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本稿は，日本史の学習において，時代背景や歴史事象への深い理解につなげる題材としての検地に着目した実践報告

である。近世の検地を実際に体験する学習の一環として，検地要具を製作，その準備から要具の完成に至るまでの活動をま

とめた。 

製作した要具は「十字木」「縄巻き」「細見竹」「梵天竹」である。検地要具を描いた図を参考に，それぞれの要具に必要な

材料の選定を行い，設計図を作成した。そして設計図をもとにして，製作段階でも工夫を重ねつつ，要具完成に向けた活動

を進めた。参加者それぞれが試行錯誤し，単純なつくりに見える要具でも難しい作業となったが，検地という歴史事象を考え

る際，要具の製作という技術的視点を持つことへの気づきも見られた。社会科だけではない他教科との連携の視点，また学

校教育における体験のあり方も考えるきっかけになった。 

本活動は，歴史事象を多角的に理解し，教科の枠組みを越えた融合的な学び，実践的な学びを具体化できるものとして

位置付けることができる。 

 

 

はじめに 

 

日本史の学習における「検地」，特に豊吉秀吉による「太閤検地」は歴史上の画期として，小学校

から扱われる内容であると共に，時代背景や歴史事象への深い理解につなげることのできる題材と

考えられる。一方で，前近代の社会で「実際に土地を測る」という行為がいかなる知識と技術をも

って行われたのか，歴史の発展段階を大観し考察していくことも必要であろう。それは「検地」そ

のものをいかに理解するかという問題につながる。検地施行のあり方，そして検地の知識や技術を 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **茨城大学大学院教育学研究科教科教育専攻社会科教育専修 



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 16 - 

考察することで，歴史事象の多角的理解につなげることができるのではないか。 

昨年度，検地を実際に体験する学習から，実践者の反応および実践の課題について検討した1)。

検地の実践は社会科教育・数学教育・技術教育という，教科の枠組みを越えた融合的な科目として

の学び，実践的な科目としての学びにつながることが確認できた。そして実践の参考とした図から

は，検地要具のうち「十字」を重視すべきであろうとの見通しを立てた。この「十字」ほかいくつ

かの検地要具は，現在容易に入手できるものではない。検地にあたっては製作が必要となるため，

要具の製作自体を，歴史事象の多角的な理解へつなげる学習活動にすることも可能と考えた。材料

選定や製作にかかる時間などについて考える活動を通して，「検地を実施できること」の歴史的意

義も理解できると考える。 

本稿は，検地を実際に体験する学習の一環として検地要具を製作する活動，具体的には製作の準

備から要具完成に至るまでの活動をまとめた実践報告である。 

なお本稿のうち，2(1)・3(1)は平山が，2(2)・3(2)は矢野が，その他は千葉が執筆した。また 4

では平山，矢野のほか，参加者の感想を掲載している。 

 

 

１ 検地要具の図と製作の流れ 

 

製作にあたっては，検地要具を描いた図として一般に知られている『徳川幕府県治要略』2) の

挿絵「検地要具之図」（図 13) ）を手がかりに，製作が必要な要具を検討し，材料を購入すること

とした。分度や曲尺など現在でも比較的容易に入手できるものはあるが，検地の主要な要具である

「十字」「水縄」「細見竹」「梵天竹」は製作を必要とする。このうち本稿では，「十字」を「十字

木」と，縄そのものを指す「水縄」については縄を巻く要具として「縄巻き」と表記する。 

 

  

図1 「検地要具之図」（『徳川幕府県治要略』より） 

「水縄」 

「十字」 

「梵天竹」 

「細見竹」 
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また図1と同じ『徳川幕府県治要略』の挿絵で知られる「検地之図各筆検地ノ分」から，十字木

の使用（図2）と縄巻き・細見竹・梵天竹・間竿の使用（図 3）の様子がうかがえる。図 2からは十

字木が2本の水縄を直角に交差させるための要具であること，さらに帳簿らしきものを持った検地

役人が直角を確認しているようすが読み取れる。図 3では，測量する土地の四隅に細見竹を立て，

細見竹の間に梵天竹を立てた上で，梵天竹まで引いた水縄の長さを間竿で測っている。 

 

                   

 

 

近世当時の要具の製作については不明な点が多いため，まずはこれらの図を参考に製作を進める

こととした。製作は，材料の選定→設計図作成→要具の製作，という工程とした。要具は後日再び

行う予定である検地の実践で使用することを想定する。要具の素材や重量も考慮する必要があるた

め，材料の選定から行うこととした。なお，予め作成する設計図はあくまでも大まかなものと考え，

製作段階では試行錯誤しながらの作業となることを想定した。 

2020年3月，まずホームセンターにて材料を選定，購入した。そして，茨城大学教育学部マニフ

ァクチャリング室において，2日間の製作活動を行った。参加者のうち，平山稜（大学院 1年次生），

菊池啓太・沼田和希・矢野圭太郎（以上，学部 4年次生）が十字木と縄巻きの製作を，大津麻由・

砂押茉央・髙橋奈々恵（以上，学部 3年次生）が細見竹と梵天竹の製作に従事した。なお縄に1間

の間隔でビニールテープを付した後，縄を巻き付ける作業は後日に行い，この作業には山口和泉（学

部3年次生）が加わった。 

 

 

 

 

 

図2 十字木の使用のようす 

図3 縄巻き・細見竹・梵天竹・間竿の使用のようす 
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２ 材料の選定と要具の設計 

 

(1)材料の選定 

『徳川幕府県治要略』の挿絵「検地要具之図」を参考に，必要な検地要具，その製作方法，そし

て必要な材料を考えた。製作する検地要具で主なものは，十字木・縄巻き・細見竹・梵天竹の4点

である。 

まず，十字木に必要な材料について考えた。十字木の製作工程は2つの方法が考えられた。一つ

は，厚い正方形の板の四方を切り取り，四辺のそれぞれ中点を直角に結ぶ直線を描くように溝を掘

っていく方法である。この溝は，縄が通る幅と深さでなければならない。もう一つは，薄い正方形

のベニヤ板①の上に，角材①を縄が通る間隔を空けて接着し，四方を切り取る方法である（後掲写

真1，2）。材料を選定する際は，どちらの方法でも製作ができるように板や角材を選び，購入した。

十字木は検地の際，土地の中心に立つ者が持ち，縄を通して直角であることを確認する要具である。

そのため，持ちやすさや縄を通しやすいかなど，実用的な視点をもって選定した。 

次に，縄巻きの製作に必要な材料について考えた。まず，検地で使用する縄の太さや質感を想像

することが難しく，縄の選定に時間を要した。昨年度，検地の実践を行った際，縄が重く，持ち上

げることが困難になってしまい，また縄を巻く作業も大変であった。そのため，今回は持ち上げる

ことが可能なほど軽いこと，距離を取っても見えるほど太いこと，また雨に強いことなどを条件と

した。これらの条件を満たしたものが，麻を使用した太さ 6mm のマニラロープであった。また縄

巻きに関しては，中心に通す丸棒と縄を支えるベニヤ板②を3枚，板を支える角材②を4本購入し

た（後掲写真3）。これらの選定に関しても，製作方法が想像できなかったため，比較的時間を要し

た。縄巻きは，持ち上げた状態で縄を巻いたり引っ張ったりするため，材料の選定は特に重さに重

点を置いた。丸棒も，縄や板を支えなければならないため太く丈夫なものを選んだ（後掲写真 4）。

またこれらも十字木同様，実際の使いやすさを考えて選定した。 

細見竹・梵天竹は，竹を2種類と，藁，書道半紙を購入した。竹は違いが分かるよう，色を分け

た。また，距離を取っても見えるようにするために太く，持ち運びやすくするために軽いものを選

んだ。 

以上のように材料の選定を行った。要具を作る際には，実際の使用感を想像して考えなければな

らないことがわかり，技術的な視点が培われた。しかし，歴史上で使用していた要具を製作する際

は，さらに当時の時代背景や環境，技術などを想像する力も必要となるだろう。社会科の授業の中

で培われる，歴史的思考力（または想像力）の必要性をより感じた。 

 

(2)要具の設計 

『徳川幕府県治要略』の挿絵「検地要具之図」を参考に，製作が必要な十字木・縄巻き・細見竹・

梵天竹の4点の設計を行った。 

まず，十字木の設計について考えた。図1からは1枚の板を十字に切り，縄を通す溝を掘ってい

るように見え，製作することが困難だと判断した。そのため，薄いベニヤ板を正方形に切り，その

上に厚く細い角材を8本並べ，四方を切り取るように設計した（図4）。図2にあるように，十字木

は，計測する土地の中心で担当者が直角を保ち続ける必要がある。そこで，角材やベニヤ板はでき
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るだけ軽いものが適していると考えた。また，縄を通す溝は，縄の太さが6mmだったので，幅10mm，

高さ12mmに設定し，縄を直交させて重ねる部分も溝からはみ出さないように設計をした。 

次に縄巻きの設計を行った（図5）。まず，薄いベニヤ板を円形に切り，その中心に穴を開けたも

のを3枚用意する。次に，添え木となる角材を150mmに切り，先に用意した円形の板を差し込む

溝を掘り，3 枚の板と 2 本の角材を固定する。そして，最後に 910mm の丸棒を中心に通す。図 1

を見ると，薄い板2枚に2本の角材を添えて固定し，中心に丸い棒状の木材を挿しているように見

えた。昨年度，検地の実践を行った際，縄が非常に重く，2枚の板では強度が不安であると判断し，

薄いベニヤ板は3枚として設計をした。また，図1では丸棒が抜けないように細い杭のようなもの

が刺さっているため，回転部を支える箇所に2本の釘を刺して代用することとした。 

細見竹は，竹の先端に藁をくくりつけるように設計をした。図1の細見竹の藁の下部は，細く絞

り込んだ形に見える。そのため，藁を一度下向きにし，縄で結び，結んだ箇所で折り返してもう一

度縄で結ぶように工夫をした（図6）。 

梵天竹は，竹の先端に半紙を貼り付けるよう設計した。しかし，ただ半紙を貼り付けるだけでは

ボリュームがなく，大量の半紙が必要となる。そのため，半紙を貼り付ける前に布のようなものを

竹の先端に巻きつけてボリュームをだし，見栄えが良くなるように工夫をした（図7）。 

以上のように，十字木や縄巻きは溝の幅や角材の長さなど細かな数字まで設定をしたが，実際の

要具製作の際には，技術的な視点からも考えて修正を行なっていく必要があると感じた。 

 

 

 

図4 「十字木」設計図 
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図5 「縄巻き」設計図 

 

 

 

図6 「細見竹」設計図 
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図7 「梵天竹」設計図 

（＊図4～7の設計図はすべて矢野圭太郎による。） 

 

 

３ 要具の製作 

 

(1)十字木の製作 

前述の通り，十字木の製作方法は二通り考えられたが，溝を掘る作業が困難なことから，薄い正

方形の板の上に，厚く細い角材を縄が通る間隔を空けて接着し，四方を切り取る方法を選択した。 

製作工程は，角材①から長さ220mmを4本，190mmを4本作る→この角材8本を薄板に十字

になるように接着する→薄板の四方を接着した角材に沿って切断する，という手順となった。 

まず，十字木は直角を測る要具のため，接着する角材が 90 度になるように，丁寧に測りながら

行った。また，角材の間に縄を通すのだが，縄と角材の間隔が空いていると縄が左右に動き，直角

ではなくなってしまうことを防ぐことが必要だった。これらの留意点を踏まえ，板に記す下書きも

慎重に作業を行わなければならなかった。また，木材を切断する際も，曲がってしまったり，必要

以上に切りすぎてしまったりすれば要具として使えなくなってしまうため，注意して切断をした。 

十字木は角度を測る要具であるため，慎重に作業を行わなければならず，想定していたよりも時

間を要した。江戸時代当時，どのような方法で十字木を製作していたかは明確ではないが，十字木

は，領主に納める年貢量を決めるための重要な要具であったことも踏まえると，今回のように慎重

に製作したのではないかと考えることができる。 

 

〔十字木製作の流れ〕 

(1)角材①から長さ220mmを4本，190mmを4本作る。 

(2)ベニヤ板①に印をつけ，太さ6mmの縄が通るよう，角材①8本をベニヤ板に接着する。 

(3)ベニヤ板①の四つ角を切り完成（写真2）。 
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ベニヤ板①    角材① 

 

  

写真1 角材をベニヤ板に取り付けた状態      写真2 完成した「十字木」 

 

(2)縄巻きの製作 

次に縄巻きの製作について述べる。まず中心部の3枚の薄い板は，前述した設計図では円形とし

ていたが，ベニヤ板②を綺麗な円形に切ることは困難だと判断し，八角形に変更をした。600mm×

450mmのベニヤ板②を290mm×290mmの正方形に切り，四隅を切り落として八角形の板を作る

こととなった。 

そして，3 枚のベニヤ板を固定する添え木を製作した。図 5 の設計図では添え木を長さ 150mm

で2本製作する予定であったが，強度に不安があるため，長さ200mmで4本に変更した。角材②

を長さ200mmに4本切り，先に切った厚さ４mmのベニヤ板②が入る溝を等間隔で掘った後，ベ

ニヤ板と角材を仮に組んで，形状や強度を確認した（写真3）。 

次にベニヤ板を八角形にして，板の中心で直角に交わるように線を引き，交点に丸棒が入る穴を

開けた。 

その後，3 枚のベニヤ板と 4 本の角材をボンドで先に固定し，ボンドが乾いてから釘で固定をし

た。材料の選定時には縄巻きに使う予定であった角材①（写真 1）を十字木で使用し，十字木で使

用する予定であった角材②（写真 3）を縄巻きの添え木に使用したため，厚みが不足し，釘で固定

する際に添え木が少し割れてしまった。そのため，細い釘やボンドを使用した。 

丸棒をベニヤ板に通した後，丸棒に回転部を支える釘を通すための小さな穴を開けて，縄を巻く

部分に通した。設計時は釘などで回転する部分を止める予定であったが，釘では板に刺さってしま

い，割れてしまう恐れがあるため，釘で止める予定だった箇所に麻紐を何重にも巻いて代用した（写

真4）。 

縄巻きは，非常に長く重い縄を巻き，使用頻度が高いため，強度が必要になると感じた。しかし，

強度が増すことに比例して重量も増すため，検地の実践の際は重さが担当者の負担になるだろう。

そのためにも，設計・製作と使用時のバランスの調整が重要になると考える。 

 なお，検地では土地の縦と横の長さを同時に測るため，縄巻きは同じものを 2 点製作している。 
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〔縄巻き（2点）製作の流れ〕 

(1)ベニヤ板②を29cm×29cmの板6枚に切断する。 

(2)角材②から20cmの角材を8本作る。 

(3)角材に板がはまるように切り込みを入れる。 

(4)板6枚を八角形にする。 

(5)板6枚に丸棒が通るように穴をあける。 

(6)板を角材にはめる（釘を打つなど）。 

(7)丸棒に穴をあけ，紐を通し何重にも巻いて滑り止めにする。 

(8)縄に六尺（180cm）ごとの印をつける。 

(9)縄を巻いて完成（写真4）。 

 

 

ベニヤ板②       角材②       麻紐           丸棒 

 

  

写真3 ベニヤ板と角材で仮組み        写真4 完成した「縄巻き」 

 

(3)細見竹・梵天竹の製作 

細見竹は，図6のように藁を麻紐で固定していく作業となった。竹に藁を取り付けるために，竹

に穴を開け，麻紐を通してから藁を付け，藁を折り曲げた上でさらに麻紐で巻くという工程である

（写真5）。藁の固定が難しく，2日目に藁の長さを揃えることで，形が整った。 

梵天竹は，書道用の半紙を竹に取り付けるものとした。しかし半紙をどのように切り，形を整え，

また厚みを出して竹に取り付けるか，作業はかなり難しいものとなった（写真6）。図1のような形

にはなかなか整わないようであった。 

一見すると単純な構造に見える要具であっても，実際に使用に耐え得る要具として，図の通りに

製作するには，工夫が必要であることがわかる。しかしながら2日間で細見竹・梵天竹を4本ずつ，

計8本を竹にしっかりと固定した状態で完成させることができた（写真7）。 
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写真5 藁の取り付け         写真6 半紙を使った梵天竹作り 

 

 

写真7 完成した「細見竹」と「梵天竹」 

 

 

４ 製作の成果 

 

参加者は社会科を専門とする院生と学生であり，普段は工具などに触れる機会がほとんどない。

そのため，のこぎりを使用する練習など基礎的な作業からはじめている。その後，木材に目印を付

け下書きをする，カットするなどの作業を経た上で，「十字木」は角材をベニヤ板に取り付け，乾燥

させるところまでを行い（写真 1），「細見竹」は 3 本の製作までに至った。1 日目は約 3 時間の作

業となった。 

2日目は昼休みをはさんで5時間の作業となった。「十字木」のベニヤ板を切って完成させ（写真

2），その後「縄巻き」も完成させた。なお，縄に1間ごとにビニールテープで目印を付け，縄巻き

に縄を巻く作業は後日行っている（写真 4）。「細見竹」は前日製作していた 3 本の藁の先端を整え

るなどしながら全4本を，その後「梵天竹」全4本を完成させた。 

 2日間の参加者による感想は，以下の通りである。 
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〇材料の選定・要具の設計では，当時その要具がどのように使われていたのか，どのように作った

ら使いやすいのか，といった想像をしながら行ったため，江戸時代当時の環境や技術，心境を想像

する力が培われた。 

製作では，技術科の視点でこそわかることが多くあり，他教科との連携の重要性を感じたととも

に，想定したものと実際完成したものが乖離していたことから，当時の技術や文化を復元するため

の史料の重要性も感じた。 

本研究を小中学校の授業に活かす際，児童生徒が検地をいかに理解し，検地の様子を想起できる

のかが最重要であるように思う。残存する絵図や検地帳を読むにとどまるのではなく，検地を体験

することや要具を使用することは，歴史的思考力の育成に非常に大きく影響する。こうした研究が

増え，経験を通した授業が増えていくと，児童生徒にとってより良い学習ができるのではないかと

思う。                                     （平山稜） 

 

〇率直な感想として「難しかった」と感じている。なぜなら，木材のけがきや切断の際にずれが生

じると検地要具として意味のないものになってしまうため，絶対に正確でなければならないためで

ある。正確であることがいかに重要かを実感した。 

また，こういった作業を当然のように近世の人々はこなしていたということから，現代人が失っ

た感覚のようなものがあるのではないか，道具の満ち溢れた状況は必ずしもよいことばかりではな

いのではないか，などと考えさせられた。                    （菊池啓太） 

 

〇私が製作に関わったのは「縄巻き」である。木材に下書きをするところまでは順調であったが，

実際に工具を使って木材の加工を行う際に苦労した。中学校で学習したのこぎりと鉋の扱い方をす

っかり忘れていたのである。木材はうまく切り出せず，教員のアドバイスを受け，やっとのことで

3 枚の板材を切り出すことができた。その後，組み立てに入るわけであるが，それはこの活動の重

要な一コマであったように感じる。この活動には，社会や技術・算数などの知識や技能が必要で，

教員のアドバイスも重要な活動になるが，学生がどうすべきか対話の中で最適解を導きだそうとす

ることに意義があったと考える。ただ，設計図通りに切り出して終わりではなく，「強度を上げるに

は」「持ち手はどのくらいの長さにすべきか」など活動の中で生じる課題に対して協働し取り組むこ

とが求められた。学校教育においても，よりよい課題の解決のために分野横断的な視点から思考を

めぐらせ創造力をもって協働することができる活動であると感じた。        （沼田和希） 

 

〇設計・製作を通して，作ってみないとわからないことが多かった。設計図はあくまで理想にすぎ

ず，木材の長さや厚さ，種類など製作時に度々変更することがあった。また，木材によっては釘を

刺すことで割れてしまうものもあった。そのため，学校教育に取り入れるためには，木材の種類や

使用する工具など，他教科と連携して行う必要があると感じた。 

また，木材をのこぎりで真っ直ぐに切る作業や釘を打つ作業など，慣れない大学生が行い，予定

していたよりもかなりの時間を要した。子どもがすべての作業を学校で行うにはより時間を要する

ため，あらかじめ切られている木材を用意するなどの工夫が必要になってくると感じた。 

                                  （矢野圭太郎） 
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〇細見竹・梵天竹の製作にあたってもやはり指標となるものが図しかなかった。作り方はもちろん

細部の構造や素材すらもわからなかったので，図にあるものを再現するための作り方を考えるとこ

ろに手こずった。製作に使う材料も当時あったものだけに限定したので，見た目通り再現するため

に切り方や付け方も工夫した。細見竹に藁を付けるために，竹に穴を開け麻紐を通してから藁を巻

き，切れないように丁寧に折り曲げまた麻紐で巻く。様々な方法を試しながらなんとか出来たが，

実際の作り方とは違うように思われた。また，梵天竹のボリュームを出すために半紙の切り方を変

えたり，半紙を何枚か重ねてみたりしたが，完成したものは図より小さいものになってしまった。 

繰り返し行われる検地で使用されるため，要具自体が丈夫であることが求められる。今回は見た

目の再現だけで精一杯だったので，次回はその点のクオリティも上げていきたい。 （大津麻由） 

 

〇私は，主に細見竹と梵天竹の製作に携わった。その当時実際に使われていたものにできる限り近

づけるために試行錯誤しながら作業を進めていったが，忠実に再現することは予想以上に難しかっ

た。特に梵天竹の製作では，薄い紙を用いたため竿や紐との相性が悪く，なかなか綺麗な形になら

ない点で苦戦した。検地を行う際の目印のような役割を果たす要具であるため，しっかりと目につ

くように内側の紙を分厚く固定しボリュームを出すことにした。その結果，最初は薄くて存在感の

なかった梵天竹を厚みのあるものに改良することができた。 

今回検地に使う要具を製作してみて，ここまで手間がかかるものかと驚いたのが正直な感想であ

る。現代でならば短時間で簡単にできてしまうことを当時の人々は膨大な時間と手間をかけて行っ

ていたことについて，今までもわかってはいたが，実際に自分が体験してみてその大変さを改めて

感じた。今まで検地について教科書に載っている程度の知識しか持っていなかったが，言葉で聞き

目で見て学ぶだけでなく，実際に体験することでより深い理解や興味に繋がることを自分自身体感

することができた。                             （砂押茉央） 

 

〇参考にできる図があったため，具体的なイメージをもって製作できたのは良かった。当時に近い

材料で作ったが，梵天竹の半紙の量や付け方，細見竹の藁の付け方は試行錯誤し，何が正解か分か

らず，難しかった。竹に穴をあける，藁を縛るなど力が必要な作業が多く，子どもだけ，教員が女

性だけだと製作が難しいと感じた。また，製作した細見竹・梵天竹が本来の機能を果たせるのかは

疑問に残った。検地を行っていた当時は，どのように製作し，使用していたのか詳しく知りたいと

思った。 

 検地を実施するにも，要具を製作するにも，社会科の知識だけでなく，算数・数学科，技術科な

ど他の教科の知識・技能が必要であり，教科横断的な学習活動の１つとして面白いのではないかと

感じた。小学校では検地を，中学校・高等学校では簡単なものから要具の製作も行っていくという

ように，発達段階に応じて活動内容を増やしていくことができるので，長期的に実施すると児童生

徒も楽しいのではないかと思った。                      （髙橋奈々恵） 
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    写真8 「縄巻き」製作のようす       写真9 「細見竹」製作のようす 

 

参加者それぞれが試行錯誤し，相談をしながら作業を進めていったことがわかる。単純に見える

要具でも自ら想像をしながら，慣れない材料を使っての作業は難しいようであった。一方で，検地

という歴史事象を考える際，要具の製作という技術的視点を持つことへの気づきも見られた。当時

の技術力を考えることは，歴史の発展段階を考えることにもつながっていく。また社会科だけでは

ない他教科との連携の視点，また学校教育における体験のあり方も考えるきっかけになったようで

ある。参加者が協働する，互いに相談しながら完成させていく活動として，大変有意義なものであ

ったといえるだろう。 

 

おわりに 

 

本稿は検地要具の製作，その準備から要具の完成に至るまでの活動をまとめた実践報告である。

本活動については今後，歴史教育および学校での学習体験の具体的な活用方法としても考察を進め

ていきたいと考える。その際，小中高のそれぞれの学習段階を含めた検討も必要であろう。一方で，

検地要具の製作や検地の体験は社会科教育・数学教育・技術教育という，教科の枠組みを越えた融

合的な学び，実践的な学びを具体化できるものであることは間違いない。今回製作した要具は，再

び実際に検地を体験する学習において活用し，引き続き検討を進める予定である。 

 

 ＊本稿で報告した活動に際し，技術教育教室の大西有氏には，十字木製作でベニヤ板を材料とし

て使用するなどの設計のアイデアから，当日の製作に至るまで細部にわたり助言をいただきま

した。また当日は数学教育教室の吉井豊氏にも立ち会っていただきました。ここに感謝の意を

記します。 
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