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小・中・高等学校の算数・数学の教育課程について研究  

算数・数学は大切だと考えられているが，その学習に対する関心や意欲は高くな

い。このような現状を改善するためにどのような政策が必要かに関心がある。  

 

広島県立高校教諭，広島大学附属中・高等学校教諭を経て現職  

日本数学教育学会，全国数学教育学会，日本教科教育学会  

 

 

要   約  

 

研究領域  

平成 21 年 3 月，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領が公示され小学校，中学

校，高等学校及び特別支援学校すべての学習指導要領が改訂された。今回の改訂にお

ける教育内容の主な改善事項は，平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申に明記されてい

る。そこには，「統計教育」に関する文言は見当たらないが，言語活動の充実，理数教

育の充実，情報教育の改善と関連して統計教育も充実すべきであるととらえることが

できる。  

算数・数学科では，小学校で第 1 学年から「数と計算」，「量と測定」，「図形」，「数

量関係」の四つの領域を設け「数量関係」では，言葉や数，式，図，表，グラフなど

を用いた思考力や表現力の育成を意図している。また，中学校では現行の三領域を「数

と式」，「図形」，「関数」及び「資料の活用」とし，「資料の活用」では，資料に基づい

て集団の傾向や特徴をとらえ，それを基に判断することを重視している。さらに，高

等学校では，必履修科目「数学Ⅰ」を「数と式」，「図形と計量」，「二次関数」及び「デ

ータの分析」で構成し，中学校との接続に配慮するとともに，統計活用能力の育成を

意図している。  

統計的な内容に関連した子どもたちの現状としては，小学校で割合についての理解

に課題があること，中学校で確率概念の定着に課題があることがあげられる。  

今回の学習指導要領の改訂で，統計的な内容については改善が図られているが，そ

の指導については工夫が必要である。例えば，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や，生徒が興味や関心をもつデータを工夫すること，データ

のサイズが大きいときには積極的にコンピュータを活用することなどがあげられる。  

 

履歴  

所属学会  
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平成 21 年 3 月 9 日に，高等学校及び特別

支援学校の学習指導要領が公示され，小・中

学校，高等学校，特別支援学校すべての学習

指導要領が改訂された。本稿では，特に統計

教育に焦点を当て，今後の統計教育の在り方

について考察したい。 

 

Ⅰ．平成 20 年 1 月中央教育審議会答申 

平成 20 年 1 月 17 日に中央教育審議会から

「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の改善について」

が答申された（以下「答申」と略記する）。「答

申」には，「教育内容に関する主な改善事項」

として大きく七つの事項が挙げられているが，

そのうちの次の三つに注目する。  

・言語活動の充実 

・理数教育の充実 

・社会の変化への対応の観点から教科等を

横断して改善すべき事項（情報教育）  

これらに注目することにより，「教育内容に

関する主な改善事項」に統計教育という文言

は現れてこないが，今回，算数・数学科の改

訂で統計教育を重視した意味を明らかにした

い。 

（1）言語活動の充実 

今回の改訂では，基礎的・基本的な知識や

技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成

のバランスをとることが強調されている。特

に，思考力・判断力・表現力の育成について

は，以前より我が国の子どもたちの指導の課

題として指摘されていたが，特に 2003 年に

実施された国際調査の結果が公表されてから，

強く意識されるようになってきた。今回の学

習指導要領における言語活動の充実は，とり

わけ，思考力・判断力・表現力を育成するこ

とと強く結びついている。 

「答申」の「学習指導要領改訂の基本的な

考え方」の「思考力・判断力・表現力の育成」

には，次のような具体的な活動が記述されて

いる。 

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。（いずれも下線は筆者による）  
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具体的な活動には，例が記述されているが，

下線を付したものは統計教育とかかわりが深

いと思われるものである。これを読むと思考

力・判断力・表現力の育成と統計教育はかな

り強く関係していることが分かるだろう。な

お，「答申」に記述されている六つの活動は，

工夫をすればいずれの教科の中でも生かすこ

とができるものであり，各教科の指導のヒン

トとなるものである。 

（2）理数教育の充実 

資源の乏しい我が国にあって，科学技術創

造立国を掲げ，将来有為な科学技術系人材を

育てることは多くの国民が合意できることで

あり，そのために理数教育の充実をいうこと

は理解しやすいことである。ただ，今回の学

習指導要領の改訂では次のような意味もある

と考える。 

・持続可能な発展のための社会の実現  

科学技術の発展はプラスの影響だけではな

く，マイナスの影響をももたらすことがある。

例えば，地球温暖化などの地球環境問題はす

ぐにでも対応を求められる課題であるが，こ

の課題に対して制度面で対応するとともに，

科学技術をさらに発展させることで乗り越え

て行くことも必要である。そのためにも理数

教育を充実し，有為な人材を育てなければな

らない。 

・国民の科学に関する基礎的な素養の向上 

過去の国際調査では，我が国の子どもの算

数・数学や理科の成績は悪いものではないが，

成人の科学に関する基礎的な素養は十分とは

言い難い。例えば，「水に優しい言葉をかけれ

ば，結晶のきれいな氷ができる」というよう

なことを多くの人が疑いももたずに受け入れ

るのは，その証左であろう。現在，科学技術

の発展は日進月歩であり，新たなものが次々

に生み出されている。ほとんどのものに対し

て，その原理や仕組みなど細かなことは理解

できなくなっているが，一定の知識や技能，

批判的な考え方などは生活の中でむしろ重要

になっているのである。 

・言語活動の充実で重要な役割 

数学は，「科学の言葉」とも言われ，様々な

場面で問題の解決にその見方や考え方，知識，

技能が積極的に活用されている。また，（1）

で述べた理科の「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」という手法は，

様々な調査や研究のモデルとなるもので大変

重要なものである。ただし，数学にしても理

科にしても，ただ，学習すればよいというも

のではなく，指導の改善や条件整備などを行

い学習の質を上げるよう工夫しなければなら

ない。 

 

これらを踏まえれば，言語活動の充実に関

するものでなくても「国民の科学に関する基

礎的な素養の向上」ということにかかわって

も統計教育は重視すべきである。昨今，例え

ば家電製品などでは，いくつかの製品を比較

したデータを示しその製品の機能が優れてい

ることを誇示する宣伝がある。このようなと

き，そのデータの読み方やグラフの見方など

が身に付いていなければ製品に対する判断を

誤ることはあり得ることである。理数教育の

充実をいうとき，統計教育の重視もその中に

含められるべきであると考える。  

（3）社会の変化への対応の観点から教科等を

横断して改善すべき事項（情報教育） 

情報教育については，情報活用能力と情報

モラルを育成することが重要である。喫緊の

課題としては，中・高校生の出会い系サイト

の利用やネットの掲示板を利用した人権侵害

など情報モラルの育成が挙げられるが，本来，

情報教育としては情報活用能力の育成が中心

であろう。情報活用能力には，データの収集，

整理，傾向の分析，判断という統計教育の内

容が含まれるべきである。 
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Ⅱ．算数・数学科の改善と統計教育 

今回の改訂で算数・数学科にどのように統

計の内容が位置付けられているかを見ること

にする。 

（1）小学校算数 

小学校算数では，今回の改訂で内容領域を

「数と計算」，「量と測定」，「図形」，「数量関

係」の四つにしている。現行では，低学年に

「数量関係」の内容領域は設けられていない

が，今回の改訂では，言葉や数，式，表，グ

ラフなどを用いた思考力や表現力の育成を重

視し設けられたものである。各学年の統計に

関係する内容は以下のとおりである。 

Table 1 

 

指導に当たっては，特に次のような活動を

重視することが求められている。  

・目的を明確にし，それに沿った資料を収

集すること。 

・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こ

と。 

・資料の特徴や傾向に着目して，ある事柄

の判断や予測をしたり，様々な問題の解

決に活用したりすること。また，その判

断や予測などについて，思考過程を説明

すること。 

（2）中学校数学 

中学校数学では，今回の改訂で内容領域を

「数と式」，「図形」，「関数」，「資料の活用」

の四つにしている。現行では，「数と式」，「図

形」，「数量関係」の三つであるが，「数量関係」

を「関数」と「資料の活用」に分けたもので

ある。内容領域名を「資料の活用」としてい

るのは，これまでの中学校数学科の確率や統

計の指導が確率や平均などを求めることに傾

いていたことから，それらを用いて考えたり

判断したりすることを重視したものである。

各学年の統計に関係する内容は以下のとおり

である。 

Table 2 

 

指導に当たっては，統計的な手法を用いる

ことによって陥りやすい誤りなども指導する

ことが求められている。例えば，適切な代表

値を選択していないため資料の傾向がうまく

とらえられないことや，平均値が等しければ

資料の分布も等しいと考えて誤ってしまうこ

と，ヒストグラムの階級を変えることによっ

て異なった傾向がとらえられることなどを指

導する。また，小学校に比べ資料の数も増え

1 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  

2 年 

・身の回りにある数量を分類整理し，

簡単な表やグラフ（ドットグラフ）

を用いて表したり読み取ったりす

ること 

3 年 

・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 

4 年 

・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  

5 年 

・百分率 

・資料の分類整理と円グラフや帯グ

ラフ 

6 年 

・資料の平均 

・度数分布を表わす表やグラフ 

・起こり得る場合を調べること 

1 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 

2 年 

・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 

3 年 

・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 
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るため，必要に応じてコンピュータなどを活

用することも大切である。 

（3）高等学校数学 

高等学校数学では，今回の改訂で数学Ⅰが

共通必履修科目となった。したがって，数学

Ⅰの内容は，中学校数学の内容や他科目の内

容との系統性を踏まえるとともに，すべての

高校生に必要な数学的素養は何か，という視

点で検討をし，「数と式」，「図形と計量」，「二

次関数」，「データの分析」の四つで構成して

いる。各科目の確率・統計の内容は以下のと

おりである。 

Table 3 

数学Ⅰ 

データの分析 

ア データの散らばり 

イ データの相関 

数学 A 

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 

数学 B 

確率分布と統計的な推測 

ア 確率分布 

（ｱ）確率変数と確率分布 

（ｲ）二項分布 

イ 正規分布 

（ｱ）母集団と標本 

（ｲ）統計的な推測の考え 

数学活

用 

社会生活における数理的な考察  

ウ データの分析 

 

指導について述べる前に，高等学校数学科

の目標について触れておきたい。高等学校数

学科の目標は次のようになっている。  

「数学的活動を通して，数学における基本

的な概念や原理・法則についての体系的な理

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。」 

下線部分が現行の数学科の目標からの変更

部分である。ここでは「数学的活動」と「数

学的論拠に基づいて判断する態度」について

述べる。 

数学的活動は，現行の学習指導要領から目

標に挿入された文言で，一言でいえば「数学

学習にかかわる目的意識をもった主体的な活

動」である。数学的な知識や技能を身に付け，

様々な場面でそれらを活用できるようにする

ためには，数学的活動を通してそれらを学び

とることが必要であり，特に，高等学校では

次の活動を重視している。 

・自ら課題を見いだし，解決するための構

想を立て，考察・処理し，その過程を振

り返って得られた結果の意義を考えたり，

それを発展させたりする。 

・学習した内容を生活と関連付け，具体的

な事象の考察に活用する。 

・自らの考えを数学的に表現し根拠を明ら

かにして説明したり，議論したりする。  

統計的な内容を例にとってみよう。例えば，

生徒があることがらに興味をもち調べる場面

である。 

・必要なデータは何かを考えデータを集め

る。 

・統計的な処理を行いその結果について考

察する。 

・データによる考察が不十分であると考え

れば，さらに他のデータを集め同様に考

察する。 

・結果を整理し，自分の考えをまとめそれ

を適切に表現する。 

数学的活動は，いずれの内容においても工

夫しなければならないが，今述べたように統

計的な内容ではより工夫しやすいといえよう。 

数学的論拠に基づいて判断する態度とは，

事象を数学的に考察・処理して結果を整理し，

それに基づいて判断することである。大切な

ことは，自分で考え，自分で合理的に判断す

ることである。これまで述べてきたことから，



教育テスト研究センター 第 13 回研究会報告書（2009）                              

- 6 - 

このような態度を育てるにも，統計的な内容

は相応しい内容であると言える。 

 

統計的な内容の指導に当たっては，数学科

だけではなく総合的な学習の時間などでもそ

の手法を活用させるようにすることが大切で

ある。数学科においても数学的活動を重視し，

いろいろな場面で活用できるよう工夫するこ

とは必要であるが，実際的な場面で活用する

ことを考えるべきであり，これは以前から学

習指導要領解説でも指摘されていることであ

る。（例，1979 年 高等学校学習指導要領解

説 数学・理数編） 

 

Ⅲ．子どもたちの現状・取組 

ここでは，全国学力・学習状況の結果や

SSH の取組を紹介する。 

（1）全国学力・学習状況調査 

まず，平成 21 年 4 月に実施された全国学

力・学習状況調査から統計的な問題を小学校

2 問（A8 及び B5），中学校 2 問（A13 及び

B5）取り上げる。 

①小学校 A8，B5（Figure 1，Figure 2）

Table 4 

（％） 

 正答 無答 

A8 68.8 3.6 

B5 

（1） 82.1 4.7 

（2） 72.9 5.3 

（3） 17.9 7.5 

 

A8 は，小学校 4 年で学習する 2 次元表に

関するものである。10 と答えた誤答が 12.5％

あり，2 次元表のアの位置からネコを飼って

いない人数を答えたものと考えられる。単純

な数え間違いによる誤答も含まれていると考

えられる。 

  B5 は，グラフの読みと割合の理解に関す

るものである。（2）と（3）の各選択肢を選

んだ児童の割合は次のとおりである。  

                  Table 5 

（％）  

 1 2 3 

（2） 72.9 3.1 18.5 

（3） 31.1 42.9 17.8 
 

（1）で 80kg という誤答が 10.7％あることを

考えれば（2）又は（3）で 3 と解答したもの

の中に全体の重さを見て解答したものが一定

程度含まれていると考えられる。（3）で 2 と

解答したものが 40％を超えているが，これは

割合についての理解が不十分なため比較量が

同じ場合に割合も同じと判断したものと考え

られる。小学校では，割合の理解は課題の一

つであり，中学校で相対度数や確率を指導す

る場合に配慮することが必要である。なお，

（3）の解答では不十分な解答が多く，特に

記述の場合には必要なことがらを過不足なく

答えさせるよう指導する必要がある。  

②中学校 A13，B5（Figure 3，Figure 4）

Table 6 
（％）  

 正答 無答 

A13 
（1） 73.8 1.6 

（2） 57.9 13.9 

B5 

（1） 80.1 10.0 

（2） 57.1 22.4 

（3） 48.0 1.7 

 

また，A13 の（1）と B5 の（3）で各選択

肢を選んだ生徒の割合は次のとおりである。  

Table 7 
（％）  

 ア イ ウ エ 

A13（1） 5.8 3.5 15.3 73.8 

B5（3） 6.9 9.5 34.0 48.0 

 

A13 の（1）と B5 の（3）を比較してみる

と中学 3 年では，相対度数については約 3/4

（73.8％）の生徒が理解できているが，確率  
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の概念については約 1/2（48.0％）の生徒し

か理解できていないことが分かる。また，確

率を求めることでは，A13 の（2）の結果か

ら，やはり 1/2 あまり（57.9％）の生徒しか

できていない。この問題はいずれの教科書に

も掲載されているような代表的な問題である。

B5 の（1）も確率を求める問題で，この問題

では 4/5 の生徒が正解になっているが，「3 つ

の箱から 1 つの箱を選ぶとき，それが当たり

の箱である確率を求めなさい」という設問か

ら単純に 1/3 と答え正答になった生徒もいる

と思われる。特に，確率の概念は，生徒が容

易に理解できる内容ではないことを踏まえて

指導することが大切である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

  

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％
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Figure 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 

 

 

 

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％
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（2）SSH の取組 

次に SSH の取組として，大阪府立大手前

高校の取組を紹介する。大手前高校では，「『科

学するこころ』の醸成と，国際感覚豊かな次

代の科学者養成のための研究」として次の三

つの研究を行っている。 

・コミュニケーション力をベースにした，

国際感覚豊かな「科学分野における日本

や世界のリーダー」を育成するプログラ

ムの開発 

・論理的に分析・判断・検証する力の育成

を通じて，広い視野に立った「科学する

こころ」の醸成と高度な専門性を有する

次代の科学者の養成 

・環境・生命などの全地球的視野に立った

ものの見方を身に付け，世界に向けて積

極的な情報発信の実践的研究 

特に，学校設定科目「理想（のぞみ）」を設

け，論理的な考え方と科学的な考察・判断・

検証のスキルを習得するために統計を学習し

ている。実際に学習しているのは，新学習指

導要領の数学Ⅰ及び数学 B の内容であるが，

教材プリントを作成し土曜日を活用して指導

されている。SSH では，同様の趣旨で統計の

指導を行っている学校が他にもあり，統計活

用能力が重要と考えられている。  

なお，大手前高校では，指導に当たり，統

計に関するアンケート調査も行われている。

統計用語について，「その意味を知っており，

人に説明することができると思うか」という

問いに関しては，平均値や期待値など数学 A

の「場合の数と確率」で学習した用語につい

てはまずまずの結果であるが，中央値や最頻

値などの統計用語についてはいずれも芳しい

結果ではない。ただ，将来，「統計について理

解しておくことは役に立つと思うか」という

問いにはほとんどの生徒が肯定的に回答して

いる。今後，様々な取組の中で，学習した内

容を積極的かつ適切に活用していくことが大

切だと考えられる。 

Ⅳ．指導上の留意点 

ここまでにも触れてきたが，特に中学校及

び高等学校の統計的な内容に関して，ここで

まとめて指導上の留意点を述べておきたい。 

指導上の留意点として次の 5 点が挙げられ

る。 

・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。 

・生徒が興味や関心をもつデータを工夫す

る。 

・生徒の疑問や意見を生かす授業を工夫す

る。 

・データのサイズが大きいときには，積極

的にコンピュータを活用する。  

・「総合的な学習の時間」などでも統計的な

手法を積極的に活用する。 

4 点目と 5 点目についてはここまでに述べ

ているので，1 点目から 3 点目までを述べる

こととする。 

統計的な内容に限らず数学の内容について

は，知識や技能を先にまとめて与え，いくつ

もの問題を解く中で概念の定着を図ろうとす

る指導が多い。その方が効率的に指導するこ

とができると考えてのことだと考えるが，必

ずしもそうとは言えない。知識や技能を指導

する際，意味の理解が不十分であれば問題を

解こうとしてもなかなか解くことができない

からである。また，そのため解き方だけ覚え

て問題を解く生徒もいる。したがって，いろ

いろな場面で活用できるような力を育てるに

は適切な指導とは言い難いところもある。特

に，統計的な内容については，いろいろな場

面で活用することが大切であり，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

ことを重視したい。そのためには，生徒が興

味や関心をもつデータを工夫することを考え

なければならない。そのデータを整理し，ヒ

ストグラムをかいたり，平均値や分散，標準

偏差などを求めたりしてデータの傾向を調べ

る。標準偏差を求める際には，それが何を表
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わしているかを理解させるよう工夫しなけれ

ばならない。生徒の疑問や意見を生かすこと

も大切であろう。なお，生徒の疑問や意見を

生かす授業という観点からは，ディベートを

授業に取り入れることも考えられる。  

このような授業実践の例として，東京学芸

大学附属国際中等教育学校の西村圭一先生

（現国立教育政策研究所教育課程研究センタ

ー主任研究官）の実践を取り上げる。  

この授業は，東京学芸大学附属国際中等教

育学校の中学 1 年のカリキュラムに位置付け

られている「資料の見方」の中で行われたも

のである。なお，この単元の目標は「1 変量

の統計データを処理する方法として，表やグ

ラフなどを用いた整理の仕方，代表値やデー

タの散らばりを表す数値の意味を理解し，デ

ータの傾向をとらえる能力を身に付ける。」と

されている。中学 1 年での学習であるので，

分散や標準偏差などは扱われていない。  

実際の授業は次のように計画され実施され

ている。 

①統計の概念の学習（6 時間） 

・課題「東京の夏は暑くなったか？」  

・統計の手法としては，次のものを学習  

度数分布表，ヒストグラム，代表値，箱ひ

げ図，移動平均 

②統計の概念の適用（7 時間） 

・課題「エアコンのメーカーは省エネに貢

献しているか？」 

・ディベートを行う 

③この他，練習をする時間を１時間設け，

さらに宿題として「1950 年と 2000 年の

日本の年齢別人口を比較し，気付いたこ

とを述べなさい。さらに，2050 年の日本

の年齢別人口を予測しヒストグラムに表

しなさい。」というレポートを課している。 

①，②の課題として，いずれも生徒が興味

や関心を持ちやすいものが設定されている。

また，①では，その課題を解決するために，

どのような概念が必要かを生徒に考えさせな

がら授業が進められている。このような授業

展開が望ましいと考えているが，教師の力量

と相応の授業時数が必要であることは述べて

おきたい。②のディベートでも，ディベート

のルールを説明し，肯定側，否定側を三つず

つのグループに分け，最小限の説明を加えた

後，グループごとの検討とディベートという

流れで細かな配慮がされ実施されている。グ

ループごとの検討では，コンピュータを用い

て教師から示されていないデータも用いるこ

とはできないか，生徒同士で議論していた。

生徒の生き生きとした姿が特に印象的であっ

たが，統計教育に限らず他の数学の内容につ

いても，議論することで生徒の学習意欲を高

めることができ，理解を深めることができる

ので積極的に工夫することを考えた方がよい。

統計的な内容については，ディベートを活用

しやすいので他の内容より議論をさせやすい

と言えよう。 

西村圭一先生の実践以外に，愛知県立半田

高校の菅野栄光先生の実践も優れた実践であ

る。 

半田高校では，数学 B で数列とベクトルを

選択しているため，情報 B でコンピュータを

使って記述統計の内容を学習している。さら

に，総合的な学習の時間やロングホームルー

ムの時間でディベートを行っている。菅野栄

光先生の実践は課題意識が明確であり，ディ

ベートも効果的に行われていると感じる（菅

野，2007）。 

 

Ⅴ．おわりに 

ここではまず，評価のことを述べておきた

い。学習評価については，学習指導要領の公

示された後検討される。今回も，現在，中教

審教育課程部会学習評価 WGで検討されてい

るところであり，最終的には，その報告を待

たなければならない。 

現在行われている目標に準拠した観点別評

価（四観点による評価）が継続されるとして
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統計的な内容に関する評価について簡単に述

べておく。統計の知識や技能については，入

試センター試験でも出題されているように，

ペーパーテストを用いて評価することは可能

である。しかし，統計の内容の場合，先に述

べたようにディベートなどを行うこともあり，

このような実践についても積極的に評価をし

たい。ディベートでは，討論の審査がされる

ので，その結果も参考にしながら評価するこ

とは可能であろう。ただし，統計についての

評価であるので，統計的な見方や考え方，知

識及び技能などが適切に用いられているか，

について評価しなければならない。なお，デ

ィベートはグループで行われることが多く，

グループで行った取組を個人について評価で

きるのか，という指摘もある。この指摘に対

し，例えば，ペーパーテストに，「○○につい

て，■■は次のようなデータを用いて，△△

と結論した。これに反論せよ」という出題を

して個人について評価できるのではないか，

という意見は傾聴に値するものであった。た

だ，実際には，グループでは能力を発揮する

が，個人では能力を十分発揮しない生徒もお

り，それも踏まえた上で実際的な評価を今後

考えていきたい。 

評価に関連して，入学試験についても一言

述べておく。入学試験は，中学校や高等学校

の総合評価としてとらえられる雰囲気もあり，

学校現場への影響は大変大きい。特に，入学

試験でどのような出題がされるかは，受験生

だけではなく教師も強い関心をもっている。

ペーパーテストで行われるので，出題の工夫

にも限界があると考えるが，統計の内容を使

って実際に課題を解決する場面で使える知識

や技能などが身に付いていることを素直にテ

ストする出題を出題者側に強くお願いしてお

きたい。 
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