
 
 
 
 
 
 

概        要 

学年・教科・単元等 　小学校６年生・算数科・資料の調べ方 

活用方法 
実践モデルプログラムの四つの過程を、学習のねらいに合

わせて、本時の指導に位置付けている。 

成 果 等 

第７時には、読み取ったデータを比較検討して、児童が自

ら解決したい問題を見つることができた。第８時には、授業

者がさらに必要なデータを提供し、問題解決のためにチーム

で取り組むなど、児童が主体的に学ぶ様子が見られた。 

 

第６学年 算数科学習指導案 

 

１ 単元名  資料の調べ方 

 

２ 単元について 

この単元では、資料の散らばりについて、ドットプロット・度数分布表・ヒスト

グラムを用いた分類・整理の仕方や代表値の意味を理解し、それを基に事象の特徴

を考えたり説明したりすることを通して、統計的に問題解決する力を育むとともに、

その方法を生活や学習に活用しようとする態度を養うことをねらいとしている。 

統計領域で重点が置かれるポイントは、データの特徴や傾向に着目すること、表

やグラフを適切に判断して整理すること、表やグラフから結論を考察することなど、

幅広い。また、データを使って問題を解決するときの五つの手順として、ＰＰＤＡ

Ｃ（Ｐ：Problem、Ｐ：Plan、Ｄ：Data、Ａ：Analysis、Ｃ：Conclusion）サイク

ルが大切とされている。一度結論を導いても、批判的に結論を考察し直していく態

度も求められる単元である。 

 

３ 研究主題の具現化のための手立て 

考え方を見付ける 

・データの傾向を分析する視点として、いろいろな代表値を知る。これまで、数

値化されたデータの傾向分析といえば平均値を用いてきた子供たちである。分

析のねらいに応じて、平均値、最大値、最小値、中央値、最頻値を使い分ける

「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラム 

 を活用した学習の事例（指導案等）  



必要があることを理解できるよう、それぞれの数値の特性を生かした分析を扱

っていく。 

・データを表す方法として、ドットプロット、度数分布表、ヒストグラムがある

ことを知る。それぞれの表やグラフの特徴を理解し、場面によって使い分けら

れるよう問題設定をしていく。 

・統計的に問題解決する際の方法として、ＰＰＤＡＣサイクルというものを知る。

一度結論が出ても様々な視点から批判的に再考察していくことに、必要感が生

まれるような問題場面設定をしていく。 

考え方を集める 

・いろいろな代表値や表・グラフを知った際、それぞれがどのようなことを比較

する場合に有効に働くのか、その特性を理解することが大切である。後の考え

方を使ってみる場面において、自らの意図で選択して使えるよう蓄積させてい

く。 

考えを使ってみる 

・統計的な問題解決をする際に大切とされるＰＰＤＡＣサイクルだが、特にＰ：

問題設定が大切であると考える。どのような問題を解決するために統計的な分

析が必要なのか、目的意識を明確にすることで、子供自身がどの方法でデータ

を見ればよいか判断して使えるようにしていきたい。 

 

４ 単元の目標 

  〇資料の散らばりについて、ドットプロット・度数分布表・ヒストグラムを用い

た分類・整理の仕方や代表値の意味を理解し、それを基に事象の特徴を考えた

り説明したりすることを通して、統計的に問題解決する力を育むとともに、そ

の方法を生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

 

５ 単元全体計画 

 主なねらいと学習活動 ◎ねらい ○学習問題 ☆まとめ 考え方 

１ 

◎資料やその比べ方を考えることを通して、単元の課題をつか

む。 

○何組の記録がよいかを知るには、どのようなことを調べれば

よいだろうか。 

☆平均値、最大値、最小値など、どの数値に着目するかで結論

は変わる。 

・代表値とし

て、平均値、

最大値、最小

値がある。 

２ 

◎ドットプロットを知り、それを使って資料の特徴を見いだす

ことができる。 

○記録をドットプロットに表すと、どのようなことがわかるだ

ろうか。 

☆ドットプロットで表すと、記録のまとまりやちらばりが見え

る。 

・ちらばりの様

子を表すも

のとして、ド

ットプロッ

トがある。 



３ 

◎ドットプロットの考察を通して、中央値や最頻値の意味を理

解し、それを使って資料の特徴を見いだすことができる。 

○記録の特徴を表す値について調べよう。 

☆平均値、中央値、最頻値のように、資料の特徴を表す値を代

表値という。 

・代表値とし

て、中央値、

最頻値があ

る。 

４ 

◎度数分布表を知り、それを使って資料の特徴を見いだすこと

ができる。 

○ちらばりの様子を表に表すと、どのようなことがわかるだろ

うか。 

☆度数分布表で表すと、人数の割合が見えるので、全体の人数

の違いによらず比べることができる。 

・ちらばりの様

子を表すも

のとして、度

数分布表が

ある。 

５ 

◎度数分布表をもとに、ヒストグラムをかくことができる。 

○データをグラフに表すと、どのようなことがわかるだろうか。 

☆ヒストグラムに表すと、資料の特徴が一目でわかる。 

・ちらばりの様

子を表すも

のとして、ヒ

ストグラム

がある。 

６ 

◎複数のグラフから情報を適切によみ取ることができる。 

○資料からどのようなことが言えるか考えよう。 

☆複数の資料を関連させてみると、変化の理由も推測できる。 

・複数の資料か

ら多面的に

考察する。 

７ 

◎身のまわりの事象から問題を設定し、統計的な手法を用いて

解決することができる。（問題発見と調べる活動） 

○どのように在庫数を調整すれば売り上げがのびるだろうか。 

☆一月分のデータで結論を出すことはできない。複数の月のデ

ータが必要。 

・一度結論が出

ても批判的

に再考察す

る。 

８ 

 

◎身のまわりの事象から問題を設定し、統計的な手法を用いて

解決することができる。（話し合う活動） 

○どのように在庫数を調整すれば売り上げがのびるだろうか。 

 複数のデータを見比べて考えよう。 

☆複数のデータから売り上げの傾向を読み取ることで、在庫数

の調整をより正確に考えることができる。 

・一度結論が出

ても批判的

に再考察す

る。 

９ 
◎学習内容の理解を確認する。 

〇学びのまとめとして練習問題に取り組もう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 本時の指導（第７・８時） 

（１）目標 

  身のまわりの事象から問題を設定し、統計的な手法を用いて解決することができ

る。 

【思考力、判断力、表現力等】 

（２）展開 

学習プロセス 

時配 

〇学習活動と内容 

Ｔ：教師の発問 Ｃ：予想される子供の反応 

・支援及び留意点 ○評 ：評価 

考この授業で大切にしたい考え方 

第７時 

 

 

 

○学習素材と出会う（Problem：問題を設定する） 

・運動靴の売り上げがのび悩んでいる靴屋の売

り上げをのばそう。 

＜店の現状＞ 

・月初めに全サイズの在庫を 10 足にそろえてい

る。 

・倉庫の大きさの都合上、在庫の総数は決まっ

ている。（10 足×16 サイズ分＝160 足） 

・売り切れてしまっても月の途中で補充はして

いない。 

○課題を明確にする（Plan：計画を立てる） 

・在庫数を調整することで売り上げをのばそう。 

 

 

・今、運動靴はどれくらい売れているのだろう

か。 

・サイズ別の売り上げ数を調べてみよう。 

○情報を収集し調べる（Data：データを集める） 

・どのサイズが売れたか調べるために先月の売

り上げ数を調べよう。 

・売り上げデータをドットプロットにまとめよ

う。 

・どのような課題を解決する

ために分析を行うのか、明

確な問題意識をもてるよう

に、問題場面をしっかりと

設定し、示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・売り上げをのばすためにど

のようなことを調べればよ

いか、これまでの学習をも

とに分析の見通しをもてる

ようにする。 

・データの傾向をつかむため

にドットプロットに表す。

手順を振り返りながら、正

しく作成できるようにして

いく。 

・できあがったドットプロッ

トの最頻値を見たときに、

すべて 10 足でとまってい

る状況について、その理由

を考えさせたい。 

 

どのように在庫数を調整すれば売り上げがのびるだろう



 
○自分の考えを形成する（Analysis：分析する） 

・できあがった資料をもとに、分析を進める。 

21.0cm 前後はよく売れている 

○学んだことをまとめる(Conclusion：結論を出す) 

・在庫数の調整の仕方について自分なりの考え

をもつ。 

「21.0cm 前後の在庫数を増やして、あまり売

れていない 17.0cm や 24.5cm あたりの在庫

数を減らせば、売り上げをのばすことがで

きる。」 

○新たな疑問をもつ（Problem：問題を設定する） 

・分析した売り上げの傾向は毎月変わらないだ

ろうか。 

○課題を明確にする（Plan：計画を立てる） 

・他の月も調べてみる必要がある。 

 

 

考既習の活用…代表値として

最頻値を用いて、傾向を読

み取る。 

○評 ：身のまわりの事象から問

題を設定し、統計的な手法

を用いて解決することがで

きたか。（発言・ノート） 

 

 

考批判的思考…一度導いた結

論で満足せず、本当にこれ

でよいか改めて考察しなお

す。 

第８時 

見出す 

５分 

○課題を明確にする（Plan：計画を立てる） 

Ｔ：前時に出た結論として、21.0cm 前後の在庫

数を増やして、あまり売れていない 17.0cm

や 24.5cm あたりの在庫数を減らせば、売り

上げをのばすことができるとありました。

この方法でよさそうですね。 

Ｃ：いいえ。よく売れる靴のサイズが毎月同じ

とは限りません。 

Ｃ：一月分しか調べていないので、他の月の売

り上げも調べる必要があります。 

・冒頭に前時の終末の議論を

振り返ることで、本時の課

題を全体で共有する。 

 

 

 

考批判的思考…一度導いた結

論で満足せず、本当にこれ

でよいか改めて考察しなお

す。 



チ ー ム

で 取 り

組む 

１５分 

○自分の考えを形成する（Analysis：分析する） 

Ｔ：それでは、他の月の売り上げデータも見て、

みなさんの考えた方法で本当によいか確か

めてみましょう。（資料を提示する） 

 
Ｃ：20.5cm～22.0cm は毎月 10 足売れているよ。 

Ｃ：毎月売り切れているのなら、やはりこのサ

イズの在庫数を増やせばもっと売り上げを

のばせるかもしれないね。 

Ｃ：その分、どのサイズの在庫数を減らせばよ

いかな。 

 

 

 

 

 

 

 

・各グループが改めてドット

プロットを作成している

と、作業に大きく時間が割

かれてしまうので、本時で

はドットプロットとして表

しているデータを配付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・どの月も、売り切れている

サイズがあることに着目

し、分析ができるようにし

ていく。 

・あまり売れないサイズにつ

いても、分析の目が向くよ

うにしていく。 

広げ 

深める 

１５分 

 

〇友達と互いに学び合う（Analysis：分析する） 

Ｔ：チームの分析結果を発表しましょう。 

Ｃ：倉庫の大きさが決まっているので、総在庫

数は変えられません。21.0cm 前後の在庫数

を増やして、あまり売れていない 17.0cm や

24.5cm あたりの在庫数を減らせば、売り上

げをのばすことができると考えました。 

Ｔ：なぜ、そのサイズの在庫数を変更しようと

考えたのですか。 

Ｃ：20.5～22cm はどの月も必ず売り切れている

ので増やそうと思いました。17.0cm や

24.5cm はどの月も半分以上在庫が残ってい

 

・どのグループも似たような

改善案を発表することが予

想される。在庫数を変更す

るサイズのちがいや、変更

数の加減のちがい等に着目

し、なぜその数値に設定し

たのか、数理的な根拠をも

って発表するよう促してい

く。 

○評 ：身のまわりの事象から問

題を設定し、統計的な手法



るので減らそうと思いました。 

Ｃ：私たちのグループでは、小さいサイズより

大きいサイズの方が売れる傾向にあるか

ら、在庫数の減らし方に差をつけたよ。 

Ｃ：毎月の売り上げの傾向が似ているから、こ

の方法で売り上げがのばせそうだね。 

 

 

 

 

を用いて解決することがで

きたか。（発言・ノート） 

まとめ 

あげる 

１０分 

〇学んだことをまとめる（Conclusion：結論を出す） 

Ｔ：結論として、どのような在庫数の調整の仕

方がよいといえそうですか。みなさんの意

見で共通していることはありませんか。 

Ｃ：あまり売れないサイズの在庫数を減らして、

その分よく売れるサイズの在庫数を増やす

という考え方です。 

Ｃ：売り上げの傾向をよく調べるためにも、複

数の月のデータを見ることも大切だった

ね。 

○今日の学習を振り返る 

Ｔ：今日の学習でわかったこと、大切だと思っ

たことを記録しておきましょう。 

 

 

 

・全体として共通の結論がも

てるように、まとめる視点

をあたえる。 

考批判的思考…一度導いた結

論で満足せず、本当にこれ

でよいか改めて考察しなお

す。 

・今日使った考え方で役に立

ったものは、価値付けして

今後も使っていけるように

していく。 
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より正確な分析をするには、複数のデータから売り

上げの傾向を読み取ることが大切だとわかった。 


