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○ 単元観  

 本単元は，小学校学習指導要領解説算数科第６学年，「Ｄデータの活用」の指導事項（１）「データの

考察」の内容を受けて設定したものである。本単元では，集団の傾向を捉えるために，代表値やドット

プロット，度数分布表，ヒストグラムなどについて理解し，それを用いる力を伸ばす。すなわち，統計

的な問題解決の方法を用いて、平均値だけで判断するのではなく，最頻値や中央値等も代表値として扱

い，多面的に分析し問題を解決する力や，解決した結果をふり返り批判的に考察しようとする態度，生

活や学習に活用しようとする態度などを育てることをねらいとしている。 

 

○ 児童観 

本学級の児童は， 第５学年までに文字情報として得られる「質的データ」や数値情報として得られ

る「量的データ」，時間変化に沿って得られた「時系列データ」について表にまとめたり，グラフに表

したりすることでデータの特徴や傾向を捉えることを学習している。「平均」については，第５学年

で，「いくつかの数量があるとき，それらを等しい大きさの数量にならす」という測定値の平均として

学習してきている。５月に行った全国学力・学習状況調査では，集団の特徴を捉えるために，どのよ

うなデータを集めるべきかを判断するかを問われた問題の通過率が 63.3％で，集めるべきデータの視

点２つのうち，１つの視点しか選択できていない児童が 24％もいた。このことから，集団の特徴を捉

えるために，どのようなデータを集めるべきかを判断したり，その問題を統計的に解決するために，

複数の視点でデータを分析したりする力に課題があると言える。 

協働解決の場面では，友だちと話し合うことで自分の考えを広げたり深めたりできていると感じて

いる児童が多くみられる。しかし，情報を比較・分類・整理等，多面的に情報を捉えることができて

いると感じている児童は少ない。その為，「理由を明確にしながら説明している。」では，肯定的評価

をした児童が 78％で，安易に表面的な事象に着目してしまい，物事を深く思考しようとする意欲が低

い児童が約 20％いる。。 

 

○ 指導観 

  指導に当たっては，教科書の統計的な問題解決の過程について，データの見方・考え方を中心にグ

ラフや表の要点をしっかり押さえることで，習得すべき事柄を確実に身につけさせたい。そして，既

習である平均値だけで集団の特徴や傾向を比較することができるかという批判的に考察する視点を

もたせ，統計的な問題解決の方法として意識できるようにしたい。さらに，単元を通して教科書の数

値と自分達の握力のデータを使用することで，平均値，最頻値，中央値，柱状グラフ（ヒストグラム）

等で，１つのデータを多面的に分析する時間を設け，力を育成したい。 

  課題設定の場面では，体力自慢の児童が多数いる中，毎年全国平均より低い数値になっている種目

があることを伝え，この単元で学習することを使えばその種目の課題が明確になり，本校の課題を解

決できるという意欲を高めていくようにしたい。情報収集の場面では，教科書で使用されているデー

タや課題解決過程から，数学的に表現・処理したり，粘り強く考えたりする場を設定することで，多

面的に思考する力を養いたい。さらに，協働解決の場をうまく活用することで，自分の考えを広げた
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り深めたりさせ，自己肯定感が低い児童が安心して授業に取り組める環境の中で，学習を進めていけ

るようにしたい。 

 

 

○目的に応じてデータを収集したり適切な手法を選択したりするなど，統計的な問題解決の方法を理 

解する。                         【D（１）ア（ウ）知識及び技能】 

○目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着目し，代表値などを用いて問題

の結論について判断するとともに，その妥当性について批判的に考察する。 

                         【D（１）イ（ア）思考力・判断力・表現力等】 

○統計的な問題解決の過程について，多面的にとらえ検討してよりよいものを求めて粘り強く考えた

り，数学のよさに気付き学習したことを今後の生活や学習に活用しようとしたりする。 

                                             【学びに向かう力，人間性等】 
 

                                                                          

 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 代表値（平均値・中央値・最
頻値等）の意味や求め方，度数
分布表や柱状グラフ（ヒストグ
ラム），目的に応じてデータを
収集したり適切な手法を選択
したりするなど，統計的な問題
解決の方法について理解して
いる。 

目的に応じてデータを集めて
分類整理し，データの特徴や傾
向に着目し，代表値や全体の分
布の様子から問題の結論につい
て判断するとともに，その妥当
性について，別の観点や立場か
ら批判的に考察している。 

統計的な問題解決の過程につ
いて，数学的に表現・処理したこ
とをふり返り，多面的にとらえ
検討してよりよいものを求めて
粘り強く考えたり，数字のよさ
に気付き学習したことを今後の
生活や学習に活用しようとした
りしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ Ｂ 

【知識・技能】 

・目的に応じてデータを収集したり適切な手
法を選択したりすることについて理解し，
データの特徴や傾向から妥当性を考察した
り改善する余地がないかを検討したりする
など，統計的な問題解決の方法が理解して
いる。 

・目的に応じてデータを収集したり適切な
手法を選択したりするなど，統計的な問
題解決の方法が理解している。 

【表 現 力】 

【思 考 力】 

・目的に応じてデータを集めて分類整理し，
データの特徴や傾向に着目し，代表値など
を用いて問題の結論について判断するとと
もに，その妥当性について別の観点や立場
から批判的に考察している。 

・目的に応じてデータを集めて分類整理
し，データの特徴や傾向に着目し，代表
値などを用いて問題の結論について判
断するとともに，その妥当性について批
判的に考察している。 

【主 体 性】 

【自己理解】 

・統計的な問題解決の過程について，多面的
にとらえ検討してよりよいものを求めて粘
り強く考えたり，数学のよさに気付き学習
したりしたことを，積極的に今後の生活や
学習に活用しようとしている。 

・統計的な問題解決の過程について，多面
的にとらえ検討してよりよいものを求
めて粘り強く考えたり，数学のよさに気
付き学習したことを今後の生活や学習
に活用しようとしたりしている。 

２ 単元の目標及び内容について 

３ 単元の評価規準 

４ 単元で育成したい資質・能力 
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（全１２時間）他教科との関連 

時 
学習内容 

【育成したい資質・能力】 

評  価 

知 思 態 評価規準（評価方法） 

１ 

 

 

○毎年課題のある「握力」について，

本単元の学習を通してデータの活

用方法を習得し「握力 UP！」を目

指そうという意欲をもつ。 

【主体性】 

  ○ ・新体力テストの「握力」につい

て，毎年課題があることを知り，

算数の授業で学んだことを通し

て課題解決していこうとする意

欲をもっている。 

（行動観察，発言，ワークシート） 

２ 

 

 

○代表値としての平均値について理

解する。 

【知識・技能】 

○   ・データの特徴を調べるときに，

平均値を用いることがあること

を理解している。 

（行動観察，発言，ノート，ワーク

シート） 

３ 

○データをドットプロットに整理す

る方法を理解し，データの散らばり

の様子を考察する。 

○代表値としての最頻値について理

解できる。       

本時【知識・技能】 

○ ◎  ・ドットプロットに整理する方法

や，データの特徴を調べるとき

い最頻値を用いることがあるこ

とを理解している。 

（行動観察，発言，ノート，ワーク

シート） 

４ 

○データを度数分布表に整理する方

法を理解し，読み取ることができ

る。 

【知識・技能】 

○   ・散らばりの様子を調べると，デ

ータの特徴が分かりやすくなる

ことを理解し，データを度数分

布表に整理したり度数分布表を

読み取ったりしている。 

（行動観察，発言，ノート，ワーク

シート） 

５ 

○柱状グラフの読み方，かき方につい

て理解する。 

【知識・技能】 

○ 

 

  ・柱状グラフ（ヒストグラム）に表

すと，データの特徴や分布の様

子が分かりやすくなることを理

解し，柱状グラフ（ヒストグラ

ム）を読んだり，かいたりしてい

る。 

（行動観察，発言，ノート，ワーク

シート） 

６ 

○代表値としての中央値について理

解し，代表値としてまとめる。 

【知識・技能】 

○   

 

 

・データの特徴を調べるときに，

中央値を用いることがあること

や代表値について理解している。

（行動観察，発言，ノート，ワー

クシート） 

７ 

 

 

○データの特徴や傾向に着目し，問題

に対する結論を考え，代表値などを

用いて判断する。 

【思考力・表現力】 

 ○  ・データの特徴や傾向に着目し，

問題に対する結論を考え，代表

値などを用いて判断したり，結

論が妥当であるかどうかを別の

観点や立場から批判的に考察し

たりしている。 

（行動観察，発言，ノート，ワーク

シート） 

５ 指導と評価の計画 

情報の収集，整理・分析（８） 

まとめ・創造・表現（２） 

課題の設定（１） 
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（１）本時の目標 

 ◎ データをドットプロットに整理する方法を理解し，データの散らばりの様子を考察することがで

きる。 

 ○ 代表値としての最頻値について理解することができる。 

 

（２）本時の評価規準 

 ◎ 散らばりの様子を調べる必要性について考え，データを統計的に考察している。 

【思考・判断・表現】           

 ○ ドットプロットに整理する方法や，データの特徴を調べるときに最頻値を用いることがあるこ

とを理解している。 

【知識・技能】

時 
学習内容 

【育成したい資質・能力】 

評  価 

知 思 態 評価規準（評価方法） 

８ 

 

 

○これまでの学習に関連して，新たな

問題を設定し，解決するとともに，

統計的な問題解決の方法を理解す

る。     【思考力・表現力】 

 ○  ・目的に応じてデータを収集した

り適切な手法を選択したりする

など，統計的な問題解決の方法

について理解している 

（行動観察，ノート，ワークシー

ト） 

９ 

○既習のグラフを組み合わせたグラ

フの読み方を理解する 

【知識・技能】 

○   ・いろいろなグラフの特徴を読み取

っている。 

（行動観察，ノート，ワークシー

ト） 

10 

○単元の学習の活用を通して，事象を

数理的にとらえ論理的に考察し，問題

を解決する準備をする。 

【思考力・表現力】 

 ○  ・学習内容を適切に活用して筋道を

立てて考え，問題を解決してい

る。 

（行動観察，発言，ノート，ワーク

シート） 

11 

○データの特徴や傾向に着目し，問題

に対する結論を考え，どうすれば

「握力 UP」することができるのか

を判断する。 

【思考力・表現力】 

 ○  ・学習内容を適切に活用して筋道を

立てて考え，問題を解決してい

る。 

（行動観察，発言，ノート，ワーク

シート） 

 

学活 

○他のクラスと情報を共有し，体育
委員会に提案する内容を考える 

 

    

12 

○自らの学びや学び方を振り返る。 

【自己理解】 

  ○ ・数学的な着眼点と考察の仕方を振

り返り，単元の学習を整理してい

る。 

（発言・ワークシート） 

６ 本時の学習 

振り返り（１） 
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（３）本時の学習展開（３時間目／全１２時間） 

学
習
過
程 

学習活動 

○主な発問 

・予想される児童の反応 

□思考の場の工夫 

◇指導上の留意事項 

★めざす児童の姿 

◆「努力を要する」状況と判断し

た児童への指導の手立て 

評価規準〔観点〕  

（評価方法） 

◎本時で付けたい力 

導 

入 

１ 既習内容を想起する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本時の学習課題をつかむ。 

○数直線上に３クラスのドットプロット

を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

◇集団のデータを比較する際

は，平均値を使う良さを想起

させる。 

◇平均値だけでデータの特徴が

読み取れるかという批判的思

考をさせ，データの散らばり

の様子を見たいという児童の

主体性を引き出す。 

 

 

展 

開 

３ ３クラスの散らばりの様子から，分析す

る視点に気付き，分析する。 

○１組の散らばりの様子から，気付いたこ

とを共有しましょう。 

 ・１組は，平均の 62回は一番多い。 

 ・データの幅が，55回から 70回まである。 

 ○２組の散らばりの様子から気付いたこ

とをペアで確認し，交流しましょう。 

 ・平均値の 62回を飛んだ日がない。 

 ・データの幅が 53回から 71回まである。 

 ・最頻値は，56回。 

 ・平均値にデータがないのに，平均値だけ

で判断できるのかな。 

○３組の散らばりの様子から気付いたこ

とをペアで確認し，交流しましょう。 

 ・３組も，平均値の回数の所が一番多いわ 

  けではない。 

 ・データの幅が 40回から 73回である。 

 ・最頻値は，70回。 

 ○３クラスを比較して見ると，何か気付く 

ことはありますか。 

 ・平均値では，３組が一番低かったけど， 

  データの幅で見ると，２組の方が狭い。 

 ・最頻値で比べると，３組の 70 回が一番

高い。 

 ・平均値だけだと，正しく判断することが

できない。 

◇散らばりの様子を分析する視

点を教師から与えるのではな

く，児童から意見を引き出す。 

◇１組の散らばりの様子を全体

で考察し，分析の視点を共有

する。 

◇一番多い回数を最頻値という

ことをおさえる。 

◇同じように，２組３組の散ら

ばりの様子を分析させ，平均

値だけでは，データを比較す

る際の判断材料にならないこ

とがあることに気付かせる。 

◆平均値の回数に矢印（↑）を記

入することで，平均値と最頻

値（○で囲む）が違うことを視

覚的に理解させる。 

 

◇前時で確認した平均値のよさ 

もあるが，散らばりの様子を

ドットプロットで表したこと

で分かるよさを児童に気付か

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎データをド 

ットプロット

に整理する方

法を理解し，

データの散ら

ばりの様子を

考察すること

ができる。 

〔思考・判断・

表現〕（ノー

ト・発言） 

データをドットプロットに表して考察し，気付いたことをまとめよう。 

めあて 

Ａ：ドットプロットに表されたデータの散らばりの様子から最頻値等を理解し，データの特徴や課

題を多面的に考察することができる。  

Ｂ：ドットプロットに表されたデータの散らばりの様子から最頻値等を理解し，データの特徴を考

察することができる。 

本時のゴールの見通し 

□思考の場の工夫 比較する 
 

平均値や最頻値，データの

幅という複数の視点で，情報

を分析する。 
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学
習
過
程 

学習活動 

○主な発問 

・予想される児童の反応 

□思考の場の工夫 

◇指導上の留意事項 

★めざす児童の姿 

◆「努力を要する」状況と判断し

た児童への指導の手立て 

評価規準〔観点〕  

（評価方法） 

◎本時で付けたい力 

ま
と
め 

４ 本時のまとめをする。 

 

 

 

 

 

５ 適用題をする。 

○本時で習得したトッドプロットを使っ

て，自分達の握力の分析をしましょう。 

・男子は男子の握力のデータ。女子は女

子の握力のデータを分担してドットプ

ロットに表し，長縄で学んだ観点で散

らばりの様子を考察する。 

・グループ内で情報を共有し，アドバイ

スをする。 

・グループで交流した情報を全体で交流

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 本時の振り返りをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇個人が特定されないようにし

た握力の成績をドットプロッ

トに表現させ，各クラスのデ

ータを多面的に分析させる。 

 

 

 

◇小グループで情報を共有し，

気付きを伝え合うことで学び

を深める。 

◇握力が低い児童を批判するの

ではなく，握力が高い児童は

どうしてかを考えさせる。 

◇どうすればちらばりの全体を

動かすことができるか，今後

の学習への意欲につなげる。 

 

 

 

 

 

◇振り返りの観点＜ホップ＞＜

ステップ＞＜ジャンプ＞から

選択して書かせる。 

 

◎ドットプロ

ットに整理す

る方法や，デ

ータの特徴を

調べるときに

最頻値を用い

ることがある

ことを理解し

ている。 

〔知識・技能〕 

（ノート・発

言・行動観察） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データをドットプロットに表すと，平均値を調べただけではわからないち

らばりの様子が分かる。また，いくつかの集団のデータを比べるときに，最

頻値を使うことがある。 

★めざす児童の姿  

 ・握力のデータのちらばりの様子を考察すると，データの特徴が分かり，どう

すれば握力 up につながるのか考えることが出来る。 

 ・最頻値をもっと右に動かすことができると，握力が上がるのではないか。 
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（４）板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞「学びのモニタリング」 

 

 

データの調べ方 

・１組は，平均値の 62 回は一番多い。→最頻値 

・データの幅が，55 回から 70 回まである。 

 
 

データをドットプロットに表し， 

考察しよう 

 

１組の握力のデータを分考察してみよう 

データをドットプロットに表すと，平均値を調べただけではわから

ないちらばりの様子が分かる。また，いくつかの集団のデータを比

べるときに，最頻値を使うことがある。 

11/24 
めあて 

まとめ 

 

 

 

・平均値の 62 回を飛んだ日がない。 

・データの幅が 53 回から 71 回まである。 

・最頻値は，56 回。 

・平均値にデータがないのに，平均値だけで 

判断できるのかな。 

 

。 

 ・3 組も，平均値の回数の所が一番多いわけ 

 ではない。 

・データの幅が 40 回から 73 回である。 

・最頻値は，70 回。 

 

 

 

男子    

㎏ 

女子    

㎏ 

気付き 

気付き 


