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学習指導要領の改訂

• 2016年12月 中央教育審議会答申
• 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

• 2017年3月 小学校・中学校学習指導要領の改訂

• 2017年7月(?)  小学校・中学校学習指導要領解説出版

• 2018年3月 高等学校学習指導要領の改訂

• 2019年3月 高等学校学習指導要領解説出版



中教審答申で述べられている今後の課題

知識・技能判断の根拠や理由

生活や社会の中での
課題解決に生かす





その後もさまざまな動きが

ビッグデータ
IoT (Internet of Things)

AI (人工知能）
超スマート社会

Society 5.0

データサイエンティストの育成







学習指導要領改訂に関する中教審答申

•算数・数学に関する具体的な改善事項
②教育内容の改善充実

ii) 教育内容の見直し
○ 数学と人間との関わりや数学の社会的有用性

○ 言語としての数学の特質の重視

○ 小・中・高等学校教育を通じて統計的な内容等の改善

○ プログラミング教育



【小学校】
⚫ 統計的に分析するための知識や技能を理解し，身近な生活の場面の問題を解決するためにデータを集めて表

やグラフに表し，統計量を求めることで，現状や分布の傾向を把握したり，２つ以上の集団を比較したりして意思
決定につなげる。

⚫ 統計的手法を用いて出された結果を，別の視点から吟味する。

【中学校】
⚫ 統計的に分析するための知識や技能を理解し，日常生活や社会生活の場面において問題を発見し，調査を

行いデータを集めて表やグラフに表し，統計量を求めることで，現状や分布の傾向を把握したり，２つ以上の
集団を比較したりして，問題解決や意思決定につなげる。

⚫ データの収集方法や統計的な分析結果などを多面的に吟味する。

【高等学校（必履修）】
⚫ 統計的に分析するための知識や技能を理解し，日常生活や社会生活，学習の場面等において問題を発見し，

必要なデータを集め適切な統計的手法を用いて分析し，その結果に基づいて問題解決や意思決定につなげる。
⚫ データの収集方法や統計的な分析結果などを批判的に考察する。

個別の知識や技能
⚫統計に関する基本的な概念や原理・法則の理解

⚫統計的に分析するための知識・技能

思考力・判断力・表現力等

⚫不確定な事象について統計的な手法を適切に選択し分析する力

⚫データに基づいて合理的に判断し，統計的な表現を用いて説明する力

⚫統計的な表現を批判的に解釈する力

学びに向かう力、人間性等

⚫不確定な事象の考察や問題解決に，統計を活用しようとする態度

⚫データに基づいて予測や推測をしたり判断したりしようとする態度

⚫統計的な表現を批判的にみようとする態度

育成を目指す資質・能力

２．小・中・高等学校を通じた統計教育について
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【小学校】

• 統計的に分析するための知識・技能を理解し，身近な生活の場面の
問題を解決するためにデータを集めて表やグラフに表し，統計量を
求めることで，分布の傾向を把握したり，二つ以上の集団を比較して
意思決定につなげる。

• 統計的手法を用いて出された結果を多面的に吟味する

【中学校】
• 統計的に分析するための知識や技能を理解し，日常生活や社会生
活の場面において問題を発見し，調査を行いデータを集めて表や
グラフに表し，統計量を求めることで，現状や分布の傾向を把握し
たり，２つ以上の集団を比較したりして，問題解決や意思決定につ
なげる。

• データの収集方法や統計的な分析結果などを多面的に吟味する。



「データの活用」での問題解決の過程

• 「データの活用」領域では，他の領域とは異なり，問題に関
わる「データ」を収集する必要がある。そこで，統計教育では，
次のようなＰＰＤＡＣサイクルと呼ばれるプロセスが用いられ
ることが多い。



小学校算数でのおもな変更点

• 「データの活用」領域の新設
• 第1学年から第6学年まで，統計に関する内容だけで構成された。

（中学校まで含めると9年間）

•統計的な探求プロセスを知識・技能として取り扱う

• ドットプロットという用語が入る

•中央値，最頻値を6年生で取り扱う

ドットプロットとは，

数直線上の該当する箇所にデータを配置し，同じ値
のデータがある際には積み上げて表したもの



代表値（小学校算数 第6学年）

•平均値
データの個々の値を合計し，データの個数で割った値

•中央値
データを大きさの順に並べた時の中央の値

•最頻値
データの中で最も多く表れている値



中学校数学での主な変更点（内容面）

•中央値と最頻値（小学校へ移行）
• ヒストグラムでの最頻値は中学校で

•確率を1年生と2年生に分割
• 多数回の試行に基づく確率をどう活用するのか？

•箱ひげ図（高等学校からの移行）



四分位数

• データを4つに分けるときの境界の値
小さい方から

第1四分位数，第2四分位数，第3四分位数

ただし，第2四分位数は中央値と一致する

ドットプロットと四分位数
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箱ひげ図の描き方

中央値

最大値最小値
第3四分位数第１四分位数

高等学校学習指導要領解説（現行）では，平均値も箱ひげ図に記入
されているが，これは一般的ではない。ただし，中央値と平均値の
違いを明らかにする際には，表示されることもある。

箱ひげ図についても，いろいろな表現があり，統計用のソフトウエア
でもいろいろなものが使われている
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内容面以外での変更点

•統計的な問題解決・意思決定に取り組むこと
• PPDAC サイクル

•統計的な方法や結果を批判的に考察すること



統計的な問題解決とは

小学校学習指導要領解説 算数編 p.67 より

統計的な問題解決については，小学校で詳しく書かれ
ているが，小中高等学校を通して，意識されている。



Problem 問題の定式化

• PPDACの中でも，重要で難しい部分

•最初にテーマを考えると，具体性に欠ける場合が多
い。

世界遺産 富士山を守るためにできること

データから生活リズムを見つめ直す

PPDACサイクル
Problem
Plan
Data
Analysis
Conclusion



Problem 問題の定式化

問題は
「何かを知りたい」では×

問題解決を意識して
「何かを改善したい」

「何かの影響を調べたい」

という形で考えよう。

世界遺産登録の前後
どんな点が変化
したのかを
いろいろ考える

睡眠時間を十分取りたい影響する変数を
いろいろ考える

PPDACサイクル
Problem
Plan
Data
Analysis
Conclusion



比較というアイデアを入れるとよい

•大きな集団での分布と身近なデータとを比較し
たい

•二つの集団の比較を行いたい

•2つの変数の関係を調べたい

•ある変数の時間的な変化を調べる



Plan (実験・観察の計画）

• どのようなデータを集めるのか

• どのようにデータを集めるのか

•既に集められているデータを探すこともある

富士山の登山者数（年毎）

睡眠時間をどのように測るのか？
（1日？ 平均的な1日？ 1週間の平均？）

要因を調べるために，質問紙調査をすることも

PPDACサイクル
Problem
Plan
Data
Analysis
Conclusion



Data データの収集

•実際にデータを収集する

•収集したデータを入力する

•入力したデータを整理する
• 入力ミスのチェック

• おかしなデータが含まれていないか

PPDACサイクル
Problem
Plan
Data
Analysis
Conclusion



Analysis データの解析

• データをグラフで表現する

•代表値を計算して，その特徴を示す

•統計的なモデルを仮定して，分析することもある

PPDACサイクル
Problem
Plan
Data
Analysis
Conclusion



Conclusion 結論

•解析結果に基づいて，最初に定式化した問題に対す
る結論をまとめる。

• ここでは，統計的な結果に基づいて，文脈に沿った
解釈が必要

•実際のプロセスを振り返って，問題点や今後の課題
についても考えることも必要

ここでの課題をベースに次のＰＰＤＡＣ
へと進む（サイクル）

PPDACサイクル
Problem
Plan
Data
Analysis
Conclusion



1回の授業でPPDACサイクルは
一回りできるのか？

•実際にデータを収集する場合には，これは難しい。

•既存のデータを活用するのであれば，可能であるが，
無理して1回の授業でＰＰＤＡＣサイクルを回す必要
はないのではないか。

• PPDACサイクルの必要性や実際にこのサイクルに
沿って，問題解決する力をつけていけばよい。



単元を通して，PPDACサイクルを
複数回体験できるようにしたい

• 一般的な数学的な問題解決でもそうであるが，PPDACサイク
ルでも，最も難しいのは，問題(Problem)の部分である。

• 問題を定式化するためには，その問題に対する基礎的な知
識やそれを解決する方策に対する知識も必要。そして，なに
より必要なのは，その問題に対する興味や関心である。

• そのため，授業を問題の定式化の部分からスタートさせるの
はかなり難しいのではないか。



たとえば， 授業はAnalysis から

問題
(Problem)

計画
(Plan)

データ
(Data)

解析
(Analysis)

結論
(Conclusions)

最初のＰＰＤは，教師
中心で考える。

Analysisでは，その単

元で学習する統計的
方法の特徴なども検
討する。

２回目の問題は，生
徒自身で。



このような本も出ています

総務省のホームページからダウンロード可能
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/info/guide/stkankyo.htm



指導者用もあります



批判的思考はネガティブな思考ではない

•批判的な思考とは
1. 証拠に基づく，論理的で偏りのない思考

2. 自分の思考過程を意識的に吟味する省察的で熟慮的な思考

3. より良い思考を行うために，目標や文脈に応じて実行される目
標指向的な思考

楠見孝，道田泰司編 「批判的思考と市民リテラシー」より

統計的な問題解決を行ったら，そのプロセス
を批判的に考えてみよう。



柗元（2017）より



統計グラフコンクールの指導をする先生方へ

•統計グラフコンクールでは，グラフを適切に用いて，見てもらう人に
わかりやすく説明することが大切。

•統計グラフにおいても，統計的な問題解決のプロセスを意識しておく
とよい。

• できれば，複数回の問題解決のプロセスを行いたい。そうすることで，
統計グラフの中にストーリー性がでてくる。



そのためには，先生方のアドバイスが大切

•子どもたちが考えた「問題」に対して，アドバイスをしよう。
• 目的は何だろう？

• それを調べるにはどんなデータが必要かな？

• 何が示せたかな？

• もう少し改善できないかな？

• できれば，一つ目のサイクルは早めに実施しよう。それを分析するこ
とで，もっと調べたい，どうしてだろう，と思えると，面白いグラフが出
来上がるのでは。

1回のサイクルで解決しないでいい！



まとめ

•知識だけでは，コンピュータには勝てない。検索した方が早い。

•知識をどのように生かして，いろいろな問題を解決していく力がこれ
から求められていく。

•統計的な問題解決のプロセスについて，しっかり理解しておこう。

•統計的な問題解決では，1回のプロセスで問題解決まで到達しなくて
もよい。結論の段階で，次の課題をしっかり考えよう。

•児童・生徒の皆さんが，統計的に問題解決することの面白さを感じ
てほしい。



おまけのトピックス



都道府県別データの不思議

都道府県別のＨ24年度の乗用車保
有台数とＨ23年度の建物出火件数の
関係

相関係数
0.857

この結果から
「乗用車の保有台数が多いと，建物
出火件数は多くなる」
といえるだろうか？



平均初婚年齢

•平成27 年人口動態統計月報年計(概数）の概況より

これを都道府県別にみると、平均初婚年齢が最も低いの
は、夫が宮崎県の29.9 歳、妻が福島県及び山口県の
28.6 歳であり、最も高いのは夫妻とも東京都で、夫32.4 
歳、妻30.5 歳となっている（表10－２）。

平均初婚年齢，若すぎませんか？



統計的な記事や報告を批判的に見てみよう。

1. 誰が調査しているのか？

2. 調査対象者はどんな人か？

3. どのように測定されたのか，あるいはどのよう
に質問されたのか？

4. どのような指標が用いられているのか？

5. どのような比較が行われているか？

6. 効果や違いの大きさはどれくらいか？



あみだくじ

ルール
• 横棒を５本引いてみよう
• 横棒が重ならないようにする

あみだくじは公平だ
ろうか？


