
数学科授業案 

日 時 平成２９年２月１３日（月）２校時 

生 徒 １年Ｂ組 男子１７名 女子１７名 

授業者 赤 本 純 基 

授業場 １年Ｂ組 

 

１ 単元名 「７章 資料の分析と活用」 

 

２ 単元の目標 

  不確定な事象の資料を目的に応じて収集・整理する活動を通して，ヒストグラムや代表値，相対度数の

必要性と意味および誤差や近似値の意味についての理解を深め，それらを数学的に表現し処理する方法を

習得し，資料の傾向を読み取る能力を高め，それらを活用して考えたり判断したりしたことを説明しよう

とする態度を培う。 

  

３ 単元について 

（１） 単元観 

  これからの知識基盤社会を生きていくためには，日々報道されるニュースや新聞などに見られる事物や

事象を表すデータや情報をもとに，解読，解釈することはもちろん，推論したり，情報を加工したり，自

己の考えを組み立てたりすることが必要な力として求められる。しかしながら，今日の我が国の中学生の

状況は芳しくない。例えば，平成 28 年度の全国学力学習状況調査において，「資料の活用に関する問題」

の正答率は，次の通りとなっている。「Ａ12（１）資料を整理した表から最頻値を読み取ることができるか

どうかをみる問題 正答率 46.2％」，「Ａ12（２）測定値が与えられた場面において，近似値と誤差の意味

を理解しているかどうかをみる問題 正答率 35.4％」，「Ｂ５（１）資料の傾向を的確に捉え，判断の理由

を数学的な表現を用いて説明することができるかどうかをみる問題 正答率 48.1％」，「Ｂ５（２）与えら

れた情報から必要な情報を選択し，数学的に表現することができるかどうかをみる問題 正答率 31.3％」。 

 このように，総じて課題を抱えている状況といえる。現行中学校学習指導要領解説数学編では，中学校第 

１学年の「資料の活用」領域の学年目標を「目的に応じて資料を収集して整理し，その資料の傾向を読み 

取る能力を培う。」と設定している（文部科学省，2008）。しかし，指導によりよい工夫が必要とされてい 

るのが現状といえる。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）では，次期学習指導要領においては，中学校の「資料の活用」領域の内容 

について，「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，高等学校 

情報科等との関連も図りつつ，小・中・高等学校教育を通じて統計的な内容等の改善について検討してい 

くこと」を重点において整理する方向性を示している（中央教育審議会，2016）。この視点を鑑みた授業改 

善が求められているといえよう。 

 

（２） 目指す生徒像（ホームページ上では省略します） 

本単元の指導では，「資料を活用して考えたり判断したりしたことを説明しようとする生徒像」への近接

を目指したい。授業学級である１年Ｂ組は，１２月に実施したスクールサーベイでは，次のような回答結



果であった。「積極次元選択数：75人 消極次元選択数：1人」，「教科についての好悪傾向 好：28人 嫌：

1人」。 ２つの質問についての回答人数については，教科間で相対的に捉えたときに高い数値を示してい

る。また，４月に行った教研式集団基準準拠検査（以下，NRT）や教研式観点別到達度学力検査（以下，

CRT）においての「資料の活用」領域についての問題の正答率は次の通りであった。 

 両検査ともに，全国比を大きく上

回っている。しかしながら，NRT

の小問分析表において，大きな課

題が見受けられた。それは，次の

問題である。 

 

 

 

 

  

 

答．イとエ 

   

 

 

 

 
 

  

 この問題は，小問３題からなる真ん中の問題である。誤答であるウの選択人数が多かったのは，資料Ｂの

きゅうりの生産額の割合（1980年 15％，2010年 30％）を比較して，「生産額の割合が 2倍になっている

から 2 倍」と判断して回答したからと推測できる。同様にして，正当であるイの選択人数が少なかったの

は，「大根の生産額の割合が小さくなっているから，生産額は増えていない」と判断したのではないだろう

か。このように，授業学級である１年Ｂ組は，一見すると数学が好きで得意な生徒が多いと思われるが，

今日の我が国の中学生の状況と同様に，与えられた情報から必要な情報を選択し，適切な判断をすること

に課題を有する生徒が多い学級といえる。 

  

（３） 指導観 

以上を踏まえ，本単元の指導の重点を「不確定な事象を考察する場面で，目的に応じて資料を整理し，

資料の傾向を読み取って問題を解決できるようにすること」と捉えた。以下に，研究に関わる具体的な手

だてを述べていく。 

本単元における「見方・考え方」と「対話的な学び」との関係性 

本単元における「数学的な見方・考え方」は，複雑な事象をデータ化して捉え，統計的に処理し，導か

れた結果を事象に照らして解釈することなどから統合的・発展的に考えることである。特に，集団解決の

場面において，導入問題から得られる多様な考えを比較検討することを促したり，導入問題の条件を変更

したり，適用範囲を広げたり，思考の観点を変えたり，問題場面を変えたりすることを促す発問をするこ

とで，生徒が教師や仲間，自己と対話的に学びたくてしかたがなくなるように仕向けていく。 

イの選択人数 2人 

学級通過率 6％ 

学年通過率 12％ 

全国通過率 11％ 

NRT 

 学 級 学 年 全 国 全国比 

56.2％ 56.6％ 44.0％ 128 

57.8％ 58.0％ 45.3％ 128 

CRT 

 学 級 学 年 全 国 全国比 

68.1％ 68.8％ 56.4％ 121 

66.6％ 63.9％ 52.0％ 128 

 

生徒の回答状況 

ア…9人 イ…2人 

ウ…26人エ…26人 



４ 評価規準 

 数学への 

関心・意欲・態度 

数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形など 

についての知識・理解 

ア ヒストグラムや代表

値，相対度数などに関心

をもち，その必要性と意

味を考えたり，資料を収

集して整理したり，その

傾向を読み取ったりしよ

うとしている。 

イ ヒストグラムや代表

値，相対度数などを用い

て資料の傾向を捉え説明

することに関心をもち，

問題の解決に生かそうと

している。 

ア ヒストグラムなどを基

にして，資料の傾向を読み

取ることができる。 

イ 代表値や相対度数を基

にして，資料の傾向を読み

取ることができる。 

ウ 問題を解決するため

に，ヒストグラムや代表値，

相対度数などを用いて，資

料の傾向を捉え説明するこ

とができる。 

ア 資料を表やヒストグラ

ムなどを用いて整理する

ことができる。 

イ 資料の代表値や相対度

数を求めることができ

る。 

ウ 問題を解決するため

に，ヒストグラムや代表

値，相対度数などを用い

て資料を整理することが

できる。 

ア ヒストグラムや代表値

の必要性と意味，及び，階

級と範囲の意味を理解し

ている。 

イ ヒストグラムや代表

値，相対度数などを用い

て，問題を解決する手順

を理解している。 

ウ 近似値と誤差の意味や

有効数字の意味や数をａ

×10ｎの形に表すことを

理解している。 

 

５ 学びの過程のデザイン（紙面の都合により，１～３時間目のみ）    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1時間目・2時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3時間目 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 本時について（３／１０時間目）  

（１） 本時の目標 

  相対度数やそれの度数分布多角形のよさに気付く。 

（２） 本時における研究の視点 

  本発問は，導入問題の解決過程で相対度数の考え方を学習した後に，導入問題の条件を変更することで，

学習した知識を統合し，さらに発展させて累積相対度数の考え方に触れさせることを目的にした発問であ

る。 

 

学 習 活 動 下支えする主体的な学び  手 立 て 

（本時参照） （本時参照）        考 イ （本時参照） 

目標：度数分布表やヒストグラムの必

要性や意味について説明することがで

きる。 

問題 資料（左参照）は⑰番，⑱番バ

スの「白樺入口」から「釧路駅」まで

かかるバスの所要時間を並べたもので

ある。それぞれのバスの晴れや曇りの

日の所要時間の様子には，どのような

特徴があるのだろうか。 

課題 バスの所要時間をどのように整

理すれば，特徴をとらえやすくなるの

かな？       技 ア 知 ア  

問題を解決する過程で，度数

分布表のよさやヒストグラム

のよさが感得されるように，特

徴が読み取りづらい２つの資

料を提示し，その特徴を読み取

ることを問う問題を設定した。 

問題解決後に 
 
表（省略）はある中学校

の第２学年の生徒の身長の
データです。このデータを
ヒストグラムに階級の幅を
変えて表すと次の（Ａ），
（Ｂ）のようになります。 
         ←（Ａ） 
 
 
 

（Ｂ）→ 
 
 
どちらの階級の幅でヒスト
グラムをつくるのが適切か
な？ 



（３）本時の展開（○発問，△補助発問，□指示・説明） 

学習活動 
（下位目標） 

主な働きかけ 
 

【評価】 
個に応じた指導（▲） 

 

 

 

 

 

 

 
 
１．予想したバスの番号をノートに記
入することができる。 

・１「台数を比べると⑱の方が多いか
ら，⑱と判断してよい。」 

・２「でも，⑰，⑱の台数の合計が異
なるよ。本当に，台数の合計を比べ
るだけで⑱と判断してよいのか
な？」 

・「では，どのように判断すればよいの
かな？」 

 

 

・「どうして，割合だったら判断できる
の？」 

・「合計台数が異なるときでも，全体の
中でどのくらいの量なのかがわか
るから割合で比べればいいんだ
よ。」 

 

 

 
 
 
 
２．相対度数を用いて問題を解決する
方法をノートに記入することがで
きる。 

・「全ての階級の相対度数を求めれば
判断できそうだよ。」 

・「相対度数の和を比べていけば，簡単
に判断できそうだよ。」 

 

３．度数分布多角形のよさを発言する
ことができる。 

・「どうして，そんなに早く判断できた
の？」 

・「表は，６０分かからなかった台数を
計算しなくちゃいけないけど，グラ
フは，２つの資料の全体的な傾向が
一目でわかるよ。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

○「予想してみよう。」 

 

 

 

 

□「小学校のときに，「割合＝比べられ
る量÷もとにする量」と学習しまし
たね。」 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○「次の表（または，グラフ）は⑩番，
⑪番のバスの１年間の「釧路駅」か
ら「釧路空港」までの所要時間を表
したものです。６０分かからずに
「釧路空港」に着く台数が多いと判
断できるのは，どちら 

のバスかな？」 

 

 

 

 

 

 

・度数分布表に度数を書
き入れながら問題の
説明をする。度数を全
て書き入れたところ
で，「３０分かからず
に「釧路駅」に着きた
い。どちらのバスに乗
ればよいだろうか。」
と板書し，問題を提示
する。 

【観察，ノート】 

 

 
 
・予想はノートに書かせ
る。 

・１，２の順に取り上げ
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観察，ノート】 

 

 

 

 

・列ごとに，「度数」，
「度数と相対度数」，
「度数分布多角形」の
いずれかが書かれた
プリントを配布し，問
題を解決する時間に
差が生まれるように
する。 

【観察，発表】 

 

 

 

 

 

 

手立て 

問題 右の表は，⑰，⑱番バスの１週間の「白 
樺入口」から「釧路駅」までの所要時間を度数 
分布表にまとめたものである。 
太郎さんが「白樺入口」でバスを待っていた 

ところ，⑰ 番と⑱ 番のバスが同時にきた。太 
郎さんは，３０分かからずに「釧路駅」に着き 
たいという。どちらのバスに乗ればよいだろうか。 
 

《課題》２つの資料で，全体の度数が異なるときには，どのように比べればよいのかな？ 

○「問題で，「３０分」ではなく，「３５

分（４０分，４５分）」だったら，ど

ちらのバスの方が「釧路駅」に着く台

数が多いといえるのかな？」 手立て 

まとめ１ 全体の度数が異なる資料を比べるときには，度数の代わりに，度
数の合計に対する割合（相対度数）を用いるとよい。 

まとめ２ 全体の度数が異なる資料を比べるときには，相対度数を折れ線
（度数分布多角形）に表すことが有効なときもある。 

▲解決の見通しが立たな

い生徒には，キーワー

ドを生徒に発言させた

り，それらを板書した

りテレビに生徒のノー

トを示したりして，自

分なりの考えが持てる

よう促す。 

答．⑰番 

 ３０分かからずに「釧路駅」につ
く割合が⑰番が 0.4，⑱番が 0.3 で
⑰番の方が大きいから。 

答．３５分→⑰ ４０分→⑱  

４５分→どちらともいえない 

答．⑩番 

「３０分未満の度数をみると⑱番の
バスの方が大きいので３０分かから
ずに「釧路駅」に着く台数が多いの
は⑱番ではないか」「全体の度数との
割合を考えると⑰番ではないか」と
予想が分かれるように仕組む。 Ａ―①  

 

 

 

宿題 右の表は，A 校と B校の 3年男子 のハンド 
ボール投げの記録について，度数及び相対度数をまとめ 
たものである。2 校について，記録がよいといえるのは 
A 校と B校のどちらであるか，そう判断した理由とあわ 
せて書きなさい。 

答．Ａ校。３０ｍ以上の相対度数がＡ校は 0.16，Ｂ校は 0.14でＡ校の方が大きいから。など 


