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｢ちらぼり｣をとらえやすくするための図の活用
-6年 r資料の訴べ方Jの相等を通して一

杉能 道明

邑久町立邑久小学校

研究の単的

子供たちが音欲的に学習に取り拒むためには.単元の叫人で,単元の鉄屑を自分の陳雌とし

てとらえることが必要であると考える｡

6年 ｢資料の調べ方｣では.単元を貫く rちらぼり｣の見方をとらえやすくする工夫が大切

である｡子供たちは.既に3年で表の学習をしているので.個々の資料を末長理のまま表に示

すことも考えられるが, rちらぼり｣を意鞭することは困席ICあると考えた｡

そこで.この研究では,子供たちの既有経験を揺り動かし. ｢ちらぼり｣を無理なく意識で

きるものとして ｢ソフトボール投げ固｣を取り入れ.その指導効果のあり方を明らかにする｡

1はじめに

単元の蒔人で単元を貫く快用に気づくこと

ができれば,子供たちは主体的に学習に取り

組むことができると考える｡

6年 ｢資料の調べ方｣の単元のg人では.

既習事項の平均値を活用し.資料を図の中に

位旺づけるという換作的な活動を行う中で,

単元の課題をとらえていった｡その実践をま

とめてみたい｡

2相叫の枕匿づけと工夫

(1)位旺づけ

資料がある範囲にわたって分布していると

きに,その儒向をとらえるために,それを代

表する値として,平均値がよく用いられる｡

平均については,すでに筋5学年で測定に

関連して学習しているが.統計的実科につい

て学習してい.8わけではない｡

そこで,本単元では,まず,安料の特徴を

表すことにも平均値が用いられることをとら

えさせるようにする｡次に.平均が同じでも,

俵が療集している場合と分散している牧舎に

よって,資料の傾向が異なることに気づかせ.

rちらぼり｣の観点から,賛料の特赦を考頼

したり,表現したりする能力を伸ばすように

する｡

(2)相称の工夫

(ア)平均は同じだが. ｢ちらぼり｣の連う

突科の提示

｢ちらぼり｣の様子が違うことに気づきや

すくするために.平均債は同じだが.ちらぼ

りの様子が全く適う2つの資料を提示する｡

提示する資料は,子供たちに身近なソフ ト

ポ-ル投げの紀録である｡ソフトボール投げ

は,校内陸上記録会や運動能力テス トの種目

になっており,子供たち全員が経験済みであ

る｡

2つの斉料は,どちらも最井俵は43m,

最低値は22mにそろえてあり,総数が連う

ために (16と18),稔和は比べられない

ようにLである｡
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ソフ トボール挽けt己鳩 (6年A紬六千)

番号 さより 番号 さより 請号 さより
(ーn) . (m) (m)

Q) 34 (》 22 qD36

② 33 @ 43 ⑭ 34

@ 31 @ 37 ⑮ 29

④ 32 心 34 q卓 31

@ 38 q♪34 q♪ 3332

ソフ トJlt-ル挽け托す (6年BNl男子)

番号 さより 番号 さより 番号 さより
(m) (m) (m)

① 41 (》 38 ⑬ 28

② 42 ⑧ 40 ⑭ 43

③ 33 ⑨ 24 ⑬ 22

④ 23 ⑬ 35 ⑯ 26

⑤ 38 ① 31

(イ) ｢ソフ トボール投げ固｣の活用

視Xを通してちらぼりの様子の違いをとら

えやすくするために,一人一人の記録を図に

位置づけて並理するようにした｡

子供たちにとって,ソフ トボール投げの図

は身近であり,中心角300のおうぎ形の中

にドットを位漣づける活動を通して,ちらぼ

りに気づきやすくなると考えた｡

ソフトボール挽けEE1

3 投薬の実際

(1)本時の目標

2つの粗のソフトボール投げの記侍を図に

轄理していく中で, rちらぼりの様子が連 う

こと｣をとらえて, rちらぼりの様子の表 し

方を餌べていこう｣という ｢架料の調べ方｣

の訊規をつかむことができる.

(2)単元の相称計画 (全 10時間)

第 1次 ｢架料の調べ方｣の学習の動機づけ

架料を rちらぼり｣でみるよさと課題

づくり -1時間(本時)

第 2次 度数分布表 -･1時間

第3次 柱状グラフ -1時間

第 4次 表やグラフの比較 ‥1時間

節5次 全体傾向の予想 ･･･1時間

弟 6次 いろいろなグラフ -3時間

(3)授業の実蘇

､イン ト(D

平均値は同じだが.ちらぼりの操子が全く

う2つの組のソフトボール投げの紀録を

T どちらのクラスの記録がよいでしょう｡

(rA組J ｢B組｣の声が上がる｡)
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C A組の⑧番は43mも投げています｡

C 43mだったらB組にもいます｡

C 8組の最低は22mです｡

C A掛 こも22mはいます｡

C 全部たしてみるとわかると思います｡

C 8組の方が2人少ないから比べられませ

ん｡

C 平均を調べてみれば,わかると思います｡

(全員焚成)

子供たちは,早速,電卓を使って平均を璃

ペはじめた｡

C A組もB組も平均は33mになりました｡

(全員焚成)

ポイン ト②

｢平均は同じでも.何だか記録に差がある

2つの組の平均値が全く同じということが

わかったところで, r平均値が全く同じとい

うことは,2つの組のソフ トボール投げの記

録は同じなのかな｡｣と問いかけた｡

C 平均は同じだけど,B組はA組に比べて.

20m台の人が多いです｡

C B組は40m台が4人もいます｡

このように,平均値が同じだからといって

2つの組が同じとは膏えないことに気づいた

子供たちは, ｢2つの租の速いをはっきりさ

せよう｡Jというめあてを決めた｡

､イン ト③

-人一人の妃魚をソフ トボール投げの園に

2つの組の違いをはっきりとらえることが

できるよう心 群人で提示 した,ソフトボー

ル投げの図に数人の記録をドットで示し,固

で表すよさに気づかせるようにして,園に表

して考える括!削こ入った｡子供たちは.次の

P児.Q児のような図に表 して,2つの組の

違いを析べた｡

P児

どの子も国がかけたところで,｢図を見て,

どんなことに気づいたかな｡｣とたずねると,

次のように答えた｡

C A姐は30mの-んにかたまっています｡

C B組はばらばら｡ちらぼっています｡

このように,子供たちは2つの組の配魚の

ちらぼりの様子が違 うことをとらえた｡

今まで,平均が同じならば,傾向が同じで
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あると考えていた子供が. rちらぼり｣で斉

料をみるよさに気づいた｡

｢ちらはりの様子の表し方を調べていこう｡｣

4 まとめ

(1)提示する架料の工夫

子供たちに身近なソフトボール投げの記録

を宋料として提示することで,子供たちの興

味を引くことができた｡

また, ｢どちらのクラスの記録がよいでし

ょうo Jとたずねることで,予想通り, r最
市価｣. ｢最低値｣,r総和｣の考えが上目て.

最後には r平均値｣で比べようということに

なったO

平均値が全く同じであることに気づいた子

供たちは, ｢2つの組のソフトボール投げの

記録は同じだといってよいか｡ ｣というゆさ

ぶりの問いに,A組には30m台が多く, a

組には20m台が多いなど全く同じだとは宮

えないことに気づいた｡平均値が同じならば

弊料が同じという子供たちの思い込みを打ち

消すことに成功した｡

(2) ｢ちらぼり｣がわかりやすい図の工夫

子供に身近なソフ トボール図を使い, ドッ

トを回に定理していったが,この活動を通 し

て,子供たちは ｢かたまっている｣. ｢ちら

ぼっている｣などと唐紙することができた｡

ただ.ソフトポ-ル図に自分で目盛りを打

ち,_数直線のようなものを需いたQ児のよう

な子どももいた｡Q児は記録のちらぼりにつ

いては意鞭できていたO

今回の授業では鉛筆で図に ドットを幸き込

んでいき, ｢ちらぼり｣に気づくことができ

たo Lかし,今,これをシールをはる活動に

すればよかったと反省している｡

シールにすれば, ドットの大きさを同じに

することができ, ドットが ｢点｣になる恐れ

もなくなる｡また,シールをはる活動の中で.

rはるところがなくなるD ｣という事実から

値の療典にも気づきやすくなると考えるから

だ｡

また.シールをはった後の図を比べること

でA組とB組のちらぼりの違いもはっきり音

旅することができると考えるO

ソフトボールJlにシールtllったqL色

(3)おわりに

この授業で一番の山場は,子供たちが ｢平

均値は同じだが何だか記録に蓋があるO｣と

気づくところだった.そこから ｢2つの組の

凄いをはっきりさせよう｡｣という本時の第

2の問いが生まれていった｡

rちらぼり｣で資料をみるよさに気づいた

子供たちは, ｢ちらぼりの様子の表し方を例

べていこう｡｣という単元の抹用をつくった｡

子供たちは,もっと簡単にちらぼりを表そ

うと考え,本時で出た 10mごとの区間の人

数を調べる考えを生かして,度数分布表に軟

をまとめていった｡さらに柱状グラフに表す

ことで.視覚を通してそれぞれの組の特徴を

嗣ペていった｡

帆 本原稿は ｢楽しい昇致 3月号｣に掲催

されたものを一郎解き直したものである｡

(平成9年 5月8日受理)
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