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今日お話すること
現行学習指導要領下の高等学校１年生
に対する実践からの示唆

新「数学Ⅰ」の「データの分析」に
おける「データの相関」の指導に
Web上の都道府県別データを活用する



過去の実践より



「高等学校におけるディベートを活用
した統計教育」
Debate-based Statistical Education
in Upper Secondary School

全国数学教育学会誌　数学教育学研究
第13巻 2007 pp.175-182



情報科や総合的な学習などと連携した
統計教育

日本数学教育学会　全国大会
　2005 長野大会
　2007 高知大会
　2009 京都大会



今までの実践は，現行「数学B」の統計
的な内容を他教科などの時間を借りな
がら，比較的長時間に渡って行ったも
のであった．

対象は高校２年生．実施段階では「数
列」も学習済みであり，情報科でエク
セルの操作にも習熟していた．





新学習指導要領においては「データの
分析」は「数学Ⅰ」に配置されており，
この段階では「数列」も未習であり，
情報科もまだ始まっていない可能性が
高い．



今回は…

高校１年生の段階で無理なく，基本的
に数学科の授業の中でコンパクトに行
える授業モデルを考えてみた．



統計局Webサイト上の
都道府県別データから
２変量の関係を探る授
業モデル



実施年月・対象生徒

2009年12月
公立高等学校１年生
（男子19名，女子19名，計38名）



概要
 Web上の都道府県別データの中から， 

 生徒自身が２変量を選び，相関係数を
 調べる．

 グループの共同作業として行い，まとめ， 

 他グループに提示し，検討していく．



《出題グループ　　　班，　回答グループ　　　班》

比較する２項目
強い，やや強い
正の相関
r>0.7

弱い相関，
あまり相関なし
-0.7≦r≦0.7

強い，やや強い
負の相関
r<-0.7

①［　　　　　　］×［　　　　　　］

②［　　　　　　］×［　　　　　　］

③［　　　　　　］×［　　　　　　］

④［　　　　　　］×［　　　　　　］

⑤［　　　　　　］×［　　　　　　］

⑥［　　　　　　］×［　　　　　　］

⑦［　　　　　　］×［　　　　　　］

⑧［　　　　　　］×［　　　　　　］

　↑ 出題グループが組み合わせた２項目に　　　　　　↑ 回答グループが予想して○をつけて下さい．
　　 ついて記入して下さい．
　（相関係数については自分たちで控えておくこと）

生徒配付用ワークシート

回答者グループは①～⑧の予想の中で一番自信があるものをあげ，その理由（どのように分析したか）
も書いて下さい．



ねらい
共同作業を通じて，多くの変量の組み
合わせについて相関係数や散布図を見
ていくことで，その理解を深める．



統計局のWebページ（旧）

31C2=465通り



組み合わせの例
［一人当たり県民所得］!［乗用車保有台数］
［一人当たり県民所得］!［道路舗装率］
［一人当たり県民所得］!［大学生の数］
［人口］!［ごみの量］
［ごみの量］!［建物出火件数］
　　　　　　　　　　　　　　　　　…など



メリット
・データをすぐ表計算ソフトで利用できる

・どの項目でも必ず47個のデータがある

・生徒の活動がある程度予想可能



統計局のWebページ（新）

こんなことが分かるよ 分野別にみる 都道府県別に知る 他の国と比べる

現在の位置 ：なるほど統計学園 >  探す・使う・作る >  探してみよう統計データ

統計ってたくさんあるよね。ここでは、知りたいことからでも、
調べたい分野からでも、統計データを探せるんだ。都道府県で比
べたり、世界の国々と比較できるデータもあるよ。グラフで見る
こともできるし、ダウンロードだってＯＫ。「出典の統計表」を
見ればもっと詳しいことがわかっちゃう。さあ、さっそくやって
みよう。

※過去のデータが５年おきに表示されているグラフや表でも、「出典の統計
表」で最近数年間のデータが確認できる場合がありますので、そちらもご確
認ください。

探してみよう統計データ

1.国土・気象

2.人口

3.労働・賃金

4.国民経済計算

5.企業活動

6.農林水産業

7.工業

8.エネルギー・水

9.運輸

10.商業・サービス業

14.物価・地価

16.住宅

19.教育



グラフを見る ダウンロードする

番号 都道府県 人口
 全国 127,692
1 北海道 5,535
2 青森 1,392
3 岩手 1,352
4 宮城 2,340
5 秋田 1,108
6 山形 1,188
7 福島 2,052
8 茨城 2,964
9 栃木 2,011
10 群馬 2,012
11 埼玉 7,113
12 千葉 6,122
13 東京 12,838
14 神奈川 8,917
15 新潟 2,391
16 富山 1,101
17 石川 1,168
18 福井 812
19 山梨 871
20 長野 2,171
21 岐阜 2,100
22 静岡 3,800
23 愛知 7,403

番号 都道府県 人口
24 三重 1,875
25 滋賀 1,402
26 京都 2,629
27 大阪 8,806
28 兵庫 5,586
29 奈良 1,404
30 和歌山 1,012
31 鳥取 595
32 島根 725
33 岡山 1,948
34 広島 2,869
35 山口 1,463
36 徳島 794
37 香川 1,003
38 愛媛 1,444
39 高知 773
40 福岡 5,054
41 佐賀 856
42 長崎 1,440
43 熊本 1,821
44 大分 1,200
45 宮崎 1,136
46 鹿児島 1,717
47 沖縄 1,376

出典の統計表

出典：「第59回　日本統計年鑑　平成22年」

人口（都道府県別）　(平成20年)

（単位：千人）













まとめ



実践を終えて
・自分たちが選んだデータなので「やらされ
ている感」が少なく，能動的であった

・表計算ソフトの習熟度にかなりの差がある
　　→コンピュータを活用せよとは言うが…

・相関関係を因果関係ととらえる傾向はとて
も強い



実践を終えて

・Σ記号も習っていない状態で，相関係数の数
学的定義を教えるのは困難

　→具体例にあたることでイメージを
　　持たせることが大事



統計的リテラシーの育成は，学校教育で行う
に値すること

知識・技能の習得に偏重しない数学的活動を
重視した授業展開を高等学校でも模索すべき

　→実践例を共有し，敷居を低くし，
　　教科書の学習と並行して，
　　「やってみよう」と高校教師が思える
　　ことが重要では？



ご清聴ありがとうございました


