平 福岡市立原北中学校

福岡市立玄洋中学校

福岡市立西福岡中学校

福岡市立博多中学校

福岡市立志賀中学校

堤　　　聡福岡教育大学附属福岡中学校
小江 健一郎 福岡市立三宅中学校 中嶋　裕哉 福岡教育大学附属福岡中学校 西津　祐二 福岡市立和白中学校

高等学校部会
(1)　部会研究主題 「主体的に活用する態度を育む数学教育」
(2)　部会講演 講師：影山　和也 氏　(広島大学：文部科学省　大学入学選抜改革推進委託事業理数分野研究員）

朝倉市立甘木小学校 那珂川市立安徳北小学校

岡垣町立海老津小学校
福岡市立博多小学校

田中　弘太 福津市立上西郷小学校 太田　佳奈 福岡市立名島小学校 大本　　進 みやこ町立犀川小学校
村岡　　昂 古賀市立舞の里小学校

関数

猪　晃一郎

鶴田　敏和
古牧　朋子

佐賀県：佐賀市立城北中学校

福岡市立香住丘小学校
那珂川市立安徳南小学校

中村　　仁
竹島 市悟郎

中学校部会
(1)　部会研究主題 「問題発見・問題解決の必然性・有用性を実現する数学教育」

金崎　容子
木村　篤典

石橋　高暁

野田　　栞 中村　　翔福岡市立博多小学校

高口　章子
本村　良太 小野　祐揮

宮崎県：小林市立三松小学校
福岡県：那珂川市立岩戸小学校

清藤 大嗣、藤迫 芳章　鹿児島県：鹿児島市立中山小学校、山下小学校
米原　秀一
小村　　勝

長崎県：平戸市立田助小学校 熊本県：熊本市立山本小学校
福岡県：豊前市立横武小学校

(4)　公開授業

木原　　航 森　　孝章
宮城　希望 山本　志穂

佐賀県：白石町立有明西小学校
沖縄県：北中城村立北中城小学校

長崎県：大村市立富の原小学校
福岡県：中間市立中間北小学校

守山　優希

上野　哲矢
福吉　真弥 松島　昭典

宮崎県：延岡市立延岡小学校
福岡県：小郡市立のぞみが丘小学校鹿児島県：出水市立高尾野小学校

大分県：由布市立由布川小学校
沖縄県：那覇市立識名小学校

渡辺　明子
濱坂 由紀美 馬場　祐樹 福岡県：福岡市立席田小学校

佐賀県：多久市立東原庠舎中央校
熊本県：山鹿市立大道小学校
長崎県：西海市立西海北小学校

大分県：大分市立田尻小学校

安藤 美紗子

浦　　慎弥

大迫　　伸 植田　龍童
仲座 由一郎 山本　高史

小学校部会
(1)　部会研究主題 「深い学びを実現する算数教育」
(2)　部会講演 講師：夏坂　哲志 氏　(筑波大学附属小学校)
(3)　研究発表

福岡県：福岡市立松島小学校
教育課程
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分科会名

宮崎県：宮崎市立江南小学校
沖縄県：豊見城市立座安小学校

発表者（所属県：学校名）

1

鹿児島県：鹿児島市立大明丘小学校
福岡県：北九州市立萩原小学校

生野　貴司
森脇　啓太

大分県：大分市立賀来小学校

鈴木　　聡
中村　俊哉 森永 明子

原口　孝之

藤田　勝一
西見　博樹 尾崎 健太郎

陣内　聡一 腰　麻衣子

山下　美希
林　　侑依

分科会名 発表者（所属県：学校名）

(2)　部会講演 講師：水谷　尚人　氏　(国立教育政策研究所)
(3)　研究発表

露重　宗博
村中　　裕 髙野瀬 敏法

二宮　一夫
濱田　昌義 元水　勇人 宮崎県：日向市立大王谷学園（中等部）

(3)　研究発表

本田 龍一朗 北九州市立大谷小学校 宮本　邦彦 福岡市立美和台小学校
田中　智大 糸島市立前原小学校 安藤　純也 糸島市立桜野小学校 佐藤　佑介 福岡市立壱岐東小学校

橋本　裕志
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大分県：大分市立原川中学校

親川　将志

仲地　優人
福岡県：嘉麻市立山田中学校

福岡県：遠賀町立遠賀中学校

江口　秀和 馬塲　一雅

志免町立志免中央小学校
八女市立長峰小学校
福津市立福間小学校

福岡県：うきは市立浮羽中学校

福岡県：行橋市立行橋中学校

福岡県：大野城市立大野東中学校

田中　美紀

4 数学Ⅱ･B

5 数学Ⅲ

分科会名 発表者(所属県：学校名)
1 教育課程 多嶋田 伸也 大分県：大分県立日田高等学校

2
学習指導法
と評価

毛利　綾香 福岡県：福岡県立門司学園高等学校 徳島　　彰 福岡県：福岡県立若松高等学校
梶原　成道 福岡県：福岡県立須恵高等学校 久保田　聡 佐賀県：佐賀県立伊万里高等学校

徳永　照人 熊本県：熊本県立湧心館高等学校
山内　梨奈 沖縄県：沖縄県立与勝高等学校

西方　一生 佐賀県：佐賀県立鳥栖高等学校 甲斐　暁大 宮崎県：宮崎県立富島高等学校
金柿 真一郎 熊本県：熊本県立大津高等学校 浅川　泰一 熊本県：熊本県立天草工業高等学校
山口　勇一 沖縄県：沖縄県立伊良部高等学校 比嘉 義一郎 沖縄県：沖縄県立那覇国際高等学校

6
大学入試･
自由研究

家入　　陽 福岡県：福岡県立博多青松高等学校 横大路 武治、中原　久典　大分県：大分県立大分豊府高等学校
平野　道弘 大分県：大分県立日出総合高等学校 丸尾　和博 宮崎県：宮崎県立宮崎商業高等学校
福野　史人 長崎県：長崎県立長崎東高等学校 白坂　　繁 鹿児島県：国立鹿児島工業高等専門学校

東　彦一郎 長崎県：長崎県立佐世保南高等学校 平野　貴之 長崎県：長崎県立口加高等学校

3 数学Ⅰ･A
外山　岳志 宮崎県：フォレストピア学びの森宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校


