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背景

急速に発展しつつある情報化社会においては、確定
的な答えを導くことが困難な事柄においても、目的に
応じて資料を収集して処理し、その傾向を読み取って
判断することが求められる。

ねらい

この領域では、そのために必要な基本的な方法を理
解し、これを用いて資料の傾向をとらえ説明すること
を通して、統計的な見方や考え方及び確率的な見方
や考え方を培うことが主なねらいである。

情報化 国際的な通用性

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，p.49



この領域の名称を「資料の活用」としたのは、
これまでの中学校数学科における確率や統計の内
容の指導が、資料の「整理」に重きを置く傾向が
あったことを見直し、整理した結果を用いて考え
たり判断したりすることの指導を重視することを
明示するためである。

①不確実な事象を取り扱うこと

②問題の解決に取り組むこと

③対象をとらえ説明すること

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，p.49



①不確実な事象を取り扱うこと

 全体を把握することが困難だったり、偶然に左右
されたりする比較的な事象も、数学の考察の対象
であることを実感を伴って理解できるようにする。

 考察の結果、ただ一つの正しい結論が導かれると
は限らないことも、この領域の特徴であることに
注意して指導する。

 考察の結果導かれるのは事象についての傾向であ
る。

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，p.49



②問題の解決に取り組むこと
 この領域においては、ヒストグラムを作ったり、
代表値や確率を求めたりできるようにすることも
大切であるが、これらを具体的な事象にかかわる
何らかの予測や判断を行うために用いることがで
きるようにすることも重要である。

 日常生活や社会などにかかわる疑問をきっかけに
して、問題を設定しその解決の方策を探り、答え
を求めるという目的を持った活動ができるように
することが大切である。

 こうした活動を通して、予測したり判断したりし
た結果を具体的な事象との関係で見直し、評価・
改善することにも取り組めるようにする。
文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，pp.49-50



③対象をとらえ説明すること

 日常生活や社会における問題を取り上げ、それを
解決するために必要な資料を収集し、コンピュー
タなどを利用して処理し、資料の傾向をとらえ説
明するという一連の活動を生徒が経験することが
必要である。

 生徒が自分の予測や判断について根拠を明らかに
して説明できるようにする。また、それぞれの説
明を基にした伝え合う活動を通して、説明の質を
高めることができるようにする。

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，p.50



（1）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

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説
数学科編」，pp.126-127



標本調査の必要性と意味

 日常生活や社会においては、様々な理由から、収集
できる資料が全体の一部分にすぎない場合が尐なく
ない。例えば、・・・。このような場合、一部の資
料を基にして、全体についてどのようなことがどの
程度までわかるのかを考えることが必要になる。こ
のような考え方から生み出されたのが標本調査であ
り、全数調査と比較するなどして、標本調査の必要
性と意味の理解を深めるようにする。



簡単な場合について標本調査を行うこと

 ここでは、母集団から無作為抽出により標本を抽出
することと、標本から母集団の傾向を推定すること
について学習する。これらを理解するためには、実
際に標本調査を行う必要がある。

 標本調査であるから、ある程度大きな母集団を対象
にすることは当然であるが、ここでは生徒が標本を
取り出すことが困難とならないように注意する。

 母集団から標本を抽出する場合、注意しなければい
けないことは、標本が母集団の特徴を的確に反映す
るように偏りなく抽出することである。

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，p.127



母集団の傾向ととらえ説明すること

 標本調査により母集団の傾向をとらえ説明すること
を通して、標本調査についての理解を深める。

 指導に当たっては、日常生活や社会における事象に
関する問題解決を重視し、生徒の活動を中心に展開
されるようにする。生徒が導いた予測や判断につい
ては、生徒が何を根拠にしてそのことを説明したの
かを重視し、調査の方法や結論が適切であるかどう
かについて、伝え合う活動などを通して共通理解を
図るようにする。

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，p.127



母集団の傾向ととらえ説明すること

 標本調査を行い、母集団の傾向をとらえ説明するこ
とを通して、生徒が標本調査の結果や、それに基づ
く説明を正しく解釈できるようにする。例えば、調
査する地域や集団が偏っていないかや、アンケート
調査の質問が誘導的でないかなどにも目を向けられ
るようにする。母集団の傾向をとらえ説明すること
を通して、標本調査を活用できるようにし、不確実
な事象に関する情報に惑わされないようにすること
が大切である。

文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解説数学科編」，p.127



【「Ｄ 資料の活用」の評価規準の設定例】

国立教育政策研究所教育課程研究センター（2010.7）

「評価規準作成のための参考資料（案）（中学校）」，
p.93

数学への
関心・意欲・態度

数学的な
見方や考え方

数学的な
技能

数量や図形に
ついての
知識・技能

・標本調査に関心をもち、
その必要性と意味を考
えたり、母集団から偏り
無く標本を抽出したり、
母集団の傾向を推定し
たりしようとしている。

・母集団から偏り無く標
本を抽出する方法につ
いて考えることができる。

・整理した標本を基にし
て、母集団の傾向を推
定することができる。

・無作為に標本
を抽出し、整理
することができ
る。

・標本調査や全
数調査の必要
性と意味を理解
している。

・標本調査を行い母集
団の傾向をとらえ説明
することに関心をもち、
問題の解決に生かそう
としている。

・問題を解決するために、
標本調査を用いて、母
集団の傾向をとらえ説
明することができる。

・問題を解決す
るために、無作
為に標本を抽
出し、整理する
ことができる。

・標本調査を用
いて問題を解決
する手順を理解
している。

【標本調査の必要性と意味】

【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】



 基本的な統計概念やグラフのかき方などを「資料の
整理」のように指導した後に「活用」の場面を設定す
ればいいのか

 「活用」を意識して実際に生徒にデータを集めさせた
り、実在するデータを配布したりしてみたが、分析内
容や結果にそれほど深みや広がりがなかった

 「活用」を実践してみたとして、定期試験でどのように
出題し、評価すればよいのか（特に高等学校数学科
教員から） など

青山和裕（2010）「－企画趣旨説明－これからの統計教育の方
向性（4）：「活用」に向けた授業の具体像と評価について」



 目標に準拠した評価に基づく観点別学習状況の評価
が適切に機能していない

 観察、調査や実験などの活動が重視されるのは当然
のことであるが、そうした活動を実行する前段階に「何
をどのようにして明らかにしていこうとするのか」という
計画を立案することの指導があるべきである

永田潤一郎（2010）「「資料の活用」の指導における現状と課題」，
日本科学教育学会年会論文集34，pp.119－120．



 とても身近な話題から問題を設定し，生徒に統計的
問題解決過程のPPDAC（問題－計画－データ収集
－分析－結論）を経験させる。

 解決過程をまとめたレポートの発表（とらえ説明する
活動）とその評価・改善を通して，PPDACをさらに進
展させる。

 標本調査を用いた一連の問題解決の後，この結果と
教員が行った全数調査の結果と比較することで，自
分の解決過程をさらに評価・改善させる。

 統計的問題解決過程を振り返って，解決の手順や留
意点をメタ化し，この単元のまとめとする。



問題場面 はじめさんはお小遣いの金額を増やしてもらおうと，
お母さんを説得することにしました。以下，2人の会話です。

はじめ：「ねぇ，お母さん。買いたい物があるからお小遣いの
金額を増やしてよ。今の3000円じゃ何も買えないよ。」

母 ：「何を言ってるの。それで十分よ。」
はじめ：「だって，みんな5000円くらいもらってるよ。

2000円は尐なすぎる！」
母 ：「みんなって誰よ！ しかも何人よ？ テキトーなこと

を言わないで。」
はじめ：「（悲しそうに）だって，みんなもっと多いもん・・・。」

そこで，今度は明確な根拠を示せるように，可能な範囲で，附属
中の3年生対象に“小遣い月額アンケート”をとることにしました。



時 学習内容

第1時 問題の理解、アンケートの計画と実施

第2時 標本抽出の計画と実施

夏季休業 抽出した標本の整理・分析・結論（レポー
トまとめ）

第3時 レポートの仮発表

第4時 レポートの本発表

第5-6時 全数調査との比較、振り返り



分析の
視点



質問する内容や質問
文を 考え，アンケート
の計画を立てる。アン
ケートを実施する。



個人→班→学級全体（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ）



教師がまとめたアンケート結果一覧を資料に，さい
ころや乱数表等を使って無作為に標本を抽出する。



S
E
C
R
E
T



S
E
C
R
E
T



取り出した標本を整理・分析し，調査過程や結論な
どをレポートにまとめる。

レポート



無作為抽出
の方法

分析の視点
ア，イ，ウ

資料の整理

資料
の分析

分析による
結論

感想



レポートを4人班で仮発表することで他者から評価・
意見をもらい，レポートの内容を改善する。

夏季休業明け
初回の授業



意見する具体的な視点を共有した後に，レポートを
別の4人班で本発表する。具体的な視点をもとに評価・

改善し合う。

１人が隣の隣
の班で発表
（交代制）







教師の役割

・発表したレポートの内容を評価・改善するための
具体的な視点をもたせるなど、説明する活動がう
まく促されるように助言する。

・授業の最後に全体で

紹介すると良さそうな

特別な工夫が見られる

レポートを探す。



活動を通して生徒が気付いた

「レポート改善のための視点」（例）

・ヒストグラムの階級を変えると何がわかるか？

・（ヒストグラム以外の）他のグラフでも表したら
何がわかるか？ 理解してもらいやすいか？

・１回だけの抽出で良かったのか？

・平均値や中央値など他の代表値を求める必要はな
いか？

・はずれ値をどうするか？



自身による
標本調査の結
果と教員によ
る全数調査の
結果と比較し，
さらなる改善
方法について
検討する。



標本調査を
用いた問題解
決の過程を振
り返る。問題解
決の手順（下
線部）と、書く
手順における
留意点（空欄）
を箇条書きし
てまとめる。







 （標本調査は）人数が尐なかったり，無作為抽出なの
に傾向が同じになるとは驚いた。これは結構便利かな
・・・と思った。が，時間がかかるのは残念。ただ、傾向
を知るにはもってこい！！の方法だと思う。

 無作為抽出をしてみるときに、はずれ値が大きなポイ
ントになることが分かった。なぜならどちらもやってみ
ると、はずれ値を決めると大体同じ大きさに何回やっ
てもなるが、上限のないもので下だけ決めてやると、
平均がいつも違う数になった。・・・

 一つ驚いたのが、平均値と中央値に1000円以上の

差があること。それは高額なデータがあるから。この
データを抜くかどうか迷ったけれど、・・・先生の作った
全体のデータ（全数調査）と比べるのが楽しみです。



 まずさまざまなグラフがあることを知った。次に、表したい
ことに適しているグラフがあることを知った。グラフは情報
を整理して見やすく表すために本当に役立つと思った。
私がこの宿題をPCでやっていると、父が「本当に社会に

出て役立つ授業だね、それ。」と言った。会社でも情報を
見やすく表せる人が尐ないらしく、また情報を見やすく表
せる人はたくさん頼られているそうだ。今回失敗作も何個
かあったが、今回の授業、宿題をこれからいろいろなとこ
ろで活かしていきたいと思う。



 階級幅を変えることで違う根拠を見つけられたり円グラフ
にすることで割合が見やすくなったり。データを見やすく
することは大切だということを知った。（時には武器になる
！！）また、回数を増やすことで説得力が増すと思った。
・・・また、5000円くらいの人々は本当に「みんな」なのか
ということであるが、②（階級幅2000円のヒストグラム）
より4000～6000円の人々は16％しかいなく、決して「

みんな」とはいえない。（ウソをついたのでお小遣い半減
もあり得るかもしれません（笑））最終的にお小遣いの金
額を上げるにしても、（代表値から考えると）1000円ほど
が限界であると思う。



 今回はお小遣いアンケートの分析ということだったけ
れど、私的にものすごく楽しかった。・・・グラフなんか
を見せたら、ホントにお小遣いを増やしてくれるんじゃ
ないかと思ってしまった。（笑）

 実際にまじめにこのようなことをまとめてみると、数学
というのが普段の生活にどれだけつながっているのか
を実感することができた。又，将来社会に出た時にも
使える、とても便利なものであると感じた。しかし、今
回のような小遣い交渉の場合は、「結論」にも書いたよ
うに、数学面だけで解決できるところと、データを出し
ただけでは交渉すら成り立たないところがあるため、
注意して物事を行動にうつした方が良いと思った。



 無作為抽出法といっても、必ずしも母集団と同じように
はいきにくい。０円の人を何人も当てたら平均値がど
んどん下がっていくし・・・確率的な問題だ。また、無作
為抽出法でも、はずれ値ということでわざと除外する
値もあるという。「わざと」という面では有意抽出法に
似てきてしまう気がした。どっちにしろ、結局は全数調
査の正確さには届きづらいのだなと思った。また、今
回抽出した資料の整理としてグラフを作ったが、説得
するための材料を生かすためには、これもすごく大切
なものだと改めて実感した。グラフの目盛を広くしたり
狭くすることで、グラフの見た目が驚くほど変わるのだ
。本当は差が尐ししかないのに大きく見せたりすること
ができる。・・・



１．活動を通して，標本調査の意味と必要性，これらを用
いた問題解決の手順を，実感的に理解させることができ
た。

２．活動を通して，統計を用いた問題解決過程を、生徒た
ち自身で進展させることができた。

３．活動を通して，統計資料に基づいて主張するための留
意点や，統計資料に基づいた主張を批判的に見る視点を
生徒たち自身が見いだし共有することができた。

４．活動を通して，数学と社会とのつながりを実感させる
ことができた。

５．全員の生徒が標本調査を用いて母集団の傾向をとらえ
説明することができ，その意義を感じることができた。



１．「お小遣い調査」は個人情報に関わるデータであるた
め，どこの学級でもできる題材ではない。他のデータを
用いて同様の活動ができる題材をさらに探す必要がある。

２．厳密には、生徒の活動の目標として、「問題の解決」
と「標本調査の内容の理解」が混在していた。また、標
本調査の必要性は弱く，全数調査が良い題材である。前
の小単元「標本調査の必要性と意味」における実践や、
１年生の単元「散らばりと代表値」における実践として
位置付けてみる方向もある。

３．生徒のレポート作成を通した観点別学習状況の評価を
“効果的・効率的に”行うにはどうすればよいかを，さ
らに考えていく必要がある。


