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　教材は、以下のページ（総務省ホームページ）からご

覧になれますので、是非ご活用ください。

【総務省ホームページURL】

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/in

dex/seido/stkankyo.htm

　夏休みに「統計」を身近に感じていただけるよう、小

学生を対象とした夏休みイベント「子ども統計局見学

デー」を開催しています。

　このイベントは平成25年度より開催しており、昨年

度はオープンデータ推進の取組の一環として、プログ

ラミングを通じて統計データに親しんでもらう「子ども

プログラミング教室」を初めて実施しました。

　このほか、統計局・統計センターにおいて普段は見

られない統計作成の現場を見学する「統計局見学ツ

アー」や、実際に統計データを使ってグラフを作成し、

データを読み取るグループ学習「夏休みの自由研究を

お手伝い」を実施しました。

　参加者からは、「プログラミングの楽しさ、大切さが

分かった」「実際のデータを使用して考えることから、

データの活用方法が学べた」等のご意見をいただき、

イベントも大変盛り上がりました。

　総務省では、学習サイトや教材の提供に留まらず、

児童・生徒を統計局に招いてのイベントも開催する

等、統計リテラシー向上の取組を進めています。

　ビッグデータやオープンデータの活用が今後のイノ

ベーションの鍵を握るといわれる中、データサイエン

スの基本となる統計的な考え方を、子どもの頃から身

につけることは日本の将来のためにも重要なことだと

考えております。

　今後も重要性が増す統計リテラシー向上の取組を

推進してまいりますので、教材や学習サイト等ご活用

いただければ幸いです。

総務省が推進する
統計リテラシー向上の取組
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重要性が高まる統計教育1 小・中学生から統計に親しむ
「なるほど統計学園」
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　平成20年に小学校・中学校の新学習指導要領、平

成21年には高等学校の新学習指導要領が公示され

ました。　

　これらの学習指導要領は、小学校では平成23年度、

中学校では平成24年度から全面実施され、高等学校

では平成25年度の入学生から段階的に適用されるな

ど、教育分野においても統計の重要性は高まっており

ます。

　これに対応した学習をサポートし、統計を身近に感じ

てもらえるよう、総務省統計局では、統計学習サイト

「なるほど統計学園」や「なるほど統計学園高等部」を

開設・提供しています。

　また、夏休みに統計に親しんでもらうための子ども

向けイベント「子ども統計局見学デー」の開催、統計教

育に関する教材の開発等、総務省では統計リテラシー

の向上のための取組を積極的に推進しています。

　今回は総務省が進めるこれらの取組について、ご紹

介させていただきます。

　子どもたちが統計に親しみを感じながら、統計を

様々な角度から学ぶことができるよう、小・中学生向け

の統計学習 サイト「なるほど統計学園」を運営してい

ます。

　

　「なるほど統計学園」は、「探す・使う・作る」、「学ぶ・

知る」、「親しむ」、「遊ぶ」、「放課後」の５つのカテゴリー

で構成されています。

　本サイトの主なコンテンツを紹介いたします。

　３つのレベルが用意された「統計学園クイズ」は、挑

戦するたびに新たに問題が出題され、その範囲は、統

計データに関する問題から、統計にまつわる歴史や国

勢調査のキャラクターに関する問題までと幅広く、飽

きない工夫をしています。

　「なるほど統計学園」の開発に当たっては、民間や各

府省の子ども向け学習サイト、諸外国統計局の統計学

習サイト等も研究し、統計局ホームページを通じて子

ども向けに情報を発信する際にどのようなコンセプト

が適当・必要なのか明確化しました。

　大人の押しつけではなく、子どもたちが自発的に歩

き回りたくなるサイトを目指して構築しましたので、是

非皆様ご活用いただければと思います。

　「なるほど統計学園」に続き、高校生向け統計学習サ

イトとして 「なるほど統計学園高等部」 を開設しました。

　当サイトは、 「統計の分析力の向上」、「統計の効果

的な活用」をコンセプト として、学習指導要領に沿った

「データの分析」を解説し、また、現在の社会情勢に関

連した「統計分析事例」を提供しています。

　このサイトでは、「イントロダクション」、「統計の作

成・分析」、「主要統計データ」、「統計分析事例」、「豆知

識」の五つのカテゴリーの下で各コンテンツを展開し

ています。

　本サイトの主要なコンテンツは以下のとおりです。

　これらの統計学習サイトが、統計教育の充実・発展

の一助となるよう、今後もサイトの内容の充実を図っ

ていきたいと考えています。

　総務省では上記で紹介した学習サイトに加えて、中

学生以上の生徒を対象とした教材「生徒のための統計

活用～基礎編～」（生徒用と教員向けの指導用）を開発

しました。

　統計の重要性を理解していただくとともに、国勢調

査等の統計調査に協力することの大切さの理解を深

め、統計データに基づく問題解決能力を育成するた

め、統計教育の現場において第一線で活躍されている

方々のご協力を得て作成したものです。

　教育現場においては、不確定な事象に対する問題解

決能力の育成が重要視され、統計的内容が大きく拡充

された新学習指導要領に基づく授業が行われるように

なりました。

　このような状況を踏まえて、「公的統計の整備に関

する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）に

おいて、統計リテラシーを重視した統計教育や統計教

育等を通じた統計倫理の醸成に向けて、実践的な教材

の作成や情報提供、教師への研修の充実を図ることと

されています。

　身近な統計資料の活用の仕方や統計的な探究プロ

セスの考え方を易しい事例で学習できます。

「なるほど統計学園」トップページ

（総務省統計局統計情報システム課 統計情報企画室長）
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「探す・使う・作る」 コーナー
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○「探す・使う・作る」 コーナー

　いろんなデータの探し方やグラフの作成方法、また、夏

休みの自由研究のヒントが満載です。

　世の中にあふれる統計の中から、みんなが使いそうな、

役に立つ統計データを分かりやすく提供する「探してみよ

う統計データ」、どんなときにどんなグラフを使えばいいの

かが分かる「統計をグラフにあらわそう（種類と特徴）」等を

掲載しています。

「学ぶ・知る」コーナー

○「学ぶ・知る」コーナー

　統計って何？という基本的なことから統計のできるまで

が学べます。

　統計調査の企画から公表までの流れを分かりやすく解

説している「統計のできるまで」等を掲載しています。

○「親しむ」コーナー

　「あなたの地元が日本一」や「今日は何の日？」など、統

計を身近に感じるコンテンツを掲載しています。

「親しむ」コーナー
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き回りたくなるサイトを目指して構築しましたので、是

非皆様ご活用いただければと思います。

　「なるほど統計学園」に続き、高校生向け統計学習サ

イトとして 「なるほど統計学園高等部」 を開設しました。

　当サイトは、 「統計の分析力の向上」、「統計の効果

的な活用」をコンセプト として、学習指導要領に沿った

「データの分析」を解説し、また、現在の社会情勢に関

連した「統計分析事例」を提供しています。

　このサイトでは、「イントロダクション」、「統計の作

成・分析」、「主要統計データ」、「統計分析事例」、「豆知

識」の五つのカテゴリーの下で各コンテンツを展開し

ています。

　本サイトの主要なコンテンツは以下のとおりです。

　これらの統計学習サイトが、統計教育の充実・発展

の一助となるよう、今後もサイトの内容の充実を図っ

ていきたいと考えています。

　総務省では上記で紹介した学習サイトに加えて、中

学生以上の生徒を対象とした教材「生徒のための統計

活用～基礎編～」（生徒用と教員向けの指導用）を開発

しました。

　統計の重要性を理解していただくとともに、国勢調

査等の統計調査に協力することの大切さの理解を深

め、統計データに基づく問題解決能力を育成するた

め、統計教育の現場において第一線で活躍されている

方々のご協力を得て作成したものです。

　教育現場においては、不確定な事象に対する問題解

決能力の育成が重要視され、統計的内容が大きく拡充

された新学習指導要領に基づく授業が行われるように

なりました。

　このような状況を踏まえて、「公的統計の整備に関

する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）に

おいて、統計リテラシーを重視した統計教育や統計教

育等を通じた統計倫理の醸成に向けて、実践的な教材

の作成や情報提供、教師への研修の充実を図ることと

されています。

　身近な統計資料の活用の仕方や統計的な探究プロ

セスの考え方を易しい事例で学習できます。

高校生の統計分析力向上のために
「なるほど統計学園高等部」

3

「なるほど統計学園高等部」トップページ

○「遊ぶ」コーナー

　統計学園クイズや統計ワードサーチで楽しく統計が学

べます。

「遊ぶ」コーナー
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　教材は、以下のページ（総務省ホームページ）からご

覧になれますので、是非ご活用ください。

【総務省ホームページURL】

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/in

dex/seido/stkankyo.htm

　夏休みに「統計」を身近に感じていただけるよう、小

学生を対象とした夏休みイベント「子ども統計局見学

デー」を開催しています。

　このイベントは平成25年度より開催しており、昨年

度はオープンデータ推進の取組の一環として、プログ

ラミングを通じて統計データに親しんでもらう「子ども

プログラミング教室」を初めて実施しました。

　このほか、統計局・統計センターにおいて普段は見

られない統計作成の現場を見学する「統計局見学ツ

アー」や、実際に統計データを使ってグラフを作成し、

データを読み取るグループ学習「夏休みの自由研究を

お手伝い」を実施しました。

　参加者からは、「プログラミングの楽しさ、大切さが

分かった」「実際のデータを使用して考えることから、

データの活用方法が学べた」等のご意見をいただき、

イベントも大変盛り上がりました。

　総務省では、学習サイトや教材の提供に留まらず、

児童・生徒を統計局に招いてのイベントも開催する

等、統計リテラシー向上の取組を進めています。

　ビッグデータやオープンデータの活用が今後のイノ

ベーションの鍵を握るといわれる中、データサイエン

スの基本となる統計的な考え方を、子どもの頃から身

につけることは日本の将来のためにも重要なことだと

考えております。

　今後も重要性が増す統計リテラシー向上の取組を

推進してまいりますので、教材や学習サイト等ご活用

いただければ幸いです。

　平成20年に小学校・中学校の新学習指導要領、平

成21年には高等学校の新学習指導要領が公示され

ました。　

　これらの学習指導要領は、小学校では平成23年度、

中学校では平成24年度から全面実施され、高等学校

では平成25年度の入学生から段階的に適用されるな

ど、教育分野においても統計の重要性は高まっており

ます。

　これに対応した学習をサポートし、統計を身近に感じ

てもらえるよう、総務省統計局では、統計学習サイト

「なるほど統計学園」や「なるほど統計学園高等部」を

開設・提供しています。

　また、夏休みに統計に親しんでもらうための子ども

向けイベント「子ども統計局見学デー」の開催、統計教

育に関する教材の開発等、総務省では統計リテラシー

の向上のための取組を積極的に推進しています。

　今回は総務省が進めるこれらの取組について、ご紹

介させていただきます。

　子どもたちが統計に親しみを感じながら、統計を

様々な角度から学ぶことができるよう、小・中学生向け

の統計学習 サイト「なるほど統計学園」を運営してい

ます。

　

　「なるほど統計学園」は、「探す・使う・作る」、「学ぶ・

知る」、「親しむ」、「遊ぶ」、「放課後」の５つのカテゴリー

で構成されています。

　本サイトの主なコンテンツを紹介いたします。

　３つのレベルが用意された「統計学園クイズ」は、挑

戦するたびに新たに問題が出題され、その範囲は、統

計データに関する問題から、統計にまつわる歴史や国

勢調査のキャラクターに関する問題までと幅広く、飽

きない工夫をしています。

　「なるほど統計学園」の開発に当たっては、民間や各

府省の子ども向け学習サイト、諸外国統計局の統計学

習サイト等も研究し、統計局ホームページを通じて子

ども向けに情報を発信する際にどのようなコンセプト

が適当・必要なのか明確化しました。

　大人の押しつけではなく、子どもたちが自発的に歩

き回りたくなるサイトを目指して構築しましたので、是

非皆様ご活用いただければと思います。

　「なるほど統計学園」に続き、高校生向け統計学習サ

イトとして 「なるほど統計学園高等部」 を開設しました。

　当サイトは、 「統計の分析力の向上」、「統計の効果

的な活用」をコンセプト として、学習指導要領に沿った

「データの分析」を解説し、また、現在の社会情勢に関

連した「統計分析事例」を提供しています。

　このサイトでは、「イントロダクション」、「統計の作

成・分析」、「主要統計データ」、「統計分析事例」、「豆知

識」の五つのカテゴリーの下で各コンテンツを展開し

ています。

　本サイトの主要なコンテンツは以下のとおりです。

　これらの統計学習サイトが、統計教育の充実・発展

の一助となるよう、今後もサイトの内容の充実を図っ

ていきたいと考えています。

　総務省では上記で紹介した学習サイトに加えて、中

学生以上の生徒を対象とした教材「生徒のための統計

活用～基礎編～」（生徒用と教員向けの指導用）を開発

しました。

　統計の重要性を理解していただくとともに、国勢調

査等の統計調査に協力することの大切さの理解を深

め、統計データに基づく問題解決能力を育成するた

め、統計教育の現場において第一線で活躍されている

方々のご協力を得て作成したものです。

　教育現場においては、不確定な事象に対する問題解

決能力の育成が重要視され、統計的内容が大きく拡充

された新学習指導要領に基づく授業が行われるように

なりました。

　このような状況を踏まえて、「公的統計の整備に関

する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）に

おいて、統計リテラシーを重視した統計教育や統計教

育等を通じた統計倫理の醸成に向けて、実践的な教材

の作成や情報提供、教師への研修の充実を図ることと

されています。

　身近な統計資料の活用の仕方や統計的な探究プロ

セスの考え方を易しい事例で学習できます。

巻
頭
特
集

統
計
教
育

○「イントロダクション」コーナー

　このコーナーでは、統計的な考え方や統計リテラシー

の重要性について易しく解説しています。

「イントロダクション」コーナー

○「統計の作成・分析」コーナー

　このコーナーでは、問題解決のフレームワークである

PPDACに沿って、統計の企画・計画からデータ収集・分

析・結論までを学ぶことができます。また、分析に必要な

数学の基礎も解説しています。

「統計の作成・分析」コーナー

○「主要統計データ」コーナー

　このコーナーでは、統計局のデータを中心に、日本国

内や世界の様々な統計データの探し方を案内します。

「主要統計データ」コーナー
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　教材は、以下のページ（総務省ホームページ）からご

覧になれますので、是非ご活用ください。

【総務省ホームページURL】

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/in

dex/seido/stkankyo.htm

　夏休みに「統計」を身近に感じていただけるよう、小

学生を対象とした夏休みイベント「子ども統計局見学

デー」を開催しています。

　このイベントは平成25年度より開催しており、昨年

度はオープンデータ推進の取組の一環として、プログ

ラミングを通じて統計データに親しんでもらう「子ども

プログラミング教室」を初めて実施しました。

　このほか、統計局・統計センターにおいて普段は見

られない統計作成の現場を見学する「統計局見学ツ

アー」や、実際に統計データを使ってグラフを作成し、

データを読み取るグループ学習「夏休みの自由研究を

お手伝い」を実施しました。

　参加者からは、「プログラミングの楽しさ、大切さが

分かった」「実際のデータを使用して考えることから、

データの活用方法が学べた」等のご意見をいただき、

イベントも大変盛り上がりました。

　総務省では、学習サイトや教材の提供に留まらず、

児童・生徒を統計局に招いてのイベントも開催する

等、統計リテラシー向上の取組を進めています。

　ビッグデータやオープンデータの活用が今後のイノ

ベーションの鍵を握るといわれる中、データサイエン

スの基本となる統計的な考え方を、子どもの頃から身

につけることは日本の将来のためにも重要なことだと

考えております。

　今後も重要性が増す統計リテラシー向上の取組を

推進してまいりますので、教材や学習サイト等ご活用

いただければ幸いです。

　平成20年に小学校・中学校の新学習指導要領、平

成21年には高等学校の新学習指導要領が公示され

ました。　

　これらの学習指導要領は、小学校では平成23年度、

中学校では平成24年度から全面実施され、高等学校

では平成25年度の入学生から段階的に適用されるな

ど、教育分野においても統計の重要性は高まっており

ます。

　これに対応した学習をサポートし、統計を身近に感じ

てもらえるよう、総務省統計局では、統計学習サイト

「なるほど統計学園」や「なるほど統計学園高等部」を

開設・提供しています。

　また、夏休みに統計に親しんでもらうための子ども

向けイベント「子ども統計局見学デー」の開催、統計教

育に関する教材の開発等、総務省では統計リテラシー

の向上のための取組を積極的に推進しています。

　今回は総務省が進めるこれらの取組について、ご紹

介させていただきます。

　子どもたちが統計に親しみを感じながら、統計を

様々な角度から学ぶことができるよう、小・中学生向け

の統計学習 サイト「なるほど統計学園」を運営してい

ます。

　

　「なるほど統計学園」は、「探す・使う・作る」、「学ぶ・

知る」、「親しむ」、「遊ぶ」、「放課後」の５つのカテゴリー

で構成されています。

　本サイトの主なコンテンツを紹介いたします。

　３つのレベルが用意された「統計学園クイズ」は、挑

戦するたびに新たに問題が出題され、その範囲は、統

計データに関する問題から、統計にまつわる歴史や国

勢調査のキャラクターに関する問題までと幅広く、飽

きない工夫をしています。

　「なるほど統計学園」の開発に当たっては、民間や各

府省の子ども向け学習サイト、諸外国統計局の統計学

習サイト等も研究し、統計局ホームページを通じて子

ども向けに情報を発信する際にどのようなコンセプト

が適当・必要なのか明確化しました。

　大人の押しつけではなく、子どもたちが自発的に歩

き回りたくなるサイトを目指して構築しましたので、是

非皆様ご活用いただければと思います。

　「なるほど統計学園」に続き、高校生向け統計学習サ

イトとして 「なるほど統計学園高等部」 を開設しました。

　当サイトは、 「統計の分析力の向上」、「統計の効果

的な活用」をコンセプト として、学習指導要領に沿った

「データの分析」を解説し、また、現在の社会情勢に関

連した「統計分析事例」を提供しています。

　このサイトでは、「イントロダクション」、「統計の作

成・分析」、「主要統計データ」、「統計分析事例」、「豆知

識」の五つのカテゴリーの下で各コンテンツを展開し

ています。

　本サイトの主要なコンテンツは以下のとおりです。

　これらの統計学習サイトが、統計教育の充実・発展

の一助となるよう、今後もサイトの内容の充実を図っ

ていきたいと考えています。

　総務省では上記で紹介した学習サイトに加えて、中

学生以上の生徒を対象とした教材「生徒のための統計

活用～基礎編～」（生徒用と教員向けの指導用）を開発

しました。

　統計の重要性を理解していただくとともに、国勢調

査等の統計調査に協力することの大切さの理解を深

め、統計データに基づく問題解決能力を育成するた

め、統計教育の現場において第一線で活躍されている

方々のご協力を得て作成したものです。

　教育現場においては、不確定な事象に対する問題解

決能力の育成が重要視され、統計的内容が大きく拡充

された新学習指導要領に基づく授業が行われるように

なりました。

　このような状況を踏まえて、「公的統計の整備に関

する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）に

おいて、統計リテラシーを重視した統計教育や統計教

育等を通じた統計倫理の醸成に向けて、実践的な教材

の作成や情報提供、教師への研修の充実を図ることと

されています。

　身近な統計資料の活用の仕方や統計的な探究プロ

セスの考え方を易しい事例で学習できます。

統計教育のための教材を開発
「生徒のための統計活用～基礎編～」

4

教材表紙

○「統計分析事例」コーナー

　このコーナーでは、統計分析から導き出される、興味

深い様々なトピックスを分かりやすく解説しています。

「統計分析事例」コーナー
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　教材は、以下のページ（総務省ホームページ）からご

覧になれますので、是非ご活用ください。

【総務省ホームページURL】

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/in

dex/seido/stkankyo.htm

　夏休みに「統計」を身近に感じていただけるよう、小

学生を対象とした夏休みイベント「子ども統計局見学

デー」を開催しています。

　このイベントは平成25年度より開催しており、昨年

度はオープンデータ推進の取組の一環として、プログ

ラミングを通じて統計データに親しんでもらう「子ども

プログラミング教室」を初めて実施しました。

　このほか、統計局・統計センターにおいて普段は見

られない統計作成の現場を見学する「統計局見学ツ

アー」や、実際に統計データを使ってグラフを作成し、

データを読み取るグループ学習「夏休みの自由研究を

お手伝い」を実施しました。

　参加者からは、「プログラミングの楽しさ、大切さが

分かった」「実際のデータを使用して考えることから、

データの活用方法が学べた」等のご意見をいただき、

イベントも大変盛り上がりました。

　総務省では、学習サイトや教材の提供に留まらず、

児童・生徒を統計局に招いてのイベントも開催する

等、統計リテラシー向上の取組を進めています。

　ビッグデータやオープンデータの活用が今後のイノ

ベーションの鍵を握るといわれる中、データサイエン

スの基本となる統計的な考え方を、子どもの頃から身

につけることは日本の将来のためにも重要なことだと

考えております。

　今後も重要性が増す統計リテラシー向上の取組を

推進してまいりますので、教材や学習サイト等ご活用

いただければ幸いです。

　平成20年に小学校・中学校の新学習指導要領、平

成21年には高等学校の新学習指導要領が公示され

ました。　

　これらの学習指導要領は、小学校では平成23年度、

中学校では平成24年度から全面実施され、高等学校

では平成25年度の入学生から段階的に適用されるな

ど、教育分野においても統計の重要性は高まっており

ます。

　これに対応した学習をサポートし、統計を身近に感じ

てもらえるよう、総務省統計局では、統計学習サイト

「なるほど統計学園」や「なるほど統計学園高等部」を

開設・提供しています。

　また、夏休みに統計に親しんでもらうための子ども

向けイベント「子ども統計局見学デー」の開催、統計教

育に関する教材の開発等、総務省では統計リテラシー

の向上のための取組を積極的に推進しています。

　今回は総務省が進めるこれらの取組について、ご紹

介させていただきます。

　子どもたちが統計に親しみを感じながら、統計を

様々な角度から学ぶことができるよう、小・中学生向け

の統計学習 サイト「なるほど統計学園」を運営してい

ます。

　

　「なるほど統計学園」は、「探す・使う・作る」、「学ぶ・

知る」、「親しむ」、「遊ぶ」、「放課後」の５つのカテゴリー

で構成されています。

　本サイトの主なコンテンツを紹介いたします。

　３つのレベルが用意された「統計学園クイズ」は、挑

戦するたびに新たに問題が出題され、その範囲は、統

計データに関する問題から、統計にまつわる歴史や国

勢調査のキャラクターに関する問題までと幅広く、飽

きない工夫をしています。

　「なるほど統計学園」の開発に当たっては、民間や各

府省の子ども向け学習サイト、諸外国統計局の統計学

習サイト等も研究し、統計局ホームページを通じて子

ども向けに情報を発信する際にどのようなコンセプト

が適当・必要なのか明確化しました。

　大人の押しつけではなく、子どもたちが自発的に歩

き回りたくなるサイトを目指して構築しましたので、是

非皆様ご活用いただければと思います。

　「なるほど統計学園」に続き、高校生向け統計学習サ

イトとして 「なるほど統計学園高等部」 を開設しました。

　当サイトは、 「統計の分析力の向上」、「統計の効果

的な活用」をコンセプト として、学習指導要領に沿った

「データの分析」を解説し、また、現在の社会情勢に関

連した「統計分析事例」を提供しています。

　このサイトでは、「イントロダクション」、「統計の作

成・分析」、「主要統計データ」、「統計分析事例」、「豆知

識」の五つのカテゴリーの下で各コンテンツを展開し

ています。

　本サイトの主要なコンテンツは以下のとおりです。

　これらの統計学習サイトが、統計教育の充実・発展

の一助となるよう、今後もサイトの内容の充実を図っ

ていきたいと考えています。

　総務省では上記で紹介した学習サイトに加えて、中

学生以上の生徒を対象とした教材「生徒のための統計

活用～基礎編～」（生徒用と教員向けの指導用）を開発

しました。

　統計の重要性を理解していただくとともに、国勢調

査等の統計調査に協力することの大切さの理解を深

め、統計データに基づく問題解決能力を育成するた

め、統計教育の現場において第一線で活躍されている

方々のご協力を得て作成したものです。

　教育現場においては、不確定な事象に対する問題解

決能力の育成が重要視され、統計的内容が大きく拡充

された新学習指導要領に基づく授業が行われるように

なりました。

　このような状況を踏まえて、「公的統計の整備に関

する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）に

おいて、統計リテラシーを重視した統計教育や統計教

育等を通じた統計倫理の醸成に向けて、実践的な教材

の作成や情報提供、教師への研修の充実を図ることと

されています。

　身近な統計資料の活用の仕方や統計的な探究プロ

セスの考え方を易しい事例で学習できます。
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プログラミング教室も開催
「子ども統計局見学デー」

5

最後に6

「統計局見学ツアー」の様子

「子どもプログラミング教室」の様子

○統計的な探究プロセスで野球部を準優勝に
導いたある中学生の分析

○公的統計を使って、都道府県の人口につい
て調べよう

○中学生の運動能力の改善

○世界遺産「富士山」

○

○自分の生活を統計を使って改善しよう

○進路計画をつくろう

○統計でみえるセカイ

【掲載事例】

携帯電話とどのようにつきあうといいだろう？


