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単刀直入に結論を述べれ
ば、統計教育について、
過度の期待をすることな
く普通に数学の教育を考
えることです。



統計学関係者は興奮状態
数学教育関係者は不安
数学者は冷静



現代史的に言うと、昭和
時代には、数学研究者は
初等中等教育の数学につ
いて、全体としては冷淡
でした。応用数学関係者
もそうでした。



また、数学研究者と数学
教育研究者の連携はむし
ろ負の相関があったかも
しれません？数学教育者
はその狭間で･･･



大きな背景には長年にわ
たる、純粋数学者と応用
数学者の複雑な関係があ
ります。現在ではまった
く状況が違います。



指導要領の変遷

• 中学校指導要領数学科における昭和33年以
降の変遷について

• 昭和33年 数量関係

• 昭和43年 確率・統計

• 昭和52年 確率・統計

• 平成元年 数量関係

• 平成10年 数量関係

• 平成20年 資料の活用



昭和33年 Ｃ数量関係

第3学年

（４）資料を整理し，表，グラフ，代表値などを用いて，
その資料の傾向を知ることができるようにする。
ア 度数分布の意味とヒストグラムの見方。
イ 代表値の意味。
ウ 簡単な場合の相関表や相関図の見方。
用語と記号

度数，分布，階級，ヒストグラム，代表値，相関図，
相関表



昭和43年 Ｄ確率・統計

第1学年

（１）目的に応じて資料を収集、整理し、表、グラフ、
代表値などを用いて、その資料の傾向を知ることが
できるようにする。
ア 度数分布の意味とヒストグラムの見方。
イ 相対度数の意味。
ウ 代表値の意味。
（２）次の用語を用いることができるようにする。

度数、分布、階級、ヒストグラム、相対度数、累積度
数、代表値



昭和43年 Ｄ確率・統計

第2学年

（（１）多数の観察や多数回の試行によって得られた
結果について、頻度の傾向を表すのに、確率が用い
られることを理解させる。
ア 確率の意味。
イ 順列と組み合わせの考え方。
ウ 簡単な場合について、確率を求めること。
エ 期待値の意味。
（２）次の用語を用いることができるようにする。

確率、順列、組み合わせ、期待値



昭和43年 Ｄ確率・統計

第3学年

（１）簡単な場合の統計的資料について、散布度や相
関の見方を理解させる。
ア 標準偏差の意味。
イ 相関表および相関図の見方。
（２）標本調査の基本になる事がらを理解させる。
ア 簡単な場合に、標本における比率などから、母集
団における比率などが推定できること。
（３）次の用語を用いることができるようにする。

標準偏差、相関表、相関図、標本、母集団、標本調査



昭和52年 Ｄ確率・統計

第2学年

（１）目的に応じて資料を収集し、それを表、グラフな
どを用いて整理し、代表値、資料の散らばりなどに着
目してその資料の傾向を知ることができるようにする。
ア 度数分布の意味とヒストグラムの見方
イ 相対度数や累積度数の意味
ウ 平均値や範囲の意味
〔用語・記号〕

度数 階級



昭和52年 Ｄ確率・統計

第3学年

１）多数の観察や多数回の試行によって得られる頻
度に着目し、確率について理解させる。
ア 確率の意味
イ 簡単な場合について確率を求めること。

（２）標本のもつ傾向から母集団のもつ傾向について
判断できることを理解させる。
ア 母集団と標本

イ 標本における平均値や比率



平成元年 Ｃ数量関係

第2学年

（３）目的に応じて資料を収集し、それを表、グラフな
どを用いて整理し、代表値、資料の散らばりなどに着
目してその資料の傾向を知ることができるようにする。
ア 度数分布の意味とヒストグラムの見方
イ 相対度数の意味
ウ 平均値や範囲の意味
エ 相関図と相関表の見方
〔用語・記号〕

有効数字 近似値 誤差 度数 階級



平成元年 Ｃ数量関係

第3学年

（２）多数の観察や多数回の試行によって得られる頻
度に着目し、確率について理解する。
ア 不確定な事象と確率
イ 簡単な場合について確率を求めること。

（３）標本のもつ傾向から母集団のもつ傾向について
判断できることを理解する。



平成10年 Ｃ数量関係

第2学年

(2) 具体的な事象についての観察や実験を通して，
確率について理解する。

ア 起こり得る場合を順序よく整理することができる
こと。

イ 不確定な事象が起こり得る程度を表す確率の意
味を理解し，簡単な場合について確率を求めること
ができること。



平成20年



第１ 目 標
数学的活動を通して、数量，図形などに関

する基礎的な概念や原理・法則の理解を深め，
数学的な表現や処理の仕方を習得し，事象を
数理的に考察する能力を高めるとともに，数
学的活動の楽しさや数学のよさを実感し，そ
れらを活用して考えたり判断しようとする態
度を育てる。



• 数の集合と四則
• 不等式を用いた表現
• 有理数・無理数
• 二次方程式の解の公式
• 球の表面積・体積
• 相似な図形の面積比と体積比
• 円周角の定理の逆
• いろいろな事象と関数



• 資料の散らばりと代表値
ヒストグラムや代表値の必要性や意味

ヒストグラムや代表値を用いること

• 標本調査
標本調査の必要性と意味

標本調査で母集団の傾向をとらえ説明すること



• 比例式（一次方程式を活用すること）
• 図形の移動
平行移動、対称移動、回転移動

• 投影図（空間図形の構成と平面上の表現）



平成20年 Ｄ資料の活用

第1学年

(1) 目的に応じて資料を収集し，コンピュータを用い
たりするなどして表やグラフに整理し，代表値や資料
の散らばりに着目してその資料の傾向を読み取るこ
とができるようにする。

ア ヒストグラムや代表値の必要性と意味を理解す
ること。

イ 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。
〔用語・記号〕

平均値 中央値 最頻値 相対度数 範囲 階級



平成20年 Ｄ資料の活用

第2学年

(1) 不確定な事象についての観察や実験などの活
動を通して，確率について理解し，それを用いて考
察し表現することができるようにする。

ア 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。

イ 確率を用いて不確定な事象をとらえ説明すること。



平成20年 Ｄ資料の活用

第3学年

コンピュータを用いたりするなどして，母集団から標
本を取り出し，標本の傾向を調べることで，母集団の
傾向が読み取れることを理解できるようにする。
ア 標本調査の必要性と意味を理解すること。

イ 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。
〔用語・記号〕
全数調査



平成20年 数学的活動

第1学年

(1) 「A数と式」，「B図形」，「C関数」及び「D資料の活
用」の学習やそれらを相互に関連付けた学習におい
て，次のような数学的活動に取り組む機会を設ける
ものとする。

ア 既習の数学を基にして，数や図形の性質などを
見いだす活動
イ 日常生活で数学を利用する活動

ウ 数学的な表現を用いて，自分なりに説明し伝え
合う活動



平成20年 数学的活動

第2学年

(1) 「A数と式」，「B図形」，「C関数」及び「D資料の活
用」の学習やそれらを相互に関連付けた学習におい
て，次のような数学的活動に取り組む機会を設ける
ものとする。

ア 既習の数学を基にして，数や図形の性質などを
見いだし，発展させる活動
イ 日常生活や社会で数学を利用する活動

ウ 数学的な表現を用いて，根拠を明らかにし筋道
立てて説明し伝え合う活動



平成20年 数学的活動

第3学年

「A数と式」，「B図形」，「C関数」及び「D資料の活用」
の学習やそれらを相互に関連付けた学習において，
次のような数学的活動に取り組む機会を設けるもの
とする。

ア 既習の数学を基にして，数や図形の性質などを
見いだし，発展させる活動
イ 日常生活や社会で数学を利用する活動

ウ 数学的な表現を用いて，根拠を明らかにし筋道
立てて説明し伝え合う活動



数学的活動こそ、毎日の
授業で実践してきたこと
ではないでしょうか。
新指導要領の特徴は、資
料の活用が強調されてい
る点です。



しかし、これらのことは
すべて、小倉金之助
「数学教育の根本問題」
に指摘されていることが
らです！



課題は、どのように資料
を集めるか、です。
今の時代、全校生徒の何
とか調査ではないでしょ
う！



高等学校では、昭和時代
には統計が入学試験範囲
に含まれていました。
でも、ほとんど出題され
なかった！



高等学校数学科新指導要領

数学Ⅰ
目標

数と式，図形と計量，二次関数及びデータの分析に
ついて理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟
を図り，事象を数学的に考察する能力を培い，数学
のよさを認識できるようにするとともに，それらを活用
する態度を育てる。



数学Ⅰ

(1) 数と式
ア数と集合
(ｱ) 実数
(ｲ) 集合
イ式
(ｱ) 式の展開と因数分解
(ｲ) 一次不等式



数学Ⅰ

(2) 図形と計量
ア三角比
(ｱ) 鋭角の三角比
(ｲ) 鈍角の三角比
(ｳ) 正弦定理・余弦定理
イ図形の計量
［用語・記号］正弦，sin ，余弦，cos ，正接，tan



数学Ⅰ

(3) 二次関数
ア二次関数とそのグラフ
イ二次関数の値の変化
(ｱ) 二次関数の最大・最小
(ｲ) 二次方程式・二次不等式



数学Ⅰ

(4) データの分析
統計の基本的な考えを理解するとともに，それを用
いてデータを整理・分析し傾向を把握できるようにす
る。
ア データの散らばり

四分位偏差，分散及び標準偏差などの意味につい
て理解し，それらを用いてデータの傾向を把握し，説
明すること。
イ データの相関

散布図や相関係数の意味を理解し，それらを用いて
二つのデータの相関を把握し説明すること。



高等学校数学科新指導要領

数学Ⅱ
目標

いろいろな式，図形と方程式，指数関数・対数関数，
三角関数及び微分・積分の考えについて理解させ，
基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数
学的に考察し表現する能力を養うとともに，それらを
活用する態度を育てる。



数学Ⅱ

(1) いろいろな式
ア式と証明
(ｱ) 整式の乗法・除法，分数式の計算
(ｲ) 等式と不等式の証明
イ高次方程式
(ｱ) 複素数と二次方程式
(ｲ) 因数定理と高次方程式
［用語・記号］虚数，i



数学Ⅱ

(2) 図形と方程式
ア直線と円
(ｱ) 点と直線
(ｲ) 円の方程式
イ軌跡と領域



数学Ⅱ

(3) 指数関数・対数関数
ア指数関数
(ｱ) 指数の拡張
(ｲ) 指数関数とそのグラフ
イ対数関数
(ｱ) 対数
(ｲ) 対数関数とそのグラフ
［用語・記号］累乗根，log



数学Ⅱ

(4) 三角関数
ア角の拡張
イ三角関数
(ｱ) 三角関数とそのグラフ
(ｲ) 三角関数の基本的な性質
ウ三角関数の加法定理



数学Ⅱ

(5) 微分・積分の考え
ア微分の考え
(ｱ) 微分係数と導関数
(ｲ) 導関数の応用
イ積分の考え
(ｱ) 不定積分と定積分
(ｲ) 面積
［用語・記号］極限値，lim



高等学校数学科新指導要領

数学Ⅲ
目標

平面上の曲線と複素数平面，極限，微分法及び積
分法についての理解を深め，知識の習得と技能の
習熟を図り，事象を数学的に考察し表現する能力を
伸ばすとともに，それらを積極的に活用する態度を
育てる。



数学Ⅲ

(1) 平面上の曲線と複素数平面
ア平面上の曲線
(ｱ) 直交座標による表示
(ｲ) 媒介変数による表示
(ｳ) 極座標による表示
イ複素数平面
(ｱ) 複素数の図表示
(ｲ) ド・モアブルの定理
［用語・記号] 焦点，準線



数学Ⅲ

(2) 極限
ア数列とその極限
(ｱ) 数列の極限
(ｲ) 無限等比級数の和
イ関数とその極限
(ｱ) 分数関数と無理関数
(ｲ) 合成関数と逆関数
(ｳ) 関数値の極限
［用語・記号］∞



数学Ⅲ

(3) 微分法
ア導関数
(ｱ) 関数の和・差・積・商の導関数
(ｲ) 合成関数の導関数
(ｳ) 三角関数・指数関数・対数関数の導関数
イ導関数の応用
［用語・記号］自然対数，e ，第二次導関数，変曲点



数学Ⅲ

(4) 積分法
ア不定積分と定積分
(ｱ) 積分とその基本的な性質
(ｲ) 置換積分法・部分積分法
(ｳ) いろいろな関数の積分
イ積分の応用



高等学校数学科新指導要領

数学Ａ
目標

場合の数と確率，整数の性質又は図形の性質につ
いて理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を
図り，事象を数学的に考察する能力を養い，数学の
よさを認識できるようにするとともに，それらを活用す
る態度を育てる。



数学Ａ

(1) 場合の数と確率
ア場合の数
(ｱ) 数え上げの原則
(ｲ) 順列・組合せ
イ確率
(ｱ) 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
［用語・記号］， ，階乗， ，排反



数学Ａ

(2) 整数の性質
ア約数と倍数
イユークリッドの互除法
ウ整数の性質の活用
(3) 図形の性質
ア平面図形
(ｱ) 三角形の性質
(ｲ) 円の性質
(ｳ) 作図
イ空間図形



高等学校数学科新指導要領

数学Ｂ
目標

確率分布と統計的な推測，数列又はベクトルについ
て理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図
り，事象を数学的に考察し表現する能力を伸ばすと
ともに，それらを活用する態度を育てる。



数学Ｂ

(1) 確率分布と統計的な推測
確率変数とその分布，統計的な推測について理解し，
それらを不確定な事象の考察に活用できるようにす
る。
ア確率分布
(ｱ) 確率変数と確率分布
確率変数及び確率分布について理解し，確率変数
の平均，分散及び標準偏差を用いて確率分布の特
徴をとらえること。
(ｲ) 二項分布
二項分布について理解し，それを事象の考察に活用
すること。



数学Ｂ

イ正規分布

正規分布について理解し，二項分布が正規分布で
近似できることを知ること。また，それらを事象の考
察に活用すること。
ウ統計的な推測
(ｱ) 母集団と標本
標本調査の考え方について理解し，標本を用いて母
集団の傾向を推測できることを知ること。
(ｲ) 統計的な推測の考え
母平均の統計的な推測について理解し，それを事象
の考察に活用すること。



数学Ｂ

(2) 数列
ア数列とその和
(ｱ) 等差数列と等比数列
(ｲ) いろいろな数列
イ漸化式と数学的帰納法
(ｱ) 漸化式と数列
(ｲ) 数学的帰納法
［用語・記号］ Σ



数学Ｂ

(3) ベクトル
ア平面上のベクトル
(ｱ) ベクトルとその演算
(ｲ) ベクトルの内積
イ空間座標とベクトル



高等学校数学科新指導要領

数学活用
目標

数学と人間とのかかわりや数学の社会的有用性に
ついての認識を深めるとともに，事象を数理的に考
察する能力を養い，数学を積極的に活用する態度を
育てる。



数学活用

(1) 数学と人間の活動
数学が人間の活動にかかわってつくられ発展してき
たことやその方法を理解するとともに，数学と文化と
のかかわりについての認識を深める。
ア数や図形と人間の活動

数量や図形に関する概念などと人間の活動や文化
とのかかわりについて理解すること。
イ遊びの中の数学

数理的なゲームやパズルなどを通して論理的に考え
ることのよさを認識し，数学と文化とのかかわりにつ
いて理解すること。



数学活用

(2) 社会生活における数理的な考察
社会生活において数学が活用されている場面や身
近な事象を数理的に考察するとともに，それらの活
動を通して数学の社会的有用性についての認識を
深める。



数学活用

ア社会生活と数学

社会生活などの場面で，事象を数学化し考察するこ
と。
イ数学的な表現の工夫

図，表，行列及び離散グラフなどを用いて，事象を数
学的に表現し考察すること。
ウデータの分析

目的に応じてデータを収集し，表計算用のソフトウェ
アなどを用いて処理しデータ間の傾向をとらえ予測
や判断をすること。


