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Ⅰ 単元名

平成３０年１０月１９日（金）１４：２０～１５：１０
北海道教育大学附属札幌中学校１年Ａ組
（男子１８名 女子１８名 計３６名）
札幌市立白石中学校 ４階 １年４組教室
北海道教育大学附属札幌中学校 杉本 泰範
（使用教科書 学校図書 数学１）

「資料の活用」

Ⅱ 単元について
１ 指導内容の系統と単元観
小学校においては、棒グラフ、折れ線グラフ、帯グラフおよび円グラフを学習しており、目的に応じて資料を
集めて分類整理し、表やグラフを用いたり、資料の平気や散らばりを調べたりするなどの活動を通して、統計的
に考察したり表現したりしている。本単元では、ヒストグラムや代表値の必要性と意味を理解し、それらを用い
て資料の傾向をとらえ説明することで、その傾向を読み取ることができるようにする。正確さが不明な情報が氾
濫する昨今において、それらの情報が何を基にして、どのようにまとめられたものなのかを見極めるのは、未来
を生きる生徒にとって必要不可欠な力といえる。本単元は、複数の代表値を比較したり、度数分布表やヒストグ
ラムにまとめる際に階級の幅を変えて比較したりすることを通して、そのような力を育むという点でも意義深い
と考える。

２ 生徒の実態と指導観
１年Ａ組の生徒は非常に探究心が強く、既習事項を基に新たな知識を作ったり、それらを活用して難しい課題
に粘り強く取り組んだりすることができる。また、課題を解決するためにはどのような既習事項や考え方を用い
ればよいかということを意識しながら、同じ考えをもつ仲間と協力して取り組んだり、異なる考えをもつ仲間の
発表に熱心に耳を傾けたりして、協働的な学びを通してより考えを深めようとする意欲も高い。一方で、社会や
日常生活の問題に関する資料を自ら目的をもって収集したり、整理したりするという点では経験が不足してい
る。夏季休業中の宿題として行った「平成３０年度統計グラフ全道コンクール」では、生徒一人一人が非常に興
味深いテーマを設定しながらも、その情報源として生のデータを目的に応じて加工する生徒は少なく、インター
ネット上ですでにグラフなどにまとめられたものを用いている生徒が少なからず見られた。また、そこから傾向
を読み取って考察をまとめる点においては、多くの生徒が不十分であった。
そこで本単元にあたっては、単元の導入部においてルーラーキャッチを行い、単元全体を通してそこで得られ
た資料をもとに度数分布表やヒストグラムに表したり、代表値を求めて比較したりすることを通して、それらの
用語のもつ意味の理解を深め、資料のもつ傾向や特徴を批判的に捉えるために自ら用いることができるようにし
たい。また、代表値を比較したり、階級の幅を変えた度数分布表やヒストグラムを比較したりすることで、資料
の傾向を読み取るだけでなく、整理に至る過程に対しても批判的にとらえる力を育みたい。

Ⅲ 単元の目標
（１）度数分布表やヒストグラム、代表値、相対度数などを用いて資料の傾向をとらえ説明することに関心をもち、
問題の解決に生かそうとする。
（２）問題を解決するために度数分布表やヒストグラム、代表値、相対度数などを用いて、資料の傾向をとらえ説
明することができる。
（３）問題を解決するために、度数分布表やヒストグラム、代表値、相対度数などを用いて資料を整理することが
できる。
（４）度数分布表やヒストグラム、代表値、相対度数などの意味を理解し、それらを用いて問題を解決する手順を
理解している。
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Ⅳ 単元の指導計画と評価規準
〔全１０時間扱い〕
時

１

２

３

本時の目標

主な学習活動
（主問題・学習課題）

自分の記録が学級
全体でどの位置にあ
るかをとらえる表し
方について考えるこ
とを通して、平均
値、中央値、最頻値
の意味を理解するこ
とができる。
資料の範囲や最大
値について理解し、
各学級の記録の代表
値を求めて比較した
り、度数分布表に整
理したりして分布の
様子を調べることが
できる。

《問題》
学級でルーラーキャッチを行います。あなたの記
録は学級内でよい方といえますか？
《学習課題》
学級内での自分の記録の位置をどのようにとらえ
ることができるだろうか。

複数の階級の幅に
よるヒストグラムや
度数折れ線をかくこ
とができ、階級のと
り方によって読み取
れる傾向が異なる場
合があることを理解
できる。

《問題》
次の度数分布表に各学級の記録をまとめ、ヒスト
グラムに表します。それらを比較して気付いたこと
をいいましょう。

相対度数について
理解し、相対度数を
用いて人数の異なる
学級の記録の傾向を
同じ基準でとらえる
ことができる。

《問題》
各学級のルーラーキャッチの記録を表にまとめま
しょう。
《学習課題》
各学級の記録を整理して分かることは何だろう
か。

《学習課題》
階級の幅を変えると読み取り方にどのような違い
があるだろうか。
《問題》
次の表は、１年Ａ組の記録と１学年全体の記録を
まとめたものです。Ａ組は１学年全体の分布と比べ
て、記録が低かった人が多いといえますか。

４

近似値や誤差、有
効数字の意味や近似
値の表し方を理解す
ることができる。

５

《学習課題》
全体の数が異なる資料を比べるにはどうしたらよ
いだろうか。
《問題》
次の（１）
（２）について考えましょう。
（１）ルーラーキャッチであなたの記録は正確な記
録といえますか。
（２）次の食品の成分表示で、0gと0.0gに違いはあ
りますか
《学習課題》
それぞれの値は実際にはどのような値といえるだ
ろうか。
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評価規準【評価の観点】
おおむね満足できる
【関心・意欲・態度】
ルーラーキャッチに関する自分の記録が
学級全体でどの位置にあるといえるかをと
らえる表し方について考えようとしてい
る。
【知識・理解】
平均値、中央値、最頻値の意味を理解す
ることができる。
【数学的な見方や考え方】
度数分布表や代表値、範囲、最小値、最
大値を用いて資料の傾向をとらえることが
できる。
【技能】
資料を度数分布表にまとめたり、代表
値、範囲、最小値、最大値を求めたりする
ことができる。
【知識・理解】
度数分布表や資料の範囲、最大値・最小
値の意味を理解することができる。
【技能】
階級の幅を変えた度数分布表をまとめた
り、ヒストグラムや度数折れ線に表したり
することができる。
【知識・理解】
階級の幅を変えることで、読み取れる傾
向が異なる場合があることを理解できる。

【技能】
相対度数を用いて資料を整理することが
できる。
【知識・理解】
相対度数の必要性やその意味を理解する
ことができる。

【知識・理解】
近似値や誤差、有効数字の意味や近似値
の表し方を理解することができる。
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代表値を用いて、
学年全体の記録をま
とめた資料の傾向や
特徴をとらえること
ができる。

《問題》
１学年全体の記録を、３ｃｍを階級の幅として度
数分布表やヒストグラム、代表値をまとめると、次
のようになりました。下の記録の人は、全体の傾向
からどのようにとらえることができますか。
①自分の記録
②１８ｃｍの記録

【数学的な見方や考え方】
代表値を適切に用いて、いくつかの視点
から資料の傾向や特徴をとらえることがで
きる。

６

階級値を用いて代
表値を求める方法に
ついて理解し、度数
分布表から代表値を
求めることができ
る。

《学習課題》
これらの記録はどのようなとらえ方ができるだろ
うか。
《問題》
No.7-4とNo.7-6で、１学年のルーラーキャッチの
記録をそれぞれ次の階級の幅で度数分布表にまとめ
ていました。これらの表から平均値、中央値、最頻
値を知るにはどのように考えるとよいですか。

【技能】
度数分布表から代表値を求めることがで
きる。
【知識・理解】
階級値を用いることで、度数分布表から
およその代表値を求める方法について理解
することができる。

７

８
本時

９

１０

過去の気温に関す
るデータをヒストグ
ラムや代表値などを
用いて目的に応じて
整理することで、現
在と過去の気温の変
化の傾向をとらえる
ことができる。
過去の気温に関す
るヒストグラムや代
表値などを用いて、
現在と過去の気温の
変化の傾向を説明す
ることができる。

《学習課題》
個人の記録が分からない状態で代表値をどのよう
に求めるとよいだろうか。
《問題》
札幌市は温暖化が進んでいるといえるでしょう
か。
《学習課題》
札幌市の気温の変化の傾向はどのように説明でき
るだろうか。

【関心・意欲・態度】
度数分布表やヒストグラム、代表値、相
対度数を用いて資料を整理したり、その傾
向を読み取ったりすることに関心をもち、
問題の解決に生かそうとする。

【数学的な見方・考え方】
ヒストグラムにまとめたり代表値を求め
たりし、資料の傾向をとらえ、説明するこ
とができる。

章のまとめの問題
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Ⅴ 本時の学習
１ 本時の目標
・過去の気温に関するデータをヒストグラムや代表値などを用いて目的に応じて整理することで、現在と過去の
気温の変化の傾向をとらえることができる。【数学的な見方・考え方】

２ 本時の展開
●指導過程と「主発問」

○学習活動 ＊予想される生徒の発言や反応

●北海道の気温に関する新 ○新聞記事とランキングから感じたことを交流
聞記事と、札幌市の７月の
する。
最高気温の年別平均ラン ＊今年の北海道の気温が平年並みだったことが
キングについて紹介する。
意外だ。
「記事などを見てどのよ ＊ランキングを見ても、最近のものはそれほど
うに感じますか。」
上位に多くないことに驚いた。

・留意点 ◇評価
・自分たちの普段の生活での実
感と配付した資料を比較しな
がら、実はそれほど温暖化は
進んでいないのではないかと
いう疑問をもつことができる
ように投げかける。

問題 札幌市は温暖化が進んでいるといえるだろうか。
●問題を提示する。
○温暖化の傾向についての意見を交流する。
「温暖化は進んでいると ＊実際に暑い日が増えているので、温暖化が進
いえますか。」
んでいるといえるのではないか。
＊過去にも暑い年は多くあり、温暖化がそれほ
ど進んでいるといえないのではないか。
●学習課題を共有し、気温に
関する資料を配付する。
札幌市の気温の変化の傾向はどのように説明できるだろうか。
●気温の変化の傾向の読み
取り方に見通しをもたせ
る。
「傾向を読み取るために
はどのような方法があ
りますか。」
●グループで気温の変化の
傾向を読み取る方法を決
め、まとめるよう促す。
「６人グループになり、傾
向についてまとめまし
ょう。」
●グループごとに決めた方
法や現段階で分かってき
たことについて交流する。
「現段階での結論につい
て交流しましょう。」
●発表内容を基に、グループ
ごとに再考するよう促す。
「発表内容を基に、もう一
度グループの考察をま
とめましょう。」

○気温の変化の傾向を読み取る方法について確
認する。
＊複数の代表値を求めて比較するとよい。
＊現在と過去の気温を度数分布表やヒストグラ
ムにまとめるとよい。
＊階級の幅はどのようにするとよいだろう。
○グループごとに傾向を読み取る方法を決め、
気温の変化の傾向について考察する。
＊年ごとに平均値などの代表値を求めて比較し
てみよう。
＊最近と過去の１０年に分けて、度数分布表や
ヒストグラムに表すと傾向が読み取れそう。
○グループごとに、方法を決めた理由や現段階
での結論について根拠を基にして発表する。

○自他の発表内容を振り返り、グループの方法
や考察に修正を加える。
＊階級の幅を変更して比較してみよう。
＊５年や１０年などのまとまった期間について
比較した方がより説得力がありそうだ。
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・これまで提示した資料や日常
での実感を基に、挙手による
アンケートを行い、人数を板
書する。
・温暖化を判断する情報は気温
以外にもあることを伝えた
後、本時では過去２０年間の
最高気温に限定することを確
認し、資料を配付する。
・最初は個人で考えさせ、その
後発表を通して全体で共有す
るよう促す。

・度数分布表やヒストグラムに
まとめるための補助シートや
ホワイトボード、電卓を用意
し、自由に用いてよいことを
伝える。
◇数学的な見方や考え方（話し
合い・ワークシートの記述）
Ａ： ヒストグラムや代表値などを
用いて目的に応じて整理し、
的確に資料の傾向をとらえる
ことができる。
Ｂ：ヒストグラムにまとめたり代
表値を求めたりし、資料の傾
向をとらえることができる。
Ｃ：過去と現在の気温をまとめた
資料を比較して読み取ってみ
るよう促す。
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３ 本時の学習と研究主題との関連について
北海道算数数学教育会では、平成２１年度より三校種を貫く共通の研究主題を「『社会に活きる、社会に活か
す』算数・数学教育の探究」として１０年間にわたって研究を推進してきており、今年度はその最終年次である。
ビッグデータの時代とも言われる２１世紀を生きていく生徒にとって、情報を目的に応じて収集・整理し、そ
れを分析して得られた根拠に基づいて判断したり実際に行動したりする力は必要不可欠なものといえる。本実践
は２時間構成としている。特設授業となる本時では、身近なテーマである温暖化を取り扱い、札幌市の温暖化傾
向が進んでいるか否かについて各自で予想し、与えられた過去２０年間における７月の日ごとの気温をグループ
ごとの考えに基づいて代表値を求めて比較したり、階級の幅を定めて度数分布表やヒストグラムにまとめたりし
て整理・分析を進めていく。これによって、本章で学んできた複数の代表値を比較したり、度数分布表やヒスト
グラムに整理したりして資料の傾向をとらえることが、現代社会でより情報を多面的にとらえる分析する必要が
あるという実感につながるだけでなく、学びを進める過程でそれらの意味やその背景にある数学的価値の実感が
深まることにつながる。そして本時の終末部において、グループごとに定めた整理の仕方や途中段階での考えを
交流する場面を設定する。それによって得られた知見を基に、
「階級の幅を５にしたが、３にした方がより強く裏
付けられそうだ。
」
「度数分布表やヒストグラムだけでなく、代表値や最大値・最小値を交えて分析した方がよさ
そう。
」などと、協働的な学習を通して再びグループの方法や考えを見直しながら結論をまとめていくことにな
る。またそのことが、次時においてグループの結論の交流を通してより方法や考えを洗練させていくことになる。
このような実践を通して研究主題にアプローチしたい。
また研究の視点については、中学校部会における研究主題「『数学を学ぶことのよさ』を実感する生徒の育成
～数学的活動を軸にした授業探究～」において、授業の中にどのような数学的活動を位置づけ、その結果どのよ
うに生徒が「数学を学ぶことのよさ」を実感することができたかを検証していく授業展開について述べられてい
る。数学的活動は現行学習指導要領において３つに大別されているが、本時における数学的活動の１つは言うま
でもなく「日常生活や社会で数学を利用する活動」である。上述のように身近な題材を取り上げ、温暖化が進ん
でいるか否かを予想し、各々が目的をもって度数分布表やヒストグラム、代表値などを用いて資料の傾向を読み
取り、結論を導いていくことになり、数学的活動が促進されると考えた。また、もう１つの数学的活動として、
本時の終末部に「自己評価や生徒同士の評価が、生徒自身の次の学びにつながるような評価活動」を位置づけた。
本時では各グループが結論をまとめ終える段階までには至らないが、現段階でのグループの考えや方法を交流す
る場面を設定することによって自己評価や生徒同士の評価が促進され、それを基にして上述のようにグループで
まとめていた内容を再考していくことになると考えた。このように、生徒の数学的活動を促進させる題材や場面
の設定によって、生徒が日常生活や社会の問題に対して度数分布表やヒストグラム、代表値を用いて資料の傾向
を分析することのよさを知ることにつながる。そして「数学を学ぶことのよさ」を実感し、「生きる力」の育成
に寄与することになると考える。

４ その他
（１）板書計画
課題 札幌市の気温の変化の傾向はどのように説明できるだろうか
札幌市は温暖化が進んでいると

方法

いえるだろうか

・度数分布表やヒストグラムを

７月の最高気温の年別平均ランキング

１班

３班

５班

２班

４班

６班

用いて過去と現在を比較する。
・過去と現在に分けて代表値を

１位 1955 年（29.4℃）

求め、比較する。

２位 1950 年（28.2℃）
３位 1978 年（27.8℃）
４位 2017 年（27.7℃）

中間

５位 1994 年（27.2℃）

・年ごとに代表値を求めて比較する。
・１０年ごとに分けて度数分布表やヒストグラムにまとめる。

予 想
はい･･･

人

いいえ･･･

人
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（２）本時で用いるワークシートおよび資料
① ワークシート

（表面）

（裏面）

② 補助シート
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③ 本時で配付する新聞記事

戦後一番の暑い夏でした 平年より１．７度高く 東日本６～８月
気象庁は３日、今夏（６～８月）の天候まとめを発表した。東
日本（関東甲信、北陸、東海）の平均気温は平年より１・７度
高く、１９４６年の統計開始以降、最も暑い夏となった。西日
本（近畿、中国、四国、九州）は１・１度高く、９４年と並ぶ２
番目の暑さだった。台風の発生は観測史上最多タイで、同庁は
「異常気象が続き、記録ずくめの夏になった」と総括した。
気象庁によると、日本列島上空に張り出した上層のチベット
高気圧と、下層の太平洋高気圧が「２層の高気圧」を形成し、晴
れた日が続いて気温が上がった。地域別でみると、関東甲信で
１・８度、東海で１・６度、北陸で１・５度、東北、近畿、中国、
九州北部で１・３度、平年より気温が高かった。北海道と沖縄
は平年並みだった。
７月２３日には埼玉県熊谷市で観測史上最高の４１・１度を
記録。この夏、全国９２７観測地点のうち、２０２地点で過去
最高気温を記録した。今夏の猛暑日の地点数の合計は、２０１
０年の５０１４地点を上回る６４７９地点だった。
台風は６～８月に計１８個が発生し、５１年の統計開始以降、
９４年と並んで最多。また、北日本（北海道、東北）の日本海側と西日本の太平洋側、沖縄・奄美では、台風や
前線の影響で記録的な大雨になる日があった。中でも沖縄・奄美の降水量は平年の１７７％で、観測史上、最多
だった。７月に豪雨に見舞われた西日本の太平洋側は平年の１３３％だった。
（毎日新聞 2018 年 9 月 4 日）
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④ 本時で配付する過去２０年間における札幌市の７月の各日の最高気温の資料（小数第１位の値を四捨五入）
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⑤ 参考資料
以下は年ごとや過去１０年と最近の１０年の代表値等をまとめたものと、過去１０年と最近の１０年の資料を
異なる階級の幅で度数分布表にまとめたものである。

度数分布表でまとめる方法の一例として、気温の最小値が１６℃であることから階級を１６℃から始め、過
去の１０年と最近の１０年の資料を階級の幅を３，４，５にして度数分布表にまとめてみると、上の表のよう
になる。階級の幅を３にした場合が、２５～２７の階級を境として、明らかに２８℃以上はすべての度数が最
近の１０年が多く、２４℃未満はすべての度数が過去の１０年が多い。そのため、
「温暖化が進んでいる」とい
う結論を述べる際の、説得力が最も強い整理の仕方の１つであると考える。
本時では時間が限られていることから、
グループごとに複数の階級の幅を設定して比較することは難しいが、
並べ替えて整理した資料を根拠に階級の幅を設定したり、次時において各グループの発表内容をより説得力の
あるまとめ方はどれになるかという視点で聞いたりすることで考えを深めることにつなげることをねらった。
ICT を活用する環境にある場合は、Excel 等の表計算ソフトや、フリーソフトであるヒストグラム作成ソフト
「Simle Hist」
（宮崎大学藤井良宜教授が開発）などを用いることが有効であると考える。
（３）新学習指導要領との関連について
平成３３年度から全面実施となる新学習指導要領において、「データの活用」領域では「思考力、判断力、表
現力等」に「批判的に考察」
「判断」という部分が新たに加わっている。それまで資料の読み取りが中心であった
ことが、読み取った内容から分析をするところまで求めている。また中学校３年間を見通してみると、最終学年
における批判的な考察の対象は読み取りだけでなく、調査方法や結果にまで拡大することになっている。そして
「学びに向かう力・人間性等」においても全学年において「問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとす
る態度」を養うことが明記されている。この態度は、問題や課題を解決するために、既習事項を基に解決の見通
しをもったり解決の方法を計画したりし、それらを自他の関わりを通して批判的にとらえる経験を積み重ねるこ
とで養われるものであり、これらの資質・能力は互いに強く関連しながら育成されるものであると考える。

新学習指導要領
・傾向の読み取りを批判的に考察
・調査方法や結果を批判的に考察

現行学習指導要領
資料の傾向の「読み取り」が中心
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「調査方法や結果」の批判的な考察については３学年で初めて明記されているが、１学年の段階からたとえ不
十分であっても継続して行っていくことは、資料の傾向を批判的に考察し、より的確に読み取る上で重要である
と考える。したがって本実践においてはそのための手立てとして、始めに個人で解決の方法を想起させる場面を
設け、その後グループで集まり、個人の考えを基に話し合った上でグループごとの方法を決め、整理・分析に入
り、その後の終末部において中間発表の場を設けることとした。それにより、
「より説得力のある説明をするには
どうしたらよいか」という視点から他のグループの発表内容を聞き、自分のグループの方法や現段階の読み取り
方を批判的にとらえることになる。そしてそこで得られた知見を基に、本時の終わりや次時の最初の場面で階級
の幅を見直して度数分布表やヒストグラムを表し直してみたり、比較する期間を変えてみたり、代表値を考察の
材料に加えたりするなどして、より的確に資料の傾向を捉えようとする姿につながると考えた。

領域「Ｄ データの活用」に関する各学年の目標
１学年
２学年
３学年

知識及び技能
データの分布と確率について
の基礎的な概念や原理・法則な
どを理解するとともに，事象を
数理的に捉えたり，数学的に解
釈したり，数学的に表現・処理
したりする技能を身に付ける
ようにする。
データの分布と確率について
の基礎的な概念や原理・法則な
どを理解するとともに，事象を
数学化したり，数学的に解釈し
たり，数学的に表現・処理した
りする技能を身に付けるよう
にする。
標本調査についての基礎的な
概念や原理・法則などを理解す
るとともに，事象を数学化した
り，数学的に解釈したり，数学
的に表現・処理したりする技能
を身に付けるようにする。

思考力、判断力、表現力等
データの分布に着目し，その傾
向を読み取り批判的に考察し
て判断したり，不確定な事象の
起こりやすさについて考察し
たりする力を養う。

学びに向かう力・人間性等
数学的活動の楽しさや数学のよさに気付
いて粘り強く考え，数学を生活や学習に生
かそうとする態度，問題解決の過程を振り
返って検討しようとする態度，多面的に捉
え考えようとする態度を養う。

複数の集団のデータの分布に
着目し，その傾向を比較して読
み取り批判的に考察して判断
したり，不確定な事象の起こり
やすさについて考察したりす
る力を養う。

数学的活動の楽しさや数学のよさを実感
して粘り強く考え，数学を生活や学習に生
かそうとする態度，問題解決の過程を振り
返って評価・改善しようとする態度，多様
な考えを認め，よりよく問題解決しようと
する態度を養う。

標本と母集団の関係に着目し，
母集団の傾向を推定し判断し
たり，調査の方法や結果を批判
的に考察したりする力を養う。

数学的活動の楽しさや数学のよさを実感
して粘り強く考え，数学を生活や学習に生
かそうとする態度，問題解決の過程を振り
返って評価・改善しようとする態度，多様
な考えを認め，よりよく問題解決しようと
する態度を養う。
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