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平成 22 年事業報告
総合報告
われわれの使命は信頼性と有用性が高く、学習指針として広く認められる検
定事業を実施し、得られた知見を社会に還元することを通じて、世界中の人々
の生涯にわたる数学への興味喚起と数学力の向上に貢献することである。
平成 22 年度は、ガバナンス・コンプライアンス等の内部管理体制の強化に取
り組んできた。外部の監査法人の協力を得つつ、これまでのチェック体制を見
直すことにより大きな改善につながった。ただし、まだ見直さなければならな
い部分もあり、引き続き内部管理体制の強化に取り組んでいる。
一方、各事業においては役員、職員共々、力を合わせ、講習会等の多くの場
で「数検」普及の機会を得るとともに、検定体系や採点システムの見直しを行
い、受検しやすい体制の見通しをつけることができた。23 年度はこれらを実行
に移すことになる。
検定実施については、受検申し込み者総数は海外受検者も含めて 307,000 人
に達した。前年より減少した理由は、不況の影響が考えられる。ただし、個人
受検の受検者層をみると社会人や、準２級、２級の受検者数が増加傾向にあり、
学習者の幅が広がっていると感じている。
「全国数学選手権大会（団体戦）」を本年は第３回として９月に東京で開催し
た。全国から中学・高等学校 22 校 32 チームが出場し、福井県立藤島高等学校
が初優勝を飾った。大会後、同校の活躍が新聞で報道されたり県から表彰され
たりするなど、地元でも大いに盛り上がったとの報告が届いている。
数学については、近年まれに見る関心が多方面から寄せられている。大学や
専門学校、企業等、数学力の向上を目的に「数検」を活用するケースが出始め
ており、今後、生涯学習としての数学を伝え、指導できる人材の養成が必須と
なってきた。また、今年度もフィリピン、インドネシア、カンボジアでも「数
検」が実施された。アジア圏での｢数検｣の活用が増加するであろうと以前から
も感じており、国内のみならず国際的に活躍できる数学指導者の育成について
もあわせて取り組まなければならない。一方で、今年度は数学の学習コンテン
ツの開発も進めなければならない状況にもあり、他団体との協力体制を模索す
る１年だった。
本年はこれからの飛躍につなげるための期間と位置づけ、さまざまな視点か
らの状況把握と分析を行うことができた。来期にはこれらの分析結果を中期計
画等の整備につなげる所存である。
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Ⅰ

数学に関する講習会の実施
この事業の公益性は、数学を生涯学習として構築するための社会背景を創る
ために、数学の学習という観点から、数学の指導者をはじめわが国のあらゆる
人たちを対象として、高度技術を支える知的基盤としての数学について、広く
全国各地で講習会を実施するという点にある。
昨年と同様に、子どもたちの土日学習をサポートするため、地域の教育委員
会後援で「かがやく算数・数学講座講習会」を開催した。講習の内容は、
「分数」
や「図形」など、子どもが苦手とする分野を中心に分かりやすく個別に指導す
る形式と、保護者を対象とした家庭学習についての講演、成人を対象とした数
学学習講座・講演など、多岐にわたった。
親子で参加する講習会では、楽しみながら学習する子どもの様子に保護者が
接し、指導方法等を会得しようとする姿が見受けられた。保護者を対象とした
講演については、講演後のアンケート結果によると「すぐに実行したい」とい
う声が多くたいへん好評であった。また、
「数検」合格者（準２級以上）を対象
にした「数学コーチャー養成講座」を東京と大阪で開催した。本講座は、今年
で開設５回めとなる。
講座講習会の開催日と受講者数は次のとおりであった。
開催日
１月１６日
３０日
２月１３日
３月３０日

受講者数

実施場所

社会人２６人
同
２３人
同
２６人
親子 ４６人

葛飾区・亀有地区センター

内容・状況
アンケート結果大好評

同上

同上

同上

同上

千葉市文化センター

同上

５月１５・１６日

プロ A１２人、プロ B２０人

東京・全国町村会館

数学コーチャー 論文集発行

２９・３０日

プロ A ７人、プロ B１４人

大阪・高津ガーデン

数学コーチャー・論文集発行

６月１２・１３日

プロ A２０人、プロ B２０人

東京・全国町村会館

数学コーチャー

２６・２７日

プロ A１１人、プロ B１０人

京都リサーチパーク

数学コーチャー

親子１６１人
同
１９人
同 １２８人
同 １０３人
同
８１人
同 １３６人
同
５１人
同 １５０人

葛飾区・ｳｨﾒﾝｽﾞﾊﾟﾙ

アンケート結果大好評

７月

３日
１０日
１７日
８月２８日
１０月１６日
１１月１３日
２１日
１２月１１日

京都商工会議所

同上

葛飾区・ｳｨﾒﾝｽﾞﾊﾟﾙ

同上

郡山商工会議所

同上

埼玉・大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ

同上

葛飾区・ｳｨﾒﾝｽﾞﾊﾟﾙ

同上

高知共済会館

同上

埼玉・大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ

同上

講座講習会には計 1,064 人の参加を得た。
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講座講習会の中で行った講演会の実施は次のとおりで、合計 628 人の参加が
あった。
開催日

講演内容

受講者数

実施場所

１月１６日

線形代数 行列・ベクトル

社会人 ２６人

葛飾区・亀有地区センター

１月３０日

「和算」日本で発展した数学

社会人 ２３人

葛飾区・亀有地区センター

２月１３日

線形代数 行列・ベクトル

社会人 ２６人

葛飾区・亀有地区センター

３月３０日

算数・数学を好きになる道筋

保護者 ４６人

千葉市文化センター

７月 ３日

算数・数学を好きになる道筋

保護者１６１人

葛飾区・ｳｨﾒﾝｽﾞﾊﾟﾙ

１０日

算数・数学を好きになる道筋

保護者 １９人

京都商工会議所

８月２８日

算数・数学を好きになる道筋

保護者１０３人

郡山商工会議所

１０月１６日

算数・数学を好きになる道筋

保護者 ８１人

埼玉・大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ

１１月２１日

算数・数学を好きになる道筋

保護者 ５１人

高知共済会館

１２月１１日

算数・数学を好きになる道筋

保護者 ９２人

埼玉・大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ

講座終了後のアンケートをみると、算数・数学を苦手とする子どもには、と
くに講習会やイベントを構成して親子で参加できるかたちにすれば学習効果・
意欲が高められるという結果が示されている。
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Ⅱ

数学に関する検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行
この事業の公益性は、殆どの国民が学んでいる数学という学科で、学習指標
としての検定を全国津々浦々で実施しているので、年齢や経験を問わずありと
あらゆる人たちが、自由に参加できる生涯学習の場を提供できるという点にあ
る。
平成 22 年度の「数検」受検申し込み総数は国内が 304,391 人、海外（日本人
学校、補習校を除く）が 2,631 人、合計 307,022 人となった。海外ではフィリ
ピンの先生と子どもたちが 1,800 人以上受検したことが大きい。また、インド
ネシアでは 600 人、今年２回めとなるカンボジアでは 200 人以上の子どもたち
が｢数検｣を受検し、｢数検｣をとおして日本の生涯学習が世界に広がりつつある
と感じる。
「数検」月別国内実質受検者数・合格者数は、次のとおりである。
検定月

受検者数（人）

合格者数（人）

１月検定
２月検定
３月検定
４月検定
５月検定
６月検定
７月検定
８月検定
９月検定
１０月検定
１１月検定
１２月検定

１５，２９８
４１，４７３
２０，２２０
１４，４９８
２０
３２，６４０
４１，８２０
１６，８６４
８３０
３５，７２６
５７，２９７
２３，４１１

８，６２８
２７，２８７
１１，９９７
８，７３８
１４
１８，４４１
２５，０２５
１１，０８７
４３６
２２，７０２
３７，４８３
１６，９０７

３００，０９７人

１８８，７４５人

合計

級別にみると、１級受検者数は 971 人で、うち合格数 126 人、合格率は 13.0%
であった。前年が 10.8％であったので若干高くなっている。２級受検者数は
19,828 人で、うち合格者数 6,221 人、合格率は 31.4%、前年が 27.6%であったの
でこちらも高くなっている。受検者がどのような層だったのかを調査する必要
がある。３級は受検者数 100,227 人中、合格者数 69,049 人、合格率が前年 65.4%
だったものが 68.9%で３級についても若干合格率が上がった。４級は受検者数
43,564 人中、合格者数 32,920 人、合格率が前年 74.8%だったものが 75.6％でほ
ぼ安定している。
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校種別に見ると、小学校、中学校、高等学校で受検者数の減少が見受けられ
る。中高一貫教育校の伸びは顕著に表れており平成 21 年よりも 5,852 人増とな
った。これらについて勘案してみると、とくに地方の公立学校での受検者の落
ち込み傾向が表れており、私立との格差も目立ち始めている。平成 22 年度の減
少傾向の要因は、長引く不況が挙げられるが、これらの状況に鑑み、従来、受
検者 10 人以上を集めなければならなかった団体受検の規定を、10 月検定からは
５人でも申し込めるように変更した。その結果、たいへん良い反響が得られ、
今後も継続して運用する方針である。
高校２年生程度対象の２級の受検者数は増加の傾向にあるが、減少した３級
以下も含め、受検環境の整備は今後も課題である。平成 23 年４月検定から、幼
児に適した内容から大学教養課程の内容までを 1 つの数学検定体系とする大幅
な改定を行う予定である。この改定によって、公益性をさらに高め、分かりや
すく、そして受検しやすい「数検」をめざし、新たな受検者層へのアピールに
つながると考えている。
校種

平成 21 年

平成 22 年

増減

幼稚園

73

143

70

小学校

13,585

11,966

▲ 1,619

中学校

82,601

74,541

▲ 8,060

高等学校

37,809

33,991

▲ 3,818

中高一貫教育校

56,634

62,486

5,852

小中一貫教育校

650

777

127

通信制・単位制

1,072

835

▲ 237

高等専門学校

1,490

1,284

▲ 206

大学・短期大学

1,802

2,421

619

専門学校・各種学校

944

1,161

217

日本人学校

449

495

46

養・聾・盲学校

404

394

▲ 10

その他（個人受検他）

32,294

33,494

1,200

学習塾

81,744

75,948

▲ 5,796

3,345

161

▲ 3,184

314,896

300,097

▲ 14,799

学習塾特殊
合計

数学の技能度の顕彰については、採点システム「あんしん」の導入によって
採点の効率が上がり顕彰評価のバラツキが大きく改善されてきたことは実証済
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みである。しかし、採点結果（解答用紙）をそのまま返却してほしいという指
導者や学習者からの要望は根強い。この要望に応えるために、採点システムの
見直しを行い、平成 23 年度内に新しいシステムの導入をめざす所存である。
「数検」１級、準１級の合格者で「数学コーチャー養成講座」を受講した人
は 19 人（プロＡ級）
、２級、準２級合格者の受講者が 34 人（プロＢ級）
、合計
53 人となった。そのうち、論文提出などを経て実際に「数学コーチャー」資格
を得て当協会に登録した人はプロＡ級が 15 人、プロＢ級が 32 人であった。今
後、
「数学コーチャー」の活動の範囲は、
「全国数学選手権大会（団体戦）」のサ
ポートや公的な場面での社会貢献事業など、さらに広がるものと考えられる。
また、数学の生涯学習推進に大いに活躍することが期待される。
「第 18 回実用数学技能検定『数検』グランプリ表彰」については、３月 29
日に東京国際フォーラムで表彰式典を執り行った。式典にお呼びできなかった
方を含め、個人賞 97 人、団体賞 83 校を表彰した。その内訳は次のとおりであ
る。個人賞「『数検』グランプリ金賞」61 人、「同銀賞」30 人、「同会長賞」４
組６人。団体賞「『数検』グランプリ金賞」83 校。また、この優秀者を輩出した
学校や諸団体の先生方 78 人に対して「生涯学習功労賞数学部門」
として表彰し、
数学コーチャーバッジを授与することができた。
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Ⅲ

数学に関する調査研究
この事業の公益性は、数学に関する生涯学習の調査研究を、情報化と国際化
という観点から進め、研究成果を２１世紀の生涯学習社会に応用し、学習者の
多様な要求に応えながら生涯学習社会の一層の発展に貢献しようとする点にあ
る。
調査研究の一環として、検定問題の品質をいかに向上させるか、そして、記
述された答案結果からどのようなことが検証できるかが課題となっているが、
本年は実用数学技能検定の７技能（計算・作図・表現・測定・整理・統計・証
明）の問題をより深く検討することとなった。また、平成 23 年４月検定から改
定される検定体系の準備段階として、６級から 12 級の範囲の確立に向けて検定
問題にふさわしい内容について研究を行った。
近年、学習数学の集大成として発刊してきた学習書「世界の基礎数学」も２
巻（第４巻「確率・統計の基礎」278 ページ、第６巻「図形と方程式」360 ペー
ジ、いずれもＢ５判）を出版した。これで、第１巻から第６巻までが完成した。
「全国数学選手権大会（団体戦）」は、高等学校の数学教育の活性化に繋げる
とともに、
「数学コーチャー」の社会貢献活動の一環として継続して運営してい
くイベントの１つである。今年度の第３回大会の参加校数は合計で 22 校 32 チ
ームとなり、団体戦ならではのたいへんな盛り上がりを見せた。
国際的な動きについては、フィリピン、インドネシア、カンボジアで昨年に
引き続き「数検」が実施された。また、
「数検」の検定問題とアメリカの州統一
テストや SAT （Scholastic Assessment Test＝大学進学能力基礎テスト）など
の問題比較についても調査を行い、
「数検」の問題の質がたいへん高いものであ
るということを確認することができた。
最後に触れておかなければならないことは、大学生の数学力に関する問題で
ある。大学生の数学力の低下が指摘されて久しいが、この問題は高等学校にお
いて文系・理系に分かれてしまうこと、入試に数学を課さない大学が増えたな
どが一因でもある。同じ大学の学部内でも学生の基礎的な数学力にはバラツキ
があり、どの大学も数学力をいかに伸ばすかということに頭を悩ませている。
今年度はこれらの大学の悩みに対して、どのような数学の指導を行うべきか、
その支援について取り組み始めた。その結果、学生の多くは中学校や高等学校
で履修したはずの数学を忘れてしまっており、もう一度遡って学習させること
によって数学の力が明らかにつき、遡り学習の重要性が立証された。しかしな
がら、一方的な教え方ではさらに数学嫌いを増やすことになりかねず、モチベ
ーションを保たせながら指導することが必須であることが分かった。
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Ⅳ

数学学習に関する普及啓発活動
この事業の公益性は、不特定多数の人が参加できるイベントで、いくつかの
共通の課題やテーマを通して、子どもと大人が一緒になって楽しんだり、生涯
学習の実践をしながら普及啓発活動をしていく点にある。
今年も「かがやく算数・数学講習会」を数多く開催し、小学生の苦手とする
「分数」「平面図形」「立体図形」について折り紙等を用いながら指導を行って
きた。子どもに付き添って参加する保護者には、家庭学習の方法、算数から数
学に変わる道筋や意義、数学の本質についての講演を行い、子どもとともに楽
しめる講習会を展開してきた。その結果は子どもと保護者に対するアンケート
の中で、
「このような催しがあったらまた参加したい」という要望の多さで確認
することができる。とくに東京・葛飾区では、葛飾区教育委員会の協力で「大
人のための数学講座」や「親子のための算数講座」を開催している。いずれも
好評で参加者も多く、70 歳以上の女性の参加は当協会の職員にとってもとても
刺激になっている。
今年度も 11 月 20 日～21 日に開催された「全国生涯学習フォーラム（まなび
ピア高知 2010）」（全国生涯学習フォーラム高知大会実行委員会主催）に出展し
た。｢数検｣ブース内では不特定多数の方々を対象に模擬検定（716 人参加）を行
い、算数・数学の楽しさを伝えることができた。
「数検」ブースを訪れる人は毎
日絶えることなく、用意した資料 2,000 部を配布した。当協会は、一般の人た
ちに算数・数学の楽しさを届け、さらなる学習活動に繋げる活動を行ってきた
が、来期も継続し、活性化させていきたい。
「第 18 回実用数学技能検定「数検」グランプリ表彰式典」を行ったことは先
述したが、その結果は地方紙や一部テレビでも放映され、受賞校を中心とした
地域周辺の新たな学習活動の活性化に大いに役立っていることは特筆すべき点
である。
また、本年はいろいろな企業から協力を呼びかけてくることが多くなった。
「遊びの数学」のような企画等で企業とコラボレーションを図れればと思う。
また、ビジネス現場で使われる数学シチュエーションを集めたビジネス数学に
ついても関心が高まってきている。企業とのコミュニケーションがさらに深ま
れば、｢数検｣の新たな展開に期待が寄せられる。
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Ⅴ

数学に関する出版物の刊行及び情報の提供
この事業の公益性は、数学の学習者はもとより広く一般の人たちに、学習材
や情報誌あるいはネットを用いて学習情報を提供したり、学習経験者の様々な
声を、新たな学習活動を起こそうとする人たちに届けて、生涯学習の輪を広げ
ていこうとする点にある。
「数検」情報誌「MathMath」を３月に 14 号、９月に 15 号を発行した。書籍
での発行は 15 号をもって終了し、今後はこれまでの内容を電子媒体に加工する
などして電子書籍化に向けた取り組みを行う。
生涯学習対応の学習材として「世界の基礎数学」第４巻と第６巻を発行した。
「世界の基礎数学」のシリーズもいよいよ完結の時が近づいた。
１級の学習書として「発見Ⅰ～『数検』１級攻略～」を発行したが、１級の
受検者から好評を得ており、
「発見Ⅰ～『数検』１級完全解説～」として改題版
を発行した。また、数学コーチャー執筆による「発見Ⅰ～『数検』準１級完全
解説～」の原稿も仕上がっており、平成 23 年の５月までには発行できる見込み
となった。
ホームページについては協会内に広報・IT 部を新設することで、きめ細やか
な対応が可能となった。アクセス数も順調に伸びているが、さらに、ビジネス
数学に関する新たなホームページや別サイトでの展開などにも着手することが
できた。今後は、さまざまなメディアにも対応するための研究が必要である。
Ⅵ

その他の事業（関係諸団体との情報交換及び連絡提携）
この事業の公益性は、知識層との交流を通して、数学の生涯学習とは何か、
数学の学習とは何かなどの疑問に答えながら、生涯学習の概念を拡張していく
点にある。
「日本数学教育学会 全国大会」が７月 30 日～８月４日、新潟市で開催され
た。今年度も学会側との交流によって、大会来場者に配布される手提げ袋の提
供について要請を受けた。
「数検」のロゴを入りのものを 3,500 袋用意し、大会
本部の受付で悉皆配布された。また、高校部会では「記述式の答案から見られ
る傾向」について当協会の職員が研究発表を行った。
また、８月 18 日～22 日に東京で行われた「第５回東アジア数学教育会議
（EARCOM-5）」にも出展し、｢数検｣ロゴ入りカンファレンスバックを 600 人分提
供した。
その他、１月９日・10 日と９月 11 日・12 日に「数学教育の会」、６月 13 日、
および 10 月２日、30 日に「京都の大学『学び』フォーラム」
（公益財団法人 大
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学コンソーシアム京都主催）、８月 11 日に「関東都県算数・数学教育研究

埼玉大
会」、10 月 14 日・15 日に「北海道算数数学教育研究大会」、11 月には神奈川県
および中国・四国地域の「数学教育研究大会」に参加し、研究発表や講演、資
料配布等を行った。また、横浜国立大学主催の「円かき大会」にも参加協力し
た。
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