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1. はじめに 

OECDのPISA調査や中教審の新学習指導要領の議論にもみられるように、数学を現実世界で活用する能

力を育成することの重要性がさかんに強調されている。このことは、政府の「AI戦略2019」でも次のよ

うな形で述べられている。 

「数理・データサイエンス・AI」に関する知識・技能と、 人文社会芸術系の教養をもとに、新しい社

会の在り方や製品・ サービスをデザインする能力が重要であり、これまでの教育方法の抜本的な改

善と、STEAM教育などの新たな手法の導入・ 強化、さらには、実社会の課題解決的な学習を教科横

断的に行うことが不可欠となる。まずは、様々な社会課題と理科・数学の関係を早い段階からしっか

りと理解し、理科・数学の力で解決する思考の経験が肝要である。 

数学を現実世界で活用する場面では、現実の事象を数学に捉えて数学でモデルをつくる活動、いわゆる

数学的モデリング（Mathematical Modelling）が必要となる。しかし、数学的モデリングは、従来の数学

教育では問われない思考過程を含むため、その教育ではこれまでの数学教育にはない難しさに直面する

ことになる。そして、数学的モデリングに慣れていないのは、生徒・学生だけでなく、数学教員も同様

である。本稿では、とくに教員側に焦点を当て、数学的モデリング教育のために求められる教員の能力・

態度について考えてみたい。 

2. 数学的モデリング過程と数学的モデリング問題 

2.1. 数学的モデリング過程  (Mathematical Modelling Process)とは 

数学的モデリング過程は、大雑把に言えば、現実の問題を数学的に捉えて数学の問題として定式化し、

定式化された数学の問題を解くことで現実の問題にアプローチする、問題解決のための思考サイクルで

あるが、その思考過程のモデルとしては様々なものが提案されている。以下では、代表的なものをいく

つか紹介しよう。 

 

図1. OECD (2013, 2017)  



 

 

 

図1は、OECD (2013, 2017) がPISA調査の枠組みで用いた数学的モデリング過程とそれが用いられる場面

についての概念図である。数学的モデリング過程の図式はあっさりしているが、数学的モデリング場面

を、数学内での思考と、数学外（現実世界）での思考の二重構造にしている点に特徴がある。 

 

 

図2. Blum (2011) 

 

図2は、Blum (2011) による数学的モデリング過程の概念図である。数学的モデリング過程の図式として

は、もっとも代表的なものであると言える。モデリングサイクルの各段階が細かく分けられているのが

特徴である。 

 

 

図3. 三輪 (1982) 

 

図3は、三輪 (1982) による数学的モデリング過程の概念図である。PISAやBlumによるものよりも段階の

分け方が少ないが、数学的モデリング教育で用いるには十分であり、作業の内容も分かりやすい。 

図3を使って説明すると、従来の数学の授業で育成される能力は数学的モデルから数学的結論を導く「数

学的作業」の部分である。これに対して、現実世界から数学的モデルを構築する「定式化」と数学的結

論をもとの現実の世界に戻して考察する「解釈・評価・比較」の部分は、従来の数学の授業では扱われ

ないプロセスである。したがって、数学的モデリング教育では、従来の数学の授業では扱われなかった

「定式化」「解釈・評価・比較」の部分が重要となる。 



 

 

 

最後に、学術的なものではないが、中央教育審議会が算数・数学の学習過程のイメージとして作成した

図4も紹介しておこう。数学的モデリングとは書かれていないが、PISAの図に近い内容が、右回りと左

回りの二重サイクルで表現されている。 

 

図4. 算数・数学の学習イメージ (文部科学省中央教育審議会, 2016) 

2.2. 数学的モデリング問題 

数学的モデリングが用いられる問題を「数学的モデリング問題」とよぶが、具体的にどのような問題が

そう呼ばれるのであろうか。それらは「文章題」や「応用問題」とどう違うのだろうか。 

アメリカで編纂された数学的モデリング教育の指導と評価のガイドラインGAIMME (Garfunkel, et al., 

2016) では、数学の問題、文章題、応用問題、モデリング問題の違いと、数学の問題をモデリング問題に

作り替える作業のポイントを図5のような図式で説明している。 

 

 

図5. 数学の問題からモデリング問題へ (Garfunkel et al., 2016) 

GAIMMEでは、具体例として次の数学の問題が挙げられている。 



 

 

 

傾きが2でy切片が100である直線のグラフをかけ。 

この問題に次のような文脈を付与すると「文章題」になる。 

花子が働いている小売店では、週当たりの基本給1万円に加えて、商品を１つ売るごとに200円が貰え

ます。花子の１週間の収入と彼女が１週間で売る商品の個数との関係を表す１次関数のグラフをか

け。 

さらに、この文章題に次のように意味を付与してオープンエンド化までを行うと「モデリング問題」と

なる。 

休暇が近づいてきて、あなたの友達の花子は贈り物を買うためにお金が欲しいと思っている。花子は、

時給が最低賃金よりも200円高い仕事をみつけた。もう１つの別の仕事は、時給は最低賃金の半分だ

が、商品を１つ売るごとに200円が追加で貰える。どちらの仕事がよいか。花子にあなたの考えを理

解してもらえるように、花子の意思決定に役立つ有用な表現を用いて説明せよ。 

上の問題例は、数学の内容としては中学校レベルであるが、問題解決のために必要となる思考の違いは

明白であろう。 

このようなモデリング問題への作り替えは他の文献にもみることができる。たとえば、Maaßら (2018)は、

次の算数・数学の文章題からモデリング問題への作り替えとして、オープンエンド化による次の二つの

例を示している。 

[文章題] Rakeshは14.90ユーロの本を買いたい。彼が持っているお金は20ユーロである。いくら残るだ

ろうか。 

[オープンエンド化] Rakesh は誕生日プレゼントにJ.K.ローリングの「ハリーポッターと賢者の石」を

もらい、楽しく読んだが、「ハリーポッターと秘密の部屋」という続編があることを知った。アマゾ

ンでは14.90ユーロで売っている。Rakesh は誕生日に叔父がくれた20ユーロを持っている。Rakesh は

どうするべきか？ Rakesh にどうアドバイスするか、グループで検討しなさい。 

[文章題] 10000ユーロを銀行に年利2%で10年間預ける。10年後に受け取る金額はいくらか？ 

[オープンエンド化] Sylvia は14歳の誕生日に叔母から5000ユーロをもらった。彼女はそのお金を5年

間の定期預金に預けて、できるだけたくさんのお金を19歳の誕生日に受け取ろうとしています。彼女

の投資について Sylvia にどうアドバイスしますか？ 

上の二つのオープンエンド化された問題はもとの文章題とは似て非なる問題であることに注意してほ

しい。たとえば、Rakeshの本の問題は、20-14.90を求める問題ではない。アマゾン以外では値段が違うか

もしれないし、古本屋で入手可能か、とか、図書館で借りたり友達から借りたりすればいいのではない

か、なども検討要素に入ってくるのである。 

3. 数学的モデリング教育の障壁〜教員側の障壁〜 

数学的モデリングの難しさとして、生徒・学生のモデリング能力の低さがしばしば指摘される。しかし、

筆者は、教員研修や教材開発共同プロジェクトなどでモデリングを取り扱った経験から、モデリングに

不慣れなのは教員も同様であると感じている。以下、このことについて、詳しく述べたい。 

3.1. 数学的モデリング教育に前向きになれない教員の意識 

数学的モデリング教育に消極的な教員から聞かれる否定的な意見には次のようなものがある。 



 

 

 

① 「実用的な数学というものが好きになれない。」 

② 「数学的モデリングに使われる数学は限られているので、数学の内容が制限される。」 

③ 「数学化するとパターン化された数学の問題に落ちるので数学的に深い学びがない。」 

④ 「数学の活用例の知識がないので教えられない。」 

①②③のような意見の背景には、数学教育の役割を数学内の文脈の問題を解く力を身につけさせること

とみる見方があるように思う。しかし、しばしば指摘されているように、そのような教育では、数学外

の文脈で数学を活用できる力は育たない。たとえば、Sfard (2014) は、過去の研究から言えることとして

「生徒が必要な数学をそれが最も必要なときに呼び出す能力は、独りでに育つものではない」と述べて

いる。数学教育は、数学の試験でしか発揮されない能力を育てるものであってはならないだろう。たと

え数学化するとパターン化された数学の問題に落ちるのだとしても（この認識が正しいとは思わない

が）、「パターン化された数学の問題」が活用できる現実場面でも活用できない、活用できるとは気づ

かないという生徒たちの現状をどう考えるのか、ということが問われよう。現実社会で必要となる問題

解決能力に関わるのは「高度な数学を用いた基礎的な推論よりもむしろ基礎的な数学を用いた高度な推

論」であるというSteen (2004) の指摘も心に留める必要があるだろう。それに、数学的モデリングでは数

学の内容が制限されるのだとしても、数学的モデリング教育は、モデリングに使われない数学の価値を

否定しているわけではない。多くの数学教員が、生徒が現実世界で数学を活用する能力を育てることも

数学教育の重要な役割の一つであるという認識をもって、もっと数学的モデリングに対して心を開くべ

きであろう。 

教員の数学的モデリングに対する理解不足や数学的モデリング教育の捉え方の問題は、海外の研究でも

指摘されている。たとえば、Pollakは、ICTMA15の論文(Pollak, 2015)の中でGould (2013) による調査研究

に触れているが、数学的モデリングや数学的モデリング教育に対する教員の意識の特徴を以下のように

まとめている。 

 数学的モデリング場面は、奇抜で非現実なシナリオでもよい。 

 多くの教員は、選択したり仮定したりということがモデリング過程に常に含まれるとは思っていな

い。 

 約1/3の教員は、数学的に得られた解をモデリングする前の最初の場面に戻って常にチェックしない

といけないとは思っていない。 

 数学的モデリングを取り入れたカリキュラムについて、「Modelling as content」ではなく「Modelling 

as vehicle」を意図していると思い込みがちである。 

 モデリングが科学的現象の理解を助けるとは思ってはいても、人文社会科学に役立つとは思ってい

ない。 

「Modelling as content」と「Modelling as vehicle」は、教育場面でのモデリングの２つの側面に言及する

際に用いられる用語である。「Modelling as content」はモデリング過程を教育内容に含めることを意味

し、「Modelling as vehicle」はモデリングを動機づけの道具として用いるもので、主たる教育内容は数学

の内容であることを意味する。 

最初にあげた４つの意見に戻ると、④のような意見は、実際、多くの数学教員がモデリングに対して抱

くものであろう。多くの教員はモデリングの教育を受けていないのであるから、これは仕方のない面も



 

 

 

ある。これを乗り越えるには、教員自身が数学の活用や数学的モデリングの経験を積むしかない。教員

のモデリング能力の問題については次の節で述べる。 

3.2. 数学的モデリングに不慣れな数学教員 

前節の最後に指摘したように、数学教員も数学的モデリングにはそれほど親しんでいない。このことが、

教員の数学的モデリング過程の理解や数学的モデリングの遂行能力に影響を及ぼすことになるのは容

易に想像できよう。実際、著者のこれまでの経験からも以下のようなことが指摘できる。 

① 数学化における「単純化・理想化・近似・仮定の設定」の作業の重要性についての意識が低い。 

② 「単純化・理想化・近似・仮定の設定」の必要性がはっきり見える「あいまいな問題」に対して居

心地の悪さを感じ、数学化された後のclosedな問題でないと問題として成立していないとみなす傾

向がある。 

③ 数学化に用いられる数学を教科の内容と結び付けて考えていない、つまり、数学化でどんな数学を

用いているかを明確に意識せず場当たり的にモデリングに取り組む傾向がある。 

①に関して言えば、実は、数学の教科書にあるような数学の問題でも、「単純化・理想化・近似・仮定

の設定」が含まれている（暗黙の仮定として入っている）問題も少なくない。たとえば、確率の単元な

どにはそういった問題が多く含まれる。次の問題をみてみよう。 

40人のクラスの中に誕生日が同じ生徒がいるのはめずらしいことか。 

この問題は誕生日パラドックスとよばれる有名な問題であるが、数学教員なら次のようにして簡単に確

率の計算に落とし込んで解答するだろう。 

(40人の中に誕生日が同じ生徒がいる確率) = 1 −
365 − 1

365
×

365 − 2

365
× … ×

365 − 39

365
= 0.8912 … 

おそらくなんの断りもなく、上の式を書くだけの人が多いだろう。しかし、この式を立てるには、「単

純化・理想化・近似・仮定の設定」が必要である。まず、「単純化」のため閏年ではないとするという

仮定をおいている。さらに、誕生日の分布を「単純化」あるいは「理想化」して、どの誕生日になるか

は1/365でランダムに決まるものとするという仮定もおいている。こういった仮定は、どういう「単純化・

理想化・近似・仮定の設定」をしたかと問われれば数学教員なら答えられるだろうが、上の立式時に無

自覚的にやってしまい、問われるまで意識に上っていないことが多い。「単純化・理想化・近似・仮定

の設定」に対する無自覚さは、このステップの作業の軽視につながり、さらには、数学的モデルが現実

の現象の近似モデルとしてどれくらいよいものかを批判的に検討する視点を欠くことにもつながる。そ

して、教育面で言えば、このステップでの生徒のつまづきを理解できなかったり、単純なモデルに強引

に誘導したりモデルを決めつけて解かせたりという指導に陥ったりすることが懸念される。 

②は、3.1節で述べたこととも関連する。たとえば次の問題を見てほしい。 

みそ汁をつくるために容量1Lの鍋に湯を沸かして，ダシ入りの味噌を120g溶かしたところ，味が濃く

なりすぎてしまった。水を足すとあふれるので，カップで100ccずつくみ出して水と入れ替えては，

かき混ぜて味をみることを繰り返したところ，5回でようやくちょうどよい濃さになった。次回，1L

のみそ汁をつくるときは，何gの味噌を溶かせばちょうどよい味になるだろうか。（川添・岡本「思

考ツールとしての数学」，p.19，例題2.4） 

この問題はモデリング問題というには制限が強すぎるくらいの問題であるが、この程度の問題であって

も、通常の数学の問題に馴染んでいる生徒・学生・教員からは、問題があいまいで数学の問題として成



 

 

 

立していないと批判される。（数学の問題としてclosedな問題であるとはどこにも宣言していないのだ

が。）代表的な批判は次のようなものである。（以下は実際に私のもとにきた批判である。） 

 「鍋に湯を沸かしてダシ入りのみそを120g溶かし、1Lのみそ汁をつくった」と、前提を正確に書く

べきではないか。 

 「みそを溶かしても、みそ汁の体積は変化しないものとする」「味をみたのはごくわずかなので、

無視できるものとする」「くみ出すときにみそ汁はこぼれないとしてよい」などの但し書きが必要

でないか。 

これらの批判の背景には、数学的モデルと、もとの問題の状況が正確に一致していないと安心できない

という意識があるようにみえる。しかし、数学的モデルと、もとの問題の状況が正確に一致しているよ

うなものは、数学の「文章題」「応用問題」にすぎず、モデリング問題とはいえないし、現実世界で数

学を使う練習問題にもならないのではないだろうか。 

③は、モデリング能力というよりも、モデリング教育を行う教員としての知識・能力に関わる。モデリ

ング教育では、ただモデリングを遂行するにとどまらず、そこで用いられる数学を教科の内容と結び付

けて考えるというような高い視点をもつことが、教員には求められる（と筆者は考える）。たとえば、

次の問題をみてみよう。 

かつては絶滅が危惧され、保護される対象であったニホンジカが、最近では増えすぎたことによる森

林被害が問題となり、害獣となっている。環境省では、ニホンジカの全国的な生息状況の動向を把握

するため、全国のニホンジカの個体数の推定結果を毎年発表している。最新の結果は、2018年10月に

発表されたもので、それによると、2016年度末のにおける全国（本州以南）のニホンジカの推定個体

数は約272万頭である。環境省と農林水産省は、2023年度までに本州以南のニホンジカの個体数を約

120万頭まで減らす目標を立てている。目標を達成するための具体的方策とその実現可能性を考察せ

よ。 

個体数の最新の推定値が出ている2016年度末をスタート時点として、2023年度末までに目標が達成でき

るかという問題として考えてみよう（これも「仮定」である）。目標達成には「捕獲」が必要であるこ

とはすぐにわかるが、その捕獲の数値目標を検討するためには、シカの「繁殖」を考慮に入れなくては

ならない（教員でもこれを忘れる人はいる）。そのデータは省庁などのデータから入手可能である。 

「シカは繁殖力が高く、メスジカは毎年妊娠するといわれている。捕獲しないと年率約20%で増加し、

4〜5年で個体数は倍増。」（林野庁, 2015） 

この問題を教員研修などで扱うと、「捕獲しないと年率約20％で増加」というデータから、シカの個体

数を年ベースでとらえるモデルがしばしばつくられる。捕獲と繁殖のタイミングについては大幅な「単

純化」を行い、「捕獲しないとした場合の一年後の個体数」から「1年間の捕獲数」を単純に引き算した

結果が「捕獲を考慮した一年後の個体数」であるというモデルが作られることが多い。このモデルを使

って、2023年度末の個体数を求める公式を導いたり、Excelや手計算を用いて逐次計算したりして、どれ

くらい捕獲したらよいかを考察できるが、そういう作業は高校の数学教員なら問題なくできる。重要な

のは、その作業が高校数学のどの単元とつながっているかをどれくらい認識できるかである。上のモデ

ルの場合、明らかに「数列の漸化式」がモデルとして現れている。数列が、シカの年ごとの個体数変化

という「離散的な変化」を表すのに使われ、具体的なモデルが「𝑎𝑛+1 = 𝑐 𝑎𝑛 + 𝑑」というタイプの漸化

式で記述されている、ということを数学教員なら明確に意識してほしいところであるが、こういったこ

とを明確にことばで述べられる教員は多くない。 



 

 

 

4. 数学的モデリング教育の難しさをどう乗り越えるか 

これまでに述べてきたことから、筆者の考える、数学的モデリング教育に関して数学教員に持ってほし

い態度・能力をまとめると次のようになる。 

 数学的モデリングを忌避しないこと。 

 数学的モデリングを日常生活の中で意識的に実践すること。 

 数学的モデリングができること。 

 モデルとそれが表している現実の現象との間には差異があることを理解すること。 

 モデルと現実との間に差異があっても、そのことによってモデリングが無意味であるとはならない

ことを理解すること。 

 数学的モデリングの中で用いられる数学について、その意味や役割を高い視点からとらえることが

できること。 

上にあげたもののうち最初と最後をのぞいては、日常生活の中で数学的モデリング場面を見つける練習

を意識して行い、数学的モデリング場面に気づく嗅覚を養うことによって身に付けられる。以下では、

日常生活やインターネット上にあるデータから見つかる数学的モデリング場面の事例を２つだけ紹介

しよう。 

１つめの例は、スポーツの事例である。現代スポーツでは、競技の結果だけでなく競技に関わる様々な

データの記録がとられており、インターネット上で取得できるデータも多い。たとえば、陸上世界選手

権の男子砲丸投げのデータには、投擲の瞬間の砲丸の高さと速度（投射高と投射速度）、投げ上げ角度、

投法の種類が含まれる（図6）。 

  

図6. 2007年陸上世界選手権での男子砲丸投げの記録（Ohyama Byun et al., 2008） 

砲丸が球形で重いため空気抵抗はほぼ無視できると考えると、放物運動としてモデル化できるため、投

げ上げ角度による記録の違いを、数学的モデリングを使って議論できる。この際、もちろん、モデルの

定式化の際に、様々な細かいことを考えなくてはならないことはいうまでもない。投射高と投射速度は

投げ上げ角度と独立なのか、投擲の瞬間の砲丸の水平位置は記録0mの位置と考えてよいのか、などを考

える必要がある。投射高射ℎ (m)と投射速度𝑣 (m/s)が投げ上げ角度𝜃と独立で、投擲の瞬間の砲丸の水平

位置と記録0mの位置が一致すると仮定すると、記録𝐿 (m)について次のようなモデルが作れる（図7参照）。 



 

 

 

 

𝐿 =
𝑣 cos 𝜃

𝑔
 (𝑣 sin 𝜃 + √𝑣2 sin2 𝜃 + 2𝑔ℎ) 

図7. 砲丸投げのモデル化 

上の式は、放物運動として厳密な式になっているが、投射時の高さまで落下してきた後の動きを直線運

動で近似するともう少し簡単な式でモデルが作れる。 

𝐿 =
𝑣 

𝑔
 sin 2𝜃 +

ℎ

tan 𝜃
 

当然のことだが、実は投射高と投射角度は投射速度と独立ではないし、選手が手を伸ばして投擲する動

作を考えれば、投射高と投射角度も独立ではあり得ない。こういったことを反映したモデルを作るには

さらなるデータが必要であるが、インターネット上を探すとスポーツ科学の研究論文などでデータが見

つかることがある（図8）。それらを取り入れるとモデルはさらに精密になるが、一方で、投射高、投射

角度、投射速度の間の関係は選手によって個人差があることにも注意しなくてはならない。どのような

仮定をおくか、それによってモデルがどう変わるか、教材として扱うときの注意点は何か、を考えてほ

しい。 

 

図8. 砲丸投げの投射高、投射角度、投射速度との関係（Linthorne, 2001） 

２つめの例は新聞記事からである。新聞にはしばしば理療関係のニュースが掲載される。その中で新し

い検査方法の開発のニュースは条件付き確率やベイズ推定の教材となりやすい。たとえば、最近のニュ

ースから次の記事を取り上げてみよう。 



 

 

 

東芝、血液1滴で13種のがん検出 数年で実用化めざす：東芝は25日、1滴の血液からがんを検出でき

る検査技術を開発したと発 表した。13種類のがんのいずれかにかかっているかどうかを、2時間以 内

に99%の精度で判定できるという。2020年から実証試験を始め、 数年以内に人間ドックのオプション

に盛り込むなどの実用化をめざす。2 万円以下で検査できるようにし、がんの早期発見につなげたい

考えだ。（朝日新聞Digital, 2019年11年25日19:23 より抜粋） 

この記事の検査がどれくらい正確なのかを考えるのは興味深いが、こういった記事では、まず、ここに

書かれている「精度」がどういう定義なのかを調べる必要がある（偽陽性、偽陰性の確率の数値が必要

である）。また、判定できるとされるそれぞれのがんの罹患率（性別や年齢によって異なる）のデータ

も必要である。 

 

 

図9. NHK NEWS WEB「さくさく経済Q & A」(2019年12月3日)より 

ここにあげたのはたった二つの例だが、数値（割合や確率には要注意）や数表、グラフが現れたらモデ

ル化の題材が隠れていると思って考える習慣が身につくとよいだろう。 

本節の最初に述べた数学的モデリング教育に関して数学教員に持ってほしい６つの態度・能力のうち、

最後の１つ「数学的モデリングの中で用いられる数学について、その意味や役割を高い視点からとらえ

ることができる」については、筆者が本科研の2017年度の報告書で述べたような、数学が活用される場

面での数学の役割を整理してとらえる認識枠組みをもつことが重要になると考えている。認識枠組みに

ついては一度述べているのでここでは詳しくは述べない。興味のある方は2017年度の報告書に収録され

ている筆者の論考（川添, 2018）を読んでほしい。 

 

5. 最後に 

本稿では、数学的モデリング過程や数学的モデリング問題を紹介し、数学的モデリング教育の難しさに

は教員側の要因もあること、すなわち、数学的モデリングは教員にとっても難しいことを具体的な問題

の例を挙げて指摘し、数学的モデリング教育に関して数学教員に持ってほしい態度・能力についての筆

者の考えを示した。数学的モデリングが教員にとって難しいことの最大の要因は、教員自身に数学的モ

デリングの体験が少ないことである。これを乗り越えるには、数学的モデリングの実践を積んでいくし

かないが、このことについていくつか提言をしてみたい。まず、数学的モデリングの実践は、その経験

のない人が独力で取り組むのは難しいため、グループで取り組むことを推奨したい。その際、数学的モ

デリングおよびその教育の経験を有する教員の助言が得られるような環境があることが望ましい。モデ



 

 

 

リングの実践の内容は、あくまで教育のためという観点から、数学的モデリング教材の教材開発や教材

研究の形で日常の中にモデリングの題材を探す、という活動を中心にするとよいだろう。さらに、これ

も教育のためという観点から、モデリングの題材を探して教材化する際に、モデリングに用いられる数

学についての数学的振り返りを徹底しておこなうことを強く推奨したい。これにより、より高い視点か

らモデリング活動をとらえることができるようになり、数学的モデリングを教科としての数学から離れ

たものではなく、密接に結びついたものとして捉えられるようになるであろう。 

しかし、上のようにただ提言してみたところで、数学的モデリング教育の内容を経験の少ない教員に具

体的にわかりやすく伝えることができなければ、普及は進まないだろう。これについては、アメリカの

GAIMME (Garfunkel & Montgomery, 2019)のような取り組みが参考になると思われる。GAIMMEのような

テキストを日本でも作成して、すでに豊富な実践経験をもつ教員の知見をこれからの取り組もうとする

教員にわかりやすく提示していくような取り組みが必要ではないかと考える。筆者が研究代表者をつと

める科学研究費補助金による研究「『高水準のリテラシー』概念に基づく大学数学教育の教授法の開発」

（基盤研究B・2019〜2021年度）では、大学教員向けではあるが、GAIMMEを手本に、数学的モデリン

グ過程を中心に据えた数学的リテラシーの授業のポイントをまとめたハンドブックを作成するプロジ

ェクトを進めている。今後、その成果を教師教育の関係者とも共有して、日本における数学的モデリン

グ教育のより一層の普及に貢献できればと考えている。 
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