
数学教育学会誌 2019/Vol.60/No.3･4 
RReegguullaarr  PPaappeerr  
 

算算数数・・数数学学教教科科書書のの問問題題かからら数数学学的的モモデデリリンンググのの問問題題へへのの再再教教材材化化をを  

目目指指ししたた教教員員研研修修のの可可能能性性  
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概要：本稿では，算数・数学教科書の問題から数学的モデリングの問題への再教材化を目指した

教員研修の可能性を実証的に明らかにすることを目的とした。そのために，数学的モデリ

ングの指導経験がない教員を対象に研修を実施し，参加者が再教材化した問題やワークシ

ート記述等を分析した。その結果，参加者が主に問題の真正化や定式化の過程の顕在化の

視点から算数・数学教科書の問題を再教材化することはできることが事例的に明らかとな

った。そして，再教材化を目指した教員研修を行う上での留意点や，研修で行った再教材

化の活動が参加者の教授学的内容知の修正や拡張・統合につながり得ることを指摘した。 
検索語：数学的モデリング，教員研修，算数・数学教科書の問題，再教材化 
 

Abstract : This paper aims to show an empirical evidence of the possibility of a professional 
development program that intends to retransform math-textbook problems into 
mathematical modelling problems. As a result of analysis of the program for teachers 
who are novices to teaching modelling, we showed that the teachers were able to 
retransform math-textbook problems mainly from the perspectives of the authenticity 
and formulation process. Furthermore, we indicated points to keep in mind when 
conducting the professional development program and the possibility of correction and 
expansion/integration of participants’ pedagogical content knowledge.  

Keywords : Mathematical modelling, Professional development, Mathematics textbook 
problem, Retransformation 

 

１１．． ははじじめめにに  
 新学習指導要領算数科・数学科（2017年・2018
年公示）では，数学的活動の一つとして「現実の

世界」と「数学の世界」を行き来する過程が重視

されている（中央教育審議会 2016）。こうした過

程は，数学的モデリング（以下，モデリング），す

なわち，「現実の世界における問題に対して，数学

の世界へと翻訳（数学化）し，数学的なモデルを

つくり（モデル化），数学的手法による解決（数学

的作業），さらに，得られた結果を現実の世界の場

面で解釈・検討を行う一連の活動」（川上 2018   
p. 350）として特徴づけられる。そのため，今後，

日頃の算数・数学の授業の中にモデリングを学習

過程として位置付けたり，指導の中でモデリング

の考え方を強調したりすることが一層求められ

てくると思われる。 
これまで，日本において小・中・高等学校段階

を対象としたモデリングの教材開発・授業・コン

テストに関する実践的研究は多く行われ，本学会

誌を始めとする国内の数学教育関連学会誌や書

籍等を通じてモデリングの教材開発や実践が発

信されてきた（e.g. 池田・渡邊 2010，二澤・守

屋・渡邉 2010，吉村・柳本 2011，川上・松嵜 2012，
西村 2012，柳本・宮川 2012，宮川ほか 4名 2014，
佐伯・松嵜・川上 2015，稲葉ほか 3 名 2016）。
しかしながら，多くの日本の教師にとってモデリ

ングやその指導の経験が乏しく，また，日本の算

数・数学教科書の中にはオーセンティック

（authentic：真正な，本物の）でオープンエンド

な問題が殆ど載っていない傾向とも相まって，一

般の小・中・高等学校では，モデリングの授業が

十分に浸透しているとは言い難い（池田 2010）。
したがって，モデリングに焦点を当てた授業がよ

り多くの小・中・高等学校の教師に実践されるよ
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うになるためには，モデリングの指導に関する教

員研修の研究が極めて重要となる。 
 モデリングの指導を行う上で教師にとっての

障壁の一つは「教材開発」であることが国内外で

指摘されている（三輪 1983，Schmidt 2012，
Blum 2015，Borromeo Ferri 2018）。そこで筆者

らは，モデリングの教材開発に関する教師の基礎

的な資質・能力を養うべく，算数・数学教科書の

問題を修正・改善することでモデリングの問題を

開発する教師教育の導入的方策に着目してきた

（e.g. 川上 2018，佐伯・川上・金児 2019）。算

数・数学教科書に着目するのは，それらが日本の

教師が行う教材研究において重要な参照源だか

らである（Fujii 2016）。そして，現実事象を取扱

った算数・数学教科書の問題からモデリングの問

題へ再教材化するための枠組みを開発してきた

（佐伯・川上・金児 2019）。しかしながら，その

枠組みの教員研修への適用可能性の実証はまだ

なされていない。 
そこで，本稿では，開発した枠組み（佐伯・川

上・金児 2019）に基づき教員研修プログラムを

開発・実践することを通して，算数・数学教科書

の問題からモデリングの問題への再教材化を目

指した教員研修の可能性を実証的に明らかにす

ることを目的とする。 
 
２２．． 研研究究のの枠枠組組みみ  
22..  11  モモデデリリンンググのの指指導導にに関関すするる教教員員研研修修  
 近年，様々なモデリングの指導の教員研修プロ

グラムが世界で実施され始めている（e.g. Cai et 
al. 2014，Schukajlow et al. 2018）。これらのプロ

グラムの多くは，モデリングの指導の初心者であ

る教師に対して，モデリングの指導の資質・能力

（知識や技能も含む）を育成することを目指して

いる点で共通しているものの，その育成の方策は

大きく二つに分けることができる。なお，先行研

究における教員研修プログラムでは，以下の二つ

の方策の一方を採用しているものもあれば，両方

を融合させているものもある。 
 一つ目の方策は，モデリングの活動自体の体験

を通じての育成である。定式化された算数・数学

の問題に慣れている学生や教師にとって，現実世

界の文脈の問題を算数・数学を用いて解決するこ

とは容易ではない（e.g. Ng 2017）。そのため，モ

デリングの活動を体験することを通して，現実世

界の問題を解決する能力を育成するだけでなく，

モデリングやモデリング教材などの意味や特性

について理解することに重きが置かれている（e.g. 
Borromeo Ferri 2018）。 
 もう一つの方策は，モデリングの教材や授業の

開発・分析の体験を通じての育成である。その体

験を通して，モデリングやその教材などの特性に

ついての理解を深めたり（e.g. Sevinc & Lesh 
2018），モデリングの問題を開発するための方策

（e.g. Kawakami, Saeki, & Kaneko 2018）やモ

デリングの指導における手立て（e.g. Tan & Ang 
2016）を教師自身が考案したりすることに重きが

置かれている。 
 さらに後者の方策については，教科書等に載っ

ている算数・数学の問題からモデリングの問題へ

と再教材化するアプローチが注目され始めてい

る（Borromeo Ferri 2018，Sevinc & Lesh 2018，
Maaß et al. 2018，川上 2018，佐伯・川上・金児 
2019，Garfunkel & Montgomery 2019）。モデリ

ング指導の初心者である教師にとって，新規にモ

デリング教材や授業を開発することが容易では

ないからである（e.g. Blum 2015）。教科書にある

既に定式化されている算数・数学の問題をオーセ

ンティックでオープンエンドなモデリングの問

題へと再教材化することで，モデリングの教材や

授業の開発の導入体験が期待できるわけである。

しかしながら，モデリングの指導を経験したこと

がない教師が，実際に教科書の算数・数学の問題

をどの程度までモデリングの問題へと再教材化

できるのかは十分に明らかになっていない。 
本研究では，再教材化する中に，開発したモデ

リングの問題の解決方法を想定する行為も含ま

れると考え，後者の方策に焦点を当てることで，

前者の方策も取り込む教員研修プログラムを設

計する。 
22..  22  算算数数・・数数学学のの教教科科書書のの問問題題ををモモデデリリンンググのの

問問題題へへとと再再教教材材化化すするるたためめのの枠枠組組みみ  
 佐伯・川上・金児（2019）では，現実の事象を

取扱った算数・数学教科書の問題を基に，モデリ

ング過程の部分に焦点を当てたモデリング教材

に作り替えるための枠組み（図 1）を開発してい
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る。ここでいう「現実の事象を取扱った算数・数

学教科書の問題」とは，小・中・高等学校の算数・

数学の教科書の中にある，数学的知識や技能の活

用をねらいとした問題，特に，大問と小問，それ

に関わる図版に限定する。  

 
図 1 モデリング過程の部分に焦点を当てたモデ

リング教材に作り替えるための枠組み  

（佐伯・川上・金児 2019 p. 224） 
枠組みの構成要素として，「教科書の問題の選

定」，「教科書の問題の分析」，「モデリング教材の

作成」の 3つの方法が設定され，各方法の中に視

点が設定されている。なお，実際の再教材化の行

為は，基本的に方法 1から方法 3へと線型的に推

移するが，既に行った方法の内容を振り返ったり，

各方法を相互に関連付けながら修正・改善したり

しながら進む場合も想定して，各方法の推移を双

方向の矢印で示している。 
 方法 1では，ある数学的知識の活用をねらいと
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目的（現象のしくみの理解，予測，最適解の導出，

数量化，測定）がその問題に内在するかという観

点が必要となる。 
 方法 2では，選定した問題の中にオーセンティ

ックな内容や，「現実の世界」と「数学の世界」の

行き来に当たる，定式化や数学的結論の解釈・検

討に関する内容が含まれているかを分析する。 
 方法 3では，欠けているモデリング過程の中か

ら焦点をあてる過程を決定し，その過程を顕在化

するようにモデリングの問題へと作り替える。定

式化の過程を顕在化する場合は，主に以下の作業

を行う：（a）「現実の世界」で解決すべき目的が明

確で，児童・生徒にとってオーセンティックな問

題にする，（b）教科書の問題の中に設定された仮

定や変数を削除することで，理想化・単純化され

た教科書の問題をより現実的な文脈を含んだ問

題にする。また，数学的結論の解釈・検討の過程
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問題解決がどのような仮定の基になされたのか

を振り返り明確化する問いを加える，（e）設定し

た仮定を変更して再度問題解決を行うなど，より

良い数学的モデルと解を得る問いを加える。 
 図 1の枠組みでは，方法 2 の教科書の問題の分
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される。また，方法 1に関しては，モデリングの

指導を経験したことがない教師にとって，モデリ

ングの問題に適した題材や教科書の原問題を自

ら選択することは容易ではないことが予期され

る（Schmidt 2012）。 
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たい。とりわけ，方法 3の（a）～（e）の 5つの
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問問題題へへとと再再教教材材化化すするるたためめのの枠枠組組みみ  
 佐伯・川上・金児（2019）では，現実の事象を

取扱った算数・数学教科書の問題を基に，モデリ

ング過程の部分に焦点を当てたモデリング教材

に作り替えるための枠組み（図 1）を開発してい
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22..  33  リリササーーチチ・・ククエエススチチョョンン（（RRQQ））  
モデリングの指導を経験したことがない教師

が，前述の教材化の視点をどのぐらい意識化して

モデリングの問題へ再教材化できるかどうかが，

本稿の目的である教員研修の可能性の実証に向

けた論点となる。そこで本稿では，以下の問いに

取組む： 
RQ：モデリングの指導を経験したことがない現

職教員が，算数・数学の教科書の問題をどの程度

までモデリングの問題へと再教材化できるのか。 
 
３３．． 研研究究のの方方法法  
  2. 3のRQに対する答を探究するために，RV1
～RV3-2 の 4 つの教材化の視点に基づいて，算

数・数学教科書の問題からモデリングの問題への

再教材化を目指した教員研修プログラムを設計・

実践し，研修のプロトコルや参加者が再教材化し

た問題や表記した記述を分析する。 
33..  11  研研修修のの実実施施時時期期・・参参加加者者・・ねねららいい  
教員研修プログラムは，2018年 8月に，第 1著

者の所属大学の教職センターと栃木県総合教育

センターが主催する「教職員サマーセミナー」の

枠の中で 1日（5時間 30分）実施した。この「教

職員セミナー」は，小学校・中学校・義務教育学

校，高等学校，特別支援学校等の教職員を対象と

した無料の公開講座であり，一部，県の中堅教諭

等資質向上研修の選択研修も兼ねている。 
研修担当者は，著者 3名である。参加者は 20名

であり，その構成は，栃木県内の小学校教員（8名），

中学校教員（10名），高等学校教員（1名），特別

支援学校教員（1名）であった。経験年数は「1～
5 年目」（4 名），「6～10 年目」（7 名），「11～20
年目」（3名），「21～30年目」（5名），「31年目以

上」（1名）と若手教員からベテラン教員までが混

ざっている構成である。なお，どの参加者も「現

実の世界」と「数学の世界」の行き来するような

授業は実践したことがないと答えていた。 
参加者に示した研修テーマは，「現実世界との

対話を大切にした算数・数学の授業づくり」と設

定した。また，研修の目的を，グループによる算

数・数学の授業づくりを通じて，「現実の世界」と

「数学の世界」の行き来という視点から教科書の

題材や発問，指導展開を捉え直すことと告知した。

ただし，現職教員にとって「モデリング」という

用語に馴染みがないことを考慮して，研修の告知

や研修内において「モデリング」という用語の代

わりに，「『現実の世界』から始まる問題解決」と

いう用語を使用した。 
33..  22  研研修修のの概概要要  
33..  22..  11  研研修修のの方方針針  
 本研究では，川上（2018）と同様に，教師の資

質・能力は教師の中で芽生えつつ移り変わるもの

として動的に捉え，相互作用させながら構成して

いく立場（Doerr & Lesh 2011）に立つ。そして，

本研修の方針として，以下の 2点を設定した。第

一に，トップダウン的な講義形式ではなく，参加

者自ら活動することを中心とし，その活動を大学

研究者である研修担当者が適宜支えるワークシ

ョップ形式で研修を進めることである。第二に，

様々な教師の考えや経験を表出し，共有し，相互

作用させることを意図し，担当する学校種と経験

年数をバランスよく混ぜたグループを構成し，グ

ループ活動を中心に進めることである。 
33..  22..  22  研研修修でで扱扱っったた算算数数・・数数学学教教科科書書のの問問題題  
 本研修の導入では，参加者に「現実の世界」を

意識して算数・数学の教科書の問題を捉え直すこ

との意義を考えてもらうために，図 2の余りのあ

るわり算の文章題（問題①）（橋本ほか 2015a    
p. 106）を用いた。問題①では，式の答えと余り

を現実場面と照らし合わせて解釈・検討すること

が求められている。さらに，問題①では，椅子に

何人ずつ座るという仮定や「現実の世界」の問題

を解決する目的（e.g. 発表会のために椅子を準備

する）が示されていないため，参加者がRV3-1の

視点やRV1の視点を意識化する契機になり得る。 

 
図 2 余りのあるわり算の文章題（問題①） 

（橋本ほか 2015a p. 106） 
 参加者に再教材化してもらう算数・数学教科書

の問題は 2つ用意した。一つ目は，小学校第 6学

年の単元「概形」の琵琶湖の面積を求める問題（問

題②）（橋本ほか 2015b p. 139）（図 3）である。

本問題では，単位面積で分けて合計することや概

形に着目した求積などが求められている。一方で，  
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図 3 琵琶湖の面積を求める問題（問題②） 

（橋本ほか 2015b p. 139） 
問題②では，「現実の世界」の問題を解決する目的

が示されていなかったり，琵琶湖の形状が単純化

されていたり，マス目が既に示されていたりする

ため，参加者がRV1の視点やRV2の視点を意識

化する契機になり得る。また，琵琶湖の面積を複

数の方法で求めた後に実際の面積とどれぐらい

近くなるのかを考えれば，RV3-1 の視点や RV3-
2 の視点も導出し得る。 
もう一つは，中学校第 3学年の単元「相似」の

木の高さを求める問題（問題③）（澤田ほか 2016 
p. 165）（図 4）である。こうした木の高さを求め

る問題は，小学校第 6 学年の単元「拡大・縮小」

にも載っている（e.g. 橋本ほか 2015b p. 114）。
問題③では，既習の相似の知識を活用することが

求められている。一方で，問題③では，「現実の世

界」の問題を解決する目的が示されていなかった

り，直角三角形や木の棒が示されていたりするた

め，参加者がRV1の視点やRV2の視点を意識化

 
図 4 木の高さを求める問題（問題③） 

（澤田ほか 2016 p. 165） 
する契機になり得る。また，「AC//DF は太陽光が

平行に降り注いでいることを意味する」といった

相似条件が使えるための仮定（条件）に着目すれ

ば，RV2 の視点だけでなく RV3-1 の視点も導出

し得る。さらに，木が垂直に立っているという仮

定を変更して木が斜面に立っている場面ではど

のように求められるのかを考えたりすれば，RV3-
2 の視点も導出し得る。 
33..  22..  33  研研修修ににおおけけるる活活動動  
 研修の流れと活動の概要を示したのが図5であ

る。研修は，導入・グループ活動・振り返りの 3
つから構成されている。導入と振り返りでは，一

斉による講義・説明と個人による活動を行った。 
 導入では，参加者個人で問題①を解いてもらい，

なぜそのように解いてよいのかを発表してもら

う中で，参加者は，「現実の世界」の問題を解決す

る目的が示されていないとその答えでよしとす

る意思決定ができないことに気付いた。さらに，

余りを切り上げて答える場合と余りを切り捨て

て答える場合の文章題を考えてもらう中でも，参

加者は解決の目的の重要性に着目していった。 

 本研修の趣旨を理解する（10分，一斉） 

 「余りのあるわり算の文章題」（問題①）を例として用いて，「現実の世界」を意識して算数・数学の教科書

の問題を捉え直すことの意義を考える（50分，一斉・個人） 

導導
入入  

ググルルーーププ活活動動①①（115分，グループ） 

 「琵琶湖のおよその面積を求める問題」（問題②）を「現実の世界」から始まる問題解決の力を育成する観

点から再教材化する 

 グループで模造紙に板書計画をかき，教材を作り替えた意図と簡単な授業展開の構想を発表・共有する 

ググルルーーププ活活動動②②（85分，グループ） 

 「木の高さを求める問題」（問題③）を「現実の世界」から始まる問題解決の力を育成する観点から再教材

化する 

 グループで模造紙に板書計画をかき，教材を作り替えた意図と簡単な授業展開の構想を発表・共有する 

ググ
ルル
ーー
ププ
活活
動動  

 自身のグループで再教材化した教材の特徴や意図を個人で振り返る（20分，個人） 

 セミナーの感想・アンケートを記入する（10分，個人） 

振振
返返
りり  

図 5 研修の流れと活動の概要（括弧は活動時間と活動形態） 

22..  33  リリササーーチチ・・ククエエススチチョョンン（（RRQQ））  
モデリングの指導を経験したことがない教師

が，前述の教材化の視点をどのぐらい意識化して

モデリングの問題へ再教材化できるかどうかが，

本稿の目的である教員研修の可能性の実証に向

けた論点となる。そこで本稿では，以下の問いに

取組む： 
RQ：モデリングの指導を経験したことがない現

職教員が，算数・数学の教科書の問題をどの程度

までモデリングの問題へと再教材化できるのか。 
 
３３．． 研研究究のの方方法法  
  2. 3のRQに対する答を探究するために，RV1
～RV3-2 の 4 つの教材化の視点に基づいて，算

数・数学教科書の問題からモデリングの問題への

再教材化を目指した教員研修プログラムを設計・

実践し，研修のプロトコルや参加者が再教材化し

た問題や表記した記述を分析する。 
33..  11  研研修修のの実実施施時時期期・・参参加加者者・・ねねららいい  
教員研修プログラムは，2018年 8月に，第 1著

者の所属大学の教職センターと栃木県総合教育

センターが主催する「教職員サマーセミナー」の

枠の中で 1日（5時間 30分）実施した。この「教

職員セミナー」は，小学校・中学校・義務教育学

校，高等学校，特別支援学校等の教職員を対象と

した無料の公開講座であり，一部，県の中堅教諭

等資質向上研修の選択研修も兼ねている。 
研修担当者は，著者 3名である。参加者は 20名

であり，その構成は，栃木県内の小学校教員（8名），

中学校教員（10名），高等学校教員（1名），特別

支援学校教員（1名）であった。経験年数は「1～
5 年目」（4 名），「6～10 年目」（7 名），「11～20
年目」（3名），「21～30年目」（5名），「31年目以

上」（1名）と若手教員からベテラン教員までが混

ざっている構成である。なお，どの参加者も「現

実の世界」と「数学の世界」の行き来するような

授業は実践したことがないと答えていた。 
参加者に示した研修テーマは，「現実世界との

対話を大切にした算数・数学の授業づくり」と設

定した。また，研修の目的を，グループによる算

数・数学の授業づくりを通じて，「現実の世界」と

「数学の世界」の行き来という視点から教科書の

題材や発問，指導展開を捉え直すことと告知した。

ただし，現職教員にとって「モデリング」という

用語に馴染みがないことを考慮して，研修の告知

や研修内において「モデリング」という用語の代

わりに，「『現実の世界』から始まる問題解決」と

いう用語を使用した。 
33..  22  研研修修のの概概要要  
33..  22..  11  研研修修のの方方針針  
 本研究では，川上（2018）と同様に，教師の資

質・能力は教師の中で芽生えつつ移り変わるもの

として動的に捉え，相互作用させながら構成して

いく立場（Doerr & Lesh 2011）に立つ。そして，

本研修の方針として，以下の 2点を設定した。第

一に，トップダウン的な講義形式ではなく，参加

者自ら活動することを中心とし，その活動を大学

研究者である研修担当者が適宜支えるワークシ

ョップ形式で研修を進めることである。第二に，

様々な教師の考えや経験を表出し，共有し，相互

作用させることを意図し，担当する学校種と経験

年数をバランスよく混ぜたグループを構成し，グ

ループ活動を中心に進めることである。 
33..  22..  22  研研修修でで扱扱っったた算算数数・・数数学学教教科科書書のの問問題題  
 本研修の導入では，参加者に「現実の世界」を

意識して算数・数学の教科書の問題を捉え直すこ

との意義を考えてもらうために，図 2の余りのあ

るわり算の文章題（問題①）（橋本ほか 2015a    
p. 106）を用いた。問題①では，式の答えと余り

を現実場面と照らし合わせて解釈・検討すること

が求められている。さらに，問題①では，椅子に

何人ずつ座るという仮定や「現実の世界」の問題

を解決する目的（e.g. 発表会のために椅子を準備

する）が示されていないため，参加者がRV3-1の

視点やRV1の視点を意識化する契機になり得る。 

 
図 2 余りのあるわり算の文章題（問題①） 

（橋本ほか 2015a p. 106） 
 参加者に再教材化してもらう算数・数学教科書

の問題は 2つ用意した。一つ目は，小学校第 6学

年の単元「概形」の琵琶湖の面積を求める問題（問

題②）（橋本ほか 2015b p. 139）（図 3）である。

本問題では，単位面積で分けて合計することや概

形に着目した求積などが求められている。一方で，  
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研修の中心となるグループ活動では，問題の再

教材化を 2回行った。4人ずつの 5グループ（G1
～G5）に分け，学校種段階に沿って問題②，問題

③の順に「『現実の世界』から始まる問題解決の力

を育てたいとすると，どう作り替えますか？」と

いう課題に協働的に取り組んでもらった。その際，

指導のねらいを意識化することを意図して，再教

材化した問題によって育成される資質・能力を考

えてもらった。また，限られた時間の中で授業案

を表出・共有しやすくすることを意図して，再教

材化した問題を用いた1時間分の授業のシナリオ

を模造紙に板書計画として表現してもらった。板

書計画には，めあて，再教材化した問題，まとめ

を最低限かいてもらった。 
グループ活動中の手だてとしては2つ設定した。

一つは，問題②と問題③と同一単元の他の教科書

会社の問題も用意し，必要に応じて参照してもら

うことで，問題②や問題③の問題場面の特徴や意

図について考えてもらった。もう一つは，グルー

プ活動中における研修担当者の介入である。例え

ば，議論が停滞している際には，研修担当者が教

材化の視点について助言したり，参加者から意図

する教材化の視点が出ている際には，研修担当者

がその視点を価値づけたりした。 
 各グループ活動の最後には，模造紙にかかれた

板書計画を用いて再教材化した問題，授業のねら

い，再教材化で工夫した点を全グループから発表

してもらい，研修担当者が教材化の視点と関連づ

けて各グループの再教材化の特徴をまとめた。 
 最後の振り返りでは，自身のグループで再教材

化した問題の特徴や意図を参加者個人で整理し

てもらった。 
33..  33  デデーータタ収収集集とと分分析析  
 本稿で用いるデータは，研修教室の後方に設置

された1台のビデオカメラで記録された研修全体

の様子の動画，動画から作成した研修のプロトコ

ル，各グループの板書計画がかかれた模造紙，各

参加者が研修の振返り時に記したワークシート

（記名）と感想シート（無記名）の記述である。 
 2. 3 の RQ「モデリング指導を経験したことが

ない現職教員が，算数・数学の教科書の問題をど

の程度までモデリングの問題へと再教材化でき

るのか」に答えるために，はじめに，板書計画が

記された模造紙とグループ発表におけるプロト

コルを用いて，グループ活動①とグループ活動②

において各グループが再教材化した問題の特徴

をまとめ，その問題や問題作成意図の中に

RV1~RV3-2 の 4 つの教材化の視点がどのように

含まれているのかを分析する。なお，再教材化し

た問題の中には，板書計画の中に「問題」や「め

あて」として記されているものだけではなく，授

業中の補助発問も含めることにする。次に，グル

ープ活動①とグループ活動②で再教材化したそ

れぞれの問題の特徴や意図について省察した各

自の記述から，上記の 4つの教材化の視点がグル

ープ活動からどのように個人へ転移しているの

かを分析する。最後に，研修後の感想記述を共通

する内容ごとにカテゴリーを作成し，各カテゴリ

ーに属する記述の特徴を分析する。 
 
４４．． 結結果果  
44..  11  各各ググルルーーププでで再再教教材材化化ししたた問問題題ににつついいてて  
44..  11..  11  ググルルーーププ活活動動①①  
グループ活動①では，3つのグループ（G1，G2，

G3）が「琵琶湖の面積と子どもが住んでいる市の

面積を比較する問題」に再教材化した。また，他

の 2つのグループは，琵琶湖の面積を求める問題

自体は替えずに，その問題に至る前の導入を工夫

した。具体的には，G4は，「琵琶湖の航空写真か

ら琵琶湖のおよその面積を予想する」導入を，G5
は，「既習の基本図形から発展させて基本図形以

外の複雑な図形でも面積を求められないかとい

う問いを引き出す」導入を考えていた。 
図 6 は，G2 の板書計画である。再教材化した

問題は「問題」「めあて」「例」で示されている。 

 
図 6 G2 の板書計画と再教材化した問題① 
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G2 は，「宇都宮市と比較しながら琵琶湖のおよそ

の面積をどのように求めればよいか考えよう」と

いう問題を設定し，図 3にあったマス目を取り除

いている。そして，複数の面積の求め方を比較・

検討する展開を想定している。 
また，表 1では，各グループが再教材化した問

題とその作成意図にみられる教材化の視点を示

している。RV1の視点は，3 つのグループが再教

材化した問題において確認することができた。ど

のグループも子どもが住んでいる市と琵琶湖の

面積を比較するといった子どもにとって身近な

場面に替えていた。RV2の視点は，2つのグルー

プが再教材化した問題において確認することが

できた。G2 は，子どもが現実の場面から数学的な

問題を設定する展開を行うために，図 3にあるマ

ス目を取り除いていた。また，G4 は，図 3 の琵

琶湖の形状が単純化されていることに気付き，授

業の中で「複雑な形から簡単な形へ簡略化する」

活動を取り入れるために，琵琶湖の航空写真に替

えていた。なお，G1とG3もG2 と同様に図 3に

あるマス目を取り除いていたが，その理由が定式

化の過程を顕在化させるためのものではなく，多

様な考えを引き出したり，およその面積を考える

必然性をつくったりする意図であったため，RV2

表 1 グループ活動①で作成した問題とその意図にみられる再教材化の視点 
 グループ 1(G1) グループ 2(G2) グループ 3(G3) グループ 4(G4) グループ 5(G5) 

RV1 琵琶湖と宇都宮市

の比較 
琵琶湖と宇都宮市

の比較 
琵琶湖と自分たち

の市の比較 
  

RV2  マス目なしで提示  琵琶湖の航空写真

の提示 
 

RV3-1      
RV3-2      

 
表 2 グループ活動②で作成した問題とその意図にみられる再教材化の視点 

 グループ 1(G1) グループ 2(G2) グループ 3(G3) グループ 4(G4) グループ 5(G5) 

RV1 木を切る場面と立

ち入り禁止区域の

設定 

校庭の木の高さの

推測からの導入 
学校のシンボルの

木の写真の提示 
キングウッドと校

舎との比較の場面

の設定 
 

木の高さを実測で

きないという限界

への気付きからの

導入 
RV2 • 点線や記号を削

除する 
• 必要な情報（数

値）を問う 
• 「現実の世界」

における点線の

意味（現実的な

仮定）を問う 
• 相似比が利用で

きる条件（数学

的な仮定）を問

う 

• 点線や記号を削

除する 
• 必要な情報を問

う 

• 点線や記号を削

除する 
• 必要な情報を問

う 
• 相似比が利用で

きる条件（数学

的な仮定）を問

う 

• 点線や記号を削

除する 
• 必要な情報を問

う 
 

• 点線や記号を削

除する 
• 測れるものを問

う 

RV3-1  相似比が利用でき

る条件（数学的な仮

定）を問う 

  • 「現実の世界」

における点線

の意味や測定

条件（現実的な

仮定）を問う 
• 相似比が利用

できる条件（数

学的な仮定）を

問う 
RV3-2      

 
 
 
 

研修の中心となるグループ活動では，問題の再

教材化を 2回行った。4人ずつの 5グループ（G1
～G5）に分け，学校種段階に沿って問題②，問題

③の順に「『現実の世界』から始まる問題解決の力

を育てたいとすると，どう作り替えますか？」と

いう課題に協働的に取り組んでもらった。その際，

指導のねらいを意識化することを意図して，再教

材化した問題によって育成される資質・能力を考

えてもらった。また，限られた時間の中で授業案

を表出・共有しやすくすることを意図して，再教

材化した問題を用いた1時間分の授業のシナリオ

を模造紙に板書計画として表現してもらった。板

書計画には，めあて，再教材化した問題，まとめ

を最低限かいてもらった。 
グループ活動中の手だてとしては2つ設定した。

一つは，問題②と問題③と同一単元の他の教科書

会社の問題も用意し，必要に応じて参照してもら

うことで，問題②や問題③の問題場面の特徴や意

図について考えてもらった。もう一つは，グルー

プ活動中における研修担当者の介入である。例え

ば，議論が停滞している際には，研修担当者が教

材化の視点について助言したり，参加者から意図

する教材化の視点が出ている際には，研修担当者

がその視点を価値づけたりした。 
 各グループ活動の最後には，模造紙にかかれた

板書計画を用いて再教材化した問題，授業のねら

い，再教材化で工夫した点を全グループから発表

してもらい，研修担当者が教材化の視点と関連づ

けて各グループの再教材化の特徴をまとめた。 
 最後の振り返りでは，自身のグループで再教材

化した問題の特徴や意図を参加者個人で整理し

てもらった。 
33..  33  デデーータタ収収集集とと分分析析  
 本稿で用いるデータは，研修教室の後方に設置

された1台のビデオカメラで記録された研修全体

の様子の動画，動画から作成した研修のプロトコ

ル，各グループの板書計画がかかれた模造紙，各

参加者が研修の振返り時に記したワークシート

（記名）と感想シート（無記名）の記述である。 
 2. 3 の RQ「モデリング指導を経験したことが

ない現職教員が，算数・数学の教科書の問題をど

の程度までモデリングの問題へと再教材化でき

るのか」に答えるために，はじめに，板書計画が

記された模造紙とグループ発表におけるプロト

コルを用いて，グループ活動①とグループ活動②

において各グループが再教材化した問題の特徴

をまとめ，その問題や問題作成意図の中に

RV1~RV3-2 の 4 つの教材化の視点がどのように

含まれているのかを分析する。なお，再教材化し

た問題の中には，板書計画の中に「問題」や「め

あて」として記されているものだけではなく，授

業中の補助発問も含めることにする。次に，グル

ープ活動①とグループ活動②で再教材化したそ

れぞれの問題の特徴や意図について省察した各

自の記述から，上記の 4つの教材化の視点がグル

ープ活動からどのように個人へ転移しているの

かを分析する。最後に，研修後の感想記述を共通

する内容ごとにカテゴリーを作成し，各カテゴリ

ーに属する記述の特徴を分析する。 
 
４４．． 結結果果  
44..  11  各各ググルルーーププでで再再教教材材化化ししたた問問題題ににつついいてて  
44..  11..  11  ググルルーーププ活活動動①①  
グループ活動①では，3つのグループ（G1，G2，

G3）が「琵琶湖の面積と子どもが住んでいる市の

面積を比較する問題」に再教材化した。また，他

の 2つのグループは，琵琶湖の面積を求める問題

自体は替えずに，その問題に至る前の導入を工夫

した。具体的には，G4は，「琵琶湖の航空写真か

ら琵琶湖のおよその面積を予想する」導入を，G5
は，「既習の基本図形から発展させて基本図形以

外の複雑な図形でも面積を求められないかとい

う問いを引き出す」導入を考えていた。 
図 6 は，G2 の板書計画である。再教材化した

問題は「問題」「めあて」「例」で示されている。 

 
図 6 G2 の板書計画と再教材化した問題① 
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の視点を確認することができなかった。 
44..  11..  22  ググルルーーププ活活動動②②  
 グループ活動②では，2 つのグループ（G2 と

G3）が「校庭の木の高さを求める問題」に再教材

化した。また，2つのグループ（G1とG4）が問

題場面を替えており，G1は「校庭の木を切ったと

きの最小の立ち入り禁止ゾーンの半径を求める

問題」に，G4は「校庭の木と校舎の高さを比較す

る問題」に替えた。残りのグループ（G5）は，木

の高さを求める問題自体は替えず，木の高さを実

測できないことを感得させて問題を導入するこ

とを考えていた。 
図 7 はG2 の板書計画である。再教材化した問

題は「問題」と「何が分かれば，求められる？」

として示されている。G2は，「校庭の木の高さを

求めよう。木の高さを求めるために必要な情報を

考えよう。」という問題を設定している。さらに，

まとめでは，相似比の関係が成り立つという仮定

の基に木の高さを計算できたことを明確化して

いる。 

 
図 7 G2 の板書計画と再教材化した問題② 
また，表 2では，各グループが作成した問題と

その作成意図にみられる教材化の視点を示して

いる。RV1の視点は，すべてのグループが再教材

化した問題において確認することができた。どの

グループも場面の現実性と子どもにとっての身

近さを強調していた。また，RV2の視点も，すべ

てのグループの問題において確認することがで

きた。どのグループも，現実の場面から数学的な

問題へと定式化する展開を行うために，図 4の木

のところに示されている点線と記号を削除し，解

決に必要な情報を子どもに問うことを考えてい

た。また，グループ発表のプロトコルから，2 つ

のグループ（G1とG3）は，数学的な処理を可能

にする仮定（数学的な仮定）を子どもに意識化さ

せるために，平行とみなすといった相似比が利用

できる条件を考えさせる補助発問を考えていた。

さらに，G1は，問題解決の前に，点線が「現実の

世界」では太陽光線を表しているという現実的な

仮定を意識化させる補助発問も考えていた。一方，

G2 と G5 は，問題解決後に現実的な仮定（G5）
や数学的な仮定（G2，G5）を意識化させる補助発

問を考えており，RV3-1の視点を確認することが

できた。 
44..  22  研研修修のの振振りり返返りりのの記記述述ににつついいてて  
 グループ活動①②で再教材化したそれぞれの

問題の特徴や意図についての各自の振り返りの

記述内容の中に，どのような教材化の視点がみら

れたかをまとめたものが表 3 である。なお，記述

内容が複数のカテゴリーに跨るものは，各カテゴ

リーで 1件ずつとして数えた。   
振り返りの記述では，4 つの教材化の視点がみ

られ，RV1の視点が最も多かった。RV1の視点に

該当する記述は，問題の真正化について言及して

いるものであり，大きく2つに分かれた。一つは，

子どもにとっての解決の必然性や馴染みのある

問題場面にする工夫について指摘した記述（例 1）
である。もう一つは，当該の問題だけでなく他の

日常場面にも生かせるような問題にする工夫に

ついて指摘した記述（例 2）である。 
 RV2の視点に該当する記述は，定式化の過程の

顕在化について言及しているものである。例えば，

子どもと問題を定式化していくために，解決に必

要な情報を最初からすべて与えず子どもに問い

かける工夫について指摘した記述（例 3）である。

他には，問題場面の中で理想化・単純化されてい

る要素を同定し，より「現実の世界」に近くなる

ように変更または追加・削除した工夫について指

摘した記述（例 4）がみられた。 
 RV3-1の視点に該当する記述は，問題解決の結

果の振り返りについて言及しているものであり，

大きく 2つに分かれた。一つは，問題解決の背後

にある仮定について意識化させる工夫について

指摘した記述（例 5）である。もう一つは，数学

的な結果と「現実の世界」とを比較し，その差が

生じた原因について目を向けさせる工夫につい

て指摘した記述（例 6）である。 
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 RV3-2の視点は，よりよい問題解決について言

及している記述である。例7 の記述では，より厳

密な答えを求める方法について考えさせる工夫

について言及している。 
44..  33  研研修修後後のの感感想想記記述述ににつついいてて  
 研修後の感想記述を類型化したものが表4であ

る。なお，記述内容が複数のカテゴリーに跨るも

のは，各カテゴリーで 1件ずつとして数えた。 
 感想記述は 4つに分類された。【教材研究・指導

の改善】は，教材研究や授業づくりの改善に向け

た視点や姿勢について言及しているものである。

例えば，問題の設定に一工夫を加えることで，計

算等を中心とした数学の問題から子どもにとっ

て身近な問題に再教材化することについて述べ

た記述（例 8）や，授業の中で子どもにとって身

近な場面を取り上げることを心掛けることにつ

いて述べた記述（例 9）があった。 

 【「現実の世界」とのつながり】は，子どもが学

習する算数・数学と「現実の世界」とのつながり

について言及しているものである。例えば，目的

意識や必然性の重要性について述べた記述（例 10）
や研修で扱った以外の算数・数学の内容と「現実

の世界」とのつながりについて述べた記述（例 11）
があった。 
 【交流】は，例 12の記述のように，研修の中で

異校種の教員と交流したり，協働したりしたこと

について評価しているものである。 
 
５５．． 議議論論  
55..  11  モモデデリリンンググのの問問題題へへ再再教教材材化化すするるここととのの程程

度度  
各グループで再教材化した問題の特徴の分析

（表 1 と表 2）からは，グループ活動①よりもグ

ループ活動②の方が，教材化の視点が多く導出さ

表 3 個人の振り返りの記述にみられる再教材化の視点（研修に参加した20名対象） 

カテゴリー 記述例（括弧は教員年数と学校種，所属したグループの番号） 件数 

RV1 （例 1）子どもたちが解決の必要性を感じるような内容を問題文につけ加えることで，日常

生活から課題を見いだす授業になった（1~5年目の中学校教諭，G4） 
（例 2）問題だけにおさまらず，日常の場面で応用できるような流れにした（1~5 年目の中

学校教諭，G1） 

23 

RV2 （例3）情報制限し，必要な情報を考えさせる（6~10年目の中学校教諭，G2） 
（例4）略図ではなく航空写真等を利用（1~5年目の中学校教諭，G4） 

15 

RV3-1 （例5）直観的に計算してしまうだけでなく，「なぜそうなるのか」と説明することを通して，

相似の日常生活での利用や根拠をより比較理解できる（1~5年目の特別支援学校教諭，G3） 
（例6）なぜ誤差が起き得るのかを考えさせる（1~5年目の高校教諭，G5） 

7 

RV3-2 （例 7）実際出したおよその面積から，厳密にはどのぐらいなのか，それを求めるにはどう

したらよいのかを（考えさせる）（括弧筆者）（6~10年目の小学校教諭，G3） 
1 

 
表 4 研修後の感想記述の類型（研修に参加した20名対象） 

カテゴリー 記述例 件数 

【教材研究・  

指導の改善】 

（例 8）日頃数学の世界の問題としてのみ扱って，計算して終わりにしていた場面でも，問

題の設定を少し工夫するだけで生徒にとって現実の世界のものとして捉えることができ，数

学的活動の幅が広がるということが理解できた。 
（例 9）どうしても問題のために問題を作って演習していたことにおかしいとは思いながら

も，数学ってそういうものと考えてしまっていました。今後の指導では「日常」をテーマに

授業をくみたいと思います。 

13 

【現実の世界  

との 

つながり】 

（例10）現実的に必然性のない課題や，現実では成り立たない数学の世界の問題を暗黙のま

まに取組ませている日常に気づくことができた。目的意識や必然性をもたせる大切さを改め

て感じられた。 
（例11）高校の中でも発想として近い内容が多くあり，現実とのリンクを改めて感じた。（相

似と三角比は似ているので転移できるなと感じました） 

6 

【交流】 （例12）異校種が一つの課題に対して話し合う機会をもてたことがよかったです。 6 
その他 （例13）小・中・高校での数学教育の実情の情報交換の場があるといいかなと思いました。 3 

 
 
 
 
 

の視点を確認することができなかった。 
44..  11..  22  ググルルーーププ活活動動②②  
 グループ活動②では，2 つのグループ（G2 と

G3）が「校庭の木の高さを求める問題」に再教材

化した。また，2つのグループ（G1とG4）が問

題場面を替えており，G1は「校庭の木を切ったと

きの最小の立ち入り禁止ゾーンの半径を求める

問題」に，G4は「校庭の木と校舎の高さを比較す

る問題」に替えた。残りのグループ（G5）は，木

の高さを求める問題自体は替えず，木の高さを実

測できないことを感得させて問題を導入するこ

とを考えていた。 
図 7 はG2 の板書計画である。再教材化した問

題は「問題」と「何が分かれば，求められる？」

として示されている。G2は，「校庭の木の高さを

求めよう。木の高さを求めるために必要な情報を

考えよう。」という問題を設定している。さらに，

まとめでは，相似比の関係が成り立つという仮定

の基に木の高さを計算できたことを明確化して

いる。 

 
図 7 G2 の板書計画と再教材化した問題② 
また，表 2では，各グループが作成した問題と

その作成意図にみられる教材化の視点を示して

いる。RV1の視点は，すべてのグループが再教材

化した問題において確認することができた。どの

グループも場面の現実性と子どもにとっての身

近さを強調していた。また，RV2の視点も，すべ

てのグループの問題において確認することがで

きた。どのグループも，現実の場面から数学的な

問題へと定式化する展開を行うために，図 4の木

のところに示されている点線と記号を削除し，解

決に必要な情報を子どもに問うことを考えてい

た。また，グループ発表のプロトコルから，2 つ

のグループ（G1とG3）は，数学的な処理を可能

にする仮定（数学的な仮定）を子どもに意識化さ

せるために，平行とみなすといった相似比が利用

できる条件を考えさせる補助発問を考えていた。

さらに，G1は，問題解決の前に，点線が「現実の

世界」では太陽光線を表しているという現実的な

仮定を意識化させる補助発問も考えていた。一方，

G2 と G5 は，問題解決後に現実的な仮定（G5）
や数学的な仮定（G2，G5）を意識化させる補助発

問を考えており，RV3-1の視点を確認することが

できた。 
44..  22  研研修修のの振振りり返返りりのの記記述述ににつついいてて  
 グループ活動①②で再教材化したそれぞれの

問題の特徴や意図についての各自の振り返りの

記述内容の中に，どのような教材化の視点がみら

れたかをまとめたものが表 3 である。なお，記述

内容が複数のカテゴリーに跨るものは，各カテゴ

リーで 1件ずつとして数えた。   
振り返りの記述では，4 つの教材化の視点がみ

られ，RV1の視点が最も多かった。RV1の視点に

該当する記述は，問題の真正化について言及して

いるものであり，大きく2つに分かれた。一つは，

子どもにとっての解決の必然性や馴染みのある

問題場面にする工夫について指摘した記述（例 1）
である。もう一つは，当該の問題だけでなく他の

日常場面にも生かせるような問題にする工夫に

ついて指摘した記述（例 2）である。 
 RV2の視点に該当する記述は，定式化の過程の

顕在化について言及しているものである。例えば，

子どもと問題を定式化していくために，解決に必

要な情報を最初からすべて与えず子どもに問い

かける工夫について指摘した記述（例 3）である。

他には，問題場面の中で理想化・単純化されてい

る要素を同定し，より「現実の世界」に近くなる

ように変更または追加・削除した工夫について指

摘した記述（例 4）がみられた。 
 RV3-1の視点に該当する記述は，問題解決の結

果の振り返りについて言及しているものであり，

大きく 2つに分かれた。一つは，問題解決の背後

にある仮定について意識化させる工夫について

指摘した記述（例 5）である。もう一つは，数学

的な結果と「現実の世界」とを比較し，その差が

生じた原因について目を向けさせる工夫につい

て指摘した記述（例 6）である。 
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れたことが分かる。特に，RV1 の視点と RV2 の

視点については，グループ活動①では，一部のグ

ループしか着目していなかったが，グループ活動

②では，すべてのグループで着目することができ

ていた。また，個人の振り返りの結果（表 3）に

おいても，RV1 の視点と RV2 の視点に関する記

述が相対的に多かった。これらのことから，モデ

リングの指導を経験していない教師にとって，算

数・数学教科書の問題を問題の真正化の視点

（RV1）や定式化の過程の顕在化の視点（RV2）
から再教材化することは理解し得る内容である

ことが示唆される。 
一方で，RV3-1の視点は，グループ活動②にお

いて一部のグループしか着目しておらず，RV3-2
の視点に限ってはグループ活動①②において着

目したグループはみられなかった。また，個人の

振り返りの結果（表 3）においても，RV3-1 の視

点と RV3-2 の視点に関する記述が相対的に少な

かった。ただし，グループ活動②でみられたよう

に，教師が想定する授業展開によって RV2 の視

点とRV3-1の視点に分かれる場合がある。すなわ

ち，子どもに問題解決の前に仮定を意識化させる

のか，あるいは問題解決の後に仮定を意識化させ

るのかによって視点が分かれる場合がある。以上

のことから，モデリングの指導を経験していない

教師にとって，算数・数学教科書の問題を数学的

結論の解釈・検討の過程の顕在化の視点（RV3）
から再教材化することはイメージしづらい可能

性があることが示唆される。図 1の枠組み（佐伯・

川上・金児 2019）で言えば，方法 3 において，

モデリング過程に則って「視点 1」と「視点 2」が

並列的に記述されているが，モデリングの指導を

経験していない教師にとっては，同レベルの視点

ではない可能性があり，今後枠組みを精緻化して

いく余地がある。 
55..  22  教教材材化化のの視視点点のの導導出出をを意意図図ししたた教教員員研研修修のの

留留意意点点  
教材化の視点の導出を意図した教員研修を行

う上で，2 つの留意点が示唆される。一つは，研

修で扱う算数・数学教科書の問題の選択である。

本研修で用いた問題②と問題③には，どちらも図

が添えられていた。そのため，問題②では，琵琶

湖の形状やマス目，問題③では，太陽光を示す点

線や頂点の記号といったように，図の中に理想

化・単純化や記号化されている要素に着目するこ

とで，教科書の問題が既に定式化されていると捉

えるグループがみられた。さらに，グループ活動

①の全体共有で琵琶湖の形状やマス目に着目し

たことで，それまで問題の図に着目していなかっ

たグループもグループ活動②で木の図に着目し

ていた。これらの点が RV2 の視点の導出につな

がっている可能性もある。ただし，今後，算数・

数学教科書の問題の絵や図の有無が，教師の教材

化の視点の導出にどのように影響を及ぼすのか

をさらに研究していく必要がある。 
もう一つは，問題を作り替える意図の見取りで

ある。グループ活動①において，およその面積を

求める必然性をつくるためや概形を捉えさせる

ためといった指導したい算数・数学の内容の視点

に基づいて，琵琶湖のマス目を削除していたグル

ープがいた。このことから，問題に対する同じ変

換操作をしていても，その意図がモデリングに関

するものとは限らないことが示唆される。そのた

め，本稿のように，問題の作り替えた部分とその

意図を合わせて見取ることが研修において重要

となる。 
55..  33  教教授授学学的的内内容容知知のの修修正正やや拡拡張張・・統統合合のの可可  

能能性性  
 個人の振り返り記述の分析（表 3）や感想記述

の分析（表 4）からは，算数・数学教科書の問題

からモデリングの問題へ再教材化する活動は，参

加者が有している教授学的内容知（PCK: 
Pedagogical Content Knowledge）（Ball et al. 
2008）を 4つの教材化の視点（RV1～RV3-2）か

ら部分的に修正したり，あるいは，拡張・統合し

たりすることにもつながり得ることが示唆され

る。 
例えば，例 3にあるような「必要な条件や情報

を子どもに考えさせる」ことは，「数学の世界」に

特化した問題解決の中でも指導方法として行わ

れ得る（Hino 2007）。このことは，「現実の世界」

から始まる問題解決にも通じており，モデリング

で言うところの定式化の過程の顕在化，すなわち

RV2の視点の導出につながる。同様なことは，例

5 にあるような「数学的な手法を用いる根拠を考

えさせること」にも言える。このことは，モデリ
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ングの文脈で言えば，「仮定の意識化」（清野 2006）
に相当し，モデリング過程のどこで仮定を意識化

するかによって定式化の過程や数学的結論の解

釈・検討の過程の顕在化，すなわちRV2の視点や

RV3の視点の導出につながる。 
日本の教師が教材研究の際に参照する基本的

な資料が教科書の問題である実態（Fujii 2016）
を踏まえると，こうした参加者の既有知識を生か

したボトムアップ的な学びを実現できたのは，算

数・数学教科書の問題を研修での考察対象とした

ことによって，参加者は自身が普段行っている算

数・数学の授業経験と重ね合わせながら活動を行

うことができたからだと考えられる。 
 
６６．． おおわわりりにに  
本稿では，算数・数学教科書の問題から数学的

モデリングの問題への再教材化を目指した教員

研修の可能性を実証的に明らかにすることを目

的とした。モデリングの指導を経験したことがな

い教員を対象とした研修を実施し，参加者が再教

材化した問題やワークシート記述等を分析した

結果，以下の 3つの知見を得た。 
 第一に，参加者は，主に問題の真正化の視点

（RV1）や定式化の過程の顕在化の視点（RV2）
から算数・数学の教科書の問題をモデリングの問

題へと再教材化することはできることが事例的

に明らかとなった。一方で，モデリングの指導を

経験していない教師にとって，数学的結論の解

釈・検討の過程の顕在化の視点（RV3）から再教

材化することはイメージしづらい可能性がある

ことが示唆された。 
 第二に，前述の再教材化の視点の導出を目指し

た教員研修を行う上で2つの留意点が示唆された。

一つは，参加者が教科書の問題の中で定式化され

ている要素に着目しやすいように，研修で扱う算

数・数学教科書の問題を選択することである。も

う一つは，参加者が行った同じ問題の変換の操作

であっても，その意図がモデリングに関わるもの

とは限らないため，問題の作り替えた部分とその

意図を合わせて見取ることである。 
 第三に，算数・数学教科書の問題からモデリン

グの問題へ再教材化する活動は，参加者が有する

PCKを，研修を通して導出した 4つの視点（RV1

～RV3-2）から部分的に修正したり，あるいは，

拡張・統合したりすることにつながり得ることが

示唆された。日本の教師が教材研究の基本的な資

料としてよく用いる算数・数学教科書の問題を研

修での考察対象としたことで，参加者は自身が普

段行っている算数・数学の授業経験と重ね合わせ

ながら活動を行うことができた。 
 ただし，本稿では，参加者が再教材化した結果

を中心に分析したため，今後，再教材化していく

プロセスも詳細に分析していく必要がある。また，

本研究では，図 1の枠組み（佐伯・川上・金児 2019）
の方法 3 に焦点をあてたため，方法 1「教科書の

問題の選定」も含めた教員研修を設計・実施し，

教師がどのように問題を選定し，分析し，モデリ

ングの問題へと再教材化していくことができる

のかを明らかにしていくことも今後の課題であ

る。 
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本研修で用いた問題②と問題③には，どちらも図

が添えられていた。そのため，問題②では，琵琶

湖の形状やマス目，問題③では，太陽光を示す点

線や頂点の記号といったように，図の中に理想

化・単純化や記号化されている要素に着目するこ

とで，教科書の問題が既に定式化されていると捉
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たことで，それまで問題の図に着目していなかっ

たグループもグループ活動②で木の図に着目し

ていた。これらの点が RV2 の視点の導出につな

がっている可能性もある。ただし，今後，算数・

数学教科書の問題の絵や図の有無が，教師の教材

化の視点の導出にどのように影響を及ぼすのか

をさらに研究していく必要がある。 
もう一つは，問題を作り替える意図の見取りで

ある。グループ活動①において，およその面積を

求める必然性をつくるためや概形を捉えさせる

ためといった指導したい算数・数学の内容の視点

に基づいて，琵琶湖のマス目を削除していたグル

ープがいた。このことから，問題に対する同じ変

換操作をしていても，その意図がモデリングに関

するものとは限らないことが示唆される。そのた

め，本稿のように，問題の作り替えた部分とその

意図を合わせて見取ることが研修において重要

となる。 
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能能性性  
 個人の振り返り記述の分析（表 3）や感想記述

の分析（表 4）からは，算数・数学教科書の問題
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加者が有している教授学的内容知（PCK: 
Pedagogical Content Knowledge）（Ball et al. 
2008）を 4つの教材化の視点（RV1～RV3-2）か

ら部分的に修正したり，あるいは，拡張・統合し
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RV2の視点の導出につながる。同様なことは，例

5 にあるような「数学的な手法を用いる根拠を考

えさせること」にも言える。このことは，モデリ

－ 45 －



38th Conference of the International Group 
for the Psychology of Mathematics 
Education and the 36th Conference of the 
North American Chapter of the Psychology 
of Mathematics Education (Vol.1), 
Vancouver, Canada: PME, pp. 145-172, 
2014. 

中央教育審議会，幼稚園, 小学校, 中学校, 高等   
学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善及び必要な方策等について(答申)，2016． 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/cch
uky/chukyo0/toushin/1380731.htm （ 2020
年 1月 15日現在） 

Doerr, H. M., & Lesh, R., Models and modelling    
perspectives on teaching and learning 
mathematics in the twenty-first century. In 
G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, & 
G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and 
learning of mathematical modelling, New 
York: Springer, pp. 247-268, 2011. 

Fujii, T., Designing and adapting tasks in lesson  
planning: A critical process of Lesson Study. 
ZDM Mathematics Education, Vol. 48, No. 
4, pp. 411-423, 2016. 

Garfunkel, S., & Montgomery, M. (Eds.), 
Guidelines for assessment and instruction 
in mathematical modeling education 
(GAIMME) (2nd Edition). Boston/ 
Philadelphia: COMAP/ SIAM, 2019. 

橋本吉彦ほか，新版 たのしい算数 3，大日本図書， 
2015a. 

橋本吉彦ほか，新版 たのしい算数 6，大日本図書，

2015b. 
Hino, K., Toward the problem-centered 

classroom: Trends in mathematical 
problem solving in Japan, ZDM 
Mathematics Education, Vol. 39, No. 5-6, 
pp. 503-514, 2007. 

池田敏和，数学的モデル化；日本数学教育学会

（編），数学教育学研究ハンドブック，東洋館

出版社，pp. 272–281，2010. 
池田敏和・渡邊公夫，図形領域における複数の下 

位体系を行き来する活動に焦点を当てた教

材開発，数学教育学会誌，Vol. 51，No. 1-2，
pp. 39-50，2010. 

稲葉芳成・河﨑哲嗣・黄瀬正敏・柳本哲，高等学

校における数学的モデリングに関する実践

事例－モデリング・チャレンジプログラムの

記録－，科学教育研究，Vol. 40，No. 2，pp. 
186-197，2016. 

川上貴，数学的モデリング指導に向けた小学校教

師の算数教科書の問題をみる視点の形成，科

学教育研究，Vol. 42，No. 4，pp. 350-365，
2018. 

川上貴・松嵜昭雄，小学校における数学的モデリ

ングの指導の新たなアプローチ－現実世界

の課題場面からの問題設定に焦点をあてて

－，日本数学教育学会誌，Vol. 94，No. 6，pp. 
2-12，2012． 

Kawakami, T., Saeki, A., & Kaneko, M., 
Secondary teachers constructing 
perspectives on developing mathematical 
modelling problems: Use of a modelling 
diagram for ‘Kyozaikenkyu’, Proceedings 
of the 8th ICMI-East Asia Regional 
Conference on Mathematics Education 
(Vol.1), Taipei, Taiwan: EARCOME, pp. 
502-512, 2018. 

Maaß, J., O’Meara, N., Johnson, P., & 
O’Donoghue, J., Mathematical modelling 
for teachers: A practical guide to applicable 
mathematics education, Cham: Springer, 
2018. 

三輪辰郎，数学教育におけるモデル化についての

一考察，筑波数学教育研究，Vol. 2，pp. 117–
125，1983. 

宮川敏之・深尾武史・谷口和成・渡邉伸樹・柳本

哲，数学的モデリングにおける理科的問題の

可能性－中学生対象の台車実験を通した学

習－，数学教育学会誌，Vol. 55，No. 1-2，pp. 
11-20，2014. 

Ng, K. E. D., Empowering teachers to use open-
ended real-world tasks in primary 
mathematics classrooms. In B. Kaur & N. 
H. Lee (Eds.), Empowering mathematics 
learners, Singapore: World Scientific 

－ 46 －



Publishing, pp. 271–294, 2017. 
二澤善紀・守屋誠司・渡邉伸樹，中等教育段階に

おける学校数学に必要な関数教育に関する

一考察－2 変数関数と数学的モデリング－，

数学教育学会誌，Vol. 51，No. 1-2，pp. 15-
24，2010. 

西村圭一，数学的モデル化を遂行する力を育成す

る教材開発とその実践に関する研究，東洋館

出版社，2012. 
佐伯昭彦・川上貴・金児正史，算数・数学教科書

の応用問題を数学的モデリングの教材に作

り替えるための枠組みに関する一考察，科学

教育研究，Vol. 43，No. 3，pp. 220-232，2019. 
佐伯昭彦・松嵜昭雄・川上貴，円柱上の螺旋に関

する探究活動を系統的に実現する教材の一

考察－小学校から高等学校までの系統性を

志向して－，数学教育学会誌，Vol. 56，No. 
1-2，pp. 1-14，2015. 

澤田利夫ほか，中学数学 3，教育出版. 
Schmidt, B., Modelling in mathematics class-

rooms: Motives and obstacles from the 
teachers perspective, Hildesheim & Berlin: 
Franzbecker, 2012. 

Schukajlow, S., Kaiser, G., & Stillman, G., 
Empirical research on teaching and 
learning of mathematical modelling: A 
survey on the current state-of-the-art. ZDM 
Mathematics Education, Vol. 50, No. 1-2, 
pp. 5–18, 2018. 

清野辰彦，学校数学における数学的モデル化の学

習指導に関する研究－「仮定の意識化」に焦

点をあてて－，東京学芸大学大学院連合博士

論文，2006. 
Sevinc, S., & Lesh. R., Training mathematics 

teachers for realistic math problems: A case 
of modeling-based teacher education 
courses, ZDM Mathematics Education, Vol. 
50, No. 1-2, pp. 301–314, 2018. 

Tan, L. S., & Ang, K. C., A school-based 
professional development programme for 
teachers of mathematical modelling in 
Singapore. Journal of Mathematics 
Teacher Education, Vol. 19, No. 5, pp. 399-

432, 2016. 
柳本哲・宮川敏之，数学的モデリングにおける条

件設定と検証－太陽光パネルによる家庭発

電問題から－，数学教育学会誌，Vol. 53，No. 
1-2，pp. 15-24，2012. 

吉村昇・柳本哲，数学的モデリングの実践研究（Ⅱ）

－「年金税」問題を題材にして－，数学教育

学会誌，Vol. 52，No. 1-2，pp. 49-58，2011. 

38th Conference of the International Group 
for the Psychology of Mathematics 
Education and the 36th Conference of the 
North American Chapter of the Psychology 
of Mathematics Education (Vol.1), 
Vancouver, Canada: PME, pp. 145-172, 
2014. 

中央教育審議会，幼稚園, 小学校, 中学校, 高等   
学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善及び必要な方策等について(答申)，2016． 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/cch
uky/chukyo0/toushin/1380731.htm （ 2020
年 1月 15日現在） 

Doerr, H. M., & Lesh, R., Models and modelling    
perspectives on teaching and learning 
mathematics in the twenty-first century. In 
G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, & 
G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and 
learning of mathematical modelling, New 
York: Springer, pp. 247-268, 2011. 

Fujii, T., Designing and adapting tasks in lesson  
planning: A critical process of Lesson Study. 
ZDM Mathematics Education, Vol. 48, No. 
4, pp. 411-423, 2016. 

Garfunkel, S., & Montgomery, M. (Eds.), 
Guidelines for assessment and instruction 
in mathematical modeling education 
(GAIMME) (2nd Edition). Boston/ 
Philadelphia: COMAP/ SIAM, 2019. 

橋本吉彦ほか，新版 たのしい算数 3，大日本図書， 
2015a. 

橋本吉彦ほか，新版 たのしい算数 6，大日本図書，

2015b. 
Hino, K., Toward the problem-centered 

classroom: Trends in mathematical 
problem solving in Japan, ZDM 
Mathematics Education, Vol. 39, No. 5-6, 
pp. 503-514, 2007. 

池田敏和，数学的モデル化；日本数学教育学会

（編），数学教育学研究ハンドブック，東洋館

出版社，pp. 272–281，2010. 
池田敏和・渡邊公夫，図形領域における複数の下 

位体系を行き来する活動に焦点を当てた教

材開発，数学教育学会誌，Vol. 51，No. 1-2，
pp. 39-50，2010. 

稲葉芳成・河﨑哲嗣・黄瀬正敏・柳本哲，高等学

校における数学的モデリングに関する実践

事例－モデリング・チャレンジプログラムの

記録－，科学教育研究，Vol. 40，No. 2，pp. 
186-197，2016. 

川上貴，数学的モデリング指導に向けた小学校教

師の算数教科書の問題をみる視点の形成，科

学教育研究，Vol. 42，No. 4，pp. 350-365，
2018. 

川上貴・松嵜昭雄，小学校における数学的モデリ

ングの指導の新たなアプローチ－現実世界

の課題場面からの問題設定に焦点をあてて

－，日本数学教育学会誌，Vol. 94，No. 6，pp. 
2-12，2012． 

Kawakami, T., Saeki, A., & Kaneko, M., 
Secondary teachers constructing 
perspectives on developing mathematical 
modelling problems: Use of a modelling 
diagram for ‘Kyozaikenkyu’, Proceedings 
of the 8th ICMI-East Asia Regional 
Conference on Mathematics Education 
(Vol.1), Taipei, Taiwan: EARCOME, pp. 
502-512, 2018. 

Maaß, J., O’Meara, N., Johnson, P., & 
O’Donoghue, J., Mathematical modelling 
for teachers: A practical guide to applicable 
mathematics education, Cham: Springer, 
2018. 

三輪辰郎，数学教育におけるモデル化についての

一考察，筑波数学教育研究，Vol. 2，pp. 117–
125，1983. 

宮川敏之・深尾武史・谷口和成・渡邉伸樹・柳本

哲，数学的モデリングにおける理科的問題の

可能性－中学生対象の台車実験を通した学

習－，数学教育学会誌，Vol. 55，No. 1-2，pp. 
11-20，2014. 

Ng, K. E. D., Empowering teachers to use open-
ended real-world tasks in primary 
mathematics classrooms. In B. Kaur & N. 
H. Lee (Eds.), Empowering mathematics 
learners, Singapore: World Scientific 

－ 47 －


