【指導の狙い】
自然数どうしの四則計算をすることによって，計算結果が自然数にならない場合がある
ことに気づき，数の集合と四則計算の可能性について捉え直すことができるようにする。

【授業アイディア例】
問題

にいろいろな自然数を入れて（ア）から（エ）の計算をします。
計算の結果がいつでも自然数になるのはどれでしょう。

１．上の

（ア）

＋

（イ）

−

（ウ）

×

（エ）

÷

に自然数を入れて，計算の結果を調べる。

２つの自然数を決めて，計算の結果を調べてみましょう。
６と３にしたら，（ア）が９，（イ）が３，（ウ）が１８，（エ）が２
になりました。計算の結果はいつでも自然数になります。

Ｂさん

２７

Ａさん

２と７にしたら，（ア）が９，（イ）が−５，（ウ）が１４，（エ）が
になりました。計算の結果が自然数になるものは，（ア）と（ウ）です。
（イ）と（エ）は自然数になっていません。

２．計算の結果がいつでも自然数になる場合とならない場合があることを確認する。
Ａさんはいつでも自然数になると言っていて，Ｂさんはいつでも自然数に
なるとは限らないと言っています。みなさんはどう考えますか。

Ｃさん

Ａさん

Ａさんの数を入れかえて３と６にしたら，（ア）が９，（イ）が−３，
（ウ）が１８，
（エ）が０．
５となり，
（イ）と（エ）は自然数になりませんでした。
ＢさんやＣさんの説明を聞いて，計算の結果は自然数にならない
場合があることが分かりました。
でも，加法と乗法の結果はいつでも自然数になりそうだね。

自然数どうしの計算では
○加法と乗法の結果はいつでも自然数になる。
○減法と除法の結果はいつでも自然数になるとは限らない。
３．加法，乗法，減法ができる数の範囲を考える。
減法と除法では，計算の結果がいつでも自然数になるとは限らないことが分かり
ました。自然数の範囲では，減法ができない場合があったのですね。

【留意点】
○

正の数と負の数の学習を振り返り，数の範囲を拡げたことによって四則計算の可能性が
拡大されたことを確認することが大切である。
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問題の概要
Ａ１(２) 四則計算のうち，数が自然数の範囲では閉じておらず，整数の範囲では閉じて
いる計算を選ぶ。
学習指導要領における領域・内容
［第１学年］Ａ 数と式 （１）ア （平成２０年告示）
自然数しか使えなかったから，小学校
のときは２−７はできなかったんだね。
でも今はできるよ。
整数の範囲でも，加法と
乗法はいつもできるね。

負の数の−５を勉強したから２−７
の計算もできるようになったんだね。

数の範囲を整数に拡げると，加法と乗法だけでなく減法の結果もまた整数になる。

自然数
７

１４
９

２＋７＝９
２−７＝−５
２×７＝１４

整数
自然数

−５
７

２

１４
９

２

負の数を学習して整数全体で考えたので，加法と乗法だけなく減法も
いつでも計算できるようになっていたのですね。

４．四則計算ができる数の範囲を考える。
除法がいつでもできる数の範囲を考えて，これまでのことをまとめてみましょう。
小学校のとき分数や小数では
除法ができたね。

中学校になって，分数や小数が
負の数になっても計算できたね。

分数で表せる数まで考えておけば，除法がいつでも計算できるこ
とがわかりますね。

数の範囲を分数で表せる数まで拡げると，四則計算がいつでも計算できるようになる。
分数で表せる数
整数
自然数

自然数
整数
分数で表せる数

○
○

加法 減法 乗法 除法
○ × ○ ×
○ ○ ○ ×
○ ○ ○ ○

有理数と無理数を学習する際に，本学習内容を振り返ることが考えられる。
平成２０年告示の学習指導要領で新規に示され，平成２３年度については移行措置によっ
て指導することになった内容である。
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【指導の狙い】
実験による測定を通して，球の体積を実感を伴って理解できるようにする。
円錐，球，円柱の体積の関係を調べ，それらの体積について理解を深めることができるよ
うにする。
えんすい

【授業アイディア例】
球の体積を実験から求めてみよう。
r

１．球の体積の求め方を考える。
図１のような半径が r の球の体積を求めてみましょう。
どのように調べればいいでしょうか。

１杯

２杯

実験１

図１

３杯

円錐から円柱に水を移す

以前，円錐と円柱の体積を比べる実験をしました。
同じように実験してみるといいと思います。
実験１のように円錐に水を入れて円柱に移すと
ちょうど３杯でいっぱいになりました。

円錐の体積：円柱の体積＝１：３
r
円錐の体積を求めるとき，円柱の体積と比べましたね。
球の体積を求めるために図２のように球がぴったりと入る
円柱の体積と比べてみましょう。
図２

２．球の体積と円柱の体積を実験で比べる。

実験２のように半球の容器に水をいっぱいまで入れて，円柱の容器に
移すと何杯でいっぱいになるか実験してみましょう。
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２r

問題の概要
Ａ５(４) 球と円柱の体積を比較し，正しい図を選ぶ。
学習指導要領における領域・内容
［第１学年］Ｂ 図形 （２）ウ （平成２０年告示）
１杯

２杯

実験２

３杯

半球から円柱に水を移す

半球ちょうど３杯で円柱
がいっぱいになりました。

半

円錐のときと同じだね。半球の
体積を１とすると，円柱の体積は
３ということだね。

半球の体積：円柱の体積＝１：３
半球の体積の２倍が球の体積だね。

球の体積：円柱の体積＝２：３

は

２３

円柱の体積を基にすると，球の体積
であることが分かるね。

２３

実験から，球の体積は円柱の体積の

である。

３．実験の結果から球の体積を求める式を考える。
図２の球の体積を求める式を考えてみましょう。
円柱の体積は（底面積）×（高さ）
で求めることができました。
円柱の底面の半径は r，
高さは球の直径と等しいか
ら２r です。

円柱の体積は，２πr ３ です。

２３

×(円柱の体積) で求めることができる。

πr ３ となる。

球の体積の求め方

球の半径を r ，体積をＶとすると，Ｖ＝
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４３

つまり，Ｖ＝

４３

実験から，球の体積Ｖは，

πr ３

４．円錐，球，円柱の体積の関係を実験を基に考える。
円錐，球，円柱の３つの立体の体積の関係について調べてみましょう。
図３は，円柱の中に円錐と球がぴったり入った状態を表しています。このとき，
円柱と円錐の高さは２r で等しく，球の直径も２r です。

２r

r

図３

円錐と円柱，球と円柱の体積を比べたけれど，それじゃ，円錐と球
の体積を比べるとどうなっているんだろう。
円錐と円柱の体積を比べると１：３，半球と円柱の体積を比べても
１：３だったから，円錐の容器に水をいっぱいまで入れて半球の容器
に移すと，ちょうどいっぱいになるはずだね。
こんなに形が違うのに本当かな。実験して調べてみよう。

実験３

２r

r

円錐から半球に水を移す

円錐の体積：半球の体積＝１：１
円錐と球の体積を比べると，１：２になるね。
円錐と円柱の体積を比べると１：３だから，球の体積と円柱の体積
は２：３ということが分かります。

円錐と球と円柱の体積の関係は，簡単な比で表すことができましたね。
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r

３倍
２倍

２杯分

３杯分

図３のような関係の円錐，球，円柱のそれぞれの体積について比べると，
円錐の体積：球の体積＝１：２

円錐の体積：円柱の体積＝１：３

球の体積：円柱の体積＝２：３
になっている。

【留意点】
○

て，円錐の水を円柱に移したときに円柱の体積の

１３

実験に際しては，教師が一方的に演示するだけではなく，生徒が自ら実験する機会を設
定することで実感を伴った理解を促すように配慮することが大切である。
○ 実験の結果に基づいて，円錐・球・円柱の体積の関係について考察し，それらの体積に
ついての理解を深めることが大切である。なお，公式を用いて円錐・球・円柱の体積の関
係を考察することも考えられる。
○ 平成１９年度調査Ａ５(４)では，円錐と円柱の体積の関係について，円柱の水を円錐に
移した場合に円錐いくつ分になるかについての理解を問う問題を出題した。正答率は
３８．
１％であった。また，平成２０年度調査Ａ５(２)では，円錐と円柱の体積の関係につい
になることの理解を問う問題を出題し

た。正答率は５２．
４％であった。この結果からも，円錐・球・円柱の体積について実験を通
して実感を伴って理解できるようにすることが大切であるといえる。
○ 平成２０年告示の学習指導要領で新規に示され，平成２３年度については移行措置によっ
て指導することになった内容である。
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【指導の狙い】
身の回りの事象の考察を通して，関数の意味を理解できるようにする。

【授業アイディア例】
郵便料金を求めよう。
問題 Ａ君は２４０ｇの郵便物を送ろうとしています。
Ａ君はＢさんが１２０ｇの郵便物を２００円で送ったという
ことを聞きました。Ａ君が送ろうとしている２４０ｇの郵
便物はいくらかかるでしょうか。
１．定型外郵便物の料金表から，重さと料金の関係をよみとる。
重さが２倍だから，料金も２倍の
４００円になるんじゃないかな。
お母さんが１００ｇで１２０円のコーヒー
豆を，３００ｇで３倍の３６０円で買ってい
るのを見たことがあるよ。
一方の値が２倍，３倍…になると，
もう一方の値も２倍，３倍…になるのは
比例だったね。小学校で勉強したね。

Ｃさんは郵便料金について調べ，下のような定型外郵便物の料金表をみつけました。
重量

５０ｇ １００ｇ １５０ｇ ２５０ｇ ５００ｇ １ｋｇ ２ｋｇ
まで
まで
まで
まで
まで まで まで

料金

１２０
円

１４０
円

２００
円

２４０
円

３９０
円

５８０
円

４ｋｇ
まで

８５０ １１５０
円
円

定形外郵便物で扱っている重量は４ｋｇまでです。

郵便物の料金は，サイズと重さによって決まります。縦，横，厚さによって
定型か定形外かが決まり，それぞれの重さによって料金が決められています。
二人の郵便物は定形外ですね。
あれ，Ａ君の料金は４００円だと
思ったら…。２４０ｇの料金は２４０
円だね。料金はどうやって決まっ
ているんだろう。

重さが２倍になれば料金も２倍
になると思ったのに。

比例じゃないんだね。

【留意点】
○

一方の数量が決まればもう一方の数量が決まるという関数の見方を意識させ，
「○○は△△の関数である」という表現を口述したり記述したりする活動を充実させる。
○ 本学習内容を中学校第３学年で扱う場合には，定形外郵便物の料金をグラフに表現して
考察することが考えられる。
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問題の概要
Ａ９ 定形外郵便物の料金表から，重量と料金の関係について，正しい記述を選ぶ。
学習指導要領における領域・内容
［第１学年］Ｃ 関数 （１）ア （平成２０年告示）
２．関数関係の意味を確認する。
重さが違っても料金が同じことがあるけど，重さが
決まったら料金は決まるということだね。
郵便物の重さが決まると料金がただ１つ決まりますね。このように，２つの数量
の関係について，一方の値が決まるとそれに対応してもう一方の値がただ１つ決ま
るとき，関数の関係にあるといいます。今の場合，重さを決めると料金がただ１つ
決まるので，「料金は重さの関数である」といいます。

関数
ともなって変わる２つの変数，があって，の値を決めると，それに
対応するの値がただ１つ決まるとき，はの関数であるという。

３．いろいろな関係を関数という視点で捉え直す。
これまでに学んできたいろいろな関係も，関数になっているか調べてみよう。

次の各問いに答えなさい。

図１

①

１ｍの値段が２４０円のリボンを買うとき，
値段は長さの関数ですか。

２４ｃｍ
１２ｃｍ

②

図１のように面積が一定の長方形の，
横の長さは縦の長さの関数ですか。

１ｃｍ

８ｃｍ

２ｃｍ

６ｃｍ

３ｃｍ

４ｃｍ

図２
１ｃｍ

③

図２のように周の長さが一定の長方形の，
横の長さは縦の長さの関数ですか。

７ｃｍ
２ｃｍ
６ｃｍ

④

定形外郵便物の重さは料金の関数ですか。

○

生徒が，比例・反比例だけが関数であると誤解しないよう，上記③のような様々な関数
を取り上げて指導する必要がある。
○ 平成２０年告示の学習指導要領で新規に示され，平成２３年度については移行措置によっ
て指導することになった内容である。
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【指導の狙い】
具体的な事象の中には一次関数を用いて捉えられるものがあることを理解するとともに，
日常的な事象の問題解決のために数学を活用する方法を見いだし，それを用いて問題を解
決できるようにする。

【授業アイディア例】
ペットボトルのキャップの個数を工夫して求めよう。
生徒会では，右のような生徒会だよりを発行しました。
１．グラフから読み取ることができる事柄を確認する。
このグラフから読み取れることにはどんなことが
ありますか。
２２年度の方が回収した個数の合計が
多いように見えます。
２２年度の１２月は少なかったんですね。
２３年度もこのようなグラフに表すのなら，キャップ
の個数を１個ずつ数えるのは大変な作業だね。

２．キャップの個数を求める方法を見いだし，個数を求める。
ペットボトルのキャップ
８００個で１人の子どもの命を
救うことができるワクチンを
もらえるそうだよ。

生徒会ではキャップを１個ずつ数えていたそ
うです。この作業はとても大変だったので，
キャップの個数を工夫して求める方法を考えて
生徒会に提案しましょう。
小学校で釘の本数を重さか
ら求めたことがあるね。

キャップ全体の重さから個数を調べる
ことができると思います。

キャップの重さをどのように使えば，個数を求めることができますか。

個数を求める方法
キャップの入った回収箱の重さから空の回収箱の重さを
ひいた重さを求めて，それをキャップ１個の重さでわる。
空の回収箱の重さは１９４３ｇで，
キャップの入った回収箱の重さは
８７５５ｇだったよ。

キャップだけの重さを量って，
その重さをキャップ１個の重さで
わっても個数が分かりそうだね。

【留意点】
○

ある数量を求めるためには何を調べればよいかを話し合い，数量やその関係などの「用
いるもの」とその「用い方」を視点として，問題解決の方法を説明し伝え合う活動を取り
入れることが考えられる。
○ 日常的な事象を考察して問題解決した際には，その過程を振り返り，事象を数学的に解
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問題の概要
Ｂ１(１) １月のキャップの回収量を比べて，平成２２年度は平成２１年度より何個増えたかを選ぶ。
Ｂ１(２) キャップの入った回収箱の重さが分かっているとき，キャップの個数を求める
ために調べるものを選び，それを求める方法を説明する。
Ｂ１(３) キャップの個数とキャップの入った回収箱の重さの関係について，正しい記述を選ぶ。
学習指導要領における領域・内容
［第１学年］Ｃ 数量関係 （１）エ
［第２学年］Ｃ 数量関係 （１）ア
ところで，キャップ１個の重さは２ｇのものや３ｇのものが
あるようですが，どうしたらよいでしょうか。

キャップの重さが全て等しいと考えるのがいいと思います。
２０個取って重さを量ったら４６ｇだったので，その平均の２．
３ｇ
をキャップ１個分の重さと考えればいいと思います。

キャップ１個の重さを２．
３ g とする。
８７５５−１９４３＝６８１２
６８１２÷２．
３＝２９６１．
７
回収箱の中にはおよそ２９６２個のキャップが入っている。
３．キャップの個数を求める過程を振り返り，数学的に解釈する。
キャップの入った回収箱全体の重さと，キャップ１個の重さ，
空の回収箱の重さの関係を式に表してみましょう。
キャップの入った
回収箱の重さ

＝

キャップ１個
の重さ

×

キャップ
の個数

＋

空の回収箱
の重さ

キャップの個数を個とし，個のキャップの入った回収箱の重さを g とすると，
＝ a ＋ b（a，b は定数）と表すことができ，はの一次関数である。
キャップ１個の重さは２．
３ｇで，空の回収箱の重さは１９４３ｇだったので，
＝２．
３＋１９４３と表すことができるね。

４．計算で求めた個数を実際の個数と比較する。
実際に何個入っているか数えて確かめてみよう。
回収箱の中のキャップの個数を数えて
みると，２９８６個ありました。計算で求
めた個数と大体合っているね。この方法
で個数を求めてもよさそうだね。
この式をつくっておけば，来月からキャップの回収箱の重さ
を量れば計算でキャップのおよその個数が分かります。

釈することが大切である。
○ 容器に入った釘の本数を重さで求める事例など,日常的な事象の問題解決に一次関数を活
用する他の事例を扱うことも考えられる。
○ 本学習内容で取り上げている「生徒会だより」は，中学校国語Ａ３と共通の素材である
ので，国語科と学習指導の連携を図ることが考えられる。
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【指導の狙い】
事象を図形に着目して数学的に解釈し，成り立つ事柄の特徴を説明するとともに，問題
解決の方法を振り返って発展的に考えることができるようにする。

【授業アイディア例】
陸上のある地点から船までの距離を測る
「タレスの方法」について考えてみよう。
タレスは陸上から直接測ることができない船まで
の距離を右の図のように求めたといわれています。
１．タレスの方法を確認する。
タレスは，陸上の地点から船までの距離
をどのように求めましたか。自分のノート
に再現して考えてみましょう。
ＡＢの距離とＤＥの距離が等しいので，ＤＥ
の距離を測ってＡＢの距離を求めています。

２．タレスの方法の仕組みを考える。
ＡＢとＤＥの距離が等しいといえるのはなぜですか。
△ＡＢＣと△ＤＥＣが合同で，ＡＢと
ＤＥが対応する辺だからです。
どうして合同といえるのでしょうか。

∠ＡＣＢと∠ＤＣＥは対頂角なので，
２つの角の大きさは等しくなります。

ＡＣとＤＣの長さを等しく
とっています。

∠ＢＡＣと∠ＥＤＣは直角で，大きさは
等しいといえます。

タレスの方法で用いられていることをまとめてみましょう。

ＡＣ＝ＤＣ
∠ＡＣＢ＝∠ＤＣＥ
∠ＢＡＣ＝∠ＥＤＣ＝９０°

△ＡＢＣ≡△ＤＥＣ

△ＡＢＣと△ＤＥＣが合同であることを証明するための根拠となる事柄を
ノートに書いてみましょう。
１辺とその両端の角がそれぞれ等しい。
主部と述部を明確に書く

１辺とその両端の角がそれぞれ等しい２つの三角形は，合同である。
タレスは，三角形の合同を利用して，直接測ることができない距離
を別の距離に置き換えて求めていたんですね。
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問題の概要
Ｂ３(１) タレスの方法をよみ，点Ａから船Ｂまでの距離を何に置き換えて測ればよいか
を答える。
Ｂ３(２) ２つの三角形が合同になることを証明するための根拠となる事柄を説明する。
Ｂ３(３) タレスの方法を発展するための考えとして，正しい記述を選ぶ。
学習指導要領における領域・内容
［第２学年］Ｂ 図形 （２）ア，イ
３．タレスの方法を振り返り，発展的に考える。
タレスの方法の仕組みは分かりましたね。
ところで，右の図のように，点Ａが９０°の
向きに歩けない場所だったら，どうしたら
よいでしょう。

Ｂ
Ａ

点Ａの位置は変えられないね。

９０°の向きに歩かなくてもできるのかな。
タレスの方法では９０°だったよ。
タレスの方法の②で，∠ＢＡＣを９０°にしないといけないかどうか
考えてみましょう。
対頂角は等しいから，
∠ＡＣＢ＝∠ＤＣＥはいつも
いえるね。

それなら∠ＢＡＣと∠ＥＤＣが等しければ，
∠ＢＡＣは９０°でなくても大丈夫だよ。

タレスの方法では，合同な２つの三角形をつくって直接測ることができない距離を
別の距離に置き換えて測るアイディアが用いられている。
○ タレスの方法では，
「１辺とその両端の角がそれぞれ等しい２つの三角形は，合同
である。
」という合同条件さえ満たせばよいから，∠ＢＡＣは９０°にしなくてもよい。

○

Ｂ
∠ＢＡＣ＝１２０°にした
ときの図をかいて確かめ
てみましょう。

Ａ

Ｂ
Ｄ
Ｃ

１２０°
Ａ
Ｃ

Ｅ

∠ＢＡＣ＝９０°のときの図

Ｄ

Ｅ
∠ＢＡＣ＝１２０°のときの図

【留意点】
○

直接測ることができない距離を置き換えて測るために合同な三角形に着目していること
に気づかせることが大切である。その際，体育館や校庭などで実際にタレスの方法を試し
てみる活動を取り入れることも考えられる。
○ △ＡＢＣと△ＤＥＣの合同条件で∠ＢＡＣと∠ＥＤＣに着目することによって，
∠ＢＡＣ＝∠ＥＤＣであれば十分であり，９０°にする必要がないことを理解できるように
する。
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【指導の狙い】
目的に応じて資料を整理し，必要な情報を適切に選択したり，資料の傾向を読み取った
りして，資料に基づいて的確に判断できるようにする。

【授業アイディア例】
二人の投手の投球の記録から傾向を調べて球速の的をしぼろう。
１．表やヒストグラムの情報を読み取る。
達也さんたちは，昨年の夏の高校野球甲子園大会の決勝戦で
投げ合った島袋洋奨投手と一二三慎太投手と対戦しヒットを打
ってみたいと思いました。
しまぶくろようすけ

ひ

ふ

み

し ん た

甲子園大会での二人の投球の記録は次の通りです。
投球の記録

最高球速 最低球速 球速の平均
（ｋｍ／時）（ｋｍ／時） （ｋｍ／時）

総投球数
（球）

島袋投手

１４７

１０９

１３２

７６６

一二三投手

１４７

１０５

１３１

６２８

球速は，投げた球の速さを表しています。

二人とも，最高，平均，最低の
球速がほとんど同じだね。
的をしぼるのにはもう少し
情報がほしいね。

球速の平均値のあたりの投球数
が多いんだろうね。

二人の投球をヒストグラムに表すと次のようになります。
図１

一二三投手の投球

（球）

１５０
１２５
１００
７５
５０
２５
０

図２

１０４ １０６ １０８ １１０ １１２ １１４ １１６ １１８ １２０ １２２ １２４ １２６ １２８ １３０ １３２１３４ １３６ １３８ １４０ １４２ １４４ １４６ １４８
（ｋｍ／時）

島袋投手の投球

（球）
１５０
１２５
１００
７５
５０
２５
０
１０４ １０６ １０８ １１０ １１２ １１４ １１６ １１８ １２０ １２２ １２４ １２６ １２８ １３０ １３２１３４ １３６ １３８ １４０ １４２ １４４ １４６ １４８
（ｋｍ／時）

どちらも，２つ山があるね。
記録を見ると似ていたけどヒストグラム
に表すと違って見えるね。

でも谷の場所は少しずれているね。
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問題の概要
Ｂ５(１) ２人の球速の範囲をそれぞれ求める。
Ｂ５(２) ヒストグラムの特徴を基に，時速１３１ｋｍの球速に的をしぼって練習すること
が適切でない理由を説明する。
Ｂ５(３) 二人の投手の直球だけのヒストグラムを比べてよみとれることを選ぶ。
学習指導要領における領域・内容
［第１学年］Ｄ 資料の活用 （１）イ （平成２０年告示）
２．ヒストグラムを基に判断する。
まず一二三投手について考えてみましょう。

一二三投手の球速の平均は時速１３１ｋｍだから時速１３１ｋｍ に
的をしぼればいいかな。
でも，ヒストグラムの時速１３１ｋｍの度数を見ると，この球速のボールを
ほとんど投げていないことが分かります。
この球速の球がくる見込みは
少なそうだね。
時速１３１ｋｍの球速はヒストグラムの
谷だから，この球速に的をしぼるのは適
切ではないね。

ほんとうだ。ヒストグラムの
谷の近くになっているね。

島袋投手についてはどうですか。
ヒストグラムの形からみると，島袋投手の場合も球速の平均時速１３２ｋｍに
的をしぼるのは適切ではないと思います。

二人の投手の投球についてのヒストグラムには２つの山があり，球速の平均値
は分布の谷にあたるため，この球速の球が来る見込みが低いので，球速の平均値
に的をしぼることは適切ではない。
３．目的に応じて資料を整理し直し，傾向を捉え，判断する。
球速の平均値が適切でないとしたら，どんな球速に的をしぼればいいんだろう。

直球と変化球を投げているからじゃない

２つ山があるのはどうしてだろう。

かな。直球と変化球に分けたヒストグラム
があるといいな。

試合では，投手は直球とそれよりも球速の遅い変化球を投げ分けているので，２つの山
をもつヒストグラムになることが多いです。
図３〜図６のヒストグラムは，二人の投球を直球と変化球に分けて表したものです。
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図３

一二三投手の直球（４５７球）
（球）
１５０
１２５
１００
７５
５０
２５
０
１２４ １２６ １２８ １３０ １３２ １３４ １３６ １３８ １４０ １４２ １４４ １４６ １４８
（ｋｍ／時）

図４

島袋投手の直球（４５４球）
（球）
１５０
１２５
１００
７５
５０
２５
０
１２４ １２６ １２８ １３０ １３２ １３４ １３６ １３８ １４０ １４２ １４４ １４６ １４８
（ｋｍ／時）

図５

一二三投手の変化球（１７１球）
（球）
８０
６０
４０
２０
０
１０４ １０６ １０８ １１０ １１２ １１４ １１６ １１８ １２０ １２２ １２４ １２６ １２８ １３０ １３２ １３４ １３６ １３８
（ｋｍ／時）

図６

島袋投手の変化球（３１２球）
（球）
８０
６０
４０
２０
０
１０４ １０６ １０８ １１０ １１２ １１４ １１６ １１８ １２０ １２２ １２４ １２６ １２８ １３０ １３２ １３４ １３６ １３８
（ｋｍ／時）

的のしぼり方について，あなたならこれらのヒストグラムからどのように考えますか。

一二三投手の直球は，時速１３６ｋｍ
〜１３８ｋｍ，１３８ｋｍ〜１４０ｋｍの
２つの階級の度数が大きいので，こ
の球速にしぼって練習すればいいと
思います。

島袋投手の直球は，時速１３６ｋｍ〜
１４６ｋｍまでの５つの階級の度数がいず
れも大きくなっています。だから，的を
しぼるのは難しいと思います。

島袋投手の変化球のヒストグラムは，
線対称のように見えます。だから，山
の頂上に当たる時速１２１ｋｍに的をし
ぼることが適切であると思います。

一二三投手は変化球の割合が
小さいから，直球に的をしぼる
のがいいと思います。

直球と変化球に分けてヒストグラムに表すと，資料の傾向をより的確に捉える
ことができましたね。
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【留意点】
○

目的に応じて生徒自ら資料を収集し，ヒストグラムなどに整理する活動を授業で取り入
れることが大切である。
○ 本学習内容では，例えば「時速１３１ｋｍの球速は分布の谷に当たるから時速１３１ｋｍに
的をしぼることは適切でない」のように判断の理由を説明している。このように，説明す
べき事柄(Ｂ)とその根拠(Ａ)を明確に区別し，「(Ａ)だから(Ｂ)である」のように的確に説
明できるようにすることが大切である。
○ 本学習内容では，分布が双峰型である要因として球種には直球と変化球があることに着
目し，それぞれの球種に分けてヒストグラムを作成し比較できるようにしている。このよ
うに，必要に応じて資料を分類整理し直したり，新たな目的に応じて資料の傾向を捉え直
したりすることによって問題を解決することが大切である。
○ 平成２０年告示の学習指導要領で新規に示され，平成２３年度については移行措置によっ
て指導することになった内容である。
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