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Point！

 度数分布表とヒストグラム 

①  度数分布表

7章　資料の活用 

・ 資料の散らばりのようすをわかりやすく整理した表

・区間の幅・ 整理した一つ一つの区間

・ 各階級にはいる資料の個数

・ 各階級の度数の、全体に対する割合をその階級の

階級の度数÷度数の合計   

その階級の「（　　　　）」

〇 階級35m以上~40m未満の相対度数を求めなさい。 

〇 階級45m以上~50m未満の相対度数を求めなさい。 

Point！

②�� �

・ 度数の分布を柱状のグラフで表したもの 

・ ヒストグラムの各長方形の上の辺の中点を結んだもの
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 度数分布表とヒストグラム 

7章　資料の活用 

例題

〇 下の表はあるクラスの生徒の握力
を測定した結果を 調べたものであ
る。次の問いに答えなさい。 

 (2) 階級の幅を答えなさい。 

 (1) このようにまとめた表を何というか。 

 (3) 握力が27kgの生徒 は、どの階級にはいるか。 

 (4) 握力が40kg以上の生徒は何人いるか。 

 (5) 階級20~25kgの相対度数を求めなさい。 

 (6) 握力が低い方から数えて、10番目の生徒は、どの 階級に
入るか。 

 (7) ヒストグラムと度数分布多角形を、下の図に書き入れな
さい。 
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 度数分布表とヒストグラム 

7章　資料の活用 

〇 下の表は、生徒40人のハンドボー
ル投げの結果を調 べたものである。
次の問いに答えなさい。 

 (2) 階級の幅を答えなさい。 

 (1) このようにまとめた表を何というか。 

 (3) 記録が31mの生徒 は、どの階級にはいるか。 

 (4) 記録が40m以上の生徒は何人いるか。 

 (5) 階級15~20mの相対度数を求めなさい。 

 (6) 記録が低い方から数えて、20番目の生徒は、どの階級に
入るか。 

 (7) ヒストグラムと度数分布多角形を、下の図に書き入れな
さい。 

Step１基本問題



・ （　　　　　）値(メジアン)

Step１説明2 日付(                        )   

名前 (                                               ）
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Point！

 代表値と散らばり 

7章　資料の活用 

・最頻値(モード)

・ 範 囲(レンジ)

・平均値

→資料の値の中で、もっとも多く現 れる値

→資料の値の大きさを並べたと き、その中央の値

→資料の最大の値と最小の値の差：範囲=最大値-最小値 

→度数分布表で、各階級の真ん中の値

→個々の資料の値の合計を資料の総数でわった値 

例題

(1) 最頻値を求めなさい。 

(2) 中央値を求めなさい。   

(3) 分布の範囲を求めなさい。   

〇 ある中学校の生徒20人の、50m走の記録が以下のように
なった。次の問いに答えなさい。

7.3,�6.8,�8.3,�9.2,�7.2,�8.1,�8.5,�7.5,�7.0,�6.9,�
7.4,�8.1,�8.0,�8.8,�7.8,�7.5�,�8.1,�8.6,�9.0,�7.7�

・ （　　　　）値
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 代表値と散らばり 

7章　資料の活用 

(4) 度数分布表にそれぞれの階級値を書き入れなさい。

(5)  度数分布表に度数を書き入れなさい。

(6) 度数分布表に階級値×度数を書き入れなさい。  

7.3, 6.8, 8.3, 9.2, 7.2, 8.1, 8.5, 7.5, 7.0, 6.9, 
7.4, 8.1, 8.0, 8.8, 7.8, 7.5 , 8.1, 8.6, 9.0, 7.7 

階級（秒） 階級値 度数（人） 階級値×度
以上～未満

6.6~7.0
7.0~7.4
7.4~7.8
7.8~8.2
8.2~8.6
8.6~9.0
9.0~9.4
計 ー

(7) 平均値を求めなさい。 
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 代表値と散らばり 

7章　資料の活用 

Step１基本問題

〇 ある中学校の生徒20人の、テスト結果を度数分布表に整理
した。次の問いに答えなさい。 

90,�85,�83,�91,�72,�68,�92,�75,�71,�74,��
83,�75,�75,�84,�98,�92,�74,�65,�82,�86�

階級（点） 階級値（点） 度数（人） 階級値×度
以上～未満

65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
計 ー

(2) 最頻値を求めなさい。 

(3) 中央値を求めなさい。   

(4) 分布の範囲を求めなさい。   

(5) 平均値を求めなさい。 

(1) 下の度数分布表を完成させなさい。 
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 代表値と散らばり 

7章　資料の活用 

〇 ある中学校の生徒20人の、1か月の読書数を調べたところ、以下のよ
うな結果に次の問いに答えなさい。 

1, 6, 7, 12, 13, 4, 15, 5, 7, 8,  
10, 11, 12, 15, 15, 3 , 8, 13, 5,19 

階級（点） 度数（人） 相対度数 階級値
以上～未満

0~4
4~8
8~12
12~16
16~20
計 ー

(2) このようにまとめた表を
何というか。

(3) 階級の幅を答えなさい。 

(4) 読書数が13冊の生徒は、どの階
級にはいるか。 

(6) ヒストグラムと度数分布多角形
を、下の図に書き入 れなさい。 

(1) 下の度数分布表を完成させなさい。 

Step２練習問題 (5) 読書数が低い方から数えて、10

番目の生徒は、 どの階級に入る
か。 

(7) 最頻値を求めなさい。 

(9) 分布の範囲を求めなさい。 

(8) 中央値を求めなさい。 

(10) 平均値を求めなさい。 

1,�3,�4,�5,�5,�6,�7,�7,�8,�8,�
10,�11,�12,�12,�13,�13,�15,�15�,�15,�19�
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 代表値と散らばり 

7章　資料の活用 

〇 下の表はあるクラスの生徒の握力を測定した結果を 調べたものであ
る。次の問いに答えなさい。

(2) 階級の幅を答えなさい。 (3) 中央値が含まれる階級を
答えなさい。 

(4) 平均値を求めなさい。 

(1) ア~オに当てはまる数
字を求めなさい。 

Step３ 確認テスト

〇 次の(1)~(4)に当てはまるものを、A~Dのヒストグラム からすべて選び
なさい。 

(2) 平均値が最も大きいのはどれ
か。

(3) 平均値と中央値が最頻値がほ
とんど同じになるもの はどれか。 

(1) 範囲が最も大きいのはどれ
か。

(4) 中央値が、40以上50未満にふく
まれているものはど れか。 
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 近似値 （真の値の範囲）

7章　資料の活用 

〇 ある数aの小数第1位を四捨五入したら、近似値が12で ある
とすると、aの範囲を求めなさい。また、このとき、誤差の絶
対値はいくつになるか答えなさい。 

・測定して得られた値などのように、真の値に近い値のこと

例) 円周率として用いる3.14など

・ 近似値から真の値をひいた差を誤差という。

誤差=（　　　）値-真の値 

例題

〇 ある数aの小数第1位を四捨五入したら近似値が 1 5 である
とするとき、次の問いに答えなさい。

(1) aの範囲を求めなさい。 

(2) このとき、誤差の絶対値を答えなさい。 

Step１基本問題

〇 ある数aを四捨五入したら、近似値が3.5であるとすると、 a
の範囲を求めなさい。また、このとき、誤差の絶対値はいくつ
になるか答えなさい。 

aの範囲 誤差の絶対値 

aの範囲 誤差の絶対値 

（　　　　　　　　　）
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 近似値 （真の値の範囲）

7章　資料の活用 

〇 ある数aの四捨五入したときの、近似値が以下の場合、 aの
範囲を求めなさい。また、このとき、誤差の絶対値は いくつ
になるか答えなさい。 

〇 あるマラソンコースの距離を測定し、10m未満を四捨五入し
て測定値を4500mを得たとき、次の問いに答えなさ い。 

(1) 3.5 

Step２練習問題

aの範囲

誤差の絶対値

(2) 12.55 

(1) 真の値をaとして、aの値の範囲を不等号を使って表しなさ
い。  

(2) 誤差の絶対値は大きくてもどのくらいだと考えられるか。 

Step３ 確認テスト

〇 ある数aの四捨五入したときの、近似値が以下の場合、 aの
範囲を求めなさい。また、このとき、誤差の絶対値はいくつ
になるか答えなさい。 

(1) 50  

aの範囲

誤差の絶対値

(2) 1.20 

〇 ある数aの四捨五入したら、1.6得られた。次の問いに答えな
さい。 

(1) aの値の範囲を不等号を使って表しなさい。 

(2) 誤差の絶対値は最大でどのくらいだと考えられるか。 
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Point！

有効数字

7章　資料の活用 

〇 次の測定値が10mLの単位まで信頼できるとき、 これを整数
部分が1けたの小数と、10の何乗かの形に表しなさい。(   )内
の数字は，近似値の有効数字の桁数を表している。 

例題

〇 地球の直径が約12750kmのとき次の問いに答えなさい。

(1) 有効数字3けたで答えなさい。ただし整数部分が 1 けた
の小数と、10の何乗かの形に表しなさい。 

(2) は何の位まで測定したものか。 1,275 × 104

Step１基本問題

〇 次の測定値は、何の位まで測定したものか。 

(1) 2560mL (3) (2) 550mL (2)

(1)  1.50 × 102 (2) 5.20 × 103

・近似値を表す数で、意味のある数字 

・ その数字の個数を、有効数字のけた数という。 

有効数字とは？
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Step２練習問題 Step３ 確認テスト

有効数字

〇 次の測定値が10mLの単位まで信頼できるとき、 これを整数
部分が1けたの小数と、10の何乗かの形 に表しなさい。(   )内
の数字は，近似値の有効数字の桁数を表している。 

〇 次の測定値は、何の位まで測定したものか。 

(1) 200mL (2) (2) 2500mL (3)

(1)  g 1.0 × 103 (2) 2.3 × 104

〇 次の測定値を、( )内のけた数を有効数字として、 (整数部分
が1けたの数)×(10の累乗)で表しなさい。 

〇 次の測定値は、何の位まで測定したものか。 

(1) 地球の直径・・・12750km(有効数字2けた)  

(2) 地球と月の距離・・・38400km(有効数字3けた) 

(1) m 7.0 × 102 (2) 3.20 × 103


