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要約

我が国の児童生徒の学力は，国際的に見て上位にあるものの，活用力などが弱く，数学に対す
る態度が否定的であることが大きな課題となっており，高校数学教育でも顕著な課題である。本
報告では，数学Ⅰ「データの分析」の指導において，
「活用」型の学習活動を単元の中心におい
た授業構成を行い，生徒が「自分ごと」と感じるような題材を扱って，数学的な活動の過程にお
いて実験や判断を促すような場面を積極的に取り入れることで，数学に対する態度の肯定的な変
容及び活用力の育成を目指した。その結果，生徒の感想や数学に対するイメージを測る SD 分析
から，この授業が数学に対するイメージを肯定的なものと変容させ，学んだことを生徒が「自分
ごと」として感じ，生活で活用しようという様子がみられ，一定の成果が得られた。
キーワード : データの分析 数学的活動 習得・活用・探究 自分ごと
1. はじめに

近年の国際学力調査によると，我が国の児童生徒の学力は，国際的に見て上位にあるものの，
活用力や表現力などが弱く，数学に対する態度が否定的であることが大きな課題となっている。
高校数学においては特に「学習に対する意欲が高くないこと」や「事象を数学的に表現したり論
「学びに向
理的に説明したりすること」が課題（文部科学省，2016a）として指摘されており，
かう力」や「思考力・判断力・表現力」を育む授業が必要とされている。実際，安彦（2016）
によると，学習活動の類型の習得・活用・探究のうち，活用力や表現力を育成するような活用・
探究の実践は実施率が高いとは言えず，まだまだ事例も少ない。また，習得場面においても教師
主導の講義形式の授業の比重が高く，単元の構成も含めた授業の工夫が求められている。
こうした中，平成 24 年度から，高校数学において必履修科目の数学Ⅰに統計分野の「データ
の分析」が導入されたが，実践事例の蓄積も少なく，箱ひげ図などの新しい内容も加わったこと
で指導に不安を抱えている教師も多い。長尾（2013）は，ネット環境の充実により，身の回り
にはデータがあふれていることから，統計分野は他単元よりも学習事項と生活を結びつけること
ができ，数学学習に対する意識の改善や関心・意欲を高められるとしながらも，
「平均や分散，
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標準偏差などの知識があっても（中略）知識が適切に使われるためには，それらの知識の意味理
解をきちんとすること，これらの知識を使う場面を設けてどのように使うかを実際に経験するこ
とが必要」と課題を示し，知識・技能を活用する授業の必要性も示唆している。
本報告は，平成 29 年 9 月に琉球大学教職大学院の課題発見実習における普天間高校 1 年での
「データの分析」の単元の授業実践の成果と課題をまとめたものである。数学に対するイメージ
の肯定的変容と学習した内容や考え方を生徒が「自分ごと」と捉え生活に活用しようとする態度
を育むことを目的として，石井（2015）の「学力の三層構造」モデルを参考に学習の質という
視点を持ちながら，学習内容と学習活動という 2 つの側面で授業を構想し，実践を行った。単元
構想にあたって，有名な「10 ㎝にきれるかな」というテープ切り実験を題材にした「活用型」
学習を中心に位置づけたことに本実践の特徴がある。
2. 授業構想
2.1

能力の階層性と学習活動の類型化

これまでの高校数学の指導は教科書の内容をできるだけ効率よく
教えることが主流で，石井の「学力の三層構造」
（図 1）に照らして
見てみると，それは単にその知識を知っているであるとか，公式を
理解して演習問題が解けるという「知識の獲得と定着を目指す（知
っている・できる）
」レベルにとどまることが多い。生徒の学びの質
を「知識の意味理解と洗練（わかる）
」のレベルまで引き上げ，さら
には，手持ちの知識・技能を総動員して取り組むような「知識の有
意味な使用と創造（使える）
」のレベルに高めることは，数学の学習
を行う意義に関わるだけでなく，現代社会をよりよく生きるために
図 1 能力の階層性
必要な資質・能力の育成につながるとされている。
「活用型」
「探究型」
また、安彦 (2016) によれば，資質・能力を育む学習活動には「習得型」
の３つの類型があり，それぞれ「記憶や習熟により，知識・技能を身に付けるための学習」
，
「教
科学習で習得した知識・技能を活用するための学習」
，
「知識・技能を活用して問題を解決する思
考力・判断力・表現力その他の能力を育む学習」としている。
「活用型」
「探究型」は，活用力の
育成という点で共通しているが，質やレベルが異なっており，前者が教科学習で行う活動を，後
者が「総合的な学習の時間」での実施が想定されている。さらに，
「活用型」を「習得型」と関
連の強い「活用Ⅰ」と「探究型」と関連の強い「活用Ⅱ」に分類し，教師がどの意味で用いるか
自覚しながら取り入れることで，段階的に活用力の育成を目指せるとしている。
石井と安彦の主張の共通点は，常に高次の学習を行うのではなく，単元全体を見通して活用力
育成をねらった学習活動を適宜組み込むことが重要だと考えているところである。本実践で扱っ
た「データの分析」の単元においても、この単元が学習した事項を実生活において活用すること
が比較的容易であるという利点を活かして活用Ⅰ型の学習を取り入れていき、
「使える」レベル
の学習に近づけていきたい。
2.2 「データの分析」の単元構想

日本の統計教育は，他国と比べ遅れをとっており，中教審答申（文部科学省，2016b）の中で
も「小・中・高等学校教育を通じて統計的な内容等の改善について検討していくこと」とその重
要性が記されている。渡辺（2017）によると，機械が発達していない時代は「計算の仕方やグ
ラフ・表の作り方などを学ぶこと」が統計教育の中心に置かれていたが，現在は「状況に応じた
思考や解釈，判断など，人間でしか対応できない」内容を重視する必要があるとし，
「学校教育
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の早い段階から発達段階に応じた身近な文脈で，その判断の妥当性を批判的に議論する経験を繰
り返すこと」で，実際に統計データを活用できる力を育成する必要があると述べている。
これまでの漢那の指導を振り返ると，機械が発達する前の統計教育のような知識・技能の習得
の側面が強く，学習内容として扱われる教科書の例題（あるクラスの読書量など）も自己に関連
これまでの漢那の指導を振り返ると，機械が発達する前の統計教育のよう知識・理解の側面が
する学習として認知されにくいものとなっており，教材や学習活動の課題が明らかになった。
強く，学習内容として扱われる教科書の例題(あるクラスの読書量など)も自己に関連する学習と
して認知されにくいものととなっており，教材や学習活動の課題が明らかになった。

2.3

授業構成での重点事項

表１ 〔活用Ⅰ〕の定義(安彦,2016)
２．３ 授業構成での重点事項
生徒の実態と以上のことより指導の重点事項を決めた。
生徒の実態と以上のことより指導の重点事項を決めた。 ①教科学習で習得した知識・技能のう
（1）
「テープ切り実験」を題材にした数学的活動を「活用
(1)「テープ切り実験」を題材にした数学的活動を「活用
ち，活用させておくほうがよいものを，
これまでの漢那の指導を振り返ると，機械が発達する前の統計教育のよう知識・理解の側面が
（表
1）と位置づけ，知識・技能を活用しながら
Ⅰ」
Ⅰ」(表１)と位置づけ，知識・技能を活用しながら実験
教師が選んで活用させる。
強く，学習内容として扱われる教科書の例題(あるクラスの読書量など)も自己に関連する学習と
実験の分析と比較を行うことで基本的な知識・技能
の分析と比較を行うことで基本的な知識・技能の定着を
②教科学習の時間に，その一部として，
して認知されにくいものととなっており，教材や学習活動の課題が明らかになった。
図りながら，思考力・判断力・表現力を促し「使える」 教師主導でよい活動である。
の定着を図りながら，思考力・判断力・表現力を促
レルの学習を目指す。
表１ ③その知識・技能の活用の文脈は，子供
〔活用Ⅰ〕の定義(安彦,2016)
２．３
授業構成での重点事項
し「使える」レルの学習を目指す。
(2)習得場面においても「わかる」レベルになるような展
生徒の実態と以上のことより指導の重点事項を決めた。 ①教科学習で習得した知識・技能のう
にはすぐわかるような開けた既存の文脈
（2）習得場面においても「わかる」レベルになるような
開を多く取り入れる。具体的には，基本用語や求めた数
(1)「テープ切り実験」を題材にした数学的活動を「活用
で活用させる。(直前に学習した知識技能
ち，活用させておくほうがよいものを，
展開を多く取り入れる。具体的には，基本用語や求
値について，その意味することまで問うようにする。
Ⅰ」(表１)と位置づけ，知識・技能を活用しながら実験
が中心)
教師が選んで活用させる。
めた数値について，その意味することまで問うよう
の分析と比較を行うことで基本的な知識・技能の定着を
(3)学習意欲を高め，学習内容を「自分ごと」として活用
②教科学習の時間に，その一部として，
④原則として，子供全員に，共通に経験
図りながら，思考力・判断力・表現力を促し「使える」
しようとする態度を育むために，生徒の身近に感じやす
にする。
教師主導でよい活動である。
させ，達成させる。(経験自体がねらい)
レルの学習を目指す。
いデータや生徒が作成したデータ扱い，生徒に「疑問・
③その知識・技能の活用の文脈は，子供
⑤ 一部の基礎的な知識・技能の場合は，
（3）学習意欲を高め，学習内容を「自分ごと」として活
(2)習得場面においても「わかる」レベルになるような展
質問」を持たせる場を意識的に取り入れてその疑問・質
にはすぐわかるような開けた既存の文脈
習得・習熟も教科する性格がある
用しようとする態度を育むために，生徒の身近に感
開を多く取り入れる。具体的には，基本用語や求めた数
問から授業を展開すること。
で活用させる。(直前に学習した知識技能
値について，その意味することまで問うようにする。
じやすいデータや生徒が作成したデータを扱い，生
が中心)
(3)学習意欲を高め，学習内容を「自分ごと」として活用
④原則として，子供全員に，共通に経験
３．授業の計画と実際
徒に「疑問・質問」を持たせる場を意識的に取り入れてその疑問・質問から授業を展開す
しようとする態度を育むために，生徒の身近に感じやす
させ，達成させる。(経験自体がねらい)
３．１ 授業の全体計画
ること。
いデータや生徒が作成したデータ扱い，生徒に「疑問・ ⑤ 一部の基礎的な知識・技能の場合は，

(1)単元目標

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

質問」を持たせる場を意識的に取り入れてその疑問・質
を把握できるようにする。
問から授業を展開すること。

習得・習熟も教科する性格がある

3. 授業の計画と実際
(2)各時間の計画(全 10 時間) ＊40 分授業，その他は 50 分授業。
3.1 授業の全体計画
回数
ねらい
内容
３．授業の計画と実際

数学 Key word

授業の全体計画
３．１
統計
・グループ内の情緒的交流
【単元の導入とグループワークの雰囲気づくり】
１
（1）
単元目標
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
(1)単元目標
統計の基本的な考えを理解するとともに，・授業の目的や目標の共有
それを用いてデータを整理・分析し傾向
データの分析
・今後のグループワークを円滑にする
傾向を把握できるようにする。
を把握できるようにする。
「データの分析」の概要の確認と
・単元全体の見通しを持ち，
「質問づくり」を通し ・
50 分授業。
（2）各時間の計画（全
1010時間）*40
(2)各時間の計画(全
時間) ＊40分授業，その他は
分授業，その他は 50この単元に対する質問づくり
分授業。
て単元を学ぶ意義を各自がもつ
回数

２
１＊

数学 Key階級値
word
ねらい
【平均値だけで考えることの危険性を知ろう】 内容 ・２社の給与平均のうち，平均が
統計
・グループ内の情緒的交流
【単元の導入とグループワークの雰囲気づくり】
低い会社の方が人気の理由を
議
・代表値は，データの一面しか見られないことを

ヒストグラム

データの分析
・今後のグループワークを円滑にする
代表値
論し，追加データで考察する。
知り，一つの数値だけで判断する危険性を学ぶ ・授業の目的や目標の共有

３
＊

２
４
＊

＊

・単元全体の見通しを持ち，
「質問づくり」を通し

・
「データの分析」の概要の確認と

て単元を学ぶ意義を各自がもつ

この単元に対する質問づくり

【平均値だけで考えることの危険性を知ろう】

・２社の給与平均のうち，平均が

階級値

・代表値は，データの一面しか見られないことを

低い会社の方が人気の理由を議

ヒストグラム

知り，一つの数値だけで判断する危険性を学ぶ

論し，追加データで考察する。

代表値

【「テープ切り実験」でデータを集め，記録しよう】 ・テープ切り実験を行い，グルー
・自分ごととなるデータの作成と代表値の算出
【「テープ切り実験」の分析しよう】

プごとに，実験結果をまとめる

各グループの代表値から性能の良いマシンを検討

ヒストグラム
代表値

・グループ間の代表値の比較

四分位数

・自分のグループのデータを用い

四分位範囲

し，自分のグループの散らばり具合を知るために， て，四分位数，四分位偏差を求め， 四分位偏差

３
＊

【「テープ切り実験」でデータを集め，記録しよう】 ・テープ切り実験を行い，グルー

４５
＊＊

代表値
・各グループの箱ひげ図や代表値
【「テープ切り実験」の分析結果を比較しよう】・グループ間の代表値の比較
四分位数
【「テープ切り実験」の分析しよう】

四分位数を求め箱ひげ図を作成する。

・自分ごととなるデータの作成と代表値の算出

箱ひげ図を作成する。

プごとに，実験結果をまとめる

ヒストグラム
代表値

箱ひげ図

四分位範囲
を比較して，テープ切りがうまく
箱ひげ図や代表値の情報を元に，グループ間比較
四分位範囲
・自分のグループのデータを用い
各グループの代表値から性能の良いマシンを検討
箱ひげ図
いったチームについて検討する。
を行い，良いマシンはどれか考察する。
四分位偏差を求め， 四分位偏差
し，
自分のグループの散らばり具合を知るために， て，四分位数，

５
＊
６

７

８
＊

四分位数を求め箱ひげ図を作成する。

箱ひげ図を作成する。

箱ひげ図

【「テープ切り実験」の分析結果を比較しよう】

・各グループの箱ひげ図や代表値

代表値

箱ひげ図や代表値の情報を元に，グループ間比較

を比較して，テープ切りがうまく

四分位範囲

を行い，良いマシンはどれか考察する。

いったチームについて検討する。

箱ひげ図

【標準偏差を求めよう】

・分散，標準偏差の定義や利用の

分散

・定義の成り立ちや仕組みに注目して分散，標準

仕方の解説

標準偏差

偏差について学ぶ。

・問題演習

【 PC を活用して相関係数について学ぼう】

・用語の解説と簡単な演習

相関

相関や散布図などの用語の意味や使い道を知り，

・Excel を利用した，散布図と相

散布図

PC を使って散布図や相関係数を求める方法を習得

関係数の求め方の解説と演習

相関係数

【２つのデータを組み合わせて相関を調べよう】

・複数のデータから自由に２つ選

―265― び，Excel で調べ，
「相関当て大会」
・組み合わせたいデータを選び，相関を予想し，
PC で散布図と相関係数を求めることができる。

にむけて，問題を作成する。
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・分散，標準偏差の定義や利用の
【標準偏差を求めよう】
・定義の成り立ちや仕組みに注目して分散，標準

仕方の解説

偏差について学ぶ。

・問題演習

分散
標準偏差

【 PC を活用して相関係数について学ぼう】

・用語の解説と簡単な演習

相関

相関や散布図などの用語の意味や使い道を知り，

・Excel を利用した，散布図と相

散布図

PC を使って散布図や相関係数を求める方法を習得

関係数の求め方の解説と演習

相関係数

【２つのデータを組み合わせて相関を調べよう】

・複数のデータから自由に２つ選

・組み合わせたいデータを選び，相関を予想し，

び，Excel で調べ，
「相関当て大会」

PC で散布図と相関係数を求めることができる。

にむけて，問題を作成する。

【グループ対抗「相関当て大会」をしよう】

グループ相互で問題を出し合い，

散布図が示すことや相関係数が意味することへの

二つのデータのタイトルから相

理解を深める。

関を予想し，結果と比較する。

【相関係数の仕組みを知ろう】

・相関係数の公式の解説とその利

共分散

・相関係数の求め方を学ぶ

用方法について

相関係数

３．２ 各時間の詳細と授業記録
各時間の詳細と授業記録

P262 2.1

能力の階層性と学習活動の類型

授業に先立って数学に対するイメージを調べるために SD 調査を実施した。ここでは，時系列
１１行目から２４行目まで差し替え
授業に先立って数学に対するイメージを調べるために
SD 調査を実施した。ここでは，時系列
順に授業展開を追いながら，第２～３時の「活用」型授業の詳細を中心に紹介する。

順に授業展開を追いながら，第 2~3 時の「活用」型授業の詳細を中心に紹介する。

(1)第１時 授業びらき―単元の導入とグループワークの雰囲気づくり―
また、安彦(2016)によれば，資質・能力を育む学習活動には「
このクラスの数学の授業において，グループ活動をすることはほとんどなかったが，生徒相互
（1）第 1 時 授業びらき―単元の導入とグループワークの雰囲気づくり―
の学びあいを起こりやすくするために全時間でグループ活動を取り入れることを示した。また，
あり，それぞれ「記憶や習熟により，知識・技能を身に付けるた
このクラスの数学の授業において，グループ活動をすることはほとんどなかったが，生徒相互
「数学の考え方や知識だけでなく人とのかかわり方や学び方も身に付けてほしい」という想いを
を活用するための学習」，「知識・技能を活用して問題を解決す
授業の目的や態度目標として明示することで，生徒一人ひとりが学習に向かう意義をみつけ，相
の学びあいを起こりやすくするために全時間でグループ活動を取り入れることを示した。また，
互の学びあいが加速することを期待した。
学習」としている。「活用型」「探究型」は，活用力の育成とい
「数学の考え方や知識だけでなく人とのかかわり方や学び方も身に付けてほしい」という想いを
学習が「自分ごと」になる単元の導入の工夫として，
「単元を学ぶ意義」を生徒たちが考えるた
おり，前者が教科学習で行う活動を，後者が「総合的な学習の時
授業の目的や態度目標として明示することで，生徒一人ひとりが学習に向かう意義をみつけ，相
「市民生活のどこで統計的な
めの「質問づくり」*2 行った。この活動で生徒たちが考えた質問は，
考え方が必要になるのか」「統計的な考えとは具体的にどのようなものか？」
「この考え方がなく
互の学びあいが加速することを期待した。
用型」を「習得型」と関連の強い「活用Ⅰ」と「探究型」と関連
なったらどのような影響があるか？」という統計的な考えの内容や必要性に関するものが多くあ
学習が「自分ごと」になる単元の導入の工夫として，
「単元を学ぶ意義」を生徒たちが考える
用いるか自覚しながら取り入れることで，段階的に活用力の育成
った。また，
「(統計的な考え方は)国や県には必要かもしれないけど，個人にも必要なのか？」と
*1
行った。この活動で生徒たちが考えた質問は，
「市民生活のどこで統計
ための「質問づくり」
いう質問から自分たちの生活と統計学習の関連が薄いと感じていることがわかった。作成した質
石井と安彦の主張の共通点は，常に高次の学習を行うのではな
問はポートフォリオに記載し，自分なりの解答を単元の学習前と後に書くことで，学習者が理解
的な考え方が必要になるのか」
「統計的な考えとは具体的にどのようなものか ?」
「この考え方が
学習活動を適宜組み込むことが重要だと考えているところである
の変容を見えるような仕組みとした。

なくなったらどのような影響があるか ?」という統計的な考えの内容や必要性に関するものが多
いても、この単元が学習した事項を実生活において活用すること
（統計的な考え方は）国や県には必要かもしれないけど，個人にも必要なの
くあった。また，
(2)第２時「
平均値だけで考えることの危険性
うさぎ企画とパンダ商事という２つの会社があ
Ⅰ型の学習を取り入れていき、「使える」レベルの学習に近づけ
か ?」という質問から自分たちの生活と統計学習の関連が薄いと感じていることがわかった。作
本時で扱う内容のほとんどは中学での既習事項であ
ります。どちらも社員数は１００人で，業務内

るが，「平均値」「中央値」など求め方がわかっていて
成した質問はポートフォリオに記載し，自分なりの解答を単元の学習前と後に書くことで，学習
容は同じですが，うさぎ企画の社員の平均月給
も，その数値が意味することまで考える経験が少ない
額は50万円，パンダ商事の方は30万円です。
者が理解の変容を見えるような仕組みとした。
ことを仮定し，２社の平均月給と人気度についての問
ところが，うさぎ企画の多くの社員が会社をや

（2）第

題 *3(図２)を議論しながら学ぶことで，平均値のわかり
図２めたがっています。なぜだと思いますか？
＞消えていましたので挿入して下さい。
直しを図った。補助データをもらう前は，職場の人間
2 時 平均値だけで考えることの危険性
図２

給与平均について考える

本時で扱う内容のほとんどは中学での既習事
うさぎ企画とパンダ商事という２つの会社がありま
項であるが，
「平均値」
「中央値」などの求め方が
す。どちらも社員数は１００人で，業務内容は同じ
わかっていても，その数値が意味することまで考
ですが，うさぎ企画の社員の平均月給額は50万
える経験が少ないことを仮定し，2 社の平均月給
*2
と人気度についての問題 （図 2）を議論しなが
円，パンダ商事の方は30万円です。ところが，う
ら学ぶことで，平均値のわかり直しを図った。補
さぎ企画の多くの社員が会社をやめたがっていま
助データをもらう前は，職場の人間関係や環境整
す。なぜだと思いますか？
備に原因があると考える生徒が多く，数人が「誰
図２ 給与平均について考える問
かが多くもらっているかもしれない」と予測して
いた。自分の意見や他者の意見を比べながら考えを膨らませたところで補助データ（図 3）を示
図３ 図４ ＞そのままで OK です
したところ，あちこちで発言が起こり，
「不公平だ」などと驚きを示す発言が多数上がった。
図５
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＞差し替え

関係や環境整備に原因があると考える生徒が多く，数
漢那・小須田・伊禮：
「活用」を中心とした「データの分析」の指導
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を 膨 ら ま せ た と こ ろ で 補 助 デ ー タ (図 ３ )を 示 し た と a
成したデータを分析する」という文脈で，中学
1
I100
平均
I ‑
を 膨 ら ま せ たころ，あちこちで発言が起こり，
と こ ろ で 補 助 デ ー タ (図 ３「不公平だ」などと驚
)を 示 し た と
図３ 補助データ
(3)第３時～第５時
テープ切り実験とその分析
までの既習事項（代表値や度数分布表等）と新
図３ 補助データ
ころ，あちこちで発言が起こり，
「不公平だ」などと驚
きを示す発言が多数上がった。
第３～５時は，「活用Ⅰ」学習(表１)となるように構成した。具体的には，「自分たちで作成し
たな事項（四分位数等）を活用することとした。
きを示す発言が多数上がった。
たデータを分析する」
という文脈で，中学までの既習事
この有名な「10
㎝にきれるかな」というテ
表２ 実験から分析までのストーリー
(3)第３時～第５時 テープ切り実験とその分析
項(代表値や度数分布表等)と新たな事項(四分位数等)
ープ切り実験の実践は，漢那も以前を行ったこ
第３～５時は，「活用Ⅰ」学習(表１)となるように構成した。具体的には，
「自分たちで作成し
①部屋をおしゃれに飾り付けるブームが起こり，
(3)第３時～第５時
テープ切り実験とその分析
を活用することとした。
とがあり，単元の最後のまとめとしてトピック
たデータを分析する」という文脈で，中学までの既習事 10cm のテープの需要が大変高まっている。
表２ 実験から分析までのストーリー
この有名な「10
㎝にきれるかな」というテープ切り
第３～５時は，
「活用Ⅰ」学習(表１)となるように構成した。具体的には，
「自分たちで作成し
項(代表値や度数分布表等)と新たな事項(四分位数等) ②グループを一つの会社と見立て，高性能の
的に扱われることが多く，主流な展開は，テー
実験の実践は，漢那も以前を行ったことがあり，
単元の
①部屋をおしゃれに飾り付けるブームが起こり，
たデータを分析する」
という文脈で，中学までの既習事
を活用することとした。
表２「10cm
実験から分析までのストーリー
テープ切りマシン」を作れ。ただし，人
プを切り，ヒストグラムの作成と代表値の算出
最
後
の
ま
と
め
と
し
て
ト
ピ
ッ
ク
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
10cm のテープの需要が大変高まっている。
項(代表値や度数分布表等)と新たな事項(四分位数等)
この有名な「10 ㎝にきれるかな」というテープ切り がマシンになりきる。
を行ったのち，すべてのデータを統合して正規
②グループを一つの会社と見立て，高性能の
①部屋をおしゃれに飾り付けるブームが起こり，
く，主流な展開は，テープを切り，ヒストグラムの作成
実験の実践は，漢那も以前を行ったことがあり，単元の
を活用することとした。
③サンプル実験を行い，代表値を公表せよ。
分布や標準偏差の関連について話すというもの
「10cm テープ切りマシン」を作れ。ただし，人
と代表値の算出を行ったのち，すべてのデータを統合
最 後 の ㎝にきれるかな」というテープ切り
ま と め と し て ト ピ ッ ク 的 に 扱 わ れ る こ と が 多 10cm のテープの需要が大変高まっている。
この有名な「10
④マシン購入の立場となったとき，代表値をもと
がマシンになりきる。
である。本実践では，単元の序盤にこのテープ
して正規分布や標準偏差の関連について話すというも
く，主流な展開は，テープを切り，ヒストグラムの作成
②グループを一つの会社と見立て，高性能の
実験の実践は，漢那も以前を行ったことがあり，単元の
に買いたいマシンはどれか。
③サンプル実験を行い，代表値を公表せよ。
のである。
本実践では，単元の序盤にこのテープ切り実 「10cm
切り実験を行い「自分たちで作成したデータを
と代表値の算出を行ったのち，すべてのデータを統合
テープ切りマシン」を作れ。ただし，人
⑤サンプル実験データのばらつき具合を調べるた
最後のま
と
め
と
し
て
ト
ピ
ッ
ク
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
④マシン購入の立場となったとき，代表値をもと
験を行い「自分たちで作成したデータを分析する」中
して正規分布や標準偏差の関連について話すというも
分析する」過程で，代表値の意味の分かり直し
がマシンになりきる。
めに，四分位数・四分位範囲を求め，箱ひげ図
に買いたいマシンはどれか。
く，主流な展開は，テープを切り，ヒストグラムの作成
で，代表値の意味の分かり直しと四分位数・四分位範
のである。本実践では，単元の序盤にこのテープ切り実
と四分位数・四分位範囲・箱ひげ図を理解して
③サンプル実験を行い，代表値を公表せよ。
を書いて公表せよ。
⑤サンプル実験データのばらつき具合を調べるた
と代表値の算出を行ったのち，すべてのデータを統合
験を行い「自分たちで作成したデータを分析する」中
囲・箱ひげ図を理解していくことをねらいとした。ま
いくことをねらいとした。また，全体としてス
めに，四分位数・四分位範囲を求め，箱ひげ図
⑥マシン購入の立場となったとき，10
台のマシン
④マシン購入の立場となったとき，代表値をもと
で，代表値の意味の分かり直しと四分位数・四分位範
た，全体としてストーリー性(表２)を持たせることで，
して正規分布や標準偏差の関連について話すというも
トーリー性（表 2）を持たせることで，各グル
を書いて公表せよ。
の情報(代表値や箱ひげ図)から，どのマシンが
に買いたいマシンはどれか。
囲・箱ひげ図を理解していくことをねらいとした。ま
各グループの実験分析結果を比較検討する必要性を生
のである。
本実践では，
単元の序盤にこのテープ切り実
⑥マシン購入の立場となったとき，10 台のマシン
ープの実験分析結果を比較検討する必要性を生
高性能といえるか検討せよ。
た，全体としてストーリー性(表２)を持たせることで，
⑤サンプル実験データのばらつき具合を調べるた
じさせ，判断を求める場面をつくった。
験を行い「自分たちで作成したデータを分析する」中
の情報(代表値や箱ひげ図)から，どのマシンが
じさせ，判断を求める場面をつくった。
各グループの実験分析結果を比較検討する必要性を生 めに，四分位数・四分位範囲を求め，箱ひげ図
高性能といえるか検討せよ。
で，代表値の意味の分かり直しと四分位数・四分位範
じさせ，判断を求める場面をつくった。
「テープ切り実験」でデータを集め，記録しよう
＜第３時＞
を書いて公表せよ。
囲・箱ひげ図を理解していくことをねらいとした。ま
< 第 3 時 >「テープ切り実験」でデータを集め，記録しよう
①本時の目標
⑥マシン購入の立場となったとき，10 台のマシン
＜第３時＞ 「テープ切り実験」でデータを集め，記録しよう
た，全体としてストーリー性(表２)を持たせることで，
①本時の目標
グループで協力して集めたデータを度数分布表などに整理し，代表値を求めることができる。
の情報(代表値や箱ひげ図)から，どのマシンが
①本時の目標 *4
各グループの実験分析結果を比較検討する必要性を生
②本時の学習過程案
グループで協力して集めたデータを度数分布表などに整理し，代表値を求めることができる。
高性能といえるか検討せよ。
グループで協力して集めたデータを度数分布表などに整理し，代表値を求めることができる。
*3
じさせ，判断を求める場面をつくった。
活動
〇教師 ●受講者
Math として
学び方として
②本時の学習過程案
*4
合

②本時の学習過程案
活動

〇教師

・今後の授業展開を知り，見通しを

・意味のある文脈でデー

【導入１：実験の主旨説明】(5 分)

●生徒

Math として

学び方として

タを作成することで，今後
〇ストーリー設定と実験手順の説明
「テープ切り実験」でデータを集め，記録しよう
＜第３時＞

・意味のある文脈でデー

【導入１：実験の主旨説明】(5 分)

持って，活動を行う。

・今後の授業展開を知り，見通しを

①見本をみる。②見本を見ずに感覚で
50 本 の分析に必要性を出し，
①本時の目標
タを作成することで，分
今後 持って，活動を行う。
〇ストーリー設定と実験手順の説明
析への興味を高める。
切る。③測定しヒストグラムを作成
①見本をみる。②見本を見ずに感覚で 50 本 の分析に必要性を出し，分
グループで協力して集めたデータを度数分布表などに整理し，代表値を求めることができる。
【活動切る。③測定しヒストグラムを作成
1:データの作成】(5
分)
・データを作成する
・時間内に実験が終わるように協
*4
析への興味を高める。
②本時の学習過程案

活動

●2 人一組で
50 個のデータを作る。
【活動 1:データの作成】(5
分)

〇教師

●受講者

【活動２：データを分析する】(25
分)
●2 人一組で 50 個のデータを作る。

【導入１：実験の主旨説明】(5 分)

・データを作成する

学び方として

・意味のある文脈でデー

・今後の授業展開を知り，見通しを

・階級地を利用して各代

【活動２：データを分析する】(25
分)
●ヒストグラムを作る。(2
人一組)

・階級値はその区間に入

●グループで１００個分にする。

・理解度に差があっても，
協力して
力する。

・理解度に差があっても，協力して
・ 階 級 値 を 利 用 し て 各 代 ゴールにたどり着こうとする。
表値を求める

〇ストーリー設定と実験手順の説明
表値を求める 今後
●ヒストグラムを作る。(2 人一組) タを作成することで，
①見本をみる。②見本を見ずに感覚で
50 本
●グループで１００個分にする。
●代表値を求める。

力する。
・時間内に実験が終わるように協

Math として

持って，活動を行う。
ゴールにたどり着こうとする。 態
・グループの活動が滞るときは，

の分析に必要性を出し，
態
級お
値お
はよ
そそ
のを
区分
間に
目標に帰着して行動を見直すこ
る 度・数階の
示
す 入 度・グループの活動が滞るときは，

度目標に帰着して行動を見直すこ
る 度 数 の お お よ そ を 示 す とができる。
●代表値を求める。
析への興味を高める。
切る。③測定しヒストグラムを作成
値であることに気づく。
〇グループの活動が円滑に進むように介入
値であることに気づく。・ 時とができる。
〇グループの活動が円滑に進むように介入
【活動 1:データの作成】(5
分)
・データを作成する
間内に実験が終わるように協
【活動３：データの公示と検討】(10 分)

・他のチームと代表値を

・グループの考えを表現する

●他 のグ ルー プの マシ ンと 比較 でき るよ う

比較し，データの特徴を比

・他グループの学びを共有するこ

に，求めた代表値を掲示用の用紙に書く。

較する。

とで，自分たちの学びを振り返る。

●2 人一組で 50 個のデータを作る。

【活動２：データを分析する】(25 分)

力する。

・階級地を利用して各代

・理解度に差があっても，協力して

ゴールにたどり着こうとする。
表値を求める
●ヒストグラムを作る。(2
人一組)
・代表値だけでは，みえな
〇「数値を比べて，
性能が良いといえるマシ
・グループの活動が滞るときは，態
・階級値
のー
区タ間
●グループで１００個分にする。
くは
なそ
るデ
のに
特入
徴に気
ンはどれだろう？」
「代表値からはわからな
い特徴はなんだろう？」
●代表値を求める。
【まとめ】５分

〇グループの活動が円滑に進むように介入
〇各自リフレクションカードを書く

付く。
る度数の
おおよそを示す

度目標に帰着して行動を見直すこ

わかったことやわからなか

値であることに気づく。

ったことを明らかにする。

③授業詳細
実験のポイントは，見本を見ずに素早く
切り，切り終わってから測定することであ
る。生徒は，楽しそうに切っており，７分―267―
程度で切ることができた(図４)。

振り返 りによ り本時 の活動 のよさ に気
とができる。
づき，次の学習活動へつなげる。

図２ ＞消えていましたので挿入して下さい。
うさぎ企画とパンダ商事という２つの会社がありま
す。どちらも社員数は１００人で，業務内容は同じ

琉球大学教育学部教育実践総合センター紀要（第 25 号）

ですが，うさぎ企画の社員の平均月給額は50万
円，パンダ商事の方は30万円です。ところが，う

③授業詳細
さぎ企画の多くの社員が会社をやめたがっていま
実験のポイントは，見本を見ずに素早く
す。なぜだと思いますか？
切り，切り終わってから測定することであ
図２ 給与平均について考える問
る。生徒は，楽しそうに切っており，7 分
程度で切ることができた（図 4）
。
図３ 図４ ＞そのままで OK です
その後，ペアで測定と記録（ヒストグラ
ムの作成）を行う。ワークシート（図 4）
図５ ＞差し替え
に印刷されている定規には，目盛りと階級
図 4 テープ切りと測定の様子
が記載されており，細かい数値を測らなく
, テーブ切りマシンになろう '
てもどの階級に該当するかわかる仕組みに
'
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ことは時間のかかることであると考えると，
この工夫は瞬時の分類を可能にするよいア
·~"""'·
イディアである。しかし，中学受験ぶりの
ヒストグラム作成ということもあってか，
多くの生徒が苦戦しており，作成時間を 10
図５
ワークシート
図
5 ワークシート
分オーバーした。
時間内に代表値を求めるまでに至ったグループは 10 グループ中 4 グループであった。代表値
の求め方について質問が教師にあったが，あえて教えず「持っているもので参考になりそうなも
のはありませんか ?」と返答し，自分たちで模索することを促すと，教科書を利用して関連する
図６ ＞差し替え
情報を探す様子が見られた。教科書には，階級値を利用して平均値，中央値，最頻値，範囲を求
める方法は掲載されていないが，定義を元に算出方法を考えている様子が見えた。しかし，平均
値の算出には手間取っている様子だった。ヒストグラムと度数分布表の完成でとどまったグルー
プが 5 つで，測定を終えることができなかったグループは 1 つだった。
全体として，実験序盤はグループ内の協力も少し見られる程度であったが，測定やヒストグラ
ムの作成時には，体が前のめりになりお互いに相談する様子が頻繁にみられた。
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< 第 4 時 >「テープ切り実験」のデータを分析しよう

①本時の目標
実験結果を四分位数や箱ひげ図を使って分析し，自分のマシンと他のマシンの結果を比較検討
し，言葉にすることができる。グループで協力し，結果の意味を知ろうとする。
②授業詳細
導入として，前時でヒストグラムが完成していたチームのプリントをスクリーンに掲示しなが
ら活動を振り返り，度数分布表から平均値を求める方法に
ついて確認した。次に，グループごとに掲示用のプリント
を作成し，黒板に張り出した。ヒストグラムの作成から遅
れをとったグループは数値算出に間に合わず空白での提出
となった。
掲示された 10 グループ分の代表値（図 6）を眺めながら，
図６ 各グループの代表値
「この結果から，よいマシンといえるのはどれだろう ?」と
図 6 各グループの代表値
図７
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＞差し替え

次に，グループごとに掲示用
のプリントを作成し，黒板に
張り出した。ヒストグラムの
作成から遅れをとったグルー
プは数値算出に間に合わず空
図６ 各グループの代表値
図６
漢那・小須田・伊禮：
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白での提出となった。

各グループの代表値

掲示された 10 グループ分の代表値(図６)を眺めながら，「この結果から，よいマシンといえる
図７ ＞差し替え
のはどれだろう？」と投げかけた。生徒からは，
「 rookie(上段右から２番目)の方がいいのでは？」
投げかけた。生徒からは，
「rookie（上段右から 2 番目）の
「呉屋 cut(上段右から３番目)もいいね」という声
3 番目）もいい
方がいいのでは
?」
「呉屋
cut（上段右から
が上がり，理由として，平均値が
10 ㎝に近く，最
ね」という声が上がり，平均値が
10 ㎝に近く，最頻値と中
頻値と中央値が 10cm になっていることを上げてい
央値が
10cm になっていることを理由として上げていた。範
た。範囲に注目する発言や散らばり具合を気に掛
ける発言もあった。
囲に注目する発言や散らばり具合を気に掛ける発言もあっ
このあと，
「代表値が同じであれば，同じ性能の
た。
マシンといえるか？」と問い，
「散らばり具合が大
このあと，
「代表値が同じであれば，同じ性能のマシンと
きいかもしれない」
という気づきを促した。
教科書
「散らばり具合が大きいかもしれない」
いえるか ?」と問い，
図７ 四分位数などを求めるワークシート
の例(データの大きさ，平均値，中央値が同じであ
という気づきを促した。教科書の例（データの大きさ，平 図 7 四分位数などを求めるワークシート
るが，ヒストグラム上では違いが出るもの)を提示
図８ ＞差し替え
均値，中央値が同じであるが，ヒストグラム上では違いが出るもの）を提示し，必要性を持って
し，自然に散らばり具合を表す「四分位偏差」や「標
散らばり具合を表す「四分位偏差」や「標準偏差」の話に入ることができた。四分位数や四分位
準偏差」の話に入ることができた。四分位数や四分
偏差の簡単な説明の後，ワークシート（図
7）に沿って自分のグループのデータの散らばり具合
位偏差の簡単な説明の後，ワークシート(図７)に
図７ 四分位数などを求めるワークシート
を調べる活動に入った。ここでも，教科書を開いて，
「四分位数とは何なのか
?」
「Q1 ってどう
沿って自分のグループのデータの散らばり具合を
いう意味
?」というようにグループ内で解決していこうという様子が見られた。授業は数グルー
調べる活動に入った。ここでも，教科書を開いて，
「四分位数とは何なのか？」
「Q１ってどういう
プが四分位数を求めたところで終了した。
意味？」というようにグループ内で解決していこうという様子が見られた。授業は数グループが
四分位数を求めたところで終了した。

< 第 5 時 >「テープ切り実験」の分析結果を比較しよう
＜第 5 時＞ 「テープ切り実験」の分析結果を比較しよう
①本時の目標
①本時の目標
出そろったマシンの分析結果を比較し，性能の良いマシンを決定する。
出そろったマシンの分析結果を比較し，性能の良いマシンを決定する。
②本時の学習過程案

図８

生徒作成「箱ひげ図」

②本時の学習過程案
活動

〇教師

●生徒

Math として

学び方として

【導入：前時の復習とまとめ】(５分)

【1 時間の見通し】

・疑問から学びを始めるこ

〇リフレクションカードの「新たな疑

・生徒の疑問から前時の内容の復習。 とで，学習意欲を高める。

問」が内容の理解に関するものが多かっ

・実験結果を考察する。箱ひげ図を比

たので，疑問の共有を行う。

べることで，箱ひげ図の有用性を体感
する。

【活動１：疑問の共有と解決】(16 分)

・四分位数や四分位範囲の求め方や

・お互いで教え合えるもの

●わからなかったことを出し合う。グル

その意味について確認

は教え合う。

ープで解決できないものは，先生への質

・箱ひげ図の箱の大きさが一致し，デ

・グループとして先生に聞

問としてホワイトボードに書く。

ータの 50％が入ってことで全体の傾

く質問を選ぶ。

〇でてきた疑問に答える。

向がつかめることを確認

【活動１：データを分析する】(14 分)

出てきてほしい比較

・理解度に差があっても，

●各グループの箱ひげ図を用紙に書く

・箱ひげ図の大きさに着目した比較

協力してゴールにたどり

〇各グループの代表値，箱ひげ図を掲示

・ひげの長さによる比較

着こうとする。

し，データから言えることを問う

・代表値と散らばり具合の関係につ

・グループの活動が滞ると

●自分の意見を出す。

いて

きは，態度目標に帰着して

●グループの意見を共有する

・言葉の言い回しは，教科書やチャー

行動を見直すことができ

●ホワイトボードに３つ書く

トを参考にしてもよい。

る。

【まとめ】５分

・わかったこと，わからなかったこと

振り返りにより本時の活動の

〇各自リフレクションカードを書く

を明らかにする。

よさに気づき，次の学習活動

〇意見を共有する

へつなげる。

③授業の詳細
前時のリフレクションカードに上がった疑問を紹介しながら，四分位数の求め方，四分位範囲
の意味などを確認した。前時の活動で生徒は理解しようと苦戦していたので，教師の解説を意欲
的に聞いており，解説を聞きながら納得を得たようなつぶやきも聞こえた。
このあと，前時ワ
ークシートに沿っ
て，再び自分のグル
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ープのデータの分

図７

四分位数などを求めるワークシート
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図８

＞差し替え

③授業の詳細
前時のリフレクションカード
に上がった疑問を紹介しながら，
四分位数の求め方，四分位範囲
の意味などを確認した。前時の
活動で生徒は理解しようと苦戦
していたので，教師の解説を意
図８ 生徒作成「箱ひげ図」
欲的に聞いており，解説を聞き
図 8 生徒作成「箱ひげ図」
ながら納得を得たようなつぶや
きも聞こえた。
このあと，前時ワークシートに沿って，再び自分のグループのデータの分析をおこない，掲示
用の箱ひげ図を作成した。生徒はすぐに分析に取り掛かったものの，10 グループ分の箱ひげ図
がそろう頃には授業の終了の 10 分前になっていた。黒板に貼られた 10 グループ分の箱ひげ図
と代表値（図 8）を一緒に俯瞰しながら「どのマシンが性能がいいといえるだろうか ?」と投げ
「石川電設」
（左から 4 番目）か「rookie」
かけると，隣同士で話す様子が見られた。ある生徒が『
（右から 4 番目）ではないか』と答え，理由を問うと「この二つは，全体の中でもひげが短く，
箱が小さいものになっている。
」と答えた。
「箱の大きさはこの二つともだいたい同じ大きさだね。
「四分位範囲」と答えた。表から「石川電設」
箱の大きさを表す数値はないかな ?」と問うと，
が 1.25，
「rookie」が 1.5 であった。わずかではあるが「石川電設」の箱が小さいから，散らば
り具合が小さいと言えそうだという結論になった。総合してどのマシンが一番良いかという結論
は出すことができなかったのだが，各グループの箱ひげ図を比べながら，箱ひげ図の意味するこ
とや箱ひげ図のよさに気付く生徒が多数いた印象をうけた。
（4）第 6 時標準偏差を求めよう

本時は，教科書の内容を中心に分散，標準偏差の定義の成り立ちに注目しながら具体的に数値
が出せることを目標にした。演習が早く進むのであれば，
「テープ切り実験」の自分のグループ
の標準偏差はどうやって算出すればよいかということも考えたかったが，叶わなかった。
（5）第 7 時～第 10 時 PC を活用した相関の学習

統計局 HP に掲載されている「都道府県別データから 2 変量の関係を見る―比べる変量を自由
に選ぶグループ学習を通じて―」*5 という授業モデルを参考に展開した。この展開の意図は，よ
り多くの事例に触れることで，散布図や相関係数の意味について知り，意味や活用方法を知った
上で相関係数の仕組みや出し方を学んでいくということである。PC 教室にて複数のデータから
自由に二つ選び，Excel を使って散布図の作成と相関係数を算出する。複数組調べた結果を利用
して，相関係数を当てるクイズをグループで作成し，グループ対抗でクイズを出し合うという展
開とした。生徒は自由に組み合わせることができること，予想を立てて結果と照らし合わせるこ
とにとても興味を持った様子であった。相関の指導において，
「相関があること」=「因果関係
がある」という誤解を持たせないようにすることも重要であるが，そのような誤解が生まれるこ
とに気付かせることができたかという意味では課題が残る。
4. 授業の成果と課題

時間の制約もあり毎時の授業展開は少し慌ただしいものとなったが，生徒たちは提示する題材
に興味を示し，全体的には意欲的に学ぼうという雰囲気があった。生徒たち同士の関係も良好で，
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基礎学力もあったため，グループ学習が機能的に働き，学びに相乗効果をもたらした。今回のテ
ープ切り実験を題材とした「活用Ⅰ」学習は，全員が直前に習得した知識・技能を「子供にすぐ
にわかるような既存の文脈」で活用する体験ができたことなどを含め「活用Ⅰ」型授業として機
能していたと考える。特に，実験から考察までストーリーを設定したことは，
「使える」レベル
の学習を行うための「知識・技能を使って考えざる得ない，自然と場面に引き込まれ考え込んで
しまうような文脈」
（石井）となったことで，活動に必要性とつながりが生まれ，多少強引なス
トーリー設定であったが，生徒が思考する必然性を高めることにつながった。また，指導者とし
ても思考を促す発問が作りやすいというメリットを感じた。ただ，
「活用力」が「思考し，判断
し，表現するなどの課題解決的な能力」と言われていることと照らすと，ゆとりをもった考察の
時間や個人で学びを統合するような場面が不足していたことが課題として上げられる。
4.1

生徒の記述による分析

毎時のリフレクションカードや授業前後の学びの変容がわかるように作成した 1 枚ポートフォ
リオから考察を行っていく。
「活用Ⅰ」学習として，データを作成し，分析・判断するプロセスを体験する数学的活動が与
えた影響について考える。
「教科書のデータを使うのではなくて，自分でデータを作るから面白
かった」
「データを分析することはこんなに大変なのか」という記述から，テープ切り実験のデ
ータは，自分に関連のあるものであり，分析をすべき対象として捉え，目的意識を持った活動が
行われたことが見えた。また，分析結果を使って「どのマシンの性能がよいか ?」等の判断を求
める展開が，
「数字だけ見ても正しい判断ができるとは限らない。グラフだけみてすぐに決めつ
けないで，慎重に判断しようと思った」に見られるように自分が判断を行う想定で学習が行われ，
正しい判断を行おうとする態度が育まれたといえよう。また，
「箱ひげ図と代表値どれを優先さ
「何を基準にいいとわかるの ?」というような判断するには基準が必要だという
せればいいの ?」
感覚が現れたことは，判断力を育てるうえで重要である。判断を促すことで，結論を出すために
生徒が思考し，その思考の中で「ばらつきがあるから，代表値が一緒でも性能は一緒じゃない」
にみられるような「代表値はデータの一部分を表していることにすぎない」ことへの気づき，
「箱ひげ図は散らばり具合などが一目でわかる !」というような「箱ひげ図の特性のわかり直し」
「身近な文脈で，その判断の妥当性を批判的に議論する経
が起こった。渡辺が提起したように，
験」を学習に組み込むことは，生徒が「自分ごと」として学習内容を捉えることができ，その内
容の意味理解に至る「わかる」レベルの学習になり，
「活用力」育む「使う」レベルに近づくこ
とが確認できた。分析結果を十分に考察する時間をもっと持つことができれば，活用力と内容へ
の理解がさらに高まったと考えられる。一方，
『
「何の代表値が必要か」とか「これはどういうデ
ータを表しているのか」など考えると凄く難しくて大変でした。
』という記述からみえるように，
生徒らは判断を求められる学習経験が少ないことを考えると，十分に時間が取れなくても，この
ような活動を少しでも取り入れることは重要である。また，これまでの学びを総括し，表現する
ような課題，例えば「マシンの購入者へ向けて，ランキングを第 2 位までつけてチラシを作成せ
よ。おすすめする理由を数学的な根拠に基づきながら述べて説得力あるものにしよう」というよ
うな最終的なパフォーマンス課題を設定することで，より「使える」レベルの学習になるだろう。
全体として「1 つの情報だけで判断するのは危険である」という印象が強くついたようで，毎
時間のリフレクションカードや終了後のポートフォリオにもそのような記述が多くみられた。主
「平均 50 万でもみんな
に，第 2 時で行った「給与平均」を例に感想を綴っているものが多く，
がそれをもらえるわけではない」
「平均の高い低いも大切だけど，数字の幅にも注目して考える
ことが大事」という記述から，平均の求め方を知っていても，それが使える知識として自分のも
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のになっていなかたことへの驚きが印象に残ったのだと考える。
「1 つの情報だけで判断するの
は危険である」という認知は，単元目標である「統計の基本的な考えを理解」するの一つであり，
これが全体の感想から見られたことは一つの成果である。
学びが「自分ごと」として捉えられたかを考えるうえで，ある男子生徒の単元終了後の感想に
注目したい。数学があまり得意でなく，休み時間には「数学なんてなくても生きていけるよな
ー」と友達とぼやいていた生徒である。
『
「統計」って聞いて，
「あーまたか。メンドくさっ」と
思っていたけど，自分の生活に深く関わっていたり，これから社会に出ていくうえで必要になっ
ていくんだと強く思うようになった。また，
「数学」ってかたくるしいようなイメージがあった
けど，自由に考えたりしたことで，やわらかいようなイメージに変わっていった。
』と綴られて
おり，授業前は数学を学ぶことやこの単元を学ぶ意義をほとんど感じていなかったが様子がうか
がえる。また，授業後ポートフォリオにタイトルをつけてもらったところ，
「私とデータと統計
と」となっていた。感想やタイトルから，この授業を通して学びが「自分ごと」となり，さらに
は数学に対するイメージが肯定的になったことが推測できる。この生徒にこのような変容が起こ
った一因として，数学を媒介にしたコミュニケーションが所属グループによく起こったことが上
げられる。彼の所属するグループは全体と比べても話が盛り上がっていることが多く，それは単
なるおしゃべりとしてでなく，課題遂行のために起こった授業内容に関する対話であった。この
生徒のコミュニケーション力の高さによる結果ともいえるのだが，対話の生まれやすい教材や設
問の設定，対話を可能にする学習形態や環境の設定も授業構成を考えるうえで重要であることが
示唆された。
また，全授業において，生徒からの「問い」を大切にする展開を心掛けた。単元に対する質問
の作成，予習での疑問を共有することやリフレクションカードに「新たな疑問」という枠を設け
ることで生徒の疑問を引き出した。生徒の疑問を元に授業の導入を行うことは，授業間や授業と
生徒間のつながりがうまれ，生徒の学習への関心を高めることが実感できた。また，頻繁に疑問
を問い共有することで，疑問を持つ文化のようなものが一時的ではあるが形成され，お互いに質
問しあうグループ学習の雰囲気づくりにもつながったと感じている。また，
「箱ひげ図はどこで
使われているのか ?」というような社会と数学とのつながりを見つけようとする疑問が頻繁にリ
フレクションカードから見られたことから，生徒が学習内容を生活に活用しようとする態度が育
まれつつあったといえよう。生徒の疑問を大切にして授業間や活動間をつなげる取り組みは，小
学校の実践で多く行われており，習得・活用・探究のどの場面でも適応できることを考えると，
この取り組みは高校における授業改善の大きなヒントとなる。
4.2

SD 調査による分析

ところで，先の男子生徒の情意面の肯定的な変容はクラス全体で起こっていたのだろうか。今
度は，
「良い - 悪い」など情緒的な対修飾語を両極端に配置した尺度を準備して，概念の内包的
意味を測定する SD（SemanticDifferntial）によって，今回の取り組みから表象される数学やそ
の授業に対する「イメージ」や「感じ」などの情緒的反応が授業前後にどのように変化したのか
を分析してみよう。また，SD を数的処理するため，下の肯定的なイメージを表す修飾語から順
に 1~4 点を配した（図 9）
。その平均値が，2.5 未満であれば肯定的で，それ以上であれば否定的
なイメージを表象していることになる。なお，SD は前川公一の開発した「授業評価観点評」を，
彼自身が課題とした項目の一部を入れ替えて使用した（藤井他，1982）
。
授業直前の調査で，数学や数学の授業に対して抱いている「イメージ」をみると，25 項目の
。全般的な
うち，肯定的なイメージは 6 項目，逆の否定的なイメージは 19 項目であった（表 2）
数学に対する印象は，否定的である。否定的なイメージが最も強い順にみていくと，生徒たちに
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ンカードから見られたことから，生徒が学習内容を生活に活用しようとする態度が育まれつつあ
ったといえよう。生徒の疑問を大切にして授業間や活動間をつなげる取り組みは，小学校の実践
で多く行われており，習得・活用・探究のどの場面でも適応できることを考えると，この取り組
みは高校における授業改善の大きなヒントとなる。
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４．２ SD 調査による分析
ところで，先の男子生徒の情意面の肯定的な変容はクラス全体で起こっていたのだろうか。今
とって数学や数学の授業は，
（15）
「複雑」で（12）
「難し」く，
（23）
「長い」し，
（24）
「きつ
度は，「良い-悪い」など情緒的な対修飾語を両極端に配置した尺度を準備して，概念の内包的意
い」
。そして，
（19）
「重い」ものというイメージを持っていることがわかる。
味を測定する SD(Semantic Differntial)によって，今回の取り組みから表象される数学やその
次に，10 時間の授業後の変化を見てみる。まず，全体的な傾向として，25 項目中 24 項目が
授業に対する「イメージ」や「感じ」などの情緒的反応が授業前後にどのように変化したのかを
分析してみよう。また，SD
を数的処理するため，下の肯定的なイメージを表す修飾語から順に１
肯定的な方向（SD プロフィールの下側）へ変化していることがわかる（図
8）
。さらに，平均値
~４点を配した(図８)。その平均値が，2.5
未満であれば肯定的で，それ以上であれば否定的なイ
2.5 未満の項目も 17 項目あり，もともと否定的なイメージが表象されていた項目も 19 項目から
メージを表象していることになる。なお，SD は前川公一の開発した「授業評価観点評」を，彼自
8 項目に減って，全体的に肯定的なイメージへ変化している。
身が課題とした項目の一部を入れ替えて使用した(藤井他，1982)
この変化が有意なものかどうかを検定してみた。まず，5% 水準で等分散仮説が棄却される項
授業直前の調査では，数学や数学の授業に対して抱いている「イメージ」をみると，25 項目(表
目はなかったため，等分散のもとでの平均値の差の検定を行った。その結果，5%
水準で有意な
１)のうち，肯定的なイメージは６項目，逆の否定的なイメージは
19 項目であった。全般的な数
（18）
（22）
（23）の 4 項
（19）の 4 項目，1% 水準で有意な項目は（15）
項目は，
（4）
（5）
（12）
学に対する印象は，否定的である。否定的なイメージが最も強い順にみていくと，生徒たちにと
って数学や数学の授業は，(15)「複雑」で(12)「難し」く，(23)「長い」し，(24)「きつい」
。そし
「データの分析」の指導で扱われた数
目，計 8 項目である。t 値の高い項目を順にみていくと，
て，(19)「重い」ものというイメージを持っていることがわかる。
（15）
「簡単」な（18）
「目の覚める」ようなものとして受
学やその授業は，
（22）
「積極的」で，
次に，10 時間の授業後の変化を見てみる。まず，全体的な傾向として，25 項目中 24 項目が肯
け止められ，また，
「軽い」し，
「おもしろ」くて，
「活発」で，
「やさしい」イメージとして受け
定的な方向(SD プロフィールの下側)へ変化していることがわかる(図８)。さらに，平均値 2.5 未
止められるようになっただろう。
「短い」も該当するが，これは 40 分授業の影響と考えれれる。
満の項目も 17 項目あり，もともと否定的なイメージが表象されていた項目も 19 項目から８項目
なお，10% 水準で有意な項目も 7 つあり，
「明るい」
「あたたかい」などであった。こ
「楽しい」
に減って，全体的に肯定的なイメージへ変化している。
れらの項目も含めると，有意な変化は
15
項目になる。
この変化が有意なものかどうかを検定してみた。まず，５％水準で等分散仮説が棄却される項
図９＞ 差し替え
目はなかったため，等分散のもとでの平均値の差の検定を行った。その結果，５％水準で有意な
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図９ 授業前後の SD プロフィール
図 9 授業前後の SD プロフィール

おわりに

本報告では，実験などの数学的活動を含む「活用」型学習を単元の中心に置き，これまで「で
きる・知っている」レベルでととどまることの多かった数学の授業から「わかる」
「使える」レ
ベルの学習を目指して授業を展開した。社会や生活という文脈で数学を使う活動を，トピックと
してではなく，習得・習熟を強化し，探究へとつなぐ「活用」型学習として取り入れることは，
生徒の数学に対するイメージを肯定的なものへと変容させ，この単元での学びが単なる知識の習
得ではなく，自分の生活に関連し，活用しうるものであるという印象を持つことにつながった。
本実践の課題として，評価の観点まで組み込んで構成できていないことと現場教員にとって実
践可能な単元・授業構成かどうかということが上げられる。また，思考力・判断力・表現力等の
育成をねらう活用・探究学習では，定期考査等で測れない力を育むことは確実だが，その力を見
取る評価システム（パフォーマンス評価など）を構築できていないことが高校教育での課題とな
っており，本実践でも同様である。
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高大接続や入試改革等の影響でアクティブ・ラーニングの視点での授業改善が迫られる高校現
場において，この報告が「データの分析」の指導に不安を抱えている方や活用・探究活動に興味
を持っている方の参考になれば幸いである。
*1 D・ロスステイン，R・サンタナ（2015）
『たった一つを変えるだけ―クラスも教師も自立する「質問づくり」
―』
，新評論を参考に，質問のテーマを作成し，質問づくりのステップを実施した。
*2 2016 年に福井大学で行われた第 3 回 RLA 研究会における下町壽男氏の講演資料を参考とした
*3 *2 と出典は同じ。下町の指導案を元に，授業展開と「数学」
「学び方」という視点での留意点がわかるよう
に指導案を作成した。
*4 授業案は，統計局 HP>「統計学習の指導のために（先生向け）
」>「統計教育拡充懇談会開発モデル」の中
の一つ。都道府県別データは，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より。
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