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平成２４年５月１１日

iiiii鑿：

発行者数学科山崎潤

ピタゴラスという人物を知っているだろうか？みんなにはピタゴラスの定理
(三平方の定理)でなじみ深いピタゴラスという言葉､この言葉は実在する人
物から取られたものである。

今日の通信はこのピタゴラスについて紹介したい。

ﾋﾟﾀｺﾞﾗｽはﾖﾋﾞﾕヱ迦塑ﾋﾖ菫&国(※1)'二縄元前582年(今から約2600年
前)に生まれた｡イタリアで旦延'三HzA趣Eu(※2)を立ち上I炊きな力を持つよ
うになったが市民により追放された。

ピタゴラス像

彼の最後についてはっきりとしておらず､次の4つの説が有力となっている。

①ｸﾛﾄﾝの家にいるときに放火されて.逃げ出し.豆畑まで来たときに立ち止まったため_追手に捕らえら
②ﾒﾀﾎﾟﾝﾃｲｵﾝのムウサの女神達の神殿に逃げ込み.４０日間の断食をした後で死Ajだ。

③ﾒﾀﾎﾟﾝﾃｨオンに退き､断食をして死んだ｡：.

④ｱｸﾗｶﾞｽ人とｼｭﾗｸｻｲ人との戦闘に参加し-ｱｸﾗｶﾞｽ軍の側に味方して戦ったんかし韓ｱｸﾗガス

ピタゴラス教団と呼ばれる独自の哲学学派ば･哲学界における様々な定理を見出した。有名なピタ

ゴラスの定理も、実は本人によるものではなく､この教団によるものである。この教団Iま亟萱星（※
３）をシンボルマークとしていた。

彼は、線は極小の点の有限圏の集合であると考えた。そのため、無理数の存在を否定していた。し
かし彼の教団が見付けたビタゴラスの定理によっても算出される樋によって．無理数が存在しな

いという考えは後に憾正された。皮肉なことに、シンボルマークの五芒星に現れる萱童止（※４）も
無理数であった。ちなみに、無理数の存在を否定するがあまり、無理数について口外した仲間を溺死
させたことさえあるとされる。

彼は2t』と竺立蕊：（※５）の影響を受けてその思想の中で鐘廻（※６）を説いていたとされる。

已

閨ｍ１ｉＷ稀`iiW`iii,鋳`iir葡萄`iir荷積`i7．ir憶瀞`iir`iil鐙`(ｉｆ獄`iif獄`iir`iir`ir`iir種

蕊;蝋i霧

1 |iU1i i1 i1 i li l i li i l il lI1l l！
※２

il iIli li l l l il l i li

ピタゴラス教団I虫古代ギIルアにおいて哲学者のピタゴラスによって創設されたとされる一種の
宗教結社。現在の南イタリアのロクリスに本拠を置き．数学．音楽。哲学の研究を重んじた。前５世
紀ころに盛んで、ピタゴラス学派ともいう。￣
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黄金比は止苧の….近似値はⅡ6Ｍ`:`・
線分をａ、ｂの長さで２つに分割するときに、ａ：ｂ＝ｂ；（ａ＋ｂ）が成り立つように分割したと
きの比ａ：ｂのことで最も美しい比とされる。
（※黄金比が使われている例：名刺＄パルテノン神殿、凱旋門．ミロのヴィーナスなど）

※５

オルペウス教は古代ギリシヤ世界における密儀教。
※６

輪廻とは人が何度も転生し、また動物なども含めた生類に生まれ変わること、また、そう考える思
想のこと。
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軍が退却したため､豆畑を避けて廻り道をしようとしたときに-ｼﾕﾗｸｻ好軍に捕らえられて殺された｡，

●

れて咽喉を切られて殺された。
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アレクサンドリア(※1)のエウクレイデス(ユークリッド)は古代ギリシアの数

学者､天文学者とされる｡数学史上最も重要な著作の1つ『原議』(ユークリッ
ド原論:数学書)の著者であり､｢幾何学の父｣と称される｡プトレマイオス１世

治世下(紀元前323年-283年)のｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘｱで活動した｡『原鏡』は１９

世紀末から２０世紀初頭まで数学(特に幾何学)の教科宮として使われ続けた

線の定義について､｢鵠は幅のない長さである｣､｢鵠の端は点筋る｣など述
べられている｡基本的l=その中で今日ﾕｰｸﾘｯﾄﾞ幾何学と呼ばれている体

系が少数の公理(※2)系から構築されている｡エウクレイデスは他に光学鴇

透視図法､円錐曲線錨､球面天文学､誤謬推理論.図形分割雪.天秤などに

エウワレイデス（ユークリッド）

ついても著述を残したとされている。

今日の通信はこのエウケレイデスについて紹介したい。
エウクレイデスの生涯についてはほとんど何もわかっていない｡実際､主要】
エウクレイデスの生涯についてはほとんど何もわかっていない｡実際､主要な文献はｴｳｸﾚｲﾃﾞｽの数

世紀後のプロクルス(プロクロス※S)やパップス(※4)の著作しかない｡プロクルスのエウクレイデスについ
世紀後のプロクルス(プロクロス※s)やパップス(※4)の著作しかない｡ブロウ

ての記述は『ﾕｰｸﾘｯﾄﾞ原諭第１巻注釈』に簡単にあるだけで_これは紀元５
ての記述は『ﾕｰｸﾘｯﾄﾞ原諭第１巻注釈』に簡単にあるだけで_これは紀元５世紀にちかれたものである。

それによると､エウクレイデスは『原鹸』の著者で､アルキメデス(※5)が彼に言及しており､プルマイオス１
それによると､エウクレイデスは『原鹸』の著者で､アルキメデス(※5)が彼に苫
し｣と答えたとされている｡｢王道｣の逸話も.メナイクモス(※7)とアレケサンド掘
し｣と答えたとされている｡｢王道｣の逸話も.メナイクモス(※7)とアレケサンドロス３世(※8)の逸話にそっく
りであり､本当かどうか疑問がある｡もうひとつの重要な文献としてパップスのｲ
りであり､本当かどうか疑問がある｡もうひとつの重要な文献としてパップスのものがあるが､こちらにはペ

ルガ(※g)のアポロニウス(※１０)について言及する際に｢(彼は)アレクサンドリアのエウクレイデスの弟子
ﾙｶﾞ(※g)のアポロニウス(※１０)について言及する際に｢(彼は)アレクサンド

たちと長く一緒に過ごし､そこでそのような科学的思考麓を身につけた』とある。
とちと長く一緒に過ごし､そこでそのような科学的思考麓を身につけた』とある。
生年月日も亡くなった状況や日付も不明であり.同時代人の有名人との関個

生年月日も亡<鞍った状況や日付も不明で肌同時代人の有名人との関係から総おまかに推測されて帯

,､るだけである｡エウクレイデスの肖像や外見の説明があったとしても､古代力
いるだけである｡ｴｳｸﾚｲﾃﾞｽの肖像や外見の説明があったとしても.古代から後世に伝わっていないん‘iir

上がって､エウクレイデスを描いた絵や彫像は.その芸術家が想像を働かせて
たがって､エウクレイデスを描いた絵や彫像は､その芸術家が想像を働かせて描いたものでしかない。
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つ護ﾂ実在'…が謎だ……I二なM世…ては数子年揃彼…寡
つまり実在はしていたが謎だらけの人物ということになる｡２１世紀の現代で11

確にしていくことは難しいと思う。
鹿にしていくことは難しいと思う。
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カイロにつぐエジプト第２の都市

公理とはその他の命題を導きだすための前提として
導入される最も基本的な仮定のこと

※３ 、４アレクサン隈リアの数学者

※Ｇエジプトのヘレニズム国家プトレマイオフUWiの初代ファラオである。(紀元前367年‐紀元前麺2年）
※７古代ギリシアの数学者

※８アルゲアデス朝のマケ隈ニア王.コリント同盟の盟主､エジプトのﾌｧﾗｵを兼ねた人物である。
（紀元前356年一紀元前323年）

※ｇ小アジアにあった古代都市｡現在のﾄﾙｺ南西部の都市アンタリヤの東約１５キロメートル‐アクス川
沿いに位置する。．

※ＴＯ

ﾖEuヱｺﾋﾟの数堂煮･云璽鑓置である｡鰯元前262隼頃一鋸元前190窪頃）

Ｌ

世(※6)が彼に｢幾何学を学ぶのに『原譲』よりも近道はないか？｣と聞いたところ.彼は｢幾何学に王道な
世(※6)が彼に｢幾何学を学ぶのに『原譲』よりも近道はないか？｣と聞いたと［
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平成２５年６月１８日
発行者数学科山崎洞

前期中間試験も終了し、来月（７月６日土噸日）にはいよいよ学校祭が迫ってきてい
ます。初めての蘭越高校学校祭、皆さん楽しみにしていてくださいね。

蘭越高校の学校祭の目玉としてはやはり、行燈行列だと思います。基本的には『ねぶ
た」の形（青森が有名）が一般的ですが、他にも「ねぶた」など過去の先輩方は試行
錯誤しながら学校祭を盛り上げていました。

二間ロ（２クラス）のころには模擬店やクラス展示などもあったようですが．今は生
徒数も少なくなり、そこまでの余裕がなくなったの力観状です。
さて、今年の－年生はどのような行燈を見せてくれるのでしょうか。楽しみにしたい
￣

と思います。

話しがずれてしまいましたが．これからの授業は前期期末に向けた授業となりますが、
ここで復習として皆さんに因数分解の問題を解いてもらいたいと思います。（問題は裏
面に記載）

どのような問題かというと実際に入社試験に出された、少し難しめの因数分解です。

入社試験となるとまだまだ先のような気がしますが．そんなことはありません。高校
生活３年間はあっという間に過ぎ去ります。
今のうちからこつこつと準備していくことが必要だと思います。

皆さんは無事に過去の入社試験を解く二とが出来るでしょうか？
それでは頑張ってみてください。（解答は次回号にのせたいと思います｡）
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平成２５年６月２１日

発行者数学科山崎渦

というわけで立枝<んのリクエストに応えてなぞなぞ算数を今日の通信では出題した
いと思います。

見事解くことは出来るでしょうか？

ちなみにリクエストをした立枝<んは絶対に解いてください。この問題は君のために
つくったと行っても過言ではありません。
それでは問題です。

人気女性タレントであるベッキー（私の永遠の恋人）さんの年齢を次のヒントをもと
に答えてください。

ペッキー「私の年齢は３で割ると２余るわ」（炉ｖ⑩）

「もう一つヒントを差し上げるわ」（０－Ｖ屯）
「私の年齢は５で割ると４余るわ」（＝'。３，）

「まだ分からないの～も－ほんとに困った人ね～」（#、ロ’)ノ
「これが最後のヒントよ」(#、瓜’）ノ
「７で割ると１余るのよ～」（０－Ｖ－０）
以上のヒントからペッキーさんの現在の年齢を答えよ。

さあﾍﾞﾂｷｰさんの年齢はいったいいくつなのでしょうか?もちろん皆さんよりは年箭

上なので１６歳以上であることは間違いありません．

‘iir
積

計算が面倒だからと年齢を検索することが無いように！！もしかしたら1年生の中に念
ファンがいて年齢を知っている人がいるかもしれませんが・・・・

褒面に前回の解答をのせておきます。解いた人はチェックしてみてください。
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発行者数学科山崎調

さて､今週もなぞなぞに挑戦してもらいましょう｡見事解くことは出来るでしょうか？
ちなみにリクエストをした立枝<んは絶対に解いてください。この問題は君のために
つくったと行っても過言ではありません。

た羊は１１頭で．遺書の通りに分けるとするならl魚長男が5.5頭、次男が2.75頭、
三男が1.83頭となるが、この村では羊をむやみに偽つIﾅることはできない。かといっ
て遺書の文章は絶対というのが錠であり．遺書の通り羊を分けなくてはならない。

前回の答え２９鑓でした。（o-v-o）

管葡荷`ii,iir``f両if`iif櫛`iii1oiii``ii/訂`iir`iir`ir`iirwiir`iir`iif`iir`iii,`iirdiir`iir`iir`iir打荷

書

ヒント：１１頭ではやはり分けられませんよね～(o-V-0）

を
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今回は前回よりも更に難しい問題となってます。

グ．

さあ、あなたはどのような解決策を与えますか？

ロ

『》固固

ださい。

傾き□。
切片Ｅｴコ

一一傾切

く、しかも週書の文章通りに羊を分けられるよう、彼らに何か妙案を与えてあげてく

(※教科書Ｐ５７．間３（１）より）

２．ｙ＝－ｘ＋２のグラフを醤け。（※教科書Ｐ５７．問３（２）より）

Ⅱ’２き昔川

困った３人は村の長老であるあなたのところに相談に来ました。羊を傷つけることな

書

さて、困ったのは三人の子供達である。というのも男性が亡くなったときに残ってい

それでは問題です。
を

三里には私が残した羊の６分の１を与える」

来るでしょうか？

フ
｜フ

次男には私が残した羊の４分の１

さて、今週は間違い探しに挑戦してもらいましょう。見事間違いを探し出すことは出

グ

｢もし、私が死んだときは長男には私が残した羊の２分の１

平成２５年７月３日

『回□

書を残していたのでした。

Ｎｏ．６

発行者数学科山崎親

一一領切

ある遊牧民族の村で、男性が老衰のために息を引き取りました。彼は生前こんな遺言

泪年生数学通信

２き片

それでは問題です。

２■▲

(※教科書Ｐ５７．問３（３）より）

麺さて、それぞれ解答の間違いは何でしょうか？

干中△－－■｡●‐￣

莇回の答え１顛牟を貸してあげれば遺言

通り分けることが出来ます。（o-V-o）

筍訂苛葡管苛竹訂葡惹廿萄葡葡萄筍行荷萄苛葡荷念訂打荷廿持勺葡行葡葡苛訂苛廿行符符葡訂

Ｎｏ．５

靜荷`ir`ii,`iir訂`ir管`ii'`iir筍`iiH`iir念葡`ir管`ir`iir苛符`ii'億`iii'`ir`iir`iir葡管`iii

管苛轡苛管笥荷苛獄筍管葡廿葡萄訂ぜぜ葡萄訂行廿符管葡萄念苛管訂訂管葡苛管竹葡訂葡葡祷

で年生数学通信

『

訂葡筍廿證管管管管葡ぜぜ竹廿竹櫛萄廿符葡句竹打荷符筍竹管苛筍行竹符苛行竹竹廿符竹荷葡苛

シ利騨劇訂軒鱈〃蝿狩剥管騨幽苛み倒影縄苛苛鋤制菅勢Ⅷ溺蝿葡冴蝋葡葡惹騨騨勢測念管野剛鼻胤｝剃狩劉瀞蝿荷國測（議狩割葡些刊些籾鐵些切苛〃幽訂鞠蝿

／i／ｏ￥
`iii葡葡`ir`i7行`iir`iir行`iif`iir笥荷訂廿荷`iii`ir`ir訂`ii,祷符`ir`iir符`i7行

葡葡筍釘`ii，`iir`iil衛`iir行`iir訂`iir念葡`iir`ir`iif骨惹慰管`iir`iii'`ii汁:？`iiriir奇`iir

／l/･･

●

平成２５年７月１９日

発行者数学科山崎渦

にかけるようになったでしょうか？まだまだ不安がある人は９月上旬に前期期末が控
えていますので今のうちに復習してください。２次関数のグラフは更に難しいです
よ！！

さて．今日の通信は不思議な数ということでまた、皆さんに時間があれば考えてもら
いたい問題です。それでは準備はよろしいですか？

２つの数を「たして」も「かけて」も同じ答えになることがあるでしょう
か？

２＋２＝４２ｘ２＝４

２と２．これはすぐに分かりますね。他にどんな場合があるでしょうか？
３と１．５．．．３＋1.5＝4.5,

4と皇．．、４+全＝里

３３３．

３ｘ1.5＝4.5
４１６

４Ｘ－＝－

３３

などがあります。

上の場合の他に、「たして」も「かけて」も同じ答えになる２つの数があ
るでしょうか？

実はあります。
それでは皆さん考えて見てください(o-v-o）

鮒苛管`iiWir罰`iif`iil葡`ir`iif`iif`ir葡筍葡萄訂`iif`iiW`iir`iir`iir`iir`iir骨

Ｎｏ．9
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鴬霞ii;lii霧霧霞露襲露Ｉ麓i薑i蕊議K薑讓露議1馨鍵

葡苛

先週・先々週と一次関数のグラフについて復習してもらいました。グラフの方は完全

君年生数学通信

管念管葡
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`i了葡`ir`iiriil`iii`ir`iif`ir`iiW念葡葡訂`ii,笥慰葡訂荷管念萱惹祷`ir稔葡訂

葡萄葡葡竹慰靜筍廿惹管慰瀞

で年生数学通信

葡行行慰訂苛符管廿葡管管念管廿釘葱廿筍葡訂竹葡行管苛惹竹葡念葡荷稔葡萄労ぞ廿材行鋳犠

管管靜箭筍慰葡訂筍靜管荷苛’ご衛竹管鋳葡念念葡萄葡葡葡濁鋼葡竹苛苛薄荷鋳葡竹苛惹葡靜鐵

樋`iir鋳`ii，,iif`iiF`iif念`iir`ii,`iif`iir`iir`ir葡竹`ir`iil訂`iii訂`ir`ｉｆ`ii筍,iir葡萄`iirir

`iｒ楽しい夏休みがあさってから始まりますが､皆さんは色々と計画しているのでしょう訂

廿加夏と言えばやはりｷｬﾝﾌﾟですか?海ですか?山ですか?最近の若者達にｷﾔﾝ喜
筍
寡ブは流行らないので…？

寡私の学生時代を振り返ると中学生の時はそれほど学習意欲というのは無か｡たのでオ鬘
，､が.高校入学と同時に進学鯛があったのを覚えています｡何故進学意識が芽生えた管
ｂ－

`ｉｒのかと言うと父親の些細な一言だったと記憶しています。

寄

寡進学講習会や模試についてはほぼ休まず取組んでいる状況でした。

衝
筍

葡を踏まえるとあたっているような気がします。
rir

惹

尊蝋を慕っている自分にとってはその_言が大きかったのだと思います｡それ…尊

寡『若いころの苦労は買ってでもしろ｣とよく言いますが今の會分の置かれている蝿寡‘iir

喜苧-ぞ生萱芒笠雪空雲勢曼琶芒雲ニレ]F竺撒稟雪ＥＩ善|雰奎E彗竺三芒三iii

尊菫雛匠雰が出来る分けでも無かった…学のためには人一倍努力す秘鬘
多，

葡
急

Ｗ特に進学に力を入れていた学校では無かったので､特別に先生方に頼んで添削をして‘ｉｒ
竹もらったりしたこともあlJました｡あのときご指導してくださった先生方にはほんと慧

管に感謝です。
訂

一稔
葡

尊オいません｡これはあくまでも私の場合なのでこの通信を見て是非皆さんも進学識尊‘iir
葡を持って今から頑張れということではありません。

尋⑰すが､何も無いままただ､時間の過ぎゆくままこの夏休みを過ごしてほしくなに寡犠
篶上だけは確かです｡さ…の夏は何をしょうがな…
符
葡
iir

葡
竹
衛

笥

葡種if儲葡`iif`iir`iiみ｛満r`iii,慰`iir證筍`iir`iifiir,`iir`iil`iif葡萄`iiwiihir`ir訂`iir管

