家庭学習（１回目）
・まずは，自分で１回解いてみましょう。
そして，
①わかった問題･できた問題はどれか？
②正答例･解説編を読んでわかった問題はどれか？
③正答例･解説編を読んでもわからない問題はどれか？
を明らかにしましょう。
・③の問題を，先生や友達に質問するのもよいでしょう。

家庭学習（２回目以降）
・前回より，わかった問題・できた問題が増えたかチェック
してみましょう。
・できたら，正答例◎を目指して，表現力アップを目指しま
しょう。

中学校

２年

氏名

・Ｄ資料の活用①では，相対度数の考えに着目し，度数分布表で資料の特徴を見いだしたり，
実験や観察などを通して確率を求めたりする問題を主に取り上げています。また，代表値を
使って資料の特徴を説明したり，確率を使って調べ，その結果を振り返って発展的に考えた
りする問題も取り上げています。

１

(正答例) イ
(解説編)
・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，相対度数を使えばよいことを理
解しているかをみる問題です。相対度数は，確率や第３学年で標本調査を学習する際にも必要で
す。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.211，P.212 たしかめ３，「新編新しい数学２」P.158 問１

２

(正答例) ０.１
(解説編)
・誤って「３」と答えた人がいるかもしれません。「３」は階級の「度数」なので，これも使って
「相対度数」を求めましょう。
・相対度数は，
「(その階級の度数)÷(度数の合計)」で求められます。例えば，２２℃以上２４℃未満
の階級の相対度数は，
「３÷３０＝０.１」となります。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.211，P.212 たしかめ３

３

(正答例) イ
(解説編)
・硬貨を投げる実験を２０００回
くり返して，表が出た相対
度数を調べたら，例えば，
右のようになりました。１０
０回を超えると，相対度数の
１
ばらつきが小さくなり，その値が０.５に近づく ことから，表が出る確率「０.５(―)」とします。
２
・硬貨やさいころ，トランプなどのように，どの結果が起きることも「同様に確からしい」ときは，
実験をせずに確率を求めることができます。例えば，この問題は，硬貨の出方が全部で２通りあ
１
り，そのうち，表が出る場合が１通りなので，表が出る確率は同じく「―(０.５)」です。
２
(教科書)「新編新しい数学２」P.158 問１，P.159

４

(正答例) ◎
えりかさんの立ち幅跳びの記録１７４cm は，
中央値１７０cm より大きいから，女子２０人の中
で上位１０人に入っている。

(正答例) ○
えりかさんの記録は，中央値より大きい
から，上位１０人に入っている。

(解説編)
・ヒストグラムでは，１８０cm 以上が合わせて６人，１６０cm 以上が合わせて１４人いることは分かり
ますが，えりかさんの１７４cm が上位１０人に入っているかまでは分かりません。しかし，中央値
は，資料の値を大きさの順に並べたときの中央の値 なので，ここでは，１０番目と１１番目の記録
の平均が１７０cm ということで，これより大きい記録は上位１０人に入っていることになります。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.215 問１
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５

(正答例) ６
(解説編)
・下のように，組合せを，落ちや重なりがないように調べる方法は，小学校第６学年でも学習して
います。どの方法でも，全部の試合数は「６」と分かります。

・誤って「１２」と答えた人がいるかもしれません。
「Ａ・Ｂ」と「Ｂ・Ａ」など，同じ試合を重複して
数えている可能性があります。
(教科書) 「新編新しい算数６」P.159～161，「新編新しい数学２」P.165 例１
６ （正答例）

１ ３
３（ ９ ）

(解説編)
・確率を求めるには，樹形図や組合せの表などをかき，起こりう
る場合が 「全部で何通り」で，その事柄が起こる場合が 「その
うち何通り」か正しく数え上げることが必要です。
・例えば，右のように，ゆいさんとはるとさんのジャンケンで起
こりうる場合を，樹形図に整理すると，全部で「９通り」で，
どの場合が起こることも同様に確からしいといえます。このう
ち，ゆいさんが勝つ場合が「３通り」なので，求める確率は
３ １
「 ９＝３ 」となります。
(教科書) 「新編新しい数学２」P.164 たしかめ３
７

(正答例) ◎ ウ
表から，二人のカードの取り出し方は，
全部で９通りあり，そのうち，勝ちが４通
り，負けが４通り，あいこ１通りある。
４
ゆいさんの勝つ確率は ９，負けの確率
４
１
は ，あいこの確率は になるので，どち
９
９
らが勝つ確率も等しい。

(正答例) ○ ウ
表から，ゆいさんの勝
４
つ確率は９ ，負けの確率
４
は９ になるから。
（表は同じなので略）

(解説編)
・６は一般的なジャンケンの場面でしたが，そこから 問題の条件の一部を変えて，発展的に考える
ことが大切です。
「チョキ・チョキ・パー」と「グー・グー・パー」だと不公平な印象ですが，樹形図や
組合せの表などをかき，確率を求めて調べると，どちらが勝つ確率も等しいことが分かります。
→ちなみに，裏返さずに，それぞれ自分で１枚選んでジャンケンすると
したら，ゆいさんはどのカードを出したらよいでしょう？
→ちなみに，さらに問題の条件を変えて，ゆいさんがカードを１枚渡し
て，「チョキ・パー」と「グー・グー・チョキ・パー」になったら，２人の
勝つ確率はどうなるでしょう？
(教科書) 「新編新しい数学２」P.164 たしかめ３
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・Ｄ資料の活用②では，ヒストグラムや度数分布表、確率など、データを活用して解決する問
題を取り上げています。問題を解決していく過程に、Ｄ資料の活用①の知識及び技能に関わ
る類似問題がたくさん出てくるので、それぞれの問題場面をしっかり捉えることがポイント
です。

８

(正答例) (1) イ
(正答例) (2) ◎
例１：集めた長方形は，２つのまとまりだったもの

(正答例) (2) ○
例１：学級の生徒がかいた長方形は，

が，短い辺の長さに対する長い辺の長さの割

だいたい同じ形である。

合でみると，１つのまとまりになっている。

例２：図２では，１.５倍以上１.７倍未満

例２：学級の生徒が美しいと思う長方形の短い辺の
長さに対する長い辺の長さの割合は，１.５倍

の度数が多い。
例３：ヒストグラムが，山のような形

以上１.７倍未満のものが多い。

になった。

例３：図２のヒストグラムの特徴は，１つの山のよ
うな形になったことである。
(正答例) (3) ◎

(正答例)

各階級の相対度数を求めて，生徒と先生の傾向を比

(3) ○

相対度数で，階級を比べればよい。

べればよい。
(解説編)
・学級の生徒に美しいと思う長方形のアンケートを行い，その結果をヒストグラムに表したり，代
表値を求めたりして，資料の傾向について考察していく問題です。
・設問(1)は，４の類似問題で，中央値の意味を理解しているかをみるものです。長方形の横の辺
の長さの中央値は「６.０cm」なので，これと比べると，拓真さんの「７.６cm」より長いものをかい
た人が多いのか，短いものをかいた人が多いのかが分かります。
→ちなみに，拓真さんの｢７.６cm｣より短いものをかいた人のほうが多いのですが，読み取れましたか？
・設問(2)は，右のように，長方形の向
きによって，２つの山に分かれてし
まう ことから，長方形の向きをそろ
えて調べる場面です。長い辺の長さ
は短い辺の長さの何倍かに着目して
ヒストグラムをかき直し，その特徴から，「○○は，◇◇である。
」
「○○ならば，◇◇である。
」
のように，前提と結論の両方を記述 します。事柄の説明なので，正答例○のように，前提と結論
の両方があれば，表現不十分でもＯＫです。
・分布の特徴を見いだすには，範囲や山の数，山の対称性（左右対称か，どちらかにゆがんでいる
か）など に着目したり，度数の最も大きい階級 に着目したりすることが考えられます。また，
代表値 を使って比べるときもあります。
・設問(3)は，１の類似問題で，美しいと思う長方形のアンケート結果を踏まえて，「子供と大人
では，特徴に違いはあるのか？」という新たな問いについて考察する 場面において，全体の度数
が異なる資料を比べるときに，度数の代わりに，相対度数を使えばよいことを説明できるかをみ
るものです。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.211，P.215，P.216 数学のまど
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９

(正答例) (1) ０.１６
(正答例) (2) ◎
例１：
（選んだ生徒：Ａさん）平均値は同じだが，

(正答例) (2) ○
例１：
（選んだ生徒：Ａさん）５.３０ｍ未

Ａさんのほうが５.３０ｍ未満の度数が小さい

満の回数の割合が小さいから。

から，良い記録を出しそうなＡさんを選ぶ。

例２：（選んだ生徒：Ａさん）最頻値が

例２：
（選んだ生徒：Ｂさん）平均値は同じだが，

大きいから。

中央値はＢさんのほうが大きいから，良い記

例３：（選んだ生徒：Ｂさん）中央値が

録を出しそうなＢさんを選ぶ。

大きいから。

例３：
（選んだ生徒：Ｂさん）５.７０ｍ以上の度数の
合計はＢさんのほうが大きいから，良い記録
を出しそうなＢさんを選ぶ。
(解説編)
・設問(1)は，２の類似問題です。５.４０ｍ以上５.５０ｍ未満の階級の相対度数は，「４÷２５＝０.１６」
として求めます。
・設問(2)は，二人の度数分布を比較して，その特徴を基に，どちらが良い記録を出しそうか判断
し，その理由を説明する問題です。選んだ理由が適切かどうかをみるものなので，どちらの選手
を選んでもかまいません 。
・理由の説明では，「根拠」と「結論」両方を記述します。この問題では，「結論」を選んでいる
ので，正答例○のように，
「根拠」だけでもＯＫです 。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.211，P.212 たしかめ３，問６
10

(正答例) (1)

１
３

(正答例) (2) ◎

(正答例)

(2) ○

残りの２つの箱は当たりとはずれが

例１：残りの２つの箱は当たりとはずれが１つ

１つずつで，司会者はそのうちはずれの

ずつで，残った箱は必ず当たりである。

箱を開けるから，残った箱は必ず当たり

例２：司会者はもう 1 つのはずれの箱を開ける

である。

から，残った箱は必ず当たりである。

(正答例) (3) エ
(解説編)
・箱を変更するかしないかに着目し，どちらかに決めて，最初に選んだ箱が当たりのときと，はず
れのときについて，確率を使って筋道立てて考察する問題です。
・設問(1)は，最初から「箱を変更しない」と決めているので，司会者がはずれの箱を見せること
と関係なく，３つの箱から当たりの１つの箱を選ぶ確率 を求めればよい。
・設問(2)は，最初から「箱を変更する」と，最初にはずれの箱を選ぶと，必ず当たる理由を筋道
立てて説明します。理由の説明では，「根拠」と「結論」両方記述する必要があります。正答例
○のように，根拠の部分が多少不足していたり表現不十分だったりしてもＯＫです 。
・設問(3)は，３の類似問題で，実験で確かめる方法を選ぶ問題です。実験が１００回を超えると，
相対度数のばらつきも小さくなり，どちらが当たりやすいか判断できると考えられます。
(教科書)「新編新しい数学２」P.158 問１，P.174 数学のまど
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