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ならして比べよう（平均）

よさに気づき、生活に生かそうとする。 （関心・意欲・態度）

としての平均の意味について考えることができる。 （数学的な考え方）

判断の根拠を数学的な表現で相手に説明する。

て平均を計算で求めることができる。 （表現・処理）

意味と求め方を理解する。 （知識・理解）

ついて

について

の意味を考えるにあたって２つの考え方がある。測定値としての平均と代表値としての平均である。

いくつかの数量があるとき、それらの間の差を相殺して「ならしてどれだけ」とする考え方である。

というのは同一のものを同一の方法で測定しても同じ結果を得るとは限らない。計器や測定者のくせ

合的な要因によって誤差が生まれるのが一般的である。誤差を少なくする方法として測定結果をなら

を用い処理することが前者の考え方である。

は資料がある程度に渡って分布している集団について、その集団の特徴を一つの数で表そうとする考

ある。集団の中心的傾向を示す値を「代表値」と呼ぶ。代表値には平均値、中央値（ﾒｼﾞｱﾝ）、最頻値

ド）などがある。代表値として最も多く使われるのが平均値である。平均値は集団全体の数量をなら

によって構築できる理想化された数量である。次単元の「単位量あたりの大きさ」に直結する新しい

見方であるといえる。統計的な見地からは集団の質を規定する際に目的に応じた代表値があるが、他

値と比較する中で、理想化された代表値としての平均のイメージをつかませていきたいと考える。

について

では「ならす」ことの意味を考える。数量を計算でならしたものとして測定値としての平均があるこ

解させる。さらに平均から全体を求めたり、０を含む場合の平均や、分離量が小数表記であってもよ

をつかませる。

て仮の平均を扱う。まず他者の考えた式からどこに基準をおいて平均を求めたか一斉で読み取る活動

入れる。式から表、グラフから式へと算数的な表現方法を対応させる中で、仮の平均の考えを理解さ

さらに、読み取った情報をもとに自ら仮の平均を設定し数値が異なる集合の平均を計算で求める。当

々の基準によって平均を求める式が異なるであろう。そこで、児童が作った式を互いに読み合う活動

入れることで他者の思考過程を理解できることや、仮の平均の考えのよさなどをつかませていきたい

る。

て代表値としての平均を学習する。集団の質を比較する際に平均を用いても良いことを理解させる。

平均値が等しい場合の集団の質を比較する活動を取り入れる。平均値以外の代表値、例えば最頻値や

など多くの視点で集団は比較できることを経験させる。あくまでも代表値としての一つとして平均値

こと、平均値が等しくても集団の様相は異なることを知る中で、平均値は理想化された数量というこ

かませていきたいと考える。

段階として体験的な算数的活動を取り入れる、歩幅を平均で求め実測することで、学習内容が実生活

せることを児童に経験させたいと考える。

の究極の目的が「よりよい考えをつくっていくこと」と捉えている。そこで算数科としての「よさ」とは具

何であるのか教師や児童がある程度共通した価値観を持たねばならないと考える。そこで、以下のような「算

―全員参加でよりよい考えをつくる伝え合い活動の充実―



数はかせ」※１を提示し授業の中でいくつか考えが出た場合、考え方を比較する上での指標として活用している。

また、「伝え合い活動」を行うために普段の算数科の授業では以下の２点を重点的に指導している。

①算数用語を適切に用いること

②児童が表現した式・図・表・グラフなどを読み合うこと

４．学習計画（総時数 ９時間）

次 目標 主な学習活動 支援と評価★

一
次

平
均

「平均」の意

味と求め方を

理解する。

○「ならす」ってどんなことだろう？

・ みんな同じ高さになっている。

・ 多いほうから少ない方に移して同じ量にしている。

・ いろいろな大きさを等しい大きさにすることを「ならす」

と呼ぶんだな。

このジャージ牛は一日どれくらいの牛乳がとれるといえるの

かな？

・ 日によってちがう。ばらばらだ。

・ 牛乳の量をならして一日あたりで考えればよい。

＜数量をならす方法を考えよう＞

・ グラフで多い日から少ない日に移動して同じ量になるよ

うにする。

・ 計算でもできそうだ。全部の牛乳の量を日数で割ると…

 18＋12＋15＋16＋14＋13＋17＝105 105÷７＝15  15ℓだ

○

・

1

・写真を提示し「なら

す」というイメージを

視覚的に持たせる。

★数量をならす方法と

して平均があることを

知る。（知識・理解）

算数 は・か・せ ※１

は 「はっきり」させよう （判断）

「はやく」しよう （根拠）

か 「かんたん」に表そう （簡潔）

「かっこよく」表そう （的確）

せ 「せいかく」に表そう （正確）

「せいり」して表そう （整理）

いー算数はかせは き・そ・う

い 「いつでも」できる方法を考えよう （一般化）

き 「きょうつうてん」を見つけよう （共通点）

そ 「そういてん」を見つけよう （相違点）

う 「うまい」方法を探そう

「うつくしい」方法を探そう （価値）

曜日 日 月 火 水 木 金 土
牛乳の量（ℓ） 18 12 15 16 14 13 17

と

グラフや計算で数量はならせるよ。

いくつかの数量を等しい大きさにならしたものを平均

呼ぶんだ。 平均をことばの式で表すと…
このﾎﾙｽﾀｲﾝ牛とジャージー牛を比べてみよう。

計算で1日あたりにならしてみると…

（20＋10＋20＋15＋15）÷５＝80÷５

＝16

日あたり16ℓだからﾎﾙｽﾀｲﾝ牛のほうがよく牛乳が出るよ。 

月 火 水 木 金
牛乳の量（ℓ） 20 10 20 15 15

平均＝合計÷個数 になるね。



平均から全体

量を求める方

法を理解す

る。

○この牛は1年間でどのくらいえさを食べるのかな？

ある牛のえさの量（1月～5月）

・ 途中までしか分からないぞ。

・ 1 ヶ月の平均を求めてからそれを 12 倍すると 1 年間の量

が予測できると思う。

＜平均を使って予測しよう＞

・ 1ヶ月の平均は…

（450＋480＋360＋420＋390）÷５＝420

420×12＝5040 5040ｋｇ

・全体を求めるには、

平均の個数分と考えれ

ばよいことに気づく。

★平均から全体量を計

算して求めることがで

きる。（表現・処理）

０を含む場合

も個数のひと

つ分と捉え、

平均をもとめ

るのに必要で

あると考える

ことができ

る。

牧場見学に来た人の数は一日平均何人かな？

・ 水曜日は0人だ。計算に入れるのかな？

＜水曜日は数に入れるのかな？＞

・ 0人なので無かったことにする。

・ 結果が０人なので計算のうちに入れるべき。

・ 結果が小数になるよ。8.5人って表してよいのかな？

・ 人数が小数って変だよ。概数を使うのかな？

・既習との違いを明確

にさせる

★０を含む場合も平均

の考えに基づいて平均

をもとめることができ

る。（表現・処理）

式を読みとる

ことで仮の平

均の考えを理

解し、工夫して

平均を求める

ことができる。

本時

＜Ａさんはどう考えたのか？＞

・ A さんは基準をきめて、それを超えた部分の平均を計算して足して

いる。

・ この基準はどこにしても同じ結果になる。

★自ら基準を決め工夫

して平均をもとめるこ

とができる。

（数学的な考え方）

代表値を根拠

として集団の

質を判断する

ことができる。

Ａクラス

Ｂクラス

○どちらのクラスの記録が“良い”といえるかな？

・ １回あたりの記録の平均は…

Ａクラス（17＋34＋29＋29＋37＋43＋24＋45＋23＋29）÷10

＝31

Ｂクラス （30＋31＋30＋31＋30＋34）÷５＝31

あれ いっしょになるぞ？一人平均３１ｍだ。

・

月 1月 2月 3月 4月 5月 …
えさの量（ｋｇ） 450 480 360 420 390 …

一部分しか分からなくても、平均の考え方を使ったら全体を予測することがで

きるね

曜日 月 火 水 木 金 土
人数（人） 7 8 0 12 10 14

平均は0 人の日も考えて計算します。8.5 人のように

平均は小数（分数でも）で表すことができます。

出席番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
記録（ｍ） 17 34 29 29 37 43 24 45 23 29

出席番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
記録（ｍ） 30 31 30 31 30 34

集団の“良さ”（レベルのようなもの）を比べるときには平均を使っ

ても良い。平均で比べるとＡクラスとＢクラスのレベルは同じだ。

A さん達の考えは仮の平均をきめて、それを超えた部分の平均を計算し、

あとで足しても平均をもとめているよ。仮の平均はどこでもよいし、どこ

にするかで平均を簡単に求めることができる。



＜どちらかに選ぶとしたら、他にどんな方法があるかな？＞

・ 最高記録はＡの方が高いからＡクラスかな？

・ 最低記録もＡは低いな。Ａクラスはむらがあるね。

・ 投げた回数が違うから合計では比べられないね。

・ Ｂクラスはみんな同じ位投げているよ。高い人もいないけ

ど、低い人もいない。安定している。

・ 真ん中の値で比べたら

Ａクラス29ｍと29ｍの間だから…２９ｍ

Ｂクラス31ｍと30ｍの間だから…30.5ｍ

記録の真ん中の値が大きいＢクラスが良い

・ 一番多い記録で比べると

Ａの２９ｍが3人 Ｂの３０ｍが3人で Ｂかな？

★どの数に着目して自

らの判断を行ったか根

拠を説明することがで

きる。

（数学的な考え方）

異なるグルー

プの平均値か

ら全体の平均

を求めること

ができる。

＜6年A組の走り幅とびの平均を求めよう＞

人数 跳んだ距離

男子 １４人 ２７４ｃｍ

女子 １６人 ２９８ｃｍ

・男女の平均の平均でみると…

（274＋298）÷２＝２８６

・全体の合計を求めて平均すると…

（274×14＋298×16）÷30＝（3836＋4768）÷30

＝ 8604÷30

＝ 286.8

あれ？ちがうぞ

★「平均」の意味を見

直すことで平均同士を

平均しても全体の平均

にならないことを理解

することができる。

（数学的な考え方）

体験的な算数

的活動を通

し、学習内容

の理解を深

め、興味を広

げる。

学習内容の習

熟をはかる

＜歩幅を使っておよその長さを測ろう？＞

・一歩の歩幅×歩数でおよその長さが調べられる。

・歩幅は毎回違うから…1歩の歩幅の平均を求めよう。

・10歩くらいが計算しやすいかな？

《実際に測定しよう》

教科書P36 たしかめよう に取り組む

★学習内容を適切に活

用して活動に取り組も

うとしている。

（関・意・体）

★学習内容が定着して

いる。（知識・理解）

５．本時の学習（第一次中４時）

（１）題目 仮の平均

（２）本時のねらい

・式を読みとることで仮の平均の考えを理解し、工夫して平均を求めることができる。（数学的な考え方）

（３）準備 PC プロジェクター

（４）展開

学習活動 時 児童の活動と思考の流れ 支援と★評価

３ 能登島でとれた5匹のクロダイのサイズです。

（能登島で釣れたクロダイの平均サイズは？）

・（28＋25＋35＋36＋41）÷５＝165÷５＝33 平均３３ｃｍだ。

クロダイ ① ② ③ ④ ⑤
サイズ（ｃｍ） 28 25 35 36 41

平均は全体を個数で割って数量をならしたものだから

平均どうしの平均では全体の平均とは違ってくるね。

平均が等しくても、中身はばらばらなものがある。どちらが“良い”

かは数の見方で変わるものだ。
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２.考える

３.話し合う

４．ふかめる

５.考える

６.話し合う

７．まとめる

22

10

７

３

Aさんはこんな式で考えました。

＜Ａさんはどう考えたのかな？＞

・式が二つあるね。最初の式は平均の式と似ているぞ

・（ ）の部分が何かの合計だと思う。

・表を見てみると…もとから20引いた数が上の式にあるよ。

・（ ）の中身は20ｃｍを超えた部分の平均だ。

・としたら最後の式は20＋13＝33になる。

・A さんは 20ｃｍを超えた部分の平均を計算して、それに基準と

なった20ｃｍを足して全体の平均をもとめているよ。

BさんはAさんを真似て２５ｃｍを基準にして考えました。

○Bさんの式をみんなでつくろう。

・（３＋0＋10＋11＋16）÷５＝40÷５

＝８ 25＋8＝33 平均33ｃｍ

・基準をかえても平均は求められるね。

○数を変えても仮の平均の考えは使えるかな？

今度は

黒マグロだ！

・たとえば基準の量を290ｃｍにすると…

式はこうなるね→

基準をかえると↓

・Dさんは仮の平均を一番低い2

・Eさんは仮の平均を300ｃｍで

○どの求め方が使いやすいかな？

・C、Eのやり方は仮の平均がきり

・Dのやり方は和が小さいから割

・ E みたいに引き算が混じって

単になる。

○式で読み取とった内容を

表やグラフと対応させるこ

とで基準が変化したことを

つかませる（T１・T２）

・用語「仮の平均」を

教える

○数を変え自ら式で表現す

ることで概念の理解を促す

（T１）

・仮の平均を設定できない

児童に助言を行う。（T２）

・早く計算できた児童に他

の基準でもできないか示唆

する。（T１）

★自ら基準を決め工夫

して平均をもとめるこ

とができる （ノート）

クロダイ ① ② ③ ④ ⑤
サイズ（ｃｍ） 28 25 35 36 41
20cmとの差 8 5 15 16 21

Aさん（8＋5＋15＋16＋21）÷５＝65÷５

＝□

□＋★＝３３ 平均 ３３ｃｍ

D（６＋10＋0＋11＋12＋３）÷６

＝４２÷６

＝７ 297＋7＝304 平均304cm

C（13＋17＋7＋18＋19＋10）÷６

＝84÷６

＝14 290＋14＝304 平均304ｃｍ

A さん達の考えは仮の平均をきめて

あとで足しても平均をもとめている

にするかで平均を簡単に求めること

クロマグロ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
サイズ（ｃｍ） 303 307 297 308 309 300
E（３＋７－3＋８＋9＋０）÷６

＝２４÷６
97cmで考えて計算している。

考えている。

の良い数なので計算しやすい。

り算が簡単だ。

もできるね。この場合なら式が簡

A より簡潔に処理するための

基準の量を考え、工夫して平均

を求めることができる。

B 仮の平均の考えを用い、工

夫して平均を求めること

ができる。

C 仮の平均の考えが理解でき

ない。

C児童への手立て

他者の式、表、グラフな

どを対応させることで

理解を促す。

＝4 300＋４＝304 平均304ｃｍ

、それを超えた部分の平均を計算し、

よ。仮の平均はどこでもよいし、どこ

ができる。




