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平成20年1月 中央教育審議会答申
「教育内容に関する主な改善事項」

 言語活動の充実
～思考力・判断力・表現力の育成のために～
① 体験から感じ取ったことを表現する。

（例）日常生活や体験的な学習活動の中で感じ取ったことを言葉や歌，
絵，身体などを用いて表現する。

② 事実を正確に理解し伝達する。

（例）身近な動植物の観察や地域の公共施設等の見学の結果を記述・
報告する。

③ 概念・法則・意図などを解釈し，説明したり活用したりする。
（例）

・ 需要，供給などの概念で価格の変動をとらえて生産活動や消費活動
に生かす。

・ 衣食住や健康・安全に関する知識を活用して自分の生活を管理する。



④ 情報を分析・評価し，論述する。
（例）
・ 学習や生活上の課題について，事柄を比較する，分類する，関連付けるな
ど考えるための技法を活用し，課題を整理する。
・ 自然事象や社会的事象に関する様々な情報や意見をグラフや図表などか
ら読み取ったり，これらを用いて分かりやすく表現したりする。

⑤ 課題について，構想を立て実践し，評価・改善する。
（例）
・ 理科の調査研究において，仮説を立てて，観察・実験を行い，その結果を
整理し，考察し，まとめ，表現したり改善したりする。

⑥ 互いの考えを伝え合い，自らの考えや集団の考えを発展させる。
（例）
・ 予想や仮説の検証方法を考察する場面で，予想や仮説と検証方法を討論
しながら考えを深め合う。
・ 将来の予測に関する問題などにおいて，問答やディベートの形式を用いて
議論を深め，より高次の解決策に至る経験をさせる。



理数教育の充実
「理数教育の充実」の意味
科学技術系人材の育成

持続可能な発展のための社会実現

国民の科学に関する基礎的な素養の向上
数学や理科に対する学習意欲を向上させる

言語活動の充実で重要な役割
比較や分類，関連付けなどの技法，帰納的な考え方や演繹的な
考え方を活用して説明する

仮説を立てて観察を行い，その結果を評価し，まとめ表現をする

改善の方向
時間数の増加と指導の改善

指導内容の改善（国際的通用性，人材育成と社会的な自立
に必要な科学に関する基礎的な素養の確立）

教育条件の整備（指導者の確保，理科教育設備の整備，教
科書の見直し）



教科等を横断して改善すべき事項

（情報教育）

情報活用能力の育成

情報通信ネットワークや様々なメディアを活用して，新
たな情報を創り出したり，分かりやすく情報を表現した
り，正しく伝達したりする活動を通して合理的判断力や
創造的思考力，問題を発見・解決することができる能
力をはぐくむ

情報モラルの育成



算数・数学科の改善と統計教育

 答申 「算数，数学 改善の基本方針」
 数学的な思考力・表現力は，合理的，論理的に考えを進めるとともに，
互いの知的なコミュニケーションをはかるために重要な役割を果たす
ものである。このため，数学的な思考力・表現力を育成するための指
導内容や活動を具体的に示すようにする。特に，根拠を明らかにし筋
道を立てて体系的に考えることや，言葉や数，式，図，表，グラフなど
の相互の関連を理解し，それらを適切に用いて問題を解決したり，自
分の考えを分かりやすく説明したり，互いに自分の考えを表現し伝え
合ったりすることなどの指導を充実する。

 子どもたちが算数・数学を学ぶ意欲を高めたり，学ぶことの意義や有
用性を実感したりできるようにすることが重要である。そのため
学習し身に付けたものを，日常生活や他教科等の学習，より進んだ算数・数
学の学習へ活用していくこと

を重視する。



言語活動の充実（思考力・判断力・表現力の育
成）の視点から
根拠を明らかにして論理的，体系的に考える。

⇒必要なデータを収集し，「○○○だから□□□である」と考え
を進める。

言葉や数，式，図，表，グラフなどの相互の関連を理解し，そ
れらを適切に用いて問題を解決する。

⇒データを表やグラフに整理し，その傾向を調べる

自分の考えを分かりやすく説明したり，互いに自分の考えを表
現し伝え合ったりする。

⇒データの傾向から自分の意見をまとめ，発表したり，議論した
りする。



理数教育の充実の視点から

学習し身に付けたものを，理科の学習（日常生活や他
教科等の学習なども含む）や，より進んだ算数・数学の
学習へ活用する。

⇒理科の学習（日常生活や他教科等の学習）で様々な
データやグラフに接し，その傾向を調べる。また，そ
の結果を考察し，より進んだことがらに興味をもち探
究したり，批判的に考察したりする。

情報教育の改善の視点から

 データの収集・整理・分析にコンピュータを積極的に活
用する。



算数・数学科の改善
小学校：領域構成を「数と計算」，「量と測定」，「図形」，
「数量関係」とし，言葉や数，式，表，グラフなどを用
いた思考力・表現力の育成を重視するため，低学年
から「数量関係」の領域を設ける

中学校：領域構成を「数と式」，「図形」，「関数」，「資
料の活用」とし，「資料の活用」領域では，資料に基づ
いて集団の傾向や特徴をとらえ，それをもとに判断す
ることを重視する

高等学校：数学Ⅰを「数と式」，「図形の計量」，「二次
関数」，「データの分析」で構成し，「データの分析」で
は，分散，標準偏差や相関係数などを扱う



小学校算数

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年

・ものの個数
を絵や図な
どを用いて
表したり読
み取ったり
すること

・身の回りに
ある数量を
分類整理し，
簡単な表や
グラフを用
いて表した
り読み取っ
たりするこ
と

・資料を分類
整理し，表
やグラフを
用いて表し
たり読み
取ったりす
ること

・棒グラフの
読み方や
かき方

・資料を二つ
の観点から
分類整理し
て特徴を調
べること

・折れ線グラ
フの読み方
やかき方

・百分率

・資料の分
類整理と円
グラフや帯
グラフ

・資料の平
均

・度数分布を
表す表やグ
ラフ

・起こり得る
場合を調べ
ること



目的に応じて資料を集めて分類整理し，表現し
たり，読み取ったりする能力を伸ばすことをねら
いとし，次のような活動を重視する。

目的を明確にし，それに沿った資料を収集するように
する。

資料を分類整理し，それを表やグラフを用いて表した
り，百分率や平均を求めたりして，資料の特徴や傾向
を読み取る。

資料の特徴や傾向に着目することによって，事柄の
判断や予測をしたり，様々な問題の解決に活用し，そ
の思考過程や結果を表現したり，説明したりする。



中学校数学

第1学年 第2学年 第3学年

・ヒストグラムや代表値の
必要性と意味を理解する
こと

・ヒストグラムや代表値を用
いて資料の傾向をとらえ
説明すること

・平均値，中央値，最頻値，
相対度数，範囲，階級

・確率の必要性と意味を理
解し，簡単な場合につい
て確率を求めること

・確率を用いて不確定な事
象をとらえ説明すること

・標本調査の必要性と意味
を理解すること

・簡単な場合について標本
調査を行い，母集団の傾
向をとらえ説明すること
・全数調査



 「資料の活用」：従来，中学校数学科における確率
や統計の内容の指導が，資料の「整理」に重きを
おく傾向があったことを見直し，整理した結果を用
いて考えたり判断したりすることの指導を重視する
ことを明確にした。

統計的な手法の理解，適切な用い方と陥り易い誤り
についても学習する。

 コンピュータなども積極的に利用する。



高等学校数学

数学Ⅰ 数学A 数学B 数学活用

データの分析

ァ データの散らば
り
ィ データの相関

場合の数と確率
ァ 場合の数

（ァ）数え上げの原
則

（イ）順列・組合せ
イ 確率

（ァ）確率とその基
本的な法則

（イ）独立な試行と
確率

（ウ）条件付き確率

確率分布と統計的
な推測
ァ 確率分布

（ァ）確率変数と確
率分布

（イ）二項分布
ィ 正規分布
ウ 統計的な推測
（ァ）母集団と標本

（イ）統計的な推測
の考え

社会生活における
数理的な考察
ウ データの分析



数学科の目標から

平成11年版：
数学における基本的な概念や原理・法則の理解を深め，事象を数学的に考察し

処理する能力を高め，数学的活動を通して創造性の基礎を培うとともに数学的な見方
や考え方のよさを認識し，それらを積極的に活用する態度を育てる。

改訂版：
数学的活動を通して，数学における基本的な概念や原理・法則の体系的な理解

を深め，事象を数学的に考察し表現する能力を高め，創造性の基礎を培うととともに，
数学のよさを認識し，それらを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断する態度
を育てる。

「生活の中で，統計的なデータに基づき，自分で考え自分で判断する能
力」を育てる

（必要なデータを収集して，分析・判断して，自分の考えを適切に表現す
る能力）



数学的活動（数学学習にかかわる目的意識
をもった主体的活動）を一層重視する

事
象

課 題

結 果

（2）活用・意味付け

（2）数学化

考察・処
理

（3）各場面で言語活動を充実

過程の振り返り
再課題化

（1）



数学科の指導では，事象を決定論的な立場からとらえよ
うとする扱いがほとんどである。しかし，よくみると我々をと
りまく経験世界では，現象は偶然に支配されており，行動は
不確実な情報に基づく判断のもとになされることが多い。あ
るいは大量現象についてその全体的な傾向を知る必要に
もしばしば出会う。このような場合，非決定論的な観点から
考察し，処理するということについて学ばせ，数学科の立場
から統計的な見方・考え方に関する能力を伸ばそうとする
のが「確率・統計」の科目としてのねらいである。

（中略）効果的な統計教育を行うためには，数学科だけ
ではなく，社会科，理科，保健体育科などの他の教科や，
特別活動とも有機的な連携をもった総合的な指導を考えな
ければならない。

昭和53年告示学習指導要領高等学校数学解説 「確率・統計」



（参考）
 次の判断に問題は？（静岡県立大学 小林みどり先生）

 交通事故をおこしたドライバー100人を調べたところ，男性の割合が78%

であった。このことから，男性のドライバーの方が女性より事故を起こしや
すいといえる。

 夜，道を歩いていて交通事故にあった人100人を調べてみた。すると，そ
の80%は、黒っぽい服を着ていたことが分かった。したがって，夜，交通事
故にあわないようにするためには，明るい色の服を着た方がよい。



算数A８

正答：69.0％ 無答：3.6％



算数B５
（1）正答：82.1％ 無答：4.7％
（2）正答：72.9％ 無答：5.3％
（3）正答：17.9％ 無答：7.5％



中学数学A１３
（1）正答：73.8％ 無答：1.6％
（2）正答：57.9％ 無答：13.9％



中学数学B５ （1）正答：80.1％ 無答：10.0％（2）正答：57.1％ 無答：22.4％（3）正答：48.0％ 無答：1.7％



SSH指定校の取組から

大阪府立大手前高校

学校設定科目「理想（のぞみ）」

理数科入学生の統計に対する知識・理解
の状況の把握

統計・データ解析学習の準備

土曜日活用65分×6回，ほぼ新学習指導要領
の数学Ⅰ，数学Bの内容に対応

教材開発・教師の力量向上



次の用語の意味を知っており，人に説明することができるか？

次の分野において，統計的手法に対する理解がどの程度必要だと思うか？

平成21年5月
理数科2年生80名
（以下同）



統計について理解しておくことは，将来，役に立つ
と思うか？



指導上の留意点と指導例（中・高）

具体的な課題を解決する中で，統計的な概念の
理解を図ること

生徒が興味・関心をもつデータを工夫すること

生徒の疑問や意見を生かす授業を工夫すること

データのサイズが大きいときは，積極的にコン
ピュータを活用すること

 「総合的な学習の時間」などでも統計の手法を
積極的に活用すること（指導形態を工夫）



「『分かる』統計の授業」
（東京学芸大学附属国際中等教育学校 西村圭一先生の実践から）

課題
① 東京の夏は暑くなったか？

② エアコンメーカーは省エネに貢献しているか？

次の方法を分からせることを中心に授業を展開
i. 問題を明確にし，計画を立てる

ii. 適切なデータを収集・選択する

iii. データを処理し，表現する

iv. 処理したデータを解釈・判断し，伝える

 一つの課題を解決する中で，必要感をもたせて，概念や
手法を身に付けさせる

 ディベートなどの活動を重視する



「ディベートを活用した統計教育」
（愛知県立半田高校 菅野栄光先生の実践から）

情報B：コンピュータによる統計処理

（基本統計量の理解とヒストグラムや度数折れ線などの
作成）

総合的な学習の時間：統計資料を用いたディベート

 LHR：統計資料をもとにした変則ディベート

（一つの資料をもとにディベートを実施）
架空のクラスの数学の定期試験2回分の得点データを与え，特定の
生徒A君の得点の推移を見て「A君は以前に比べて数学をよく頑張っ
たといえる」かどうか。



おわりに

評価（現在，学習評価については中教審教育課程部会に
てWGを設けて検討中である）

統計の知識・技能についてはペーパーテストで評
価することができる

レポートやディベートなどでの意見も適宜評価す
る

入試

中学校や高等学校現場への影響が大きく，ペー
パーテストとしては限界はあるが，適切に知識・
技能を活用する能力を測る工夫が望まれる


