
１．はじめに
　現行の中等教育段階の数学科における統計教育の軽
量化を憂慮する指摘は，様々なところでなされていた
が，関係の方々の努力で，次期学習指導要領では重視
されることになった．2008年12月22日に公表された
高等学校学習指導要領案によると，共通必履修科目で
ある「数学Ⅰ」に新たに統計に関する内容が付け加え
られる模様である．選択ではなく必履修科目に入れら
れた意義は極めて大きい．同時に，これは，ほとんど
の高校生に統計教育がなされることを意味しており，
現場の高校教師はその責任を重く受けとめなければな
るまい．
　選択制による実質上の統計教育の空白期間が長く続
いたことにより，高等学校の数学教育における実践レ
ベルでの議論や，有効な提言は，近年，あまりなされ
ていないように見受けられる．然るに，次期学習指導
要領下では，高等学校においても「数学的活動」を重
視した質の高い統計教育の実践が期待されている．も
とより，知識•技能の習熟においては，日本の高等学
校における教育は一定の評価を得ている．強化が望ま
れるのは，竹内（2006）が述べているように「統計
知識を活用し，各自が数量的な分析能力を向上できる
ような実践的な教育」である．これはOECDのPISA
調査の結果からも多くの指摘がなされているところで
ある．
　高等学校において，ある程度の数の生徒を対象に統
計教育が行われていたのは，２つ前の学習指導要領に
設定されていた科目「確率・統計」の授業にまでさか
のぼる．これは1990年前後のことである．その当時
に比べると，現在，高等学校の授業環境は大きく変化
している．普通教科「情報」の導入に伴う，インター
ネットに接続したコンピュータを一人一台操作できる
特別教室の整備．「総合的な学習の時間」に見られ
る，従来の高等学校では実現しにくい面もあった教科
横断型の学習の可能性．こういった要因を踏まえた上
で，教科「数学」として次期学習指導要領においてど
のような実践を行っていくべきかを考察する．
　具体的には，現行の学習指導要領の「数学B」にお
ける「統計とコンピュータ」の内容に関連して行われ

た２つの実践事例をもとに，新「数学Ⅰ」への展望を
試みる．１つは「ディベートを活用した統計教育」，
もう１つは「総務省統計局のWebサイトにある都道府
県別データを活用した統計教育」である．知識の伝達
に留まらない，数学的活動を重視した授業を展開する
ことによって，学習終了後も剥離しない，変化の激し
い現代の情報化社会を生き抜くために必要な統計的リ
テラシーの育成が期待される．このような観点から，
新学習指導要領施行に向けて，実践レベルでの提言を
行うのが本研究の目的である．

２．新「数学Ⅰ」において指導すべき内容
　統計的リテラシー育成のために「数学科が受け持つ
べきこと」と「数学科でもやるべきこと」の区別はつ
けておいた方がよいであろう．筆者は，以前，高等学
校数学科で統計教育を行うに当たって，他教科との連
携の必要性を主張した（菅野，2007）．現実社会に
溢れる数量的なデータを正しく分析し，新聞やマスコ
ミなどから流れてくる情報を批判的に見るといった
「統計的リテラシー」を育成することは，数学科だけ
で行うことではないし，数学科の中だけで完結させる
ものでもないからである．しかし，それでも，統計学
の理論や，用語•記号の定義や概念などを体系的に教
えるのに一番適した教科は数学科であることは間違い
ないであろう．藤井（2007）は，「数学の中で統計
的な分野を明確に位置付け，教育を行っていくことが
大切である」と，教科として対応していくことの重要
性を主張している．
　次期高等学校学習指導要領案によると，新「数学
Ⅰ」を構成する４つの内容のうちの１つが統計に関す
る内容である「データの分析」となっている．ここで
は，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
することが目標とされており，大きく分けて，ア
「データの散らばり」と，イ「データの相関」の２つ
を扱う．
　アにおいては，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，とある．これらの散らばり

高等学校における数学的活動を重視した統計的リテラシーの育成指導
ーディベートおよび統計局Webサイトの活用ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅野 栄光（愛知県立半田高等学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



具合を表す数値は，表計算ソフトなどを用いれば簡単
に求められるが，それがどのような計算に基づいて算
出されているのか，その数値の大小は何を意味してい
るのか，などといったことの理解については数学科と
してしっかり責任を持つべきである．そういったこと
が前提となって，傾向を把握して他者に説明する，と
いった活用の部分につながっていくのである．活用の
部分に関しては，もちろん数学科でも行うべきだし，
情報科や地歴•公民科などの他教科や「総合的な学習
の時間」などでも行っていくべきであると考えられ
る．本研究では，３章において，「ディベートを活用
した統計教育」の実践事例を紹介し，アの内容に関連
した数学的活動につながるような提言を行う．
　イにおいては，散布図や相関係数の意味を理解し，
それらを用いて２つのデータの相関を把握し説明する
こと，とある．Σ記号を用いないで（これは「数学
B」で学習する）相関係数の定義を正確に理解できる
かは難しいところであるが，多くの例を見ていくこと
によってその意味することを経験的に知るということ
はあるだろう．４章において，「総務省統計局のWeb
サイトにある都道府県別データを活用した統計教育」
の実践事例を紹介し，イの内容についても数学的活動
のための提言を行う．
　今回の高等学校指導要領改訂の特徴として，「数学
Ⅰ」及び「数学A」の内容に〔課題学習〕が位置付け
られたことがある．高等学校においては，教科書を離
れた，生徒の主体的な学習を促すような自由度の高い
授業展開は不慣れである場合が多いと思われる．次章
以降の実践に基づく提言は，高等学校数学科における
〔課題授業〕の展開も視野に入れたものである．

３．ディベートを活用した統計教育
(1) 指導の概略
【実施時期】　2005年3月3日
【対象生徒】　公立高等学校２年生
　　　　　　　（男子33名，女子9名，計42名）
「数学B」の「資料の整理，資料の代表値，資料の散
らばり」については学習済みである．偏差値の算出法
も簡単に紹介してある．また，情報科において，表計
算ソフトの操作は学習しており，平均，分散，標準偏
差などの統計量も，表計算ソフトの関数を用いて求め
られるようになっている．
【内容】「統計資料をもとにしたディベート」
架空のクラスの数学の定期考査２回分の得点データ
（表１）を与え，特定の生徒A君（番号１）の得点の
推移から「A君は以前に比べて数学の勉強を頑張った

といえるかどうか？」という論題を設定し，ディベー
トをさせた．
【ねらい】
・クラスにおける成績，という身近な例により，分
散，標準偏差といった数値の持つ意味を実感させる．
・特定の生徒の成績が向上したか否か，平均値との比
較だけでは明瞭でないことが，散らばり具合を表す指
標を導入することによって見えてくるといったことを
実感させ，その有用性を理解させる．
・共通の統計資料について，肯定側•否定側それぞれ
がどういう捉え方をするか，その主張をよく聞くこと
によって，より深い分析ができるようにさせる．
・ディベートがもたらす複眼的思考によって，一面的
でない資料の見方•捉え方ができるようにさせる．
・ディベートを通して，他者に数学的な考えを伝えた
り，発表したりする力を養う．

表１　与えた得点データ

番号 中間 期末 番号 中間 期末
1 59 65 21 50 57
2 38 59 22 65 75
3 65 45 23 61 69
4 49 61 24 61 81
5 61 75 25 62 62

6 47 67 26 44 49
7 64 69 27 64 58
8 49 62 28 60 78
9 42 59 29 43 48
10 36 51 30 34 33

11 49 73 31 46 51
12 40 60 32 41 59
13 36 54 33 72 94
14 52 55 34 61 39
15 30 39 35 78 93

16 48 72 36 70 55
17 56 81 37 62 22
18 74 72 38 42 59
19 42 69 39 95 100
20 43 68 40 63 33

41 64 23
42 61 36

(2) 展開
　平均値は必ずしも全体の様子を的確に表していると
は限らない．特異なデータに大きく左右される場合が
ある．なのに人は平均値によって集団を捉えることが
少なくない．生徒は自分のテストの得点をクラスの平
均点と比較することによって，その良し悪しを論じる
傾向がある．この架空のクラスにおいて，A君はその
得点を，59点→65点と上げているがクラス平均点も
54.3点→60.2点と上昇している．この状況からA君は



以前に比べて頑張ったといえるかどうかを考えさせる
ことによって，分散や標準偏差といったところまで踏
み込んだ分析を期待した．また，多様な議論が行われ
るように，「このクラスは理系クラスなのであるが，
番号34～42の9名は文系への変更を検討しており，中
にはもう数学を真面目に学習していない者も含まれて
いる」という条件を加えた設定にしてある．
　肯定側6人と否定側6人，司会•進行係を3人選び，
他の者はすべてジャッジを担当した．ジャッジに回っ
た生徒たちにも積極的にデータ分析を行ってもらおう
と，「自分だったら肯定側•否定側どちらの方が主張
がしやすいだろうか，根拠となる数字をあげて示せ」
という事前課題を課した．各自で具体的に平均点や偏
差値などを計算して，自分が肯定側だったらこのよう
に論理を展開する，などと前もって考えてもらうこと
で，ディベート本番で的確な判定ができるようにし
た．
　肯定側は，主に，クラスの平均点は高くなっている
が，A君もそれだけ得点をアップさせており，クラス
順位も20位から17位へと上げている，といったこと
を軸に自説を展開した．提示した資料も，表計算ソフ
トで順位をキーにソートをかけたものであった．
　否定側は，偏差値では53.5→52.7と下がっている
こと，さらに，今回あまり数学に力を入れなかったと
見られる生徒9名を除外して考えると，残りの生徒だ
けでは，A君は，順位も12位→15位と落ちており，偏
差値は57.0→51.8と大幅に低下している点を指摘し
た．また，9名のうち得点が大幅に低下している5名
を文系に変わる者と仮定して，それらを除外して考え
るとA君は偏差値50.5の平均並みになってしまう，と
いったことも主張した．

(3) 考察と提言
　統計資料というのは意思決定や判断を下す際の拠り
所として意味のあるものである．それゆえディベート
においても相手を説得するために，統計的なデータを
提示することが少なくない．普通，肯定側も否定側も
自分たちの結論を擁護するのに都合のよい統計資料を
引用し立論を展開する．それでは，同じ資料をもとに
議論をしたらどうであろうか．おそらく，自分たちの
主張にそった部分を強調し，不都合な部分には触れな
いのではないか．同様に，世の中に溢れるデータも，
その提示の仕方は発信者の都合のよい形でなされてい
るケースが目立つ．例えば，平均給与なども，一部の
高額所得者などによって実情とはかけ離れた数字に見
える場合がある．

　今回，必履修科目にて「データの分析」が扱われる
ようになった背景には，時に恣意的に提示される統計
資料に対しても正しく分析•判断できるようなリテラ
シーを多くの生徒に身につけてもらいたい，といった
願いが込められているものと思われる．
　「同じ統計資料をもとにしたディベート」を教材化
する利点は，データの分析を多角的に行えることであ
る．痛いところを突かれたときの反駁の準備など，自
分たちの主張と逆の立場に立った思考を行う必要があ
り，一面的でない深い分析が行える．また，同一の資
料を用いることで，議論を焦点化できる．統計資料の
出所を自由にすると，生徒は能動的に取り組める反
面，議論が拡散していく恐れがある．自由度を高めた
実践は「総合的な学習の時間」に譲ってもよいであろ
う．数学科の〔課題学習〕などで行う場合は，得点
データなどの統計資料は指導する教師側で統制した方
がよい．モデル的なデータと予想される反応などをま
とめた展開例などが事前にあれば，取り組む教師の負
担は軽減される．余裕があれば，実際の指導クラスに
応じた味付け（本実践では文系に進路変更する生徒の
存在）を加えるのも面白いであろう．また，実在の
データを用いる場合は，倫理面にも十分配慮したい．
　題材は，「体力テストにおける伸び」など他にも考
えられるが，テストの得点と平均点との関係は生徒に
とって非常に身近な問題であり，代表値の１つに過ぎ
ない平均値の過大評価を改め，次期学習指導要領にお
ける ア「データの散らばり」の学習内容を掘り下げ
るには適した教材であると考える．40前後というク
ラス人数程度のデータ数も手頃であろう．
　「必要に応じて，コンピュータや情報通信ネット
ワークなどを適切に活用し，学習の効果を高めるよう
にすること」とあるように，表計算ソフトの利用を検
討したいところであるが，「数学Ⅰ」での実施という
ことから情報科との連携は時期的に難しくなると思わ
れる．時間があれば，数学科の中でも簡単に指導した
上で，その活用を検討したい．また，細かいことであ
るが，関数を扱わせるとき，母分散と不偏分散の違い
について，指導者は注意する必要がある．多くの表計
算ソフトの場合，不偏分散がディフォルトとなってお
り，そのままVARとだけ入力すると不偏分散を意味す
ることになってしまう．計算させたいのは母分散であ
るので，VARPとしなければならない．教科書のデー
タのように数が少ないものを表計算ソフトで扱おうと
すると，この違いは目に見えて大きなものとなって現
れるであろう．



４．統計局Webサイトを活用した統計教育
(1) 指導の概略
【実施時期】　2007年1月10日～3月8日
【対象生徒】　公立高等学校２年生，3クラス
　　　　　　　（男子85名，女子38名，計123名）
「数学B」の「変量の変換，相関係数」については学
習済みである．また，情報科において，表計算ソフ
ト，プレゼンテーションソフトの操作は学習してお
り，簡単なグラフを作成して提示できるようになって
いる．
【内容】「総務省統計局のWebサイトにある都道府県
別データを活用した統計教育」
5～6人の班ごとの共同学習である．インターネット
を利用して総務省統計局統計局のWebサイトから都道
府県別の様々な資料を調べ、分析をし，プレゼンテー
ションを行わせた．特にデータの分析においては，２
変量を生徒自らが選び出し，コンピュータを用いて相
関係数を求めるといった点に留意させるものとした．
【ねらい】
・多くの統計資料の例に触れることにより，散布図や
相関係数の理解を深めさせる．
・相関係数をもとに資料の傾向を的確に把握できるよ
うにさせる．
・統計的な分析を十分にした上で，説得力のあるプレ
ゼンテーションが行えるようにさせる．
・班単位の共同学習を通して，数学的なコミュニケー
ション能力を高めさせる．

(2) 展開
　次のことを原則とすると提示した．

　都道府県別の統計資料を用いることを原則とした理
由は，母集団が同じであると，違う項目どうしの比較
がしやすいからである．より自由度の高いプレゼン
テーションは，３章でも述べたように，「総合的な学
習の時間」で行うことを考えればよい．数学科の〔課
題学習〕では，相関係数の分析比較がしやすいような
場面設定を優先したい．もちろん，このような原則の
もとでも，２変量の組合せは生徒の興味に応じて自由
に組み合わせることができ，生徒の意欲を引き出すこ
とは十分可能である．
　インターネット上の資料を活用する場合には，総務
省統計局のWebサイトが役に立った．この中の統計学
習サイトである「なるほどデータforきっず」という

都道府県別になった統計資料の中から，興味のある項
目をいくつか選び，それらの間に相関があるか調べ，
まとめ，発表する．

Webページ（図１）は，中学校用と表示されている
が，高等学校においても本実践のような場面では十分
役立つ．
→ http://www.stat.go.jp/kids/datastore/index.htm

図１　統計局Webページ

　班ごとにどういった方向性で資料を比較していくか
話し合いを行わせた．生徒が選んだテーマをいくつか
例示する．

　県別の統計資料をWebから取り込んだ後は，表計
算ソフトを利用して，それらを分析•加工するといっ
た作業に移った．データの並び替えを行ってランキン
グを調べたり，平均値を求めたりしていた．相関係数
に関しては，２変量が入った列を指定して，関数
CORRELを用いれば簡単に求まる．
　相関係数をコンピュータに計算させ，それが表示さ
れた時の生徒の反応として顕著であったのが，相関係
数が0に近いと残念がり，1または-1に近ければ近い
ほど喜びの声を上げるといったものである．より強い
相関があるほど，プレゼンテーションにおいてアピー
ルできるからである．また，予想に反して，逆の強い
相関が見られた場合は，その意外さに感心している様
子が観察された．
　図２は，「出生率からみた日本の未来予想」という
テーマで，主に出生率を変量の１つと考えて分析を
行った班が作成したスライドのうちの１枚である．も
う１つの変量に県民所得をとった時の相関係数
が-0.57647ということで，「それなりに負の相関関
係が見られる」というコメントを添えている．図３は
同じ班が作成したスライドで，図２の散布図について
の考察が書かれている．

・車と生活　　・金と大学　　・日本の少子化
・土地の価格から見た日本の現状　　・ごみと火事
・人口による地域の生活環境

http://www.stat.go.jp/kids/datastore/index.htm
http://www.stat.go.jp/kids/datastore/index.htm


図２　生徒が作ったスライド

図３　生徒が作ったスライド

　このようなスライドを各班とも20枚前後作成し，
一連のまとまりあるプレゼンテーションに仕上げて
いった．先の班については，出生率を１つの変量に取
りつつ，他の変量を昼夜の人口比率，土地の価格，人
口密度などに変えて，それぞれの相関係数を求め，
様々な分析を行っていた．
　相関係数の値については，いくらあれば２変量は強
く関連している，というような統計学上の明確な基準
があるわけではない．しかし，生徒は様々な変量につ
いての相関係数と散布図を見比べていくうちに，おお
よその感覚はつかめたようである．短時間で多くの
データ分析ができるのも，表計算ソフトを活用するメ
リットである．
　プレゼンテーションは１班につき10分の持ち時間
で行った．どの班も相関係数を軸に，様々な切り口か
ら工夫をこらしてまとめていた．

(3) 考察と提言
　データの収集・分析・プレゼンテーションという一
連の活動を行った後，事後調査として，自分たちの班
の取り組みについて次の４項目についてそれぞれ４段
階で回答してもらった．

　回答した120人の内訳は表２の通りである．

表２　生徒事後調査結果

とてもYes どちらかといえばYes
どちらかとい
えばNo とてもNo

Ｑ１ 53% 41%  5%  1%
Ｑ２ 72% 23%  5%  0%
Ｑ３ 13% 46% 35%  7%
Ｑ４ 54% 38%  8%  0%

　 Ｑ１によると，94％の生徒がこの実践により相関
係数の理解が深まったと答えている．Ｑ２では，７割
以上の生徒が自分で統計資料を探した方がとても興味
を持てると回答しており，どちらかといえばそうであ
るという生徒を合わせると９割を超えている．Q３は
数学科としては大事にしたいところであるが，６割近
くの生徒が表計算ソフトを用いずとも相関係数を求め
られると回答している．これは頼もしいことである．
相関係数を算出できるということは，すなわち，共分
散や分散が計算できるということであり，これらの意
味が理解されていると見てよいからである．表計算ソ
フトの使用を全面に押し出したこの実践の後で，相関
係数の定義やその理論的背景を忘れてしまうことを懸
念したが，本実践に入る前に教科書を使用してその指
導もしっかり行っておいたことが効いていると思われ
る．教科書で取り上げる例は，例えば，「10本の木
の太さと高さのデータを与えてその相関係数を求めさ
せる」といったようなものが典型である．確かにリア
リティのない無味乾燥な印象を受けるが，だからと
いって軽視してもよいことにはつながらない．Ｑ４で
は，92％の生徒が相関係数の有効性を認めている．
「相関係数はすごく面白いし，深いものだなぁと思っ
た」，「相関関係があると気づくと，どんどんじゃあ
これは？ と興味がわいてくる」などといった感想も
多々見られた．
　このような事後調査の結果に照らして，「総務省統
計局のWebサイトにある都道府県別データを活用した
統計教育」のような実践は次期学習指導要領の内容 
イ「データの相関」の指導に有効であると思われる．
相関係数を軸に，共同でプレゼンテーションを成功に
導いていく過程は，多くの教育的効果をもたらすであ
ろう．

Ｑ１．今回の研究発表を通して，相関係数についての理解が
深まったか？
Q２．統計の学習では，数学の教科書のように最初から与え
られた資料を扱うよりも，自分でWebサイトなどから探した
方が興味を持てるか？
Ｑ３．関数CORRELを用いなくても，自力で相関係数を求め
ることができるか？
Ｑ４．相関係数などの統計的な知識を用いて資料を分析する
ことは，様々な現象の解釈•説明に有効だと思うか？



５．おわりに
　統計的リテラシーの育成は，学校教育で行うに値す
ることであり，また，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が求められていること
も確かである．高校生に対するそのような実践が多く
はなされていない現状で，それを志向した実践報告は
もっとなされてもよいだろう．もとより，完全な成功
例などそうはあるまい．不完全な部分も含めて広く公
開し，改善点などを多くの高校教師で共有していくべ
きである．必履修科目で行うということを考慮する
と，ほとんどすべての教員にその指導の場が回ってく
るという認識を持ち，早めの対応を考えたい．長く続
いた統計教育の空白期間は，指導する側の若い教員に
も影響を与えているかもしれない．
　情報科との関連でいえば，先にも触れた通り，新
「数学Ⅰ」の指導段階で連携を行うのは難しい．本研
究では触れなかったが，新「数学B」における「確率
分布と統計的な推測」のところでは時期的に可能に
なっているかもしれない．いずれにしても，情報科の
教員の多くを未だに数学科の教員が兼任しているとい
う現状を前向きに捉えるならば，連携の工夫の余地は
あるだろう．
　最後に，教員側の問題として，生徒とともに統計
データの分析を楽しむといった姿勢が必要ではない
か，ということを述べて締めくくりたい．紹介した２
つの実践は，ある程度の統制をしたとはいえ，生徒の
主体性を重んじた〔課題学習〕に近い指導である．当
然，予想外の展開，答えに窮するような質問なども生
じる．４章で紹介したある班のプレゼンテーション
「県民所得と出生率」を聞いた生徒たちから，「な
ぜ，所得が低い方が出生率が高いのか？」という疑問
が投げかけられた．その場では，「昔から言うじゃな
いか，貧乏子だくさん，って」とかわしたが，気にな
り，社会学や経済学の文献に当たったところ，「夫の
所得の増加は子供に対する需要を増加させる所得効果
を生むが，妻の賃金の上昇は子供に対する需要を減少
させる代替効果を生み，これが夫の所得による所得効
果を上回るならば，その結果出生率は低下する」とい
うButzとWard（1979）が提示したモデルを見つけ
た．日本でも実際にこういったことがいえるのかを検
証するために，総合的社会調査のデータセットを入手
し，２次分析を行った．統計ソフトSPSSを用いて，
相関分析や重回帰分析を行ったところ，同モデルのよ
うな結果は統計的に有意に示されはしなかったが，妻
の就労地位は大きく関連しており，間接的に妻の所得
が影響している可能性が示唆された．このようなこと
を高校生に話したところ，興味深く聞いてくれた．す

べての事例にこのように対応していては時間がいくら
あっても足らないが，データ分析に対して教師として
も大いに興味を示すというスタンスは大事ではない
か．相関係数の指導を行っていると，生徒は安易に相
関関係を因果関係と結びつけようとすることがわか
る．２変量の間に強い相関があっても，第３の変量を
介した「見せかけの関係」である可能性もある．指導
者側にはそういったことの理解も必要であろう．
　せっかく高等学校数学科のメインストリームに躍り
出た「統計」である．教師自らの統計リテラシーの向
上も含めて，真正面から取り組み，よりよい実践を行
うべく努力を続けたいものである．
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