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小学校学習指導要領(平成29年告示)解説算数編では、身の回りの事象をデー

タから捉え、問題解決に生かす力、データを多面的に把握し、事象を批判的に

考察する力の育成を目指すことが示されている。本研究では、「データの活用」

領域における学習内容の系統性と各学年で目指す子どもの学びの姿を基にした

「学びの系統図」の作成を通して、数学的に考える資質・能力の育成に大きく

関係する重点時間を設定し、統計的な問題解決活動を充実させた授業づくりに

取り組んだ。その結果、目指す子どもの学びの姿を明確にした授業ができ、子

どもの数学的に考える資質・能力の育成につなげることができた。 
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数学的に考える資質・能力の育成 

 

・社会生活などの様々な場面において、必要なデータを収集して分析し、その傾向を踏まえて課題を
解決したり意志決定をしたりすることが求められている     【平成28年中央教育審議会答申】 
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「数量関係」領域の資料の整理と読みの内容を中心に、統計に関わる領域「データの活用」を新た
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算数科プロジェクト研究 

 

数学的に考える資質・能力を育む 
小学校算数科「データの活用」領域における授業づくり 

－「学びの系統図」の作成を通した統計的な問題解決活動の充実－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

小学校算数科の指導内容の充実に関し、中央教育審議会より示された「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(答申)」(平成28年12月)で

は、「社会生活などの様々な場面において、必要なデータを収集して分析し、その傾向を踏まえて課題

を解決したり意思決定をしたりすることが求められており、そのような能力を育成するため、(略)小・

中・高等学校教育を通じて統計的な内容等の改善」１）が求められた。 

それを受けて、小学校学習指導要領(平成29年告示)解説算数編(以下、学習指導要領解説という。)で

は、「身の回りの事象をデータから捉え、問題解決に生かす力、データを多面的に把握し、事象を批判

的に考察する力の育成を目指すとともに、小学校と中学校間の統計教育の円滑な接続のため、従前の『数

量関係』領域の資料の整理と読みの内容を中心に、統計に関わる領域『データの活用』を新たに設けた」

２）ことが示されている。 

また、平成29年度の全国学力・学習状況調査の分析によると、小学校と中学校のそれぞれに共通して

いる課題として、日常生活の事象において必要な情報を選択し、適切にグラフや表に表すことや、資料

の傾向を読み取り、数学的な表現を用いて説明する数学的活動を充実させる必要があることが指摘され

た。 

小学校算数科の授業づくりについて、当センターの平成29年度小学校派遣研究(算数科)では、単元計

画の作成過程において、内容の系統性と各学年で目指す子どもの学びの姿を基に授業構想をし、特に数

学的に考える資質・能力の育成に大きく関係する時間を重点時間として設定することにより、単元の見

通しをもった指導の工夫が推進され、有効な授業づくりの手立てとなることが分かった。 

これらのことから、本研究では、研修と実践の往還を進めることにより、「データの活用」領域にお

ける学習内容の系統性と各学年で目指す子どもの学びの姿を基にした「学びの系統図」の作成を通して、

「データの活用」領域の中で、特に数学的に考える資質・能力の育成に大きく関係する時間を重点時間

と設定し、統計的な問題解決活動を取り入れた数学的活動の充実を目指した授業づくりを行う。このよ

うな授業づくりが、子どもの数学的に考える資質・能力の育成につながると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

「データの活用」領域における学習内容の系統性と各学年で目指す子どもの学びの姿を基にした「学

びの系統図」の作成を通して、統計的な問題解決活動を充実させた授業づくりに取り組むことで、子ど

もの数学的に考える資質・能力の育成を目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

「データの活用」領域における学習内容の系統性と各学年で目指す子どもの学びの姿を基にした「学

びの系統図」の作成を通して、「データの活用」領域の中で特に数学的に考える資質・能力の育成に大
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図１ 「学びの系統図」のイメージ図 

第１学年 第２学年 第４学年第３学年 第５学年 第６学年

共通している言葉 変わっていく言葉

キーワード

学習内容の系統性

子どもの学びの姿

きく関係する時間を重点時間と設定し、統計的な問題解決活動を充実させた授業づくりに取り組んでい

く。そうすることで、子どもの数学的に考える資質・能力の育成につなげることができるだろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 数学的に考える資質・能力 

数学的に考える資質・能力について、小学校学習指導要領(平成29年告示)では、(１)知識及び技能、

(２)思考力、判断力、表現力等、(３)学びに向かう力、人間性等の三つの柱に基づいて示している。

本研究では、数学的に考える資質・能力の中でも表に示すような「思考力、判断力、表現力等」に焦

点を当て、統計的な問題解決活動を充実させた「データの活用」領域における授業づくりに取り組む。 

 

 Ｄ データの活用 

第１学年 データの個数に着目して身の回りの事象の特徴を捉える力 

第２学年 身の回りの事象をデータの特徴に着目して捉え、簡潔に表現したり考察したりする力 

第３学年 身の回りの事象をデータの特徴に着目して捉え、簡潔に表現したり適切に判断したりする力 

第４学年 目的に応じてデータを収集し、データの特徴や傾向に着目して表やグラフに的確に表現し、それらを

用いて問題解決したり、解決の過程や結果を多面的に捉え考察したりする力 第５学年 

第６学年 

身の回りの事象から設定した問題について、目的に応じてデータを収集し、データの特徴や傾向に着

目して適切な手法を選択して分析を行い、それらを用いて問題解決したり、解決の過程や結果を批判

的に考察したりする力 

 

２ 数学的に考える資質・能力の育成に向けての授業づくり 

数学的に考える資質・能力の育成に向けて、学習指導要領解説には、「数学的活動とは、事象を数

理的に捉えて、算数の問題を見いだし、問題を自立的、協働的に解決する過程を遂行することである。

(略)この活動の様々な局面で、数学的な見方・考え方が働き、その過程を通して数学的に考える資質

・能力の育成を図ることができる」２）とあり、問題発見・解決といった学習過程が重要であることを

示している。 

本研究では、数学的に考える資質・能力の育成に向けて、統計的な問題解決活動を取り入れた数学

的活動の充実を目指した授業づくりに、以下のように取り組んでいく。 

(１) 「学びの系統図」 

統計教育は、小・中・高等学校を通じて行われるため、「データの活用」領域では、指導者が長

期的な見通しをもつことが重要である。そのためには、学習内容の系統性を知るだけでなく、各学

年で目指す子どもの学びの姿の系統性を見いだしていくことが欠かせないと考えた。そこで、学習

内容の系統性と目指す子どもの学びの姿を基に、共通し

ている言葉や変わっていく言葉を見いだし、「学びの系

統図」を作成する(図１)。ここでいう「子どもの学びの

姿」とは、数学的に考える資質・能力につながる子ども

の発言、行動および記述といった学習の様子を指す。 

「データの活用」領域の授業づくりを進めるうえで、単元計画や授業構想に「学びの系統図」を

活用し、統計的な問題解決活動を充実させていく。 

 

(２) 重点時間の設定 

単元全体を通して、統計的な問題解決活動を充実させるため、体系的に単元計画や授業構想をし

表 数学的に考える資質・能力「思考力、判断力、表現力等」 (学習指導要領解説より一部抜粋) 
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図３ 「学びの系統図」を基にした授業プラン 
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重点時間 

ていくことが重要であると考える。そのため、本研究では、当センターが平成29年度小学校派遣研

究(算数科)で示している「重点時間」の設定方法を参考に、単元の中で、特に数学的に考える資質

・能力の育成に大きく関係する時間を見いだし、その時間を重点時間として設定していく。その際、

「学びの系統図」を用いて、各学年のつながりから重点時間を考える。重点時間を中心に、統計的

な問題解決活動を取り入れた授業づくりを進めていくことで、子どもたちは、既習事項を新しい学

びへつなげたり、学びを日常生活に生かしたりすることができ、数学的に考える資質・能力の育成

につながる。指導者は、重点時間を設定することで、単元全体や学年のつながりを見通した授業を

構想することができ、統計的な問題解決活動を充実させた授業づくりにつなげていく。 

 

(３) 統計的な問題解決活動を充実させた授業づくり 

ア 数学的な見方・考え方「七つの視点」と統計的な問題解決活動との関連付け 

本研究の授業づくりでは、研究会において協議を重ね、「データの活用」領域における数学的

な見方・考え方を「見いだす」「集める」「整理する」「読み取る」「比べる」「考える」「判

断する」とし、数学的な見方・考え方「七つの視点」を設定した。 

統計的な問題解決活動は、学習指導要領解説に「『問題－計画－データ－分析－結論』という

ような段階からなる統計的探究プロセスと呼ばれるものがある」２）と示されている。一方、２ペ

ージの表のように数学的に考える資質・能力には、「考察する力」が求められていることから、

本研究では、統計的探究プロセスに「考察」

の過程を加えたものを、統計的な問題解決活

動と設定した。 

数学的に考える資質・能力の育成に向けて、

学習指導要領解説では、「数学的な見方・考

え方を働かせ、数学的活動を通して」２）と示

されていることから、数学的な見方・考え方

「七つの視点」と統計的な問題解決活動を関

連付けて授業の構想をしていく(図２)。 

イ 「学びの系統図」を基にした授業プラン 

「学びの系統図」を基に、目指す子どもの学びの姿

を具体的に書き表し、重点時間に行う学習指導案を授

業プランとして作成する(図３)。授業プランの作成を

通して、子どもが数学的な見方・考え方「七つの視点」

をどの場面で働かせるのか、どのような統計的な問題

解決活動を行うのかを検討する。その際、指導者の手

立てを明確にするために、指導者の発問、想定される

子どもの学びの姿、教具等を本時の流れの欄に記す。 

ウ 評価問題の活用 

数学的に考える資質・能力の育成を目的に、「学びの系統図」を基に評価問題を作成し、授業

づくりに活用する。単元の学習を始める前には、前学年の評価問題を活用し、子どもの実態を把

握し、単元計画や授業構想を見直していく。単元の終わりでは、評価問題を子どもたちに実施し、

数学的に考える資質・能力の定着を把握する。その結果を「データの活用」領域における授業づ

くりを検証する手立てのひとつとする。 

 

図２ 数学的な見方・考え方「七つの視点」と統計的な問

題解決活動との関連 
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図４ 研修と実践の往還 
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Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 本研究では、「データの活用」領域における統計的な問題解決活動を充実させた授業づくりを行

うという目標を研究委員同士で共有する。 

(２) 研修としてプロジェクト研究会を５回行う。講師を招聘し、学習指導要領改訂の内容や実践事例

を基に統計的な問題解決活動について学び、「学びの系統図」の作成や授業プランの検討を行う。 

(３) 研究委員は、研修での学びと研究協力校における実践の往還を進める。 

(４) 実践授業の授業分析、研究協議会での意見交流や振り返りから子どもと研究委員の変容を分析す

る。また、評価問題の正答率と合わせて、数学的に考える資質・能力の育成につながったかどうか

を検証し、研究の成果と課題をまとめる。 

 

２ 研究の経過 

４月 

５月 

５～７月 

６月 

８月 

９～11月 

研究構想、研究推進計画の立案 

第１回研究会 

各校での授業実践 

第２回研究会 

第３回研究会 

各校での授業実践 

10月 

11月 

12月 

１月 

２月 

３月 

第４回研究会 

第５回研究会 

研究論文原稿執筆 

研究発表準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 研修と実践の往還 

(１) 「学びの系統図」の作成と重点時間の設定 

本研究は、研修と実践を往

還させ、数学的に考える資質

・能力の育成を目指す授業づ

くりを行った(図４)。 

第１回研究会は、学習指導

要領改訂の内容を知り、研究

の目標を研究委員同士で共有

することをねらいとして行っ

た。研究委員は、「データの

活用」領域における数学的に

考える資質・能力について学

び、授業改善に向けての問題

意識を高めていった。 

第２回研究会では、学習指

導要領や各社の教科書教材を

参考に、小学校６年間の学習

内容と目指す子どもの学びの

姿を書き出し、長期的な見通

しをもつことで、各学年のつ
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図５ 「学びの系統図」 

図６ 重点時間の設定 

「学びの系統図」で
見いだした

前の学年で目指す
子どもの学びの姿

「学びの系統図」で
見いだした

次の学年で目指す
子どもの学びの姿

重点時間

単元計画
次 時 主な学習活動 目指す子どもの姿(□)

重点時間での学びを

日常生活に生かす

既習事項を

つなぐ

学習内容

子どもの姿

キーワード

学習内容

子どもの姿

学習内容

子どもの姿

学習内容

子どもの姿

学習内容

子どもの姿

学習内容

子どもの姿

ながりやキーワードとなる数学的な見方・考え方等を見いだすことができた。それを「学びの系統

図」とし、授業づくりに生かしていくこととした(図５)。 

 

研究委員は、「学びの系統図」

を用いて、子どもの学びの姿を

担当学年の前後のつながりで見

たり、単元計画全体を見渡した

りしながら、特に数学的に考え

る資質・能力の育成に大きく関

係する時間を重点時間として設

定した(図６)。 

このように設定した重点時間

を中心に、単元計画を立て、統計的な問題解決活動の充実につなげていくこととした。 

 

(２) 統計的な問題解決活動を充実させた授業づくりに向けて 

第３回研究会では、研究委員が作成し

た授業プランから、目指す子どもの学び

の姿に迫る授業づくりに向けて協議を行

った(図７)。子どもたちが数学的な見方

・考え方「七つの視点」を働かせる工夫

はできているか、統計的な問題解決活動

を取り入れているか等を検討し、本時で

目指す子どもの学びの姿を明確にした。

さらに、具体的な発問や教材についても

検討していくため、研究会後も各研究協

力校で事前検討会を行った。子どもの実

態に即して話し合い、必然性のある学習

課題や焦点化された発問になるよう工夫

することで、目指す子どもの学びの姿に

迫っていくことができた。 

このように、研究会や事前検討会を重ねていくうちに、指導者は子どもがどのように数学的な見

方・考え方「七つの視点」を働かせて、統計的な問題解決活動を行うかが分かり、数学的に考える

資質・能力を育む授業づくりを進めていくことにつながった。 

 

図７ 検討会で使用した授業プラン 

目指す 

子どもの学びの姿 

 数学的活動 
「統計的な問題解決活動」 

数学的な見方・考え方 
「七つの視点」 
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図８ 自分の問題として捉えている子どもの様子 

(お菓子の)長さが

違うので、比べられ

ない。 

ぱっと見て、どのお菓子が人気か分かるようにす

るには、どうすればいいですか。 

問題 

■見いだす 

 

並べてみましたよ。これを見たら、

何が一番多いか、分かりますか。 

２ 数学的な見方・考え方「七つの視点」と統計的な問題解決活動とを関連付けた授業実践 

(１) 「見いだす」視点を働かせて、疑問や気付きを基に問題を発見する場面(第１学年「どうすればい

いかな」) 

   統計的な問題解決活動を行うには、子ども自身が問題意識をもち、解決したいという気持ちから

主体的に問題解決に向かう態度が重要である。本研究では、指導者が提示した題材から、子ども自

身が問題を見いだし、解決したいという姿を想定して、問題を発見する場面を設定した。 

「学びの系統図」より、第１学年では、目指す子どもの学びの姿を「整理されていないデータを

取り出し、絵や図を使って個数に着目して整理し、その結果、身の回りにあるデータの特徴を捉え

る」とし、その姿を目指して、数学的な見方・考え方「七つの視点」の中で、子どもが「見いだす」

視点を働かせる工夫をした。 

指導者は、「どうすればいいかな」という単元

で、「職員室の先生に好きなお菓子は何か聞いた

ら、このような答えになりました。何が一番人気

か分かりますか」という学習課題を提示し、授業

を展開していった。指導者が５種類のお菓子の絵

が重なっている様子を提示することで、子どもが

「同じ種類ごとに集めたらどうかな」「並べたら

いいと思う」と発言した。そこで、指導者がお菓

子の絵の間隔が異なる状態を並べて見せて、この

状態で何が一番人気か分かるかどうかを子どもたちに聞くと、「(お菓子の)長さが違うので、比べ

られない」と発言し、学習課題を自分の問題として捉えている子どもの様子が見られた(図８)。こ

の発言を全体で共有し、「ぱっと見て、どのお菓子が人気か分かるように並べよう」というめあて

を立てた。 

このように、子どもが「調べてみたい」「やってみたい」と発言し、問題を見いだしていくため

には、指導者が子どもの疑問や気付きが生まれるように、並べたお菓子の間隔が異なる絵(図８)を

示したことが効果的な手立てであった。統計的な問題解決活動は、子ども自身が問題を見いだすこ

とから始まる。たとえ指導者が授業の始めに学習課題を提示したとしても、その課題から子どもの

疑問や気付きを基に、子ども自身が「解決したい」「調べたい」となるような手立てを工夫するこ

とが、主体的な問題解決活動につながっていく。 

 

(２) 「集める」視点を働かせて、問題の解決策を計画する場面(第６学年「あなたはどっち？」) 

   問題を設定した後、集めるべきデータとその集め方を考え、計画に従って実際にデータを集める

ことで、問題解決につながっていく。本研究では、データをどのように収集するかについて計画し、

問題解決に向けた見通しをもつ姿を想定して、問題の解決策を計画する場面を設定した。 

「学びの系統図」より、第６学年では、目指す子どもの学びの姿を「統計的に問題解決した一連

の活動を振り返り、データの特徴や傾向に着目し、その結論に問題点や誤りはなかったかどうか再

考する。問題解決の過程を批判的に考察することで、様々な視点から多面的に吟味し、より妥当な

判断を下す」とし、その姿を目指して、数学的な見方・考え方「七つの視点」の中で、子どもが「集

める」視点を働かせる工夫をした。 

「あなたはどっち？」という単元を通したテーマを設定し、一連の統計的な問題解決活動を繰り

返し取り入れた。重点時間では、指導者が「目をつむってストップウォッチで10秒を測り、10秒に

一番近い人が優勝するという『10秒選手権』をつくりました。３選手の練習記録を見て、誰を代表

【第６学年】 

○統計的に問題解決した一連の活動を振

り返り、データの特徴や傾向に着目し、

その結論に問題点や誤りはなかったかど

うか再考する。問題解決の過程を批判的

に考察することで、様々な視点から多面

的に吟味し、より妥当な判断を下す。 

単元「あなたはどっち？」 

 

Ｔ「どうしてそう判断したのですか」 
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図10 工夫した教具 

図９ 問題解決のために見通しをもつ場面 

何が分かれば代表を選ぶことができますか。 

Ａ選手のデータ 
 
Ａ選手のデータ 
 
Ｂ選手のデータ 
 
Ｃ選手のデータ 
 

 

■集める 

計画 

に選ぶとよいですか」という学習課題を提示した。これまでに、子どもたちはデータの何に着目し

て判断すればよいのかという知識・技能を習得していたので、指導者は子ども自ら問題解決の計画

を立てることができるだろうと考えていた。その予測のとおり、子どもたちは３選手の練習記録を

見て、「Ｃ選手が10秒に近い記録を出しそうだ」「Ｂ

選手は10秒ぴったりの記録を出している」と、デー

タからすぐに予想を立てる様子が見られた。 

ここは、問題解決の計画を立て、予想したことを

確かめるために必要なデータが何なのかを考える場

面である。そこで、予想したことを学級全員で共有

して問題解決に向けた見通しがもてるようにするた

めに、指導者は「何が分かれば代表を選ぶことができますか」と発問した(図９)。すると、子ども

たちは「平均」「散らばり」「度数分布表」等と発言した。見通しがもてたところで、自力解決に

向かうよう指示をすると、子どもたちは電卓で平均値を計算したり、度数分布表を作成したりする

等、一斉に問題解決に向かっていった。 

このように、問題の解決策を計画し、必要なデータを集めるための見通しをもつことは、子ども

たちが必要なデータを集め、表などに整理し、分析して結論を導いていくという統計的な問題解決

活動を主体的に行うことにつながる。一方で、統計的な問題解決活動をより充実させるためには、

授業後の協議会で「『代表を選ぶためには、どんなデータが必要ですか』『このデータの他に必要

なデータはないですか』等と発問し、問題解決のために必要なデータは何かを子ども自身が考える

ような指導者の働きかけがデータを集める場面では有効なのではないか」と意見が出された。 

 

(３) 「整理する」視点を働かせて、解決したい問題に応じてデータを分類整理する場面(第３学年「け

がをへらそう作せん！」) 

   問題解決に向けて、目的に応じたデータが定まれば、収集活動をして、データを表等に整理して

いく。本研究では、解決したい問題に応じて分類項目を決め、データを整理し直す姿を想定して、

データを分類整理する場面を設定した。 

「学びの系統図」より、第３学年では、目指す子どもの学びの姿を「調べたことを分類整理して

表やグラフに表し、それを用いて考えたことを伝え合う。データを整理する観点に着目し、身の回

りの事象について表やグラフを用いて考察して、見いだしたことを表現する」とし、その姿を目指

して、数学的な見方・考え方「七つの視点」の中で、子どもが「整理する」視点を働かせる工夫を

した。 

「けがをへらそう作せん！」という単元を通した目標を設定した。「見

いだしたことを表現する」姿を目指すため、重点時間では、どうしたら

けがを減らせるかという身の回りの事象について、棒グラフを用いて考

察することをねらいとした。昨年度の11月、12月、１月のけがについて

調べた結果を二次元表とけがの種類別の棒グラフで提示した。子どもた

ちが「けがが一番多いのは、12月」「すりきずが28人で一番多い」「す

りきずは、11月、12月と人数が多くなっている」と表から分かることを

発表した後、指導者は「どんなグラフを作れば、伝えられますか」と発

問した。棒グラフの一つひとつの棒を移動可能な棒状の教具(図10)とし

て活用したことで、子どもたちは「すりきずだけ集めたグラフにしたい」

「12月のけがが一番多いので、月ごとに縦に並び替えたい」と教具を操作していく姿が見られた。 
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分析 二つのグラフを比べて、どんなことが言

えますか。 

 

棒グラフからは、夢をもっている人の学年別の人数の違いが分かる。

帯グラフからは、夢をもっている人の割合が分かり、高学年は夢をも

っていると答えている人が 100％いることが分かる。 

■比べる 

■読み取る 

さらに、一人一つずつ教具を用いて、具体物操作をしながら試行錯誤したことで、データの中の

数量の大きさの違いを一目で捉えることができ、「けがをへらそう作せん！」に向けて伝えたいこ

とを見いだし、目的に応じたデータを整理することができた。一方、グラフで伝えたいことがなか

なか見いだせなかった子どももいたことから、授業後の協議会では、「データを分類整理する場面

では、グラフのどの部分から考えたのかを話し合うことで、自分の考えが深まり、データから自分

が伝えたいことを見いだせるのではないか」と意見が出された。 

このように、データをどのように分類整理すればよいかについては、「何について伝えたい」「何

と何を比べて伝えたい」等解決したい問題に応じて観点を定めることが有効であると分かった。 

 

(４) 「読み取る」「比べる」視点を働かせて、データを分析する場面(第５学年「算数新聞を作ろう」) 

   集めたデータに対して、目的やデータに応じてグラフで表し、統計量を求める等して特徴や傾向

を把握することは、統計的な問題解決活動の中心的な部分である。本研究では、データの特徴や傾

向を分析するために、グラフを読み取ったり、二つ以上のグラフを比べたりする姿を想定して、デ

ータを分析する場面を設定した。 

   「学びの系統図」より、第５学年では、目指す子どもの学びの姿を「目的に応じてデータを集め

て分類整理し、データの特徴や傾向に着目し、より適切なグラフを選択して判断し、多面的に捉え

考察する」とし、その姿を目指して、数学的な見方・考え方「七つの視点」の中で、子どもが「読

み取る」「比べる」視点を働かせる工夫をした。 

「算数新聞で伝えよう」という単元を通した目標を設定し、重点時間では「本校の児童が就きた

い職業にはどのようなものがあると思いますか」と授業の始めに問い、全校児童のアンケート結果

を表で示した。その結果から、「教育・研究関係、スポーツ関係、医療関係の合計の人数は同じで

ある」「教育・研究関係では、低学年が多い」と、子どもたちは気付いていった。その後、指導者

が作成したアンケートの結果を表したグラフ(図11)から読み取れることを交流した。そのうえで、

指導者は「二つのグラフを比べて、どんなことが言えますか」と発問し、子どもは「棒グラフから

は、夢をもっている人の学年別の人数の違いが分かる。帯グラフからは、夢をもっている人の割合

が分かり、高学年は夢をもっていると答えている人が100％いることが分かる」と発言した。棒グ

ラフから読み取れることに帯グラフで読み取

れることを加えたことで、より詳しくアンケ

ート結果について分析することができた。 

このように、データを分析する場面では、

データの特徴や傾向を「読み取る」視点を働

かせるだけでなく、「比べる」視点を効果的

に働かせたことで、より詳しくデータの特徴

や傾向を読み取っていくことができると分か

った。 

 

(５) 「考える」視点を働かせて、問題に対する結論をまとめる場面(第５学年「帯グラフと円グラフ」) 

   統計的な問題解決活動では、見いだしたデータの特徴や傾向から問題に対する結論をまとめて表

現したり、問題解決活動の過程について再考したりして、よりよい判断を下すことにつなげていく。

本研究では、データを分析したことから見いだした特徴や傾向を基に、多様な考えをまとめて表現

したり、結論付けたことから考えを巡らせたりする姿を想定して、問題に対する結論をまとめる場

面を設定した。 

図11 データの特徴や傾向を読み取っている子どもの様子 
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 Ａ市 

   第５学年では、複数のグラフから読み取った内容を基に、考えをまとめて「算数新聞」として表

現する活動を行った。「自分たちが住んでいる市の人口が増えていることから、どんな問題が起こ

っているだろうか」という子どもの気付きから、「適切なグラフを選択し、多面的に考え、問題に

対する結論をまとめる」姿を目指して、数学的な見方・考え方「七つの視点」の中で、「考える」

視点を子どもが働かせる工夫をした。 

子どもたちは、人口増加に伴う問題について様々な

意見を出し、その中から、ゴミの増加問題に焦点化し

ていった。指導者が、子どもたちの居住している市の

ゴミの量について５年ごとのデータを表にして示した。

その表と人口の折れ線グラフを比べることで、データ

を分析し、結論を導く子どもの姿が見られた。その後、

指導者は「どのグラフを使えば、伝えたいことが表現

できますか」と発問し、子どもたちは複数のグラフを

比べながら考えを巡らせ、より適切なグラフを選び、

結論を見直していった。複数のグラフを比べたことで、

「ゴミの総量は、最初(平成13年)多かったけれど、途

中から減っている」「割合は、可燃ゴミと不燃ゴミが

減っていて、資源ゴミが増えている」と「算数新聞」

に表し、多面的に考え、問題に対する結論をまとめて

いく姿が見られた(図12)。 

このように、問題に対する結論をまとめる場面では、データの特徴や傾向を多面的に読み取り、

異なる結論が導き出せないかと考えを巡らせることで、自分が出した結論について別の観点から見

直すことができると分かった。特に第５学年では、様々なグラフにふれる機会が多くあるので、割

合で見ていたものを量で見直してみたり、複数のグラフを比べたりすることで、結論について多面

的に捉えていくことが有効であると分かった。  

 

(６) 「判断する」視点を働かせて、問題解決の過程を振り返り、考察する場面(第６学年「データの調

べ方」) 

   よりよい判断をするためには、自分たちが出した結論や問題解決の過程が妥当なものかどうか見

直し、意志決定に向けて、批判的に考察をすることが重要である。本研究では、問題解決の過程や

結論について異なる観点や立場等から多面的に捉え直し、解決の過程を振り返り、意志決定してい

く姿を想定して、問題解決の過程を振り返り、考察する場面を設定した。 

第６学年では、「平均値だけで判断するのではなく、データの特徴に着目して問題解決の過程が

妥当かどうか判断する」姿を目指して、数学的な見方・考え方「七つの視点」の中で、子どもが「判

断する」視点を働かせる工夫をした。 

単元の導入においては、指導者が、「ＡとＢのかごにそれぞれ20個のじゃがいもが入っています。

Ａは合計の重さが2200g、Ｂは合計の重さが2360g です。120g に近いじゃがいもが一つだけ欲しいと

き、どちらのかごから取り出せばいいですか」という学習課題を提示し、子どもたちは分かる情報

を頼りに、平均値を計算し、「Ｂから取った方が120g に近い」と一旦結論付けた。そこで、指導者

がＡとＢのかごからじゃがいもの重さを一つずつ見せていくと、子どもたちは、Ｂのかごから取っ

たじゃがいもよりもＡのかごから取ったじゃがいもの方が120g に近いことに気付き、データの特徴

に着目して「データに何か秘密があるのかもしれない」「なぜ、平均値はＢの方が120g に近いのに、

図12 結論をまとめている様子(太枠は筆者) 
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実際は違うのか。全部のデータを知りたいな」

とつぶやいた。そこで、データの特徴や傾向

を捉えるために、子どもたちは、じゃがいも

を同じ重さで整理していった(図13)。授業の

終末では、「平均値だけでは判断できない」

「平均値だけではなく、個々の重さを調べる

必要がある」と振り返り、より妥当な判断と

してデータの特徴を捉えていく必要があるこ

とに気付いていった。 

このように、複数の判断材料から考えを巡らせて、意志決定する子どもの様子が見られた。考察

の場面では、データの特徴を捉えたいという子どもにとって必然性のある学習課題を提示し、子ど

もたちが自分でデータを整理することが、データの特徴や傾向に着目して問題解決の過程が妥当か

どうかを判断するうえで、有効であった。 

 

３ 評価問題の活用と子どもの変容 

(１) 「学びの系統図」を基にした評価問題の作成 

   数学的に考える資質・能力の育成を目的に、「学びの系統図」を基に評価問題を作成した。評価

問題の主な観点は、「思考力、判断力、表現力等」に焦点を当て、学習指導要領解説、各社の教科

書、滋賀県学び確認テスト、全国学力・学習状況調査を参考に作成していった。作成したことによ

り、指導者が子どもにどのような力を育成していくかが明確になり、単元の計画や授業の構想に役

立てることができた。また、子どもの実態に即した問題に見直し改善していくことで、発問が焦点

化されたと振り返る研究委員もいたことから、指導者が評価問題を作成することは、数学的に考え

る資質・能力の育成を目指す授業づくりにつながることが分かった。 

 

(２) 指導に生かす評価問題の活用と子どもの変容 

  ア 単元の学習前の評価問題の活用 

 単元の学習前には、子どもの実態把握を目的として、前学年の評価問題を実施した。その結果、

第３学年では、○を並べて数の大きさを表したグラフからデータの特徴を読み取ることができた

記述が多く見られた。一方、高学年では、グラフから読み取れることやグラフを選んだ理由を明

確にして記述することに課題が見られた。既習事項の定着や課題を踏まえ、どのような支援が適

切か考え授業を計画し、学習プリントの工夫、指導者の発問、教具等の授業改善がなされた。 

  イ 単元の途中での評価問題の活用 

 高学年では、適用題を授業の終末で子どもたちに実施し、学習内容の定着状況を形成的に評価

した。割合や平均の意味について、定着状況が十分ではなかったため、個別の支援を行う時間を

確保した。また、第６学年では、授業の終末の振り返りを活用して、学び直す時間を確保しなが

ら、判断基準となる「平均値」「散らばりの様子」等について繰り返し学習していった。 

  ウ 単元末の評価問題の活用と子どもの変容 

単元末に実施した評価問題での子どもの解答には、データの特徴や傾向に着目して、根拠を基

に自分の考えを記述している様子が多く見られた。例えば、第３学年では、棒グラフから見いだ

したことを表現する問題に対して、グラフのどの部分に注目して考えたかを示す内容の記述が見

られた(p.11の図14)。また、第６学年では、判断の理由を問う問題に対して、根拠を基に自分の

考えをまとめている記述が見られた(p.11の図15)。 

図13 データの特徴に着目して説明している様子 
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・各学年の学びには系統性があり、子どもの学びの姿がつながっていくことに気付いた。「学びの系統図」を作成して系統性を

知るプロセスが大切である。 

・「データの活用」領域を深く掘り下げて研究したことで、工夫した発問ができた。また、前学年、次学年につなげて考える必

要性も感じた。今回の研究で学んだことを校内にも広めていきたい。 

・統計的な問題解決活動の中でも、子ども自身が問題を見いだす場面が重要だと分かった。今後は、指導者が教えたい問題と子

どもが学びたい問題とが一致していくように、問題の必然性や子どもの発言を基にして授業を展開していきたい。 

図16 研究委員の振り返り(下線は筆者) 

ある研究委員は、「算数が苦手な

子が授業で仕上げた算数のポスター

を保護者に見せて、授業の内容を生

き生きと語っていた。単元を通して

問題解決に取り組んできたことで、

算数の授業を楽しみにし、やる気を

もって臨んでいたように感じている」

と振り返った。別の研究委員は、「子

どもたちは自分の判断に自信がなけ

れば友達の考えを聞き、自信があれ

ば、どうわかりやすく伝えられるか

を思考していた。単元を通して、ほ

とんどの子どもが自分の考えを伝え

られるようになっていった」と振り

返った。 

このように、評価問題を活用して

授業づくりに取り組んできたことで、

子どもたちは自分の考えに対して自

信をもったり、意志決定したりする

姿へと変容していったと考えられる。 

 

４ 「学びの系統図」の作成を通した研究委員の変容 

第５回研究会では、「学びの系統図」に授業で実際に見られた子どもの学びの姿を付け足しながら、

授業実践を振り返った。低学年から「比べる」「整理する」という視点を子どもが働かせるように指

導を工夫していくことで、第３学年で目指す「データを整理する観点に着目する姿」につながること

に気付く研究委員の姿が見られた。また、ある研究委員は、中学年になるにつれて、データの特徴や

傾向に着目して、グラフの特徴を「読み取る」「比べる」という視点を子どもが働かせるように指導

を工夫していくことで、第５学年で目指す「より適切なグラフを選択する姿」につながることに気付

いた。このように、低学年からの積み上げを進めていくことが、高学年での様々な視点から多面的に

吟味し、より妥当な判断を下す姿につながっていくことを実感していることがうかがえた。 

当初、「『データの活用』領域における授業には、具体的にどのような事例があるのか想像できな

い」とある研究委員は語っていたが、第５回研究会後の振り返りでは、図16のような記述が見られた。 

「学びの系統図」の作成を通して、学習内容の系統性と子どもの学びの姿の系統性を見いだしてい

くことで、研究委員は、子どもの学びの姿をより具体的に想定できるようになり、取り組んできた授

業づくりの有用性を実感していることがうかがえた。また、数学的な見方･考え方「七つの視点」と

統計的な問題解決活動とを関連付けて授業づくりに取り組むことで、子どもたちにとって必然性のあ

図14 第３学年評価問題での記述 

図15 第６学年評価問題での記述 
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る課題設定や焦点化された発問となるように工夫でき、各研究委員の授業づくりに向けての意欲が高

まったと考えられる。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 「データの活用」領域における「学びの系統図」の作成を通して授業づくりをすることで、学習

内容の系統性を意識して授業改善に取り組め、さらに、子どもの学びの姿を想定した授業づくりが

できた。 

(２) 数学的な見方・考え方「七つの視点」と統計的な問題解決活動との関連の中でも、特に子ども自

身が問題を見いだすように工夫をすることで、子どもにとって必然性のある課題や着目する点を焦

点化させた発問ができ、主体的に問題解決したり意志決定をしたりしていくことにつながっていく

ことが分かった。 

(３) 指導者が学習内容の系統性と目指す子どもの学びの姿を明確にして、数学的な見方・考え方「七

つの視点」と統計的な問題解決活動とを関連付けた授業づくりに取り組むことで、子どもの数学的

に考える資質・能力の育成につなげることができた。 

 

２ 今後の課題 

(１) 他の領域でも、数学的な見方・考え方と問題解決の過程とを関連付けた授業づくりをしていくこ

とが必要である。 

(２) 数学的に考える資質・能力の中でも、「思考力、判断力、表現力等」に関する評価については、

多面的・多角的な評価が必要であると考えられるため、評価方法について検討していく必要がある。 
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【第６学年】 

○統計的に問題解決した一連の活動を振

り返り、データの特徴や傾向に着目し、

その結論に問題点や誤りはなかったかど

うか再考する。問題解決の過程を批判的

に考察することで、様々な視点から多面
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