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「第１５回高等学校と大学との物理教育に関する連絡会」実施報告書	 

	 

宮崎大学工学部材料物理工学科	 森	 浩二	 

宮崎県立都城工業高等学校	 木村英二	 

	 

	 

１	 日	 時	 	 平成２３年	 ３月２６日（土）	 １３：００～１７：００	 

	 

２	 場	 所	 	 宮崎大学工学部大会議室	 （〒889-2192	 宮崎市学園木花台西 1-1）	 

	 

３	 参加者	 

高千穂高等学校	 山下	 剛	 情報システム工学科	 佐藤	 治	 

高千穂高等学校	 吉本	 忠司	 材料物理工学科	 飯田	 雅人	 

延岡星雲高等学校	 杉田	 岳士	 教育文化学部数学専攻	 北	 直泰	 

延岡星雲高等学校	 那須	 俊哉	 材料物理工学科	 辻川	 亨	 

延岡星雲高等学校	 河野	 正臣	 材料物理工学科	 大崎	 明彦	 

延岡工業高等学校	 中尾	 誠	 材料物理工学科	 松田	 達郎	 

宮崎大宮高等学校	 皿良	 尚子	 材料物理工学科	 森	 浩二	 

宮崎北高等学校	 相馬	 勇一	 材料物理工学科	 大塚	 浩史	 

都城工業高等学校	 木村	 英二	 材料物理工学科	 矢崎	 成俊	 

福島高等学校	 橋口	 寿	 医学部医学科	 大桑	 良彰	 

日向学院高等学校	 吉田	 尚史	 材料物理工学科	 五十嵐	 明則	 

宮崎学園高等学校	 鬼丸	 一平	 応用物理学専攻 1 年	 宮原	 一平	 

宮崎日本大学高等学校	 重永	 高俊	 応用物理学専攻 1 年	 甲斐	 春菜	 

小林西高等学校	 河野	 健太	 応用物理学専攻 2 年	 池上	 嘉夫	 

賛助会員	 山田	 盛夫	 材料物理工学科	 宮城	 弘守	 

賛助会員	 足立	 富男	 材料物理工学科	 前田	 幸重	 

宮崎工業高校	 上野	 廣文	 
福島大学理工学群共生システム

理工学類産業システム工学専攻	 
石渡	 通徳	 

	 

	 

４	 内	 容	 

（１）	 開会行事	 

・	 開会挨拶（木村・森）	 

・	 第 14 回物理連絡会実施報告（木村）	 

・	 日程・内容等についての説明(森)	 

	 

（２）	 各種報告・授業上の工夫点	 	 

① 発表「空気中の音速の分子運動論的考察」	 	 	 	 	 	 	 	 	 山田	 盛夫	 
② 解説「福島原発の放射能を理解する	 	 

-B.	 Monreal 教授のスライドに基づいて-」	 	 松田	 達郎	 
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（３）	 講	 演	 	 

題	 目	 「数学と物理学	 －	 教育に関するいくつかの観点」	 

講演者	 福島大学	 理工学群共生システム理工学類産業システム工学専攻	 

	 	 	 	 准教授	 石渡	 通徳	 氏	 

内	 容	 

・物理と数学の共通点と相違点について	 

・明治維新以降の日本における理系教育の目的＝国防（経済発展）	 

・現在の子どもたちにとって理系科目を学ぶ意義とは？	 

・西洋の科学史について	 

・教養としての理系教育	 

	 

（４）	 情報交換・協議	 	 

① 物理と数学の連携について	 
	 

	 

（５）	 閉会行事	 

・	 閉会挨拶（木村・森）	 

・	 アンケートの記入	 

	 

５	 感	 想（原文のまま）	 

○講演について	 

・	 学生の動機付けで何かの理屈を用意する必要があるのを痛感した。	 

・	 細かなこと、生徒がなぜと感じることを察知してしっかり考える必要があることを感じた。

数学・理科の教員が教材を見て、生徒のために何ができるか考えてみたい。	 

・	 おそらく多くの先生方が漠然と抱いていた想いを具体的な言葉で語れて少しすっきりし

たところと、もう少し議論したいところとありました。非常に興味深い内容でした。欲を

言えば物理と数学の連携に関して具体的な話がもう少し聞けると良かった。	 

・	 石渡先生のお話し、大変共感できました。本校の生徒のことを語られているようでした。	 

・	 物理と数学のつながり（最初の部分）をもっと聞きたかった。	 

・	 思想と科学技術の話も面白かった。	 

・	 話が上手でとても面白かった。	 

・	 むしろ、和魂洋才を推し進めて和の数学（和算ではない。日本人の日本人らしい数学）、

あるいは和の物理学を構築してはと思った。数学でも物理でも使用言語に少なからず依存

するからである。	 

・	 「教養」としての数学がどのようにあるべきか、考えされました。ガリレオが秘したもの

は何なのか。	 

・	 大学 1 年生に数学を教えていても、現状の学生の学力やモチベーションを高める方策が分

からず苦慮している。しかし、今日の講演を聞いて自分は学問・教育の表面しか見ていな

いことを気づかされました。理系学問がバックボーンとして、自分が人間としてよりよく

生きるための精神科学と遊離してはいけないことを改めて感じました。	 

・	 数学を講演のような観点で考えたことがなかったのでこれからの教育の対する問題提起

としてとらえたいと思う。	 

・	 何のために物理学を教えるのかというのを考えさせられました。物理と教育の変遷の様子

がわかり非常に有意義でした。	 
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・	 西洋と日本の科学教育に関する歴史を聞いて、宗教観との結びつきがある海外の人とそう

ではない私たち日本人の違いに気づくことができた。私たち日本人にとって何のために科

学を学ぶのか、見直しが必要であることはわかるのだが、どうすればよいのか見いだせな

い現状をなんとかせねばならない。	 

・	 石渡通徳先生のお話は歴史文化から数学や自然科学まで幅広い内容で大変有意義であっ

た。確かに洋才の裏にある洋魂まで見通さないと，科学は単に技術のための道具にしかな

らないかもしれない。講演が躍動的で面白かったのですが，できればレジュメがほしかっ

た。	 

・	 「洋魂洋才」の根底にキリスト教があるという話がありましたが、本校はミッションスク

ールなので、本校の理系教育が担う役割は結構大きなものがあるのではないか、また、担

っていかなければならないのではないかと感じました。	 

	 

○「各種報告・授業上の工夫点」について	 

・	 分子運動論については非常に勉強になった。この理論に関して、電気・熱の伝導の考え方

の結びつきについて、もっと知りたいと感じた。	 

・	 原子力については、さらに知識が深まり、授業外でも反映したいと考えている。	 

・	 山田先生の気体分子運動を一歩進めた考察は、音速を分子運動の速度と比較するという日

常の授業の先を考える興味深いものでした。	 

・	 松田先生の原発事故の話はタイムリーで自分自身が知りたいと思っていた内容でした。原

発事故については生徒も興味を持っている。	 

・	 松田先生の解説はタイムリーで興味深かった。	 

・	 山田先生の結果は継続して議論する仕組みができたらよいと感じました。	 

・	 放射線の話は、良かったと思います。私自身少し冷静になれた気がします。	 

・	 講演がない場合は、複数の教員から工夫点の紹介が出るといいなと感じました。	 

・	 松田達郎先生の写真を用いての解説はわかりやすかった。クリーンエネルギーの原子	 	 	 

力発電も安全弁がこわれたら大変なことになる。使い放題のわれわれも反省が必要。	 

・	 気体分子運動の平均２乗平方根速さと音速を９３％まで近づける案であったが，大方の賛

同を得ることはできなかったようで，もう少し練り直したい。	 

・	 放射線は見えないので、危機感だけがあおられ、いろいろな情報に右往左往している状況

が見られます。「制御棒が入れられ、核反応は止まったはずなのに、何でこんな事故にな

るのですか」と質問に来られた先生がいましたが、私もよくわからず曖昧な答をしてしま

っていました。仕組みや原因がよくわかり大変ためになりました。ところで、最近 TV で

も言わなくなったのですが、放射線の発ガン性とたばこの発ガン性の比較をすると、もう

少し身近でわかりやすい気もするのですが、なぜ言わなくなってしまったのでしょう。事

故の最初の時に放射線の発ガン性との比較で言ったニュースもあったような気がします。	 

	 

○情報交換・協議について	 

・	 各先生方のご苦労が垣間見えて参考になりました。	 

・	 非常に有意義であった。特に物理・数学を教えるにあたって、個々が抱えている問題につ

いて見直す機会であった。	 

・	 物理と数学の関係は深く、このような情報交換を通して勉強していきたい。	 

・	 物理と数学の情報交換の機会は少ないので有意義だと思った、もう少し時間をとっても良

かったかもしれないと思われた。	 

・	 瞬間速度を大前提として認めることは、接線の存在を認めることとある意味で同じで、ス
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タートラインとしては、良いと思う。キチンとした定義を作ること自体が数学の発展にな

ってきたのなら。	 

・	 これからも、もっと数学の教員を巻き込んで、数学・物理教育の融合と再構成をしていき

たい。	 

・	 （高校数学の）ベクトルの配置は再考したいと思う。	 

・	 この会合に初めて参加させていただいたが、（自分が大学の数学教員という立場でありな

がら）高校での物理教育と数学教育のカリキュラム上の実際の問題点をあまりにも知らな

かったことを恥じます。今後も意見交流の機会をできるだけ設けることが大切だと痛感し

ました。	 

・	 毎回、考えさせられる協議の場となっているのでこれからも参加したい。	 

・	 数学と物理の接点と相違点が分かり考えさせられました。	 

・	 物理・数学ともにいろいろな制約の中で先生方はもがき苦しんでいることが痛いほどわか

った。瞬間の速度のように教員側がすんなりとわかっていることでも、生徒側には相当理

解に苦しむところをどうすべきか？	 

・	 数学の先生を含む３４名の参加で，活気のある協議であった。数学と物理の接点を広げる

ため，双方向からのアンケート交換もよいと思う。また各学校で数学教師が物理教師のも

とで鉛直落下運動の実験をデータ処理まで含めて実習し，微分指導に結びつけてほしい。	 

	 

○その他、全体を通して	 

・	 次回もよろしくお願いします。	 

・	 初めて参加させていただきました。それぞれの現場に様々な事情があって大変ですが、こ

のような会で意見交換することで気持ちがリセットされる気がします。	 

・	 ざっくばらんで雰囲気も良かった。	 

・	 いつかまた数学とのコラボレーションをしたいと思いました。	 

・	 自分にとって、教育に関して様々なことを考えさせられる機会でした。（今までの自分は

“眠っていた”だけなのだと気付いたけど、だから今後どうしたらよいかが、まだわから

ない。今後まじめに取り組む必要があると痛感しているところです。）	 

・	 今、話題の原発の話を取り入れたところがよかった。	 

・	 今回も楽しい意義のある協議会でした。森，木村両先生のお世話に感謝します。	 

・	 大変参考になり、ためになりました。ありがとうございました。	 
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スナップショット	 

	 


