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はじめに

　国際バカロレア（International Baccalaureate：以下
IB）の実施校では、英語による数学の学習指導が行
われており、日本語を母語とする生徒が英語で数学
の学習を行っている。日本の公教育においても英語
による数学の学習指導が行われることになったた
め、二言語または多言語の数学教育の実践・研究に
ついて検討する必要がある。本稿で注目する教科書
は学習を行う上での重要なリソースとされる（Wijaya, 
van den Heuvel-Panhuizen & Doorman 2015）。 そ
れに伴い教科書分析は数学教育の学習指導の質の向
上を検討する上で、近年盛んに行われている研究群
の一つである（Shield & Dole 2012；Vincent & Stacey 
2008；Thomson & Fleming 2004；Remillard 2000）。
IB数学の学習指導ではIBと日本の２つの教科書を
用いる場合がある。IBの教科書は英語で、日本の
ものは当然日本語で書かれており、両者の差異や特
徴を把握したり、差異による生徒の学習の混乱を解
消したりする教授的手立てを講じる必要がある。こ
の実践的な課題と合わせて、IBと日本の教科書の
特徴や差異を明らかにすることは、教科書分析に日
本語・英語という言語的・数学的な視点から取り組
むという学術的な意味がある。そこで本稿の研究目
的は、日本とIBの教科書の比較を行うことで、各
特徴や差異を数学教育研究の視点から明らかにする
ことである。本稿では、特に統計内容について注目
する。その理由として近年のビッグデータを扱う時
代において統計教育は数学教育研究において比較的
新しいもので、重要であることは周知の通りで、今
後の研究の蓄積が期待されていることが挙げられ
る。同様に、平成30年改訂高等学校学習指導要領

において小学校低学年から高等学校段階までの連続
性を視野に入れたカリキュラム開発がなされ、統計
内容が大幅に増加した。時代の変化、学習指導要領
の変化から、統計内容の学習指導はいかなるべきか
という問いに対して、研究・実践上の課題として考
える必要がある。IB数学教育には日本の数学教育
とは異なる特徴的な指導方法や内容がある（内野・
西村 2015）。IB数学では日本にルーツがある教師に
よる学習指導が行われることが多いため、日本の数
学教育とIBの数学教育の差異を比較検討して両者の
違いを数学教育の視点から示すことは、学習指導を
円滑に行うための基礎情報となる。この課題意識か
らリサーチ・クエッションとして２点を設定した。

（1）  IBのMYP数学と高校１年生の数学教科書に
おける統計内容はどのような類似性と相違点
があるのか？

（2）  それらの類似性や相違点は近年の数学教育の
傾向とどのように一致し、またどのように異
なるのか？

　本稿で対象とする学年は高等学校１年生と中等課
程プログラム（Middle Year Programme：以下MYP）
とした１。

1．先行研究

（1）IB におけるカリキュラム分析・教科書分析
　ここではTIMSSの３つのカリキュラム（意図さ
れた・実施された・達成されたカリキュラム）の視
点から分類を行う（国立教育研究所 1998）。グレイ、
スコット、アウルド（Gray, Scott & Auld 2004）は
意図されたカリキュラムの分析を実施し、フィンラ
ンド、アメリカ（マサチューセッツ）、スコットラ
ンド、カナダ（オンタリオ）、オランダ、メキシコ、
ドイツ、イギリス、チリ、シンガポールの状況を事
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徒が放課後に家庭教師の指導を受けることについて
調査した。タンプボロン（Tampubolon）（2017）はイ
ンドネシアのジャカルタにおけるIBのMYPとDPに
着目し、MYPを終えDPに進む生徒の学習評価を行い
数学教育ではIBの探究と復習が生徒にとって重要で
あることを示した。へレディア（Heredia）（2017）は
DPにおける初期段階に注目し、指導方法について
探究し、今後のIBにおける学習指導の改善点を指
摘した。
　これ以外にもライト、リー（Wright & Lee）（2014）
は中国においても同様に広がりを見せているDPに
注目して、優秀なDP校５校を対象として事例研究
を行い、IBの可能性について言及した。これらの
国際的な先行研究を整理するとシステムやカリキュ
ラム、教授に関する数学教育的課題が扱われ、西洋
とは異なる文化圏であるアジアを含む国々でも実施
され、その研究が進められていることがわかる。一
方で、国際的にもIBの教科書研究は行われておら
ず、また指導の方法についての研究は少ない。学習
指導にも間接的に影響を与えるという意味で新しい
視点からIBと国内の数学教育研究についての示唆
を本稿は提供できる。

（3）教科書分析に関する数学教育の先行研究
　先行研究の概要について、次の４点を整理した。
第一に、中学校・高等学校の数学の指導は教科書を
用いて行われるため、どの教科書を用いるかという
ことは学習指導の根幹に関わることであると言われ
ている（Shield & Dole 2012；Thomson & Fleming 
2004）。このことから、教科書の内容を分析的に把
握することは学習指導に関わる重要な研究課題であ
るとわかる。第二に、教科書分析の国際比較研究も
行われている。ファン、ズー（Fan & Zhu）（2007）は
３ヵ国の教科書分析より、カリキュラムスタンダード
と教科書は乖離していると指摘している。第三に、
カリキュラム分析と同様に、教科書分析においても、
どのように教科書が使われたのか、という教師の指
導との関連性についての考察も行われる（Remillard 
2000）。教科書は実質上のカリキュラムだと言われる
ことがあり（Budiansky 2001）、カリキュラム研究が
主流であった数学教育研究において教科書の重要性
が認められてきている。第四に、教科書の構成や内
容についての批判的な分析も実施されている。中学

例として示した。御手洗・柳田・飯田・中西・花井
（2017）はIBキャリア関連プログラム（IBCP）の
カリキュラム分析をディプロマ・プログラム（IBDP）
と比較検討することで実施した。この研究では、意
図・実施されたカリキュラムを事例的に挙げて、カ
リキュラムの特徴をIBの枠組み内で比較検討し
た。教科書分析に関しては確認できていない。
　IBに関する数学教育に関わるカリキュラム分析では
２点確認できる。内野・西村（2015）はディプロマプ
ログラム（Diploma Programme：DP）数学の意図
されたカリキュラムについて目標・シラバス・評価
方法等を分析・検討した。植野・星野・西村（2009）
はIBのDP数学・MYP数学の意図されたカリキュ
ラム（目的、内容）を明らかにして、適切な指導方
法を検討した。これらにおいて教科書は分析対象で
はない。これら２つの研究が日本の数学教育におけ
る代表的なIBの基礎的な研究であると考えられる
ため、IBの数学教育に関連した教科書分析は国内
において管見の限りほぼなされていないと言える。

（2）IB における数学教育研究
　日本国内においてはIBの数学教育に関する研究
は多くない。中和・木村（2019）ではDP数学にお
ける三角形の性質と垂心の証明についての事例か
ら、DP数学の特徴について考察し、DP数学の特徴
の１つでもある「知の理論（Theory of knowledge：
TOK）」と授業内容との関連について述べている。
この研究報告では生徒が英語と日本語の両方を用い
て数学的に考える様子が明らかになった。このよう
な学習指導の現状（達成されたカリキュラム）に関
する事例研究は現時点で少ない。
　IBにおける数学教育に関して、国際的には様々な
研究がなされている。ダブロフスキー（Dabrowski）

（2018）は2017年に発行されたIBに関する研究群110
本の論文を確認した。そのうち５本の論文が数学教
育に関するものであった。ホーン、エリス、ホプキン
ス（Hoon, Ellis & Hopkins）（2017）は11－16歳向けの
MYPの数学スキルの枠組みを他と比較検討している。
バージェロン、ゴードン（Bergeron & Gordon）（2017）
はIBのSTEM教育DPコースにおける男女の参加度
と学業成績について注目した。その他ライト、リー、
フェング（Wright, Lee & Feng）（2017）は中国のイン
ターナショナルスクールに注目し、DPにおいて生
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能、概念を実際に使うことや応用することが重視さ
れ、著名な数学者・数学教育学者であるフロイデン
タールが強調し、発展してきた見方である（Treffers 
1993）。現在の数学教育においてもよく使用される
現実の文脈から取り組む課題が始まる数学化サイク
ルは、この応用指向の考えが基になっており、平成
30年改訂の学習指導要領においても重要視される
考え方である。この２つの見方でどのように各数学
の教科書の内容が分類できるのかを検討する。

3．分析対象の教科書

　本稿では次の４冊の教科書を分析対象とした。
（1） 『新版 数学Ⅰ 新訂版』（2018）
（2） 『改訂版 新編 数学Ⅰ』（2018）
（3）  Mathematics for the international student 9 

MYP 4 second edition（2014）
（4） MYP by concept 4 & 5 Mathematics（2017）

　（1）と（2）は日本の高校１年生対象の数学Ⅰの
教科書である２。分析対象の教科書には基本的な内
容が網羅されており、難易度は平均的である。IB
のMYPの教科書に関して、オーストラリア（以下、豪）
で発行された（3）の教科書とイギリス（以下、英）
で発行された（4）の教科書を選定した。どちらも
日本におけるIBの実施に際して使用される教科書
である。（3）、（4）は日本の複数校で使用される教
科書であることから、比較の対象として選定した。
日本で使用されるIB教科書と日本の教科書の両方
が学校において使用されている現状を考えると、両
者の特徴や差異を明らかにすることで、指導におい
て教師が留意すべき点を明らかにできる。

4．分析結果

　チャランボス他（Charalambous, et al.）（2010）の枠
組みに基づき、水平的分析と垂直的分析の結果を示す。

（1）水平的分析（物理的な特徴と教科書の配列）
　4冊の教科書のページ数と全単元数を示す。
（1） 191頁、全５章（うち９節）
（2） 192頁、全５章（うち10節）
（3） 560頁、全27章
（4） 316頁、全12章

校数学の教科書の問題と演習について分析を行った
ヴィンセント、ステーシー（Vincent & Stacey）（2008）
は、手続きが簡単で単純な問題を何度も提示してい
ることを批判し、生徒が数学的な概念を互いに関連
づけ、認識できるようになるとともに、数学的推論
や振り返りができるような幅広い問題を示すべきで
あると主張した。このように教科書分析において、
従来の学習指導で重要であった教師・生徒・数学の
関連性に加えて教科書との関連性を考慮する枠組み
を採用している（Shield & Dole 2012）。

2．分析枠組みと視点

（1）分析枠組み
　数学教育研究において近年教科書分析は盛んに行
われており、様々な分析手法があり（Wijaya, van den 
Heuvel-Panhuizen & Doorman 2015）、指標を設定し、
分析がなされている（Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmid, 
& Houang 2002）。チャランボス、ダレンリー、フス、
メサ（Charalambous, Delaney, Hsu & Mesa）（2010）
において、教科書分析の枠組みとして（ａ）水平的分
析（ｂ）垂直的分析（ｃ）文脈的分析の３点が示さ
れる。水平的分析は教科書の物理的な特徴や教科書
の配列を示すことを指す。垂直的分析はどのように
内容が扱われ、示されているのかを明らかにする。
文脈的分析は教科書をどのように授業で用いるかと
いうことを意味する。本稿では日本とIBの教科書
レベルの特徴や構造、内容における差異に注目する
ため（ａ）、（ｂ）の２つに注目して分析を行う。（ｃ）
には教室における実際の教科書使用が含まれるた
め、別の研究課題として区別した。教科書分析が行
われていない実情を踏まえ（ａ）では物理的特徴を
量的に明らかにしつつ（ｂ）では内容比較ができる
ため、今後のために基本的な情報を分析して整理す
るという意図があり、本枠組みを採用する。

（2）分析の視点
　教科書の内容を数学教育的に分析するために数学
の構造指向と応用指向の視点（Treffers 1993；Wittmann 
2009）を採用する。構造指向とは数学的構造を探究
することが重要視され、応用指向が出てくる以前か
ら重要視される従来の見方である。応用指向とは数
学と現実の文脈・状況との関連づけや、知識や技
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出し（単元の下位項目）を確認すると（1）－（3）では
表１～３のように学習内容項目が明示的に示される。
　表１－２から日本の教科書（1）、（2）は小見出し
の表現は類似しており、内容がほぼ同じであること
がわかる。（1）－（3）を比較すると、四分位範囲が
同じであることがわかるため、垂直的分析で内容を

　（3）、（4）は数学Ⅰ、Ａすべてを、（4）の一部は
数学Ⅱ、Ｂの一部を含む。このことから日本の（1）、

（2）は内容が相対的に少なく、全体の頁数も少ない
ためページ数の比較が難しい。次に統計分野に注目
し、該当する単元名と頁数を示す。
（1） データの分析（20頁）
（2） データの分析（22頁）
（3） Statistics（統計）（35頁）
（4）  How well do data reflect reality?（どれほど

データは現実を反映しているか？）（26頁）

　日本の教科書はタイトルが同じで、頁数もほぼ変
わらない。IBの教科書（3）、（4）ではタイトルが異な
る。（4）のタイトルは他単元でも疑問形である。小見

確認する。表４から（4）では（1）－（3）のように
小見出しに数学的内容は示されず、行動や思考を問
う疑問形となっている。ただし（1）－（3）との内容
の類似性は不明である。この点も垂直的分析で確認
する。（4）は他と異なり、最後に振り返りがある。
この差異についても後述する。

（2）垂直的分析（どのように内容が示されるか）
1）日本の数学Ⅰと豪の教科書の特徴

　大別すると日本の数学Ⅰの教科書２冊と豪のIB
教科書（（1）－（3））が内容面で類似、英のIB教科
書（4）は（1）－（3）と比較して独自の内容である。
そこで（1）－（3）の教科書に注目して、表５－表７
にサブ単元と内容を示す。
　（1）から（3）を比較すると、日本の教科書は内容・
配列ともにほぼ同じである。豪の教科書では「１デー
タのタイプ」は円グラフ、棒グラフ等のデータを示

表４　英の教科書（4）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データとは何か？
２ どのようにデータを収集するか？
３ どのように集めたデータが示すものをみつけるか？
４ どのようにデータの表現が変わるか？
５ データの解釈はどの程度主観的なものなのか？

６ 私達や身の回りの社会をよくするためにどのよ
うにデータを使う事ができるか？

７ 振り返り

出所：ベイトソン（Bateson）（2017）を基にして筆者作成

表３　豪の教科書（3）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データのタイプ
２ 離散数的データ
３ 連続数的データ
４ データセットの中央を測定する
５ 累積データ
６ データセットの広がりを測定する
７ 箱ひげ図
８ 復習 10 Ａ
９ 復習 10 Ｂ

出所： ヒース、ヒース、ハムフリーズ、ケンプ、ヴォールマー
（Haese, Haese, Humphries, Kemp & Vollmar）（2014）

を基にして筆者作成

表２　日本の教科書（2）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データの整理
２ データの代表値
３ データの散らばりと四分位数

４
分散と標準偏差
研究　変量の変換

５ データの相関
６ 問題

出所：大矢他（2018）を基にして筆者作成

表１　日本の教科書（1）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データの整理
２ 代表値
３ 四分位数と四分位範囲
４ 分散と標準偏差
５ 相関関係
６ 問題（チェック問題、章末問題Ａ、Ｂ）

出所：岡本他（2018）を基にして筆者作成
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すグラフの種類について述べられているが、日本の
教科書では扱われておらず、この内容は既に小学校
５年生で学習済である（文部科学省 2009a）。また
表７の２、３に関しても、日本の教科書ではデータ
を離散数的・連続数的と分類していないため、相違
点として捉えられる。ただし表７の４以降について
表現は異なっているものの、内容は日本の教科書と
類似していることが確認できた。これらのことから
表７の１－３の内容は日本の教科書の内容とは異
なっているものの、４以降はほぼ同じ内容であるこ
とが確認できた。
　学習の流れとしては日本と豪のIB教科書におい
ては、最初に概念の説明・定義が示され、次に例題
が出され、最後に練習や問いが提示されている。例
えば、平均値・最頻値・中央値についての扱いでは、
まず平均値・最頻値・中央値の定義を示し、例や問

いでそれらの値を求めさせていた。教科書の構造は
定義・問題・練習の流れになっていることがわか
る。これらのことから３冊の教科書においては系統
性が重要視され、日常生活の話題は文章問題にある
ものの、数学の構造を順に学ぶことにより重きが置
かれているため、構造指向の教科書だと考えられる。

2）英のIB教科書の特徴
　表８に（4）の教科書の小見出しと内容を整理し
た。他とは内容と構造が異なることがわかる。標記
も異なり、小タイトルも疑問形になっているものが
多い。データのタイプ、グラフの種類、平均値・中央
値・最頻値、累積度数グラフは含まれ（表８の４－５）、
他とも内容は類似する。
　内容について相違点と数学教育的視点から重要で
ある点を論じる。他と比べ、単元の冒頭の２頁と最
終頁の独自性を確認した。第一に冒頭には「関係性
を理解するために正しい質問を尋ね、関係性を理解
するために正しいデータを測定することに注意しな
ければならない。そうすれば世界をよりよくするた
めに情報を扱うことができる」（Bateson 2017, p.134）
と書かれている。（1）、（2）では統計を学習して活用
できる事柄についての記載はなかったものの（3）では

「統計」という言葉が持つ文脈を３点示し学習の意義
について暗黙的に知らせている（Haese, et al. 2014, 
p.188）。このことから統計の学習意義について（3）、

表５　日本の教科書（1）の統計部分の小見出しと内容
番号 小見出し 内容

１ データの整理 度数分布表、
ヒストグラム、相対度数

２ 代表値 平均値・最頻値・中央値

３ 四分位数と四分位範囲 四分位数・箱ひげ図・
データと箱ひげ図

４ 分散と標準偏差 分散と標準偏差・
分散の計算

５ 相関関係 散布図と相関関係・共分
散と相関係数・相関係数

６ 問題（チェック問題、
章末問題Ａ、Ｂ） 練習問題

出所：岡本他（2018）を基にして筆者作成

表６　日本の教科書（2）の統計部分の小見出しと内容
番号 小見出し 内容
１ データの整理 度数分布表、ヒストグラム
２ データの代表値 平均値・最頻値・中央値

３ データの散らばりと
四分位数

範囲・四分位数・
箱ひげ図

４ 分散と標準偏差 分散・標準偏差
分散と平均値の関係式

５ 研究　変量の変換 ―

６ データの相関 散布図・正の相関・
負の相関・相関係数

７ 問題 ―

出所：大矢他（2018）を基にして筆者作成

表７　豪の教科書（3）の小見出しと内容
番号 小見出し 内容
１ データのタイプ 分類データ、数的データ

２ 離散数的データ
データの偏り、棒グラフ、
タリー、プロット図、
幹葉表示

３ 連続数的データ ―

４ データセットの中央を
測定する

平均値・中央値・グループ
化されたデータの平均値

５ 累積データ 累積度数グラフ、
累積度数分布表

６ データセットの
広がりを測定する 範囲、四分位範囲

７ 箱ひげ図 ―
８ 復習 10A ―
９ 復習 10B ―

出所：ヒース他（Haese, et al.）（2014）を基にして筆者作成

出し（単元の下位項目）を確認すると（1）－（3）では
表１～３のように学習内容項目が明示的に示される。
　表１－２から日本の教科書（1）、（2）は小見出し
の表現は類似しており、内容がほぼ同じであること
がわかる。（1）－（3）を比較すると、四分位範囲が
同じであることがわかるため、垂直的分析で内容を

　（3）、（4）は数学Ⅰ、Ａすべてを、（4）の一部は
数学Ⅱ、Ｂの一部を含む。このことから日本の（1）、

（2）は内容が相対的に少なく、全体の頁数も少ない
ためページ数の比較が難しい。次に統計分野に注目
し、該当する単元名と頁数を示す。
（1） データの分析（20頁）
（2） データの分析（22頁）
（3） Statistics（統計）（35頁）
（4）  How well do data reflect reality?（どれほど

データは現実を反映しているか？）（26頁）

　日本の教科書はタイトルが同じで、頁数もほぼ変
わらない。IBの教科書（3）、（4）ではタイトルが異な
る。（4）のタイトルは他単元でも疑問形である。小見

確認する。表４から（4）では（1）－（3）のように
小見出しに数学的内容は示されず、行動や思考を問
う疑問形となっている。ただし（1）－（3）との内容
の類似性は不明である。この点も垂直的分析で確認
する。（4）は他と異なり、最後に振り返りがある。
この差異についても後述する。

（2）垂直的分析（どのように内容が示されるか）
1）日本の数学Ⅰと豪の教科書の特徴

　大別すると日本の数学Ⅰの教科書２冊と豪のIB
教科書（（1）－（3））が内容面で類似、英のIB教科
書（4）は（1）－（3）と比較して独自の内容である。
そこで（1）－（3）の教科書に注目して、表５－表７
にサブ単元と内容を示す。
　（1）から（3）を比較すると、日本の教科書は内容・
配列ともにほぼ同じである。豪の教科書では「１デー
タのタイプ」は円グラフ、棒グラフ等のデータを示

表４　英の教科書（4）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データとは何か？
２ どのようにデータを収集するか？
３ どのように集めたデータが示すものをみつけるか？
４ どのようにデータの表現が変わるか？
５ データの解釈はどの程度主観的なものなのか？

６ 私達や身の回りの社会をよくするためにどのよ
うにデータを使う事ができるか？

７ 振り返り

出所：ベイトソン（Bateson）（2017）を基にして筆者作成

表３　豪の教科書（3）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データのタイプ
２ 離散数的データ
３ 連続数的データ
４ データセットの中央を測定する
５ 累積データ
６ データセットの広がりを測定する
７ 箱ひげ図
８ 復習 10 Ａ
９ 復習 10 Ｂ

出所： ヒース、ヒース、ハムフリーズ、ケンプ、ヴォールマー
（Haese, Haese, Humphries, Kemp & Vollmar）（2014）

を基にして筆者作成

表２　日本の教科書（2）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データの整理
２ データの代表値
３ データの散らばりと四分位数

４
分散と標準偏差
研究　変量の変換

５ データの相関
６ 問題

出所：大矢他（2018）を基にして筆者作成

表１　日本の教科書（1）の統計部分の小見出し
番号 小見出し
１ データの整理
２ 代表値
３ 四分位数と四分位範囲
４ 分散と標準偏差
５ 相関関係
６ 問題（チェック問題、章末問題Ａ、Ｂ）

出所：岡本他（2018）を基にして筆者作成
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（4）には示されている。また（3）の章冒頭（Bateson 
2017, p.134）には事実確認のための問い、概念的問い、
データに関する問いの３つが示され、行動目標（動
詞で提示）、関連スキルの提示（批判的思考スキル、
コミュニケーションスキル、情動的スキル、転移ス
キルメディア・リテラシースキル）、評価、学習者
のプロファイルへの対応、既習事項との関連、キー
ワードといったIB関連内容が記載される。これら
は（1）から（3）には見られない。このことから（4）
の教科書では、統計単元でどのような能力・技能・
人間性を身につけるのかについて明示的に示されて
いると言える。
　第二に（4）は単元最後の頁（ibid, p.159）も特
徴的である。学習者が振り返りを行うための表が示
され、生徒が自己評価を記入する。表項目は「質問」

「本章で用いた学習アプローチ」「学習者プロファイ
ルの属性」に分けられる。「質問」では「事実確認
のための問い」、「概念的問い」、「データに関する問
いに対する生徒の答え」の３点が設定される。冒頭
の質問に対する学習者の解答と、さらなる疑問を示
すことになっている。次に「本章で用いた学習アプ
ローチ」では各スキルに対する自己評価を行う。「学

習者プロファイルの属性」ではオープンマインド、
他者への気遣いに対して学習した点を生徒が振り返
り、記述する。最後の学習者プロファイルの属性は
個人の価値観、性格にも関わる。数学的価値観とい
うよりも、より個人的価値観（個人が有している価
値観）について焦点化されており、数学教育で議論
される応用指向に含まれる価値観育成（島田2017）
とも関連する。（4）に関しては（1）－（3）と同様に、
概念の説明後に練習内容を提示している。（1）－（3）
と異なり、概念の説明後にその活用可能性について
説明される。また、練習問題の後に「観察」「議論」
する項目も含まれている点も異なる。「クラスの７
名の生徒のグループが兄弟姉妹の数を聞かれた。
０、０、１、１、１、３、６と回答があった。この
データの最頻値、中間値、平均値を求めよ。そのほ
か、このデータから何を読み取ることができるか？」
という問題（Bateson 2017, p.144）を例として取り
上げる。解答例が示された後、データからわかる内
容が示される。さらに「議論する」として、車の駐
車場を上空から撮影した写真が示され、車の配列が
どのように棒グラフに類似しているのかを考えさせ
る。このように生徒間で観察・議論する内容は日本

表８　英の教科書（4）の統計部分の小見出しと内容
番号 小見出し 内容
１ ― 学習の導入事項

２ データとは何か？
・ なぜデータを収集するか？なぜ情報は重要なのか？
・ データの変化についてどのように理解して使うのか？
・ なぜこのデータを使うのか？

３ どのようにデータを収集するか？

・データの種類
・ データの変化についてどのように理解して使うのか？
・ データ収集について議論する
・ データの表現のための様々な表

４ どのように集めたデータが示すものをみつけるか？ ・ 「散らばりの測定」とは何か？
　（平均・最頻値・中央値）

５ どのようにデータの表現が変わるか？ ・ データの表現における革新とはなにか
　（円グラフ、棒グラフ、散布図など）

６ データの解釈はどの程度主観的なものなのか？ ・事例研究
・実践的な問い

７ 私達や身の回りの社会をよくするために
どのようにデータを使う事ができるか？

・ なぜ「累積」度数なのか？
・ どのように原因が与える関係性や相関関係を理解するか？
・疑似相関
・ どのように標準偏差を求めるか？
・ 問題・実際的な問い・まとめの問い

８ 振り返り ―

出所：ベイトソン（Bateson）（2017）を基にして筆者作成
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の教科書には見られなかった。豪のIB教科書では
議論する問題は３問、探究する問題は１問設定され
る。それ以外にも、現実世界の内容（webを参照し
て答える問題、ニュース・Youtubeの内容等）を取
り上げる点も特徴的である。他と異なる点は「活動

（Activity）」が９、「行動しなさい（Take action）」が２、
「議論（Discuss）」が３ヶ所あった。「活動」では単
純に数学的技能を問う問題もあるものの、探究や議
論、代替案の提示、方法の整理といった数学的な活
動が多く含まれる。
　数学的概念について説明する箇所は（1）－（3）同様
見られ、問題の配列が特徴的である。「活動（Activity）」、

「議論する（Discuss）」、「実践的な問い（Practical questions）」、
「行動しなさい（Take action）」という順番になっている。
「活動」の後には（1）－（3）で示される数学的概念
についての説明はあるものの、（1）－（3）と比較し
ても、活動（９つ）が多く、練習問題の数（最後にま
とめて示される）は多くはない。「行動」に関する問
題は、応用指向の数学教育においても重要だとされ
るため、ここで取り上げる。「開かれた考え（オープン
マインドネス）」について３問あり、そのうちの２問では
英国放送協会（British Broadcasting Corporation：BBC）
の記事やラジオのwebサイトが示される。記事には

「チンパンジーについて考える」とあり、生徒は記事
を読み、選択問題に答える（Bateson 2017, p.150）。
例えば「2100年には世界の人口曲線がどうなると
国際連合は予想しているのかを選びなさい」「太陽・
風力エネルギーは世界のエネルギーの全体の何％か？」
といった問題が示され、グラフや数値を用いて、世
界の問題を考える機会を与えている。その後、振り
返りとしてオープンマインドネスをどのように持っ
たのかを考えさせる。他と比較すると、より現実の
生活の事項が反映され、学習者の価値観やもの見
方、行動変革を問うていることから英の教科書は応
用指向であると言える。応用指向は近年の数学教育
でも強調される。近年では例えば西欧における現実
的数学教育（Realistic Mathematics Education：RME）

（Gravemeijer & Doorman 1999）や批判的数学教育
（Skovsmose 1994）は同様に応用指向である。この
教科書で扱われる実生活のデータを用いて数学的な
問いを考えさせ、自分の考えを表明し他者と議論す
る、という点は、これらの数学教育の傾向に重なる
ものがある。

3）グラフ電卓・統計パッケージといったICTの扱い
　グラフ電卓や統計パッケージといったICTの扱い
が日本とIBの教科書では異なっており、詳しく比
較する。（1）では表計算の利用についてはコラムで
のみ紹介され（１頁）、（2）では全く扱われていな
かった。日本の教科書ではグラフ電卓やコンピュー
タを用いずに、自力で計算する問題のみが扱われて
いる。豪のIB教科書では３箇所でグラフ電卓や統
計パッケージを使用することが推奨されていた。英
のIB教科書では１箇所でグラフ電卓についての使用
について述べられている（Bateson 2017, p.156）が、
手計算を行う重要性についても述べられている。最
も多くグラフ電卓を扱っているのは豪の教科書であ
ることが明らかになった。日本の教科書ではICTの
使用はほぼないものの、豪の教科書では使用を推奨
する場面があった。電卓の使用は特に英では昔から
推奨されている。ICTの使用に関しては比較した現
行の日本の教科書ではほとんど扱われていなかった
ため、大きな違いである。

おわりに

　分析により次の諸点が明らかになった。第一に、
水平的分析により、単元構成については日本の教科
書の内容の配列はほぼ同じであることが確認され
た。豪のIB教科書の内容や配列は日本の教科書に
類似するが、既習内容も含まれており、内容が多い
ことが明らかになった。英のIB教科書では、学習
内容の表記は他の３冊と比較して異なるが、数学的
内容は類似していた。第二に、垂直的分析により日
本と豪の教科書では数学的概念、問題、演習の示し
方が同じ様式であった。これらは構造指向が強調さ
れた教科書である。一方で、英の教科書では問題の
構造や冒頭・最後の部分が他の３冊とは異なってい
た。数学的内容の差異より、問題の示し方や取り組
み方についてIBの教科書では異なる示し方をして
おり、英の教科書が応用指向を重視した内容構成で
あることが明らかになった。今後の研究課題とし
て、これらの類似点や相違点を計量的に分析して比
較するとより特徴が明確化することが考えられる。
また、日本の新学習指導要領では統計に関わる内容
が増加し大きく変化した。新教科書とIBの教科書
についても今後比較・検討する必要がある。

（4）には示されている。また（3）の章冒頭（Bateson 
2017, p.134）には事実確認のための問い、概念的問い、
データに関する問いの３つが示され、行動目標（動
詞で提示）、関連スキルの提示（批判的思考スキル、
コミュニケーションスキル、情動的スキル、転移ス
キルメディア・リテラシースキル）、評価、学習者
のプロファイルへの対応、既習事項との関連、キー
ワードといったIB関連内容が記載される。これら
は（1）から（3）には見られない。このことから（4）
の教科書では、統計単元でどのような能力・技能・
人間性を身につけるのかについて明示的に示されて
いると言える。
　第二に（4）は単元最後の頁（ibid, p.159）も特
徴的である。学習者が振り返りを行うための表が示
され、生徒が自己評価を記入する。表項目は「質問」

「本章で用いた学習アプローチ」「学習者プロファイ
ルの属性」に分けられる。「質問」では「事実確認
のための問い」、「概念的問い」、「データに関する問
いに対する生徒の答え」の３点が設定される。冒頭
の質問に対する学習者の解答と、さらなる疑問を示
すことになっている。次に「本章で用いた学習アプ
ローチ」では各スキルに対する自己評価を行う。「学

習者プロファイルの属性」ではオープンマインド、
他者への気遣いに対して学習した点を生徒が振り返
り、記述する。最後の学習者プロファイルの属性は
個人の価値観、性格にも関わる。数学的価値観とい
うよりも、より個人的価値観（個人が有している価
値観）について焦点化されており、数学教育で議論
される応用指向に含まれる価値観育成（島田2017）
とも関連する。（4）に関しては（1）－（3）と同様に、
概念の説明後に練習内容を提示している。（1）－（3）
と異なり、概念の説明後にその活用可能性について
説明される。また、練習問題の後に「観察」「議論」
する項目も含まれている点も異なる。「クラスの７
名の生徒のグループが兄弟姉妹の数を聞かれた。
０、０、１、１、１、３、６と回答があった。この
データの最頻値、中間値、平均値を求めよ。そのほ
か、このデータから何を読み取ることができるか？」
という問題（Bateson 2017, p.144）を例として取り
上げる。解答例が示された後、データからわかる内
容が示される。さらに「議論する」として、車の駐
車場を上空から撮影した写真が示され、車の配列が
どのように棒グラフに類似しているのかを考えさせ
る。このように生徒間で観察・議論する内容は日本

表８　英の教科書（4）の統計部分の小見出しと内容
番号 小見出し 内容
１ ― 学習の導入事項

２ データとは何か？
・ なぜデータを収集するか？なぜ情報は重要なのか？
・ データの変化についてどのように理解して使うのか？
・ なぜこのデータを使うのか？

３ どのようにデータを収集するか？

・データの種類
・ データの変化についてどのように理解して使うのか？
・ データ収集について議論する
・ データの表現のための様々な表

４ どのように集めたデータが示すものをみつけるか？ ・ 「散らばりの測定」とは何か？
　（平均・最頻値・中央値）

５ どのようにデータの表現が変わるか？ ・ データの表現における革新とはなにか
　（円グラフ、棒グラフ、散布図など）

６ データの解釈はどの程度主観的なものなのか？ ・事例研究
・実践的な問い

７ 私達や身の回りの社会をよくするために
どのようにデータを使う事ができるか？

・ なぜ「累積」度数なのか？
・ どのように原因が与える関係性や相関関係を理解するか？
・疑似相関
・ どのように標準偏差を求めるか？
・ 問題・実際的な問い・まとめの問い

８ 振り返り ―

出所：ベイトソン（Bateson）（2017）を基にして筆者作成
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注
１ 日本の高校１年生に対してMYPの教科書と日

本の数学Ⅰの教科書を併用している学校がある。
本稿ではそれらの比較とする。

２ 『高等学校学習指導要領』（2009b）によると日
本の数学の教科書は数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数
学Ａ、数学Ｂ、数学活用に分かれている。
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 The article discusses the similarities and differences of four different mathematics textbooks: two Japanese 
mathematics textbooks, for the high school level subject called Mathematics I, and two International Baccalau-
reate mathematics textbooks for Middle Year Program （MYP）, which were published in Australia and England, 
especially focusing on the unit of statistics from the structural and application perspectives of mathematics 
education research.  The first two books were written in Japanese and the others in English.  Methodologically, 
the framework proposed by Charalambous, Delaney, Hsu & Mesa （2010） was partially utilized for horizontal 
and vertical analysis. 
 The horizontal analysis showed that the two Japanese textbooks and the Australian MYP textbook had 
similar sub-themes.  On the other hand, the British textbook used different language expressions, in which all 
titles and sub-titles were written in question form.  The contents were not as explicitly stated in the English 
books as in the Japanese ones. 
 The vertical analysis identified that, in the Japanese and Australian textbooks, the structure of the mathe-
matical contents was similar and followed traditional mathematics textbook formats: showing definitions, rules 
and formulas of mathematical knowledge, and finally showing related examples or exercises and questions.  
These questions examined fundamental mathematical knowledge and skills.  These textbooks focused on a 
structural view of mathematics.  On the other hand, the British textbook had a variety of questions which not 
only examined fundamental mathematical skills and knowledge, but also investigated and discussed mathe-
matical knowledge using real life situations, which could be related to recent discussions within mathematics 
education on critical mathematics education and realistic mathematics education.  These questions seek to 
encourage higher order thinking skills within mathematics education.  The British textbook focuses on the appli-
cable viewpoint of mathematics in comparison with the other textbooks. 
 In terms of ICT, the Australian textbook had more opportunities for students to solve problems using a 
calculator and computer software than the other three textbooks; in contrast, the two Japanese textbooks did 
not mention use of ICT, except for in designated research sections, which do not seem to be included in the 
usual teaching practices.
 Consequently, this analysis identified some differences and similarities among the four textbooks which 
would influence the way teachers instruct students in class.  Even among MYP textbooks, there are many 
differences in the style of questions and structure of the textbooks.  Further studies need to investigate how 
teachers implement lessons using textbooks in class for contextual analysis.
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