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４月７日 全国塾コンソーシアム協議会が東京で開催され、塾業界にかかわる様々な

協議と情報交換を行いました。西日本ブロックから後田多先生、山下先生

が参加しました。

４月１１日 民間教育推進のための自民党国会議員連盟設立総会が開催され、自民党

議員３９名が参加し、社団法人全国学習塾協会が中心になって学習塾、珠

算教室、ピアノ教室、スイミングクラブなどを含めた民間教育推進の団体

を作るとのことです。山下先生、後田多先生が参加しました。

４月２２日(日)西日本ブロック拡大理事会が開かれました。

○新年度に予定する活動

①ブロックイベントとしての研修セ

ミナーの開催

②教科指導研修会への取り組み

③教材教具展の取り組みなど

○新年度の予定の広報活動

①ブロック通信の発行

②ビデオDVDライブラリーの充実

③学校と塾に関する情報の収集

④インターネットとホームページに

よる情報体制づくりなど

一昨年に長井先生が亡くなられてから不在だった副理事長に寺田先生を推す意見が出

されました。

新年度の常任理事に山下、後田多、中村、寺田、藤井、村田の６名での活動案が出さ

れました。

５月２７日 西日本ブロック総会・全国総会はJR吹田駅近くの共学館義塾で開催されます。

13:50～14:30 西日本ブロック理事会

14:30～15:30 西日本ブロック総会

15:30～16:00 全国常任理事会

16:00～17:00 全国総会

17:30～ 懇親会 以上の予定です。

５月２８日(月) 大阪府吹田市の大和大学を見学します。参加希望者は事務局までご

連絡ください。

６月２２日(金) 教科指導研修会「理科・地学」 J教育セミナーの福永洋先生にや

っていただく予定です。
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『東京の歴史を歩く会』参加レポート 杉山信良（栄光塾）

≪準備編≫
2月10日(土) 大阪府の私立高校入学試験当日。今日からの連休を利用して、浜松から一泊二日で、名古屋まで

の110キロを歩く予定だ。目的は、12月の塾全協の忘年会当日に、小田原から箱根へ登り、翌朝は三島へ下って、

東海道を自分の足で踏破する計画を完成させることで、今は残りのコースをせっせと歩いているのである。しかし、

今回は、初日から両足裏に500円玉大の水膨れが出来、雨にも悩まされて、途中リタイヤ。翌日は、さらに足の状

態が悪く、２日間でわずか25キロしか進めなかった。4月に東日本ブロックで予定されている『東京の歴史を歩く

会』に参加する時には、前泊して、小田原から東京駅まで歩こうと予定しているのに、前途多難である。

2月23日(金)『歩く会』が4月8日に決まったと、中村勲先生から報告を受ける。塾に帰り早速参加申し込みを

して、小田原までのバス・横浜のホテル・帰りの飛行機の手配を済ませた。

しかし、今のままでは、小田原⇒東京間85キロすら危うい。そこで、3月は一カ月で200キロ走ろうと決めた。

今回の『歩く会』は上野恩賜公園。コースの中に寛永寺・彰義隊の碑・西郷隆盛像などがある。予備知識もなく行

くのはつまらないので、まず、吉村昭の『彰義隊』を取り寄せて読んだ。旧幕府軍の残党である彰義隊は、大村益

次郎率いる官軍と上野の山で戦った。戊辰戦争の中の上野戦争と呼ばれる戦いである。大村益次郎は、適塾の塾頭

まで務めた緒方洪庵の門下生なので、適塾について調べた際に、彼がどう戦ったかも調べてはいた。でも、この機

会に掘り下げて研究してみようと思う。『彰義隊』を読んでいるうちに、興味が広がり、『生麦事件』(上)(下)と大

村益次郎の生涯を描いた『花神』(上)(中)(下)を取り寄せ、『竜馬が行く』(5)(6)を精読した。

3月24日(土) 3月の走行距離が既に200キロを超えた。走り込みの成果を試すため、予行演習を兼ねて、名古

屋駅から走れる所まで走ってみる事にした。出発から35キロを過ぎても快調であったが、矢作川を前にして、両

足裏に前回より大きな水膨れ。川を渡るのに大きく迂回した為、岡崎で切り上げたが、40キロ以上走れたので、

小田原から横浜までの54キロなら、故障せずに一日で進める目処が立った。往復の車中で『生麦事件』を読了。

生麦事件の現場が、宿泊先から5キロほどのところにあって、寄ってみようと思っている。

4月1日(日) 先週のダメージが残っている為、週末はトレーニングを控え、取り寄せた本を読む事に集中。昨

日から『花神』を読み始めた。木曜までに残りの約1000ページを読んでおきたい。

4月4日(水) 休んでばかりはいられないので、月・火は帰宅ランで15キロずつ走った。

就寝中、右ふくらはぎに激しいこむら返り。膝にも痛みがある。昨年までなら、一日か二日休めば回復していた

が、今年は治りが遅く、予想がつかない。土曜日までに回復する事を願う。

≪出発編≫
4月6日(金) 春期講習会を終え、23時10分発の夜行バスで小田原に向かう。膝用サポーター２枚。その他にも

足をケアする絆創膏やらetc…。行動食・ペットボトル４本・本と着替え・雨具を詰め込むとリュックはパンパン

に膨らんだ。重さは4㎏に納めたが、結構な荷物になってしまった。

4月7日(土) 5時40分小田原到着。バスの車内は厚手のカーテンが掛けられていて、視界がゼロだった為、駅

前に降り立つも、方角が分からない。念のため、駅構内の地図でコースの確認。

始発前にも関わらず、小田原駅構内は、100名以上の人だかり。高速バスを下車したのは、二人なのに、この

人たちはどこから湧いてきたのだろう？

酒匂川を渡るため、最初はひたすら南下するしかないが、時間と体

力が消費していくのに、東京までの距離は縮まらない。そんな徒労

感に襲われていると、背後にただならぬ気配を感じ、振り返ると真

っ白な富士山が見えた。20回以上登ったし、地上からも上空から

もこの山を見て来たのに、どういうわけか、今日の富士山が一番大

きく見える。視野一杯の富士山であった。そんな驚きに包まれてい

るうちに、横浜48キロの標識を発見。東京に近づいている事が実

感でき、安心したら腹が減ってきた。手早く朝食を済ますと、早朝

からジョギングに励むランナーに追い越された。この辺りのランナ

ーは、箱根駅伝のコースを走っていると意識しているのだろうか。

脚の状態が悪く、荷物を背負っている事もあって、この日は極力走らない事に決めている。だから、むきになって

追い越そうとはしない。追い越していくランナーを30人までは数えたが、そのうちに数えるのを辞めてしまった。
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それにしても海岸線の一本道なのに、誰一人帰って来ないのは何故だろう。小田原駅といい、この海岸線といい、

中には幽霊も混じって居たに違いないと思う。今日は、駅伝の中継所ごとに休憩を予定しているので、18キロ先

の平塚が最初の目的地。途中大磯の辺りでは「旧吉田茂邸」の前を通過。「大磯ロングビーチ」の脇を通りながら、

『海岸沿いの巨大プール』という堤義明の大学時代の論文を基に、この巨大施設が開業した事を思い出す。沿道に

は、中萬学院・湘南ゼミナール・臨海セミナー・STEPの各教室。しみじみ、神奈川に居るなｱ。と思った。そん

な事などを考えているうちに、いつの間にか平塚を過ぎていた。できれば今日中に川崎まで行っておきたいので、

休憩を飛ばす。茅ヶ崎を過ぎ、藤沢を前にして、ふと、「藤沢って、江ノ電の始発駅やったよな」と思いついた。

小田原からは既に35キロ進んだし、横浜まではあと19キロである。順調にいけば、昼前に横浜に着くが、14時

までチェックインも出来ない。鶴岡八幡宮には行った事がないし、江ノ電にも一度乗ってみたかったので、終点鎌

倉まで乗車した。鎌倉幕府跡からは藤沢には戻らず、直接横浜を目指すことにする。横浜までは大船経由で20キ

ロ。これだと藤沢～大船間の一駅が抜けるが、こうした歯抜け区間も、忘年会までには制覇するので、今日は先に

進んだ。 15時半。やっと横浜まで来た。チェックイン出来る時間だが、

足のトラブルもないので、一気に川崎に向かう。明るいうちに、生麦事

件の現場に行っておきたい。栄光塾の卒業旅行の宿泊先が、長らく鶴見

駅前だった為、毎年バスから「生麦」の標識を見ていて(生麦は横浜市鶴

見区にある)その度に「ここで降りれば、生麦事件の現場に行ける」と考

えていた。ところが、思惑とは異なり、「生麦」を過ぎても、国道沿いに

事件現場がない。鶴見の手前で引き返し、生麦駅周辺を探したり、あち

こちウロウロしても見つからない。ようやくたどり着いた「生麦事件」

の現場跡には、アパートが建っていた。そこには、事件があった事を知

らせるプレートしかなかったが、足を留め、島津久光一行が、江戸から

西へ向かうところを、横浜から来た四人のイギリス人が、馬に跨ったまま、やり過ごそうとした様子を想像してみ

た。三人のイギリス人が斬られ、怒ったイギリスを相手に、薩英戦争に発展するが、和解後、薩摩はイギリスから

最新鋭の兵器を輸入して、それが倒幕に結び付く。だから、上野戦争も生麦事件に繋がっている。満足して、川崎

へ取って返した。18時過ぎに川崎区役所前到着。これにて本日の旅程は終了。

≪当日編≫
4月8日(日) チェックアウト時間ギリギリまで、朝風呂と朝食で、前日のダメージ回復と本日のエネルギー補

充に努める。9時半ごろ区役所前の交差点を出発。日本橋まで20キロ。今日は13時半に「日暮里駅南改札」に行

けば良い。東京駅まで徒歩で向かって、13時12分発の山手線に乗れば間に合う。全然問題はない。すぐに多摩川

を越え、東京都に入った。早速ジョギングのランナーに追い抜かれたが、今日は追い抜いていった人が、ちゃんと

戻って来てくれた。人口に比例してランナーの数も多い。蒲田を過ぎ、平和島で競艇場行きの無料シャトルバスを

見送った。昨日の川崎競輪が、ナイター営業だったので、ボートもナイターと思い込んで油断していたが、発車前

なら、迷わずバスに乗っただろう。危なかった。大森海岸駅前で、「モデルルームに来てください」と懇願される。

昨日も藤沢で勧誘された。目を合わせた訳でもないし、話しかけるなオーラを出しているつもりだが、都会人偏差

値が低い分、放つオーラが弱いのだろう。長男が就活中なので、若い営業の男の子に話し掛けられると、邪険に出

来ない。「ごめん。大阪から来てんねん」とかわす。しばらく行って、進行方向を左に行くと大森貝塚の遺跡があ

り、右手が大井競馬場。寄り道したくなるが、改めて来ようと言い聞かせて、東京駅を目指した。鈴ヶ森刑場跡・

品川・浜松町・新橋と過ぎて、目の前に銀座。ゴールは近い。ただいま時刻は12時40分。タイムリミットまで、

あと30分くらい。昼食も済ませたし、東京駅まで残り2キロを切っているので、子どもの足でも余裕で間に合う。

銀座に入ると、歩行者天国で、車も信号も心配しなくて良い。横断歩道では寝そべって、撮影する人が多数。イン

スタ映えを狙っての行為だ。ついに日本橋が見えてきた。が、信号に阻まれ、なかなか近づけない。日本橋を過ぎ

た時には13時6分になっていた。あと6分しかないのに、頼りの道路標識に、東京駅の表示がない。

「東京駅には、どう行けばいいですか？」とホテルのドアマンに聞いてダッシュ。着いた。東京駅！間に合う。

と思ったのも束の間。まず、東海道新幹線改札があって、隣が在来線と思いきや、隣は東北新幹線。隣までが遠い。

さらに走って、在来線はどこですか？と尋ねたら、そこが在来線乗り場。結局13時12分発には乗れなかった。

急いで中村勲先生に電話。が、出ない。続いて中村基和先生に掛けると、出た！電車が来たので「杉山です。4分

くらい遅れます」とだけ言って切る。3分遅れで日暮里駅下車。ここでも走って集合場所に向かう。
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改札の向こうに皆さんの顔。「遅れて申し訳ありません」と大きな声で謝る

と「まだ、来てない人が居るんだ」と沼田先生。ん？誰や？と見渡すと、中

村基和先生が居ない。掛ける相手を間違えた！初めて見る顔が3名。中村基和

先生も到着して、9名で谷中霊園に向かう。幸田露伴の小説『五重塔』のモデ

ルにもなった天王寺の五重塔跡からスタート。昭和32年に、五重塔が放火で

焼失した旨を沼田先生が説明。すかさず「そんな奴はね。あほーか。ってね」

と中村基和先生のおやじギャグが炸裂。広い霊園を徳川慶喜の墓地に向かっ

ていると「あれ？山本先生だ」の声。参加申し込みはなかったものの、時間

を作って、スーツ姿で駆けつけてくれたようだ。三度下見に来たという沼田

先生ですら、順路を間違えるくらいなのに、良くぞ合流できたものである。

霊園を出て、黒田清輝記念館に入る。驚いたことに入場無料。しかもこの日

は、二週間しか公開していない特別室の最終日。例年より早く桜が散った為

に、人出が少なく、代表作である「読書」、「舞妓」、「智・感・情」、「湖畔」

をゆっくり鑑賞できた。

次に行った寛永寺は「最盛期には、今の上野公園の二倍の3万5千坪の広さ

があった」と教えてもらった。約100万平方メートル。つまり1平方キロ以

上だから、現在の大阪城公園とほぼ同じ広さを誇っていたことになる。朝敵

とみなされた徳川慶喜は、天皇への恭順を示すため、この寛永寺に蟄居して

いた。本堂では、寛永寺の歴史が上映されていて、上野戦争についても扱っ

ていたので、興味深く見た。本堂を出て、上野戦争の舞台でもある黒門を見

たが、銃痕が生々しく、薩摩がイギリスから買い入れた兵器を使って攻め立

てたかと思うと、感慨深かった。

歩きながら「箱根の忘年会はどうなってます？」と幹事の中村基和先生に聞

くと「先月、親父がなくなってね。まだ、何もしてないけど、ゴールデンウ

ィークに女房連れて下見に行こうと思ってる」とのこと。宜しくお願いします。上野公園に入って、野口英雄像を

観ていたら「内藤さんが来るかもしれない」と聞いて、すかさず電話。「今、会議が終わってね」という内藤先生

に、懇親会に来ていただく約束をして、前方後円墳に登り、上野の大仏などを見ているうちに、いつの間にか「彰

義隊の碑」の前に来ていた。上野戦争は、大村益次郎が、付近への類焼をおもんばかって、豪雨の晴れ間に行われ

た。正々堂々と戦ったことを世間に知らしめるため、夜襲を進言する周りの意見を押しのけ、夜明けから戦いを開

始。昼過ぎまで一進一退の攻防の後、建物が乾いた午後になって、彰義隊が立て籠る寛永寺境内に、アームストロ

ング砲を打ち込み、わずか二時間で鎮圧。東京の町は焼けることなく、退路を開けておいたおかげで、両軍とも戦

死者が極めて少なかったという。この日最後の西郷隆盛像には、予定通り16時半に着いた。懇親会に参加しない

方は、ここで解散。中村勲先生も家族と合流するため、ここでお別れ。桜が散ってしまったことを沼田先生は悔や

まれたが、桜の時期の上野公園は、移動が大変なので、良かったと思っている。天候にも恵まれ、タイムスケジュ

ール通りに進んで、これだけ盛りだくさんなのに、参加費は無料という今回の『東京の歴史を歩く会』は、とても

素晴らしかった。沼田先生お見事です。懇親会では、「今度の西の街歩きは誰が担当するの？」と聞かれ「関西も、

奈良、京都と色々あるよね」と言われたが、こちらはまだ何も決まってはいない。ただ、来年の忘年会と併せて、

腹案はある。

程なく内藤先生も加わり、総勢7名での懇親会も多いに盛り上がったが、18時56分発の電車で、成田空港に向か

う為、途中退席。「中山先生、再来週は宜しくお願いします！」「じゃあ、我々は全国総会で来月だね」と挨拶を交

わし、店を出たのが発車5分前。予定の列車には乗れたが、千葉県内で列車のトラブルがあり、空港への到着が遅

れた。「関西空港行きの最終便の搭乗手続きは，間もなく締め切ります」のアナウンスがあり、痛む脚に鞭を打っ

て、最後も走る羽目に。急がされた割に、出発ロビーでは、搭乗まで待たされる。事前に読んでおくはずだった、

司馬遼太郎「花神」(下)が150ページ程残っているから、帰るまでに読んでしまおう。無事我が家に戻り、旅装を

解いていると、スマートホンがない事に気づいた。どうやら飛行機に忘れてきたようだ。すぐに見つかり、数日後

送られてきたが、届くまでには、警察に問い合わせたり、代替機の手続きなどで面倒な思いをした。昨年の沖縄か

らの帰りでも、飛行機に乗り遅れて、次の便まで６時間待たされたのに、懲りていない。自分にとって帰りの飛行

機は、鬼門なのか？失敗が続いたので、小学校で「お家に帰るまでが、遠足ですよ」と教えられた注意事項を、未

だに守れないでいるな。と反省している。
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4月8日 塾全協東日本ブロック主催 現地研修会

「上野恩賜公園を歩く」に参加して 中村 勲 (地球塾)

上野公園を訪れたのは、学生時代、西郷隆盛像の前で待ち合わせをした時、それから今から十数年前に東京芸大

を訪れたさいに、上野公園を通った時、そして今度で3回目である。日暮里駅の南口前集合。参加者は10名ほど。

西日本ブロックからは杉山先生と私で2名が参加。今回も全国歴史研究会正会員の沼田先生が引率、説明をされた。

日暮里駅から緩やかな坂を上ると谷中霊園だ。そ

こには徳川慶喜の墓があるとのこと。途中、幸田露

伴の「五重塔」のモデルとなった五重塔の跡地を訪

れる。ソメイヨシノは散ったけれど、八重の桜は満

開だった。徳川慶喜の墓は神式で上がドームになっ

ていたのには驚いた。そこからスカイツリーが望め

る。それから、寛永寺の根本中堂に向かう。寛永寺

は天海僧正により建てられた徳川家の菩提寺。比叡

山延暦寺をまね、江戸城の北東に鬼門封じとして建

立されたそうだ。比叡山の根本中堂の中は暗く原始

仏教の匂いがしたが、寛永寺の根本中堂はビデオで

の説明もあり、現代的である。ビデオの説明を途中

でぬけ、外へ出ると、庭の中を和服姿の女性達がぞ

ろぞろ歩いていた。次に訪れたのは黒田清輝の記念

館だ。教科書でもおなじみの「読書」や「湖畔」の

絵がいともかんたんに、しかも無料で見られたのに

はびっくりした。

上野の森は広い。東京芸大や博物館、美術館、科学

館、そしてパンダで人気の動物園などの大きな施設

がこの大きな森にゆったりとくるまれて建ってい

る。上野の森で忘れてはいけないのが不忍池だ。京

都の清水寺をまねたと言われる清水観音堂からはわ

ずかだが眺めることができた。不忍池はずいぶん昔

は海であったそうだ。それが隆起し塩水池となり、

そこへ川の水が流入し淡水池となったそうだ。私は

こう思う。「人間だけではなく、風景も成長する」

と。古代からこの池をどれだけの人が眺めただろう

か。不忍池はおびただしい人達の視線を己が養分と

して歴史の流れを見届けただろう。その中でも上野

戦争は最たるものだったにちがいない。不忍池の横

にあった寛永寺黒門は新政府軍と彰義隊の最激戦地

となったところだが、この地を訪れると、どうして

もこの黒門口攻撃を指揮した西郷隆盛のことを思わ

ずにはいられない。

徳川慶喜の墓

国際子ども図書館
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西郷隆盛と言えば、「征韓論」を唱えるも、大久保利通らの「内政優先」派に敗れ

下野しそして不平士族を組織し「西南戦争」を引き起こしたと、今も教科書に載

っている。しかし、実際はどうだろうか。私は常々おかしいと思っていたが、最

近では西郷が征韓論者であることを否定する論者も多くなってきている。とは言

っても、歴史は皮肉である。同じ明治政府の参議である板垣退助に対するイメー

ジは「板垣死するとも、自由は死せず」をはじめ「自由民権運動」等リベラルだ

が、それに対して西郷隆盛は「征韓」という軍事色強いイメージを抱く人が多い。

だが、実際はイメージとは逆で、板垣退助は筋金入りの征韓論者だった。一方、

西郷は違った。「皇」や「勅」の入った日本の国書に反発し、国交を開かない朝鮮

を武力で開国させようと、征韓論を主張する板垣退助に対して西郷隆盛は次のよ

うに話したと言われる。「ここは、軍隊を派遣することは止め、位も高く、責任あ

る全権大使を朝鮮に派遣し、公明正大に朝鮮政府を説くことが一番の良策である

と思いもす」そして、自らを全権大使に任命してもらいたいと主張する。つまり、

彼の口からは「朝鮮を武力で開国させる」と力説したことは一度もなく、朝鮮へ

使節派遣の重要性を力説したに過ぎない。

では、なぜ西郷は「征韓論者」と呼ばれるようにな

ったのだろうか。その理由はこうだ。大使に任命さ

れるためには、板垣退助の賛同を得なければならな

い。彼を説得するために西郷はある手紙を送る。そ

の中身はこうだ。「（使節派遣）すれば、先方から

暴挙を起こしてくるにきまっているから、そこで朝

鮮を討つ名目が立ってくるであろう」この一文で彼

は征韓論者とみなされることになる。相手の主張を

一部受け入れることで相手の賛同を得、自らの信念

を成し遂げる彼の手法がこの場合、後世の歴史家に

誤った西郷像をつくりあげられることになったと、

ある教授は説明する。確かに、明治維新を実現する

ためには幾度も難局を越えなければならなかった

が、それをなしえたのは彼の交渉術、説得術、戦略

家としての手腕によることが多い。当時敵であった、

長州へ単独で乗り込み説得し、長州征伐を平和的に

幕引きにしたこともそうであり、江戸城無血開城を実現したこともそうである。そう考えると、

その手紙の一文は彼の真意ではないと考えてもおかしくはない。江戸城無血開城を実現した立役

者の一人、幕府側の勝海舟は、「『いろいろむつかしい議論もありましょうが、私が一身にかけて

お引き受けします』という西郷の一言で江戸百万の人間もその生命と財産も保つことができ、徳

川氏の滅亡も免れたのだ」と西郷を高く評価し、「大度洪量」「大局を達観」という表現で彼をも

ちあげている。

その後、西郷は「全権大使」になることが閣議決定される。しかし、事態は急転直下思わぬ方向

に進んで行く。かねてから、大使派遣に反対していた大久保利通や岩倉具視らにより土壇場で天

皇への奏上のさい、使節派遣の裁可が覆ることになる。改革を進める西郷などの「留守番組」と

大久保利通などの「岩倉使節団」との主導権争いが背景にあると言われている。この「明治6年

の政変」により西郷は参議を辞職し、鹿児島にもどることになる。もし西郷が大使になっていれ

ば、朝鮮進出の端緒となった江華島事件も起こらなかったかもしれない。もし、西郷と当時の朝

鮮の指導者である大院君や明聖皇后（閔妃）との交渉が実現したならば日朝の歴史は違った方向

に進んだ可能性があるかもしれない。あまつさえ、維新後最大の内戦である西南戦争は起こらな

かったはずだ。それを考えると非常に残念である。

ソメイヨシノの花びらは散ってしまったが、春の陽気に誘われて、花見客は楽しそうだ。熱気と

喧騒の中、しばし感傷に浸りながら、上野公園の階段を下りて行った。

西郷隆盛像
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第42回教科指導研修会の報告 報告 寺田圭吾（あすなろ学園）

「面積図・天秤図の世界」講師 中山和行(中山塾・埼玉)

4月22日(日)、東日本ブロック、埼玉県中山塾の中山和行先生にチューターとして来ていただき、

上記の題で中学受験の算数を教わりました。

■経歴

初めに、「仕事順調度グラフ」を参考にしながら、先生の塾人としての経歴をうかがいました。大

学生時代に東京の塾でアルバイトをされた後、当時、ピーク時の塾生20000名という埼玉県で最大

の学習塾「山田義塾」に入社。最年少で教室長、そして1500名の最大校舎の教室長にまでなられた。

平成7年、約50名の正社員の方たちとともに「THE 義塾」を設立。ここでも、分裂騒動を体験され、

その後、平成17年、自塾「中山塾」立ち上げ時には、あえてTHE義塾から、生徒の引き抜きはされ

なかったとか。中山塾設立の翌年に塾全協に加盟され、今は、地元で「ニーズがある限り」続けて

いくとおっしゃる。

■面積図で解く

以下、当日に配布していただいたプリントからの抜粋です。

・つるかめ算 ・つるかめ算の弁償算

・平均算 ・差集め算
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・ニュートン算 天秤図 ・食塩水の問題

天秤と図形

■雑感

中山先生とは、お目にかかるたびに（懇親会が多いのですが）、お話をさせていただいています。

真面目で、謙虚でいらっしゃると思っていましたが、この日、経歴を伺って、驚きました。普通の

塾人では経験できないような経験をしてこられている。さらに、算数の指導も、明解でわかりやす

かった。

私自身は、中学受験を経験したのですが、うちの塾は、中学受験の生徒を見ておらず、恥ずかし

ながら、「面積図」という解法自体を知りませんでした。算数の解法は進歩しているのですね。公

立中学へ行く子たちへの指導でも、「速さ」や「変わり方を調べて」の問題に使おうと思います。

天秤図は、中学生の相似形で出てくる問題で使っています。平均点や食塩水の連立方程式を使って

解く問題でも確かめに使えます。

当日、出席した先生方から、「天秤図による辺の比の求め方に感動した。」「差集め算を面積図で

解く方法がわからなかったので、助かった。」などの声が聞かれました。

【編集後記】杉山先生のレポートが届いて４日ほどして中村先生のレポートが届きました。同じ研修を体験した

二人でも興味や関心が違うので文章の力の入るところも異なっています。それぞれの個性が出たいい文章なので是

非お読みください。４月22日の教科研修会の埼玉の中山和行先生の中学受験の算数「面積図・天秤図の世界」の

寺田先生のレポートも掲載しました。西日本ブロックで中学受験の教科指導研修会は前回いつだったのか忘れるく

らい久方ぶりの研修会でした。知恵も知識もない私は、中山先生のプリントを見ながら恥ずかしながらウンウンう

なっておりました(汗)。 編集責任 平野芳英（Ｉ塾）


