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教科横断的に取り組むPPDACサイクルによる
統計的問題解決のあり方について

-6年「資料の調べ方」の実践をとおして～

小谷祐二郎

6年「資料の調べ方」において， PPDACサイクルによる統計的な問題解決を主体的 ・対話的で深い学びとなるよ

う，総合的な学習の時間（本校における CHANGE)を核と した教科横断的なカ リキュラム ・デザインで実践した。教

科間で学習が関連付いていたことで，課題設定や情報収集が促進され探究的な学びが実現できたことや，学習し

たことを教科内に止まらず，多様な見方 ・考え方を働かせて資料を批判的に考察する姿が見られた。一方，PPDAC

サイクルで問題解決を行うよさを知感させるまでには至らなかった。
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1 . 研究の目的

1 . 1 . 統計教育拡充の流れと Society5.0
学習指導要領（平成21年告示）において，30年ぶ

りに統計教育領域が拡充された当時 21世紀は「知識

基盤社会」の時代で，新しい知識が社会のあらゆる領

域での活動の基盤として飛躍的に重要性が増すと述べ

られt~ しかし，剛tはSociety5.0を向かえようと し

ている。知識や情報が共有されず，分野横断的な連携

が不順であった情報社会 (Society4.0)に変わり ，

Iot (Internet of Things)で全ての人とモノがつなが

り，様々な知識や「青報が共有され，今までにない新た

な価値を生み出される社会になると言われている。平

成 30年「Society5.0に向けた人材育成の推進」の中

でも，プログラミング教育とともに統計教育の充実を

述べている。

このような潮流の中， 学習指導要領（平成29年度告

示）において，学習指導要領 (21年度告示）にも増し

て統計教育が充実された。領域「データの活用」が新

設され，小学佼においても 3-6年で内容が追加され

た。これからの剛tを遅しく生きる子どもに必要な力

の1つであることは間違いないと言えよう。

1. 2. PPDACサイクルと授業づくりの難しさ

小学校学習指導要領算数科改訂のポイン トとしては，

5年の複数の帯グラフの比較や 6年の中央値や最頻値

の追加等がクローズアップされがちである。しかし，

授業づくりをしていく上で，最も大きな改訂のポイン

トは， 5,6年において追加された「データの収集や適

切な手法の選択など統計的な問題解決の方法を知るこ

と」ではないだろうか。これはいわゆるPPDACサイク

ルによる問題解決である。PPDACサイクルとは，問題

解決の過程をProblem(間題）， Plan(計画）， Data(デ

ータ）, Analysis (分析）， Conclusion(結論）という

5つの段階で問題解決を図ることである。生活事象の

中から統計的な見方で問題を見出し，見通しを立てて

計画し，データを収集して，それらのデータを目的に

応じて表やグラフに表し考察して， 1つの結論を導き

新たな課題を設定する問題解決の過程を知ることはと

ても重要であり，これからの社会を生きていく上で必

要な問題解決過程と言える。

しかし，実際にPPDACサイクルで授業づくりをして

いく上で大きな問題となるのが，データの活用領域の

配当時間である。指導内容が拡充されたとは言え，そ

の扱いは他領域に比べると，それほど多くない。限ら

れた時間の中で， PPDACサイクルによる問題解決以外

にも，6年であれば代表値の意味や表し方，度数分布

の表す表やグラフの特徴やその用い方も学習しなけれ

ばならない。これらのことから，代表値や度数分布に

ついて学習した後短期間でPPDACサイクルによる問

題解決を行う単元構成の先行実践も見られる。

1. 3. 統計教育における主体的・対話的で深

い学びの実現

今回の学習指導要領改訂の本丸は「主体的・対話的で

深い学びの実現を目指したアクティプ ・ラーニングの

視点による授業改善」である。学ぶことに興味や関心

をもち，他者との対話をとおして，教科等の特質に応

じた「見方 ・考え方」を働かせながら知識を関連付け

て深く理解しようとすることができる授業改善が求め

られているのである。特に，深い学びを実現していく

上で大切なのが，学びをオーセンティックにしていく

ことだと考える。オーセンティックな学習とは，具体

的な文脈や状況を豊かに含みこんだ本物の社会的実践

への参画と しての学びである。算数科として抽出され

た特殊な問題場面を算数授業で学ぶのではなく ，生活

事象にある間題について，教科等の特質に応じた「見

方 ・考え方」を働かせて問題解決を行うのである。

このような考えから， PPDACサイクルによる問題解決
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は，教科横断的な問題解決過程の中に位置付けるこ

とが適切だろうと考える。

2 研究仮説

上述を踏まえ，以下を研究仮説とする。

CHANGEの学習で生成した問題意識に基づく

問題解決を算数科で行う教科横断的なカリキュラ

ム・デザインを実践することで， PPDACサイク

ルによる統計的問題解決を探究的な学びにするこ

とができるであろう。
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3 研究の方法

3. 1. 年間を通じて取り組むCHANGEを核とす

るカリキュラム・デザイン
CHANGE「ぼくらの SDGs」は，多種多様な問題を抱

える地球の“今”を理解し，持続可能な開発目標を実
現するために自分たちにできることを考える学習であ
る。このCHANGEの学習を核にして，教科等の学びを
関連付けたカリキュラムを作成した（図 1)。

「ぼくらのS凶 s」では，地球の“今”に目を向け

ることから始める。そのきっかけとなる題材を，算数
科「分数のかけ算」で時刻を表す分数を使って時間を
求める学習で取り扱う（図2)。

この題材を算数科として問題解決を行った後「この
問題ってどの問題？」と投げかけ，算数科として取り
組んだ問題から，地球上の問題に気付かせていく。ま
た，学校行事である修学旅行においても，見学先であ
る日本科学未来館で，未来に残したい地球を選択する
体験を行う。これら以外にも，国語科や社会科，家庭

図2 時刻を表す分数を使って時間を求める題材

科等の学びをCHANGEの学習に関連付けながら単元計
画を行う。こうすることが，学びをオーセンティクに
し，子どもが関心をもって，それぞれの学びに取り組

むことができると考える。
算数科「資料の調べ方」の課題設定も，CHANGEで

行う。地球上の様々な問題についで惜報収集したこと
を考察する中で「その資料から，そのようなことが言
えるの？」という読み取りや考察のズレを引き出す。
そこで「資料の読み取りとその考察にもっと自信がも
てるよう，資料の調べ方について算数科で学ぼう。」
と投げかけ，単元を構成していく。

4 授業の実際と考察

第7時では，ごれまで統計的な見方 ・考え方を働か

せて学習してきたことを生かして，改めて CHANGE「ぼ

くらのSDGs」で扱ってきた題材について考える実践を

行った3 これはPPDACサイクルのA(分析）と C(とりあ

えずの結論）に位置付くものだと考える。子どもたち

算数科「分数のかけ算」

ACジャパンの CM「この問題は本当に問題

です。」という題材で，時刻を表す分数を使

って時間を求める問題に取り組む。算数科

としての問題は解決したが， ‘‘本当の問題は

別にある”という問酒意識が， CHANGEの

課題設定のプロセスを充実させる。

算数科「資料の調べ方」

CHANGEで整理 ・分析する過程において多様な見方により考察

が整理されないことを 1つの問姪と捉えることが，資料やデー

タをよりよく考察したいという符数科の課題設定のブロセスを充

実させる。

n数科において統計的な見h・ 考え方を勧かせた問題解決で得

た知識が， CHANGEの情報収集のプロセスを充実させる。

~ 戸 さ
CHANGE「ぼくらの SDGs」

問題解決①「地球では“今＂，何が問題となっているのだろう。」

課題設定 1i'i報収集 整理 ・分析
「ぽくの関心事」 地球環楼や，エネルギ 集めた貸料
と 「地球上の問題」 一，貧困問題について， から， 今地
について比べるこ 感立的に知っている事 球が抱える

とをとおして， 「地 実をもとに客観的事実 問題につい
球上の問題」に関 となる査料を探し，地球 て検討す

心をもつ。 の今を知る。 る。

歪
学校行事 「修学旅行」

CHANGEで，地球上の問題について課類意識を

もったことが，日本科学未来館の見学においてr子
孫に残したい地球」を主体的に判断し選択すると

いう 課題設定や情報収集のブロセスを充実させる。

修学旅行での調査活動により ， CHANGEの情報

収纂のブロセスを充実させる。

まとめ ・表現

持続可能な
開発目標に
ついて自分

なりの考え
をまとめる。

問題解決②
「持続可能な開発目標を実現するため

にできることは何だろう。」

課題設定 Im報収集 1 整理 . I 繹
全

国語科「未来がよりよくあるために」

CHANGEで，地球上の問題につ

いて自分なりの考えをもち討議し

たことが知識となり，国語科の諜

題設定や情藉収集のブロセスを充

冥させる。

探
究
力

図 1OiANGEを核としたカリキュラム・デザイン
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の中にはCHANGE「ぼくらのSDGs」のマイテーマを地球

温暖化にしている子どもが3割程度いにまた，共通

学習として地球温暖化の深刻さについても様々なデー

タから考える学習経験がある。その中でCO2排出量を

抑えなくてはならないことは共有してきた。そのよう

な子どもたちに，具体的にどの国がどのくらいCO2排

出量を削減すればよいのかを統計的な見方 ・考え方を

働かせて考えられるよう，第7時を位置付けた3 題材

は，アジアの国々の一人あたりのCO2排出量と世界の

国々の一人あたりの CO2排出量を 15カ国ずつ抽出し

たものである（表）。

表第7時の題材

この30カ国は，平成26年度国際石油需給体制等調

査報告書をもとに，子どもが考える視点をもちやすい

であろう国々を抽出した3 その意図は，以下のとおり

である。

アジアと世界を分けることで，統計賓料を比べる

視点が生まれる。

CO2総排出量ランキング15位までの主要排出国は

すべて含める。

アジアにも世界にも CO2排出量が極めて少ない

国々を同程度の割合で含める。

一人あたりの排出量を提示することで，隠された

総排出量に目を向けやすいオーストラリアを敢え

て世界の国々に配置する。（地域区分でいうと，オ

ース トラリアはアジア太平洋川に含まれる。）

日本はアジアの中で韓国に次いで一人当たりの

CO2排出量が多いことから，中国などよりもた＜

さん排出量を抑えるべきという視点が生まれる。

この題材を使って実践した第7時の授業記録から考

察を行う。

授業開始直前，まいが私に質問した3

r・--------------------------------------

：ま い： 先生，ノートは算数ノー トですか？

, CHANGEノートですか？ ， ---------------------------------------_, 
単元導入の段階に関わる CHANGEの学習で「みんな

がもっと資料の読み方に自信がもてるよう，算数科で

資料の調べ方について学んでいこう。」 と話していt¼

また，第6時で統計処理とその考察についての学習は

ここまでだよという話もしていt¼ それらの話から，

第 7時が算数科なのか CHANGEなのかが迷ったことが

伺える。教科横断的に取り組むことで探究的な学びを

L
 

ま い ：私はCO2を増やさないためについて考

えま したきっかけは今地球温卿ヒが

進んでいることです。その原因として

考えられるのが CO2です。今，一人当

たりの排出量の世界平均は4.4tです。

半分以下にするには，2.2tにしなけれ

ばなりません。でも，これはあくまで

世界平均で， 日本の一人当たりの排出

量は9tです。なので，2.2tまでには

75%も減らさなければなりません。これ

からの世界の平均気温は2030年までに

1. 5℃も上昇すると予測されています。

世界各国がCO2を減らす取り組みをし

ています。私たちも CO2を削減する取

り組みが必要だと思います。
------------------------------

下線は，第7時の学習課題について考える上で， 1 

つの指標となるデータであり ，問題解決の助けとなる

と考えていた。しかし，まいが一度読んだだけではす

べての子どもに共有されることもなく，板書に残した

わけでもないので，まいの考えをもとに考えようとす

る姿はあまり見られなかっt¼
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まいの話の後用意していた資料を提示し， 15分個

人探究の時間をとったが，ほとんどの子どもが「どの

国」にも 「どれくらい」にも行き着くことができず，

明確な問題意識ももてないまま，身に付けた統計処理

の技法を使って，ドットプロットやグラフに表そうと

する姿がみられた（図4)。

図4 それぞれの方法で統計処理をする

そのような中ではあったが， 自分なりに考察したこ

とを話す姿も見られt½

まさき ：多いところが減らせばいいって言って

いるんだけど...。オース トラ リアって

人口が少ないのは知ってる？だから，

できるだけ人口が多くてCO2排出量が

多い国が先に減らした方がいいと思う

のだけれど。
'---------------------------------------

まさきは与えられた資料にはない総人口に着目し，

一人当たりの排出蘊が世界で一番多いオーストラリア

が減らせばいいというの心堂うと考えた。これは，学

習指導要領にも示されている統計資料を批判的に考察

している姿であり，本単元で目指したい子どもの姿で

あった3

また，アジアと世界として分けた 15カ国ずつをま

とめて 30カ国とし，それらを合わせてドットプロッ

トに表したたけしは個人探究の時から「この資料から，

どこかどれくらい減らせばいいなんて分かる？」とつ

ぶやいていた。そして次のように話した（図5)。

たけし：ドットプロットのそれぞれの国に，ア

ジアとかアフリカとかヨーロッパとか

書いたのよ。そうすると一人当たりの

排出量が少ないのはアジアとかアフリ

力がほとんどなんだけれど，多い方を

みれば， ヨーロ ッパとか北米とかだっ

たのよ。でも，排出量の高いところっ

て北の国とが寒いところが多いから，

暖房とかの電気の消費でCO2排出量が

多くなっているだけかも しれないから

多いところが減らせばいいというの

も，状況によって変わると思う。
し—------------------ - -------------------

図5 資料を批判的に考察する

たけしは，アジアと世界として分類した資料を地域

毎に整理し直している。これは， 目的に応じて資料を

作ることであり，身に付けていきたい力である。さら

にその上で「この資料だけではどの国がどのくらい

減らせばいいのかは判断できない。」 と結論付けている。

これは，まさき同様資料を批判的に考察している姿

と言えるだろう。

5. 成果と課題

教科横断的なカリキュラム ・デザインが，PPDACサ

イクルによる統計的問題解決を探究的な学びを実現さ

せると考え取り組んだ実践から見えてきた成果と課題

を挙げる。

オーセンティックな学びを実現する CHANGEの学

習から算数科「資料の調べ方lの単元を構成した

ことで，教科横断的に探究する姿がみられた。

学習したことを教科内に止まらず，多様な見方 ・

考え方を働かせて資料を批判的に考察する姿が見

られた。

PPDACによる続計的な問題解決のよさを味合わせ

るまでには至らなかった3

CHANGEで扱う問題の焦点化が弱かったため，算数

科としての問題解決も曖昧なものとなった。

これらの課題を踏まえて，今後も教科閲痴的に都取

り組むPPDACによる統計的な問題解決のあり方を探っ

ていく。
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