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学科共通の科目 

・数学Ⅰ（３），数学Ⅱ（６）  

・国語総合（４），現代文（４）  

・地理 B（４），世界史 B（４）  

・倫理（２），政治経済（２）  

・生物基礎（２），化学基礎（２），  

地学基礎（２）  

・体育（８），保健（２）・芸術（２） 

・OCⅠ（２），英語Ⅰ（４）  

・家庭総合（４）・情報 A（２）  

農業に関する科目 

農業科学基礎（２）  

フラワーデザイン（５）  

総合実習（９）  

農業情報処理（４）  

課題研究（４）  

野菜・果樹・草花（６）  

栽培に関するデータを用いた「データの分析」の指導と活用 

― 農業の学習における数学的活動の支援について ― 

 

 

千葉県立 ○○○○ 高等学校 ○○ ○○（数学科）  

 

 

１ はじめに 

 

平成 21 年３月に告示された学習指導要領に基づき，平成 24 年度から，数学Ⅰでは，

統計の基本的な考え方とそれを用いたデータの整理とその傾向の把握を指導する「デー

タの分析」が新たに導入された。 

私は平成 24 年度園芸科１年生のホームルーム担任になり，私自身も「データの分析」

を初めて指導することになった。園芸科の実習では多種の野菜・果樹・草花を栽培して

いるため，それらの成長過程や収穫物から様々なデータを得ることができる。この機会

に，栽培実習でのデータを用いて，生徒に数学を指導したいと考えた。 

この研究の目的は二つある。第一は，これらのデータを収集し，それを活用して「デ

ータの分析」を指導することである。第二は，農業に関する学習活動への数学的な側面

からの支援について模索することである。 

これらの活動を通して，実生活のデータを利用し「データの分析」の指導例を積み重

ね，生徒にとってわかりやすく，農業の学習に役に立つ数学の指導法を研究することと

した。 

 

２ 本校の概要 

 

 私が勤務している岬高等学校は 1926（大正

15）年に長者町・中根村・古沢村組合立長者高

等実業補習学校として開設され，夷隅地域にお

いて農業に関する知識・技能を普及してきた。

平成 24 年度現在の学級編成は各学年園芸科１

学級，普通科２学級となっている。 

 本校の園芸科では多くの種類の農作物を栽

培している。本校で生産される野菜・果樹・草

花はどれも地元と周辺地域での評価が非常に

高く，教員は農業教育に誇りを持って指導し，

生徒もそれに応えるように日々の実習に一生

懸命に取り組んでいる。 

  園芸科の履修科目は図１のとおりである。 

１年生は農業の専門科目「農業科学基礎」でト

ウモロコシ，スイカ，ダイコン，キャベツ，ハ

クサイ，ブロッコリー等の栽培実習を通して，

農業の基礎を学習する。２，３年生は全員が「野

菜」，「果樹」，「草花」の３科目のグループに分 

 

図１ 園芸科履修科目一覧（単位数） 
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かれて，それぞれの分野の栽培実習を行う。また，３年生では，専門科目「課題研究」

を履修し，各自が栽培に関する課題を設定した上で２～３人のグループで研究を行う。

グループごとに設定する課題は異なるが，平成 24 年度では，栽培条件と生育状況，病

害虫対策，収穫物の品質，収穫量に関するものが多く見受けられた。この活動は担当教

諭の指導の下，週２時間の授業時を核として放課後や夏休みなどを利用して自主的に行

われる。研究の成果は校内で催される文化祭（11 月）と卒業の１ヶ月前に行う課題研究

発表会で全員が発表する。また，優れた研究については，農業クラブの県大会や全国大

会で発表を行う機会が与えられる。 

 本校の生徒は，全体的に比較的落ち着いて学校生活を送っており，授業に臨む姿勢も

良好であると感じている。授業では基礎・基本の習得を第一の課題としている。私がホ

ームルームを受け持ち，数学Ⅰの授業を担当している園芸科のクラスでは，入学者選抜

における学力検査や入学時の実力テストの実態を受け，入学当初は小中学校で学習する

計算の内容（整数・小数・分数の四則計算，割合の計算，正負の数の計算など）につい

て復習を行った。授業では，その時々の生徒の実態を十分に考慮し，丁寧にわかりやす

く進めることを普段から心がけて指導している。  

 

３ 研究の概要について 

   

 本研究では，生徒が園芸の実習で得られた収穫物を計測・記録することによってデー

タを収集し，それらを表や図，数値（代表値など）に表して考察することを通して，デ

ータの分析の手法を習得することができるような指導法を計画し実践する。 

 また，データの分析以外の内容であっても，既習事項が栽培に役に立つことがわかる

ような授業での取組をできるだけ多く行う。 

 統計に関わる内容は，中学校においても領域「資料の活用」として各学年で扱われて

いる。データの分析を指導するにあたり，生徒にいくつかの質問をしたところ，「平均

値」という言葉についてはクラス全員が知っていたが，既習事項である「中央値」，「最

頻値」，「ヒストグラム」等の用語について覚えている生徒はほとんどおらず，課題がみ

られた。 

 ところで，以前ブロッコリーの収穫量の調査をしていた生徒から，条件別に収穫量を

記録した栽培のデータを提示され，その分析についての相談を受けた。しかし私自身が

良いアドバイスをすることができなかったことがある。生徒の調査・研究をよりよいも

のにするためにも，私自身がどんな場面でもきちんと指導できるようにならなければと

深く反省した。 

 園芸科クラスの担任をする中で生徒が学ぶ姿を見て，農業の学習では数学の知識が大

いに役に立つことを実感している。以上のことを踏まえて，本研究では①栽培のデータ

を用いた「データの分析」の指導，②農業の学習での数学の活用をテーマに計画・実践

を行うことで，生徒が数学の授業で学んだ事柄を園芸科の栽培実習での考察などの学習

活動に役立てることを目指す。 

 

 

４ 実践Ⅰ データの分析（数学Ⅰ）の指導 

（１）指導内容について 

 

 数学Ⅰにおけるデータの分析の指導内容は学習指導要領で次のように記載されてい

る。 
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図２ サツマイモの苗を植えている様子 

 統計の基本的な考えを理解するとともに，それを用いてデータを整理・分析し傾向を

把握できるようにする。 

ア データの散らばり  

 四分位偏差，分散及び標準偏差などの意味について理解し，それらを用いてデータの

傾向を把握し，説明すること。  

イ データの相関  

 散布図や相関係数の意味を理解し，それらを用いて二つのデータの傾向を把握し，説

明すること。 

 

 上記を踏まえて，園芸の実習から得られたデータを用いてこれらの内容について指導

し，そのよさを認識させ，活用できるようにするための方策を考えた。  

 私自身は農業や栽培に関する専門知識や経験が乏しいため，このような研究テーマを

設定したにもかかわらず，実際に行うとなると，不安なことがいくつかあった。園芸科

の実習といかにして関わるか，データの収集をどう行うか，またそれをどう活用するか，

箱ひげ図の指導をどのように実施するかなどのイメージが湧かなかったのである。 

私が悩んでいると，本校の農場長からダイコンの発芽率や商品化率を計算させるとよ

いとの助言をいただいた。その助言から，ダイコンを使えば，割合の計算も併せて学習

させることができることに気がついた。また，近日中に芋掘りを行うという話を聞き，

ダイコンとサツマイモについてデータを収集することにした。 

  

（２）データの準備と教材作成について 

 

 ア データ収集での試行錯誤 

 

   私は実際の収穫に先立ち，９月の中旬に本校の近くの野菜直売所やスーパーマーケ

ットで５～６本ずつサツマイモを購入し，データを得るための教材作成を行った。付

着した土をよく落として，識別のためのラベルを購入したサツマイモに貼った。その

後，比較的計測が容易と思われる４つの項目「①重さ，②長さ，③周長，④太さ」に

ついて計測し，記録した。 

 ①重さは上皿秤，②長さは物差し，③周長はメジャー，④太さはノギスを用いて測

定した。実際に行ってみるとデータを収集する際，いくつかの問題があることがわか

った。①は何桁のデータを収集するか，②はサツマイモのどこからどこまでを長さと

するか（つるや先端をどこで切るのか），③④はサツマイモが円柱のように一様ではな

いため，どこを測定するのかという基準を設ける必要が生じたのである。 

 そこで，①はほとんどのサツマイモ

が重さ 100g 前後から１㎏未満である

ことから，秤の性能を考慮し有効数字

を３桁とした。②については，見て食

べられそうな部分を測定した。③④に

ついては直感的に最も値が大きいと思

える場所を測ることにした。 

ところで，園芸科の生徒は，例年，

一年生の９月の第一週の授業でダイコ

ンの種をまき，90 日後に収穫を行う。

また，収穫までの過程において，成長

していくダイコンの葉の数や長さなど  
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を定期的に調べることになっている。そこで，収穫時のダイコンの生育調査で得られ

たデータを数学の授業においても活用することにした。  

 

 イ 収穫と実際のデータ収集  

（ア）サツマイモ a 

   本校におけるサツマイモの栽培は，長年に

わたって近隣の小学校，保育所，特別支援学

校との連携事業の一環として行われており，

平成 24 年度も５月に各学校・保育所の子ども

たちが本校の畑で園芸科の職員・生徒の指導

の下で苗を植えた（図２）。子どもたちは「大

きいおいもができるといいな」と収穫を楽し

みにしており，本校生徒も「あの子（小学１・

２年生）たちと芋ほりしたい！」と，収穫を

通して小さい子どもたちとふれあうことを楽

しみにしている。 

 サツマイモの収穫は 10 月上旬から中旬に

かけて行われた（図３）。３回の芋ほりを通し

てたくさんのサツマイモを入手できた。計測

と記録は放課後に園芸科の数名の生徒に協力

をしてもらい実施した。サツマイモの泥をよ

く落とし，乾燥させ，ラベルを貼り，計測と 

記録を行った（図４，図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）ダイコン a 

 ダイコンの収穫と測定は，種まき後 90 日目に，園芸科の「農業科学基礎」の授業の

一環として担当教諭の指導の下で行った。  

 クラスの生徒全員が一人当たり 1 本ずつ，一番太くて長いと思えるダイコンを抜い

て，水洗いしたのち，葉数・葉長・葉重・根長・根重・全重量・根径の測定と記録を

行った。葉数は一枚一枚数え，葉重・根重・全重は上皿秤で，葉長・根長は１ｍの物

差しで測り，ダイコンの実習ノートに記録した（図６）。 

図３ サツマイモの収穫の様子 

図５ サツマイモの計測と記録  

図４ 収穫後の計測準備の様子 
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図６ ダイコンの計測と記録  

 たった一本のダイコンを測るだけのことなのだが，生徒にとって作業は大変そうで

あった。幾重にも入り組んだ葉の枚数を何度も数え，数えるたびに数値が異なってし

まう生徒がいたり，竹製の物差しの目盛りの間隔をうまく数えられず正しい値を測れ

ない生徒もいた。また，上皿秤の目盛りをきちんと読めずに困っている生徒もおり，

仲間や教員に助けを求める声が絶えず，私自身もそれらの指導に追われた。同時に私

はこの指導を通して，生徒達が身近なものの長さや重さを測る機会が少ないこと，cm

とｍ，ｇと㎏などの単位の違いをあまり理解していないこと，単位をつける体験が少

ないことなどがよくわかった。これまで私の数学の授業では，単位が関わる問題をあ

まり取り上げてこなかったが，これからは意識して単位に関する指導を行う必要性を

感じた。また，より正確な数値データを得るためには図５のようなデジタル表示の機

器を利用することが有効であると思った。 

 

ウ 教材作成について 

 

 研究を計画した当初は，集めたデータをすべて使って，電卓やコンピュータを利用

して「データの分析」の指導を行う予定であった。しかし，計算機の利用は一定の知

識や経験を生徒が持っていることが前提となる。情報処理機器の操作方法に気を取ら

れてしまい，本来の学習内容が疎かになってしまわないかと不安を抱いた。そこで授

業では，計算が容易な数字のデータを用いて，計算は全て手作業（筆算・暗算）で行

わせることにした。そうすることで指導の根幹である，データを整理し分析する意義

を，順を追って丁寧に，なるべく生徒自身に考えさせながら理解させることができる

と考えたからである。 

 また，今回，指導方法を模索しながら教材を作成する上で特に力を入れたのは，「箱

ひげ図」の扱いであった。教科書の記述を参考にして，サツマイモの太さのデータを

用いて四分位数を求めて箱ひげ図を描いてみた。このとき，実際の授業において，生

徒が速やかに箱ひげ図を描くことができるようにと考え，試行を繰り返した。データ

は「太さ（cm）」を用いることにした。小数第１位を四捨五入することで１桁にしやす 
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いこと，比較的少ないデータの数で扱いやすい度数分布を得られるなどの理由により，

学習用のデータとして適していると考えたからである。またデータは，個数が少ない

と四分位数の説明が困難になり，逆に何十個もの多数になると昇順に並べることが容

易ではなかった。50分という限られた授業時間内で，データの整理が速やかに行えて，

予め定めた指導内容を完結させることを考慮し，データを四等分した位置が簡単に把

握できて四分位数が求めやすい 11 個，または平均値を計算しやすい 10 個のデータで

ワークシート教材を作成した。  

 実際に四分位数を求めて箱ひげ図を描くと，教科書のようにきれいな箱ひげ図はな

かなかできなかった。最小値と第１四分位数が一致してしまう（ひげができない），第

２四分位数と第３四分位数が一致してしまう（中央値の線が明示できない）など，デ

ータの数を少なくしたことによると思われる不都合が起こったのである。 

 試行錯誤をした末に，データは私が指導上都合の良いものを選んで，図７，図８の

ようなワークシートを複数（例題用・練習問題用・考査用・復習用）作成して授業を

実施した。 

 分散によるデータの散らばりの比較，散布図と相関係数によるデータの相関の分析

の内容は，教科書等の例や練習問題を参考に栽培以外の身近な事柄も取り入れて指導

することにした。計算量が多いため，はじめは教室において少量のデータを手作業に

より計算をさせた（標準偏差は平方根表を利用した）。手計算による学習で知識が定着

した後に，ダイコンのデータを使い，コンピュータを用いた指導を行うことにした。  

教材を準備する際に，生徒が測定したダイコンの葉と根のデータの中からいろいろ

な２種類（組合せ）のデータを選んで，表計算ソフトウエアで実際に散布図を作成し，

相関係数を計算してみると，正の相関がはっきりと確認できる組合せ，やや確認でき

る組合せ，全く確認できない組合せなどさまざまなものが得られた。 

授業において，偏差，偏差の平方などの値をできるだけ視覚化して確認しながら，

データの分析を行うことができるように，表計算ソフトウエアで図 11 のような生徒用

のワークシートを作成した。  

 

（３）授業実践① 箱ひげ図 

  

ア 1 時間目 代表値を求める 

 

 サツマイモの栽培とデータの分析の

学習を視覚的に結び付けるために，導

入では最初にワークシート（図７）の

写真のサツマイモを実際に教室に持ち

込み，実物を見せた上で授業を始めた。 

 サツマイモの長さのデータをワーク

シートのとおりに板書し，書いたデー

タをよく見て，わかったことを述べる

ように問いかけた。すると「８が一番

大きい」という発言があった。しかし，

それ以外の発言がなかったため，デー

タを小さい順に並べるように指示した。

すると，「５が４つある」などのデータ

の度数や，最小値に着目した発言をす

る生徒が現れた。ここで，最大値，最 

 

図７ 生徒のワークシート 
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小値，中央値，度数等，用語の確認を行った。続いてデータと度数を表に整理させ，

さらにそれを棒グラフに表すように指示した。  

ここまでは内容が既習事項であり，ワークシートに沿って全員が順調に課題を進め

ることができた。  

 

イ ２時間目 箱ひげ図 

 

 ワークシート（図８）

を用いて，前時の内容

を復習した後，四分位

数の指導を行った。昇

順に並べたデータの列

に対して二等分した位

置（中央値），次に中央

値から左右にさらに二

等分した位置に印をつ

けさせ，左から順に第

１・第２・第３四分位

数を確認し，特に第２

四分位数は中央値その

ものであることを確認

した。 

 例題２③の手順で，

ヒストグラムと箱ひげ

図を描かせた。生徒達は混乱することなく，全員が短時間で図を完成させた。  

 練習問題として，同様の内容のワークシートに取り組ませ，四分位数を確認した上

で，新たに箱ひげ図を描かせた。ここで，２つの箱ひげ図をもとに２組のデータの傾

向を生徒達に考察させた。生徒の主な発言は「下のほうが箱がでかい」「上のほうが範

囲が狭い」「図を描くとおもしろい」などあり，ほとんどの生徒が，データを視覚化す

ることの有用性を感じとっていた。 

 まとめの練習問題では，４組のデータを提示し，四分位数を求める際の補足事項（四

等分の位置がデータとデータの間の時は両脇の数の平均値をその四分位数とすること）

についても指導を行った。「こんなふうに四等分の位置に値がない場合，どうする？」

との私の問いかけに，数人の生徒から，「５と７の間をとって６」とか「両脇の平均で

いいんじゃない」などの発言があり，順調に授業を進めることができた。  

 また，４組のデータについて，ヒストグラムと箱ひげ図を並べて描かせたことで，

「こっちは数がバラバラで範囲が広い」「これは同じ数が多い」「箱ひげ図のことがよ

くわかった」などの感想が寄せられた。数値群を何らかの図で表し，視覚化すること

がデータの分析を行う上で，有用であることを生徒達は実感したようである。 

  

（４）授業実践② 分散と標準偏差，散布図と相関係数 

 

 ア １・２時間目 準備（普通教室での指導） 

 

本時では，分散・標準偏差を指導するために，教科書の例題と練習問題を用いて，

「平均値」「偏差」「偏差の二乗」を求めさせた。生徒に偏差の平均を計算させたら，  

 

図８ 生徒のワークシート（四分位数・箱ひげ図） 
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図９ 生徒のノート  

「全部０（ゼロ）じゃん」「意味ないよ」と予感していたとおりの反応があった。分散

が偏差の平均値ではなく，偏差の二乗の平均値とすることの意味を生徒達はしっかり

理解したようであった。また，散布図と相関係数も教科書の問題を用いて指導した。 

 

イ ３時間目 分散（コンピュータ教室での指導・その１） 

 

最初に，生徒各自のノート（図９）を用いて，用

語等の重要事項の確認を 10 分程行った。 

次に，前出図６の「ダイコンの測定結果（2012 年

１Ａ）」の表を配付し，改めてよく観察させ，表を見

ただけでわかること，気づいたことを発表させた。

葉の枚数については「30 代が多い」「多くて 44，少

なくて 21」とデータの傾向を答える生徒が多かった。

また，「Ｋ君（No.12）の根長・根重は小さすぎる」

「I 君（No.6）の根茎 33 ㎝はありえない」と外れ値

を見つけて答える生徒もおり，表の値をよく観察す

ることができたと感じた。次に，私が「葉重と根重

の和が全重になっていない」原因を尋ねると，「測り

方が悪かったんだ」「測っている途中で葉がとれた」

などの答えが返ってきた。  

これらの発言に対して，

「小さすぎるダイコンは種

まきが遅れて，十分に大き

くなっていない」こと，「全

重を測るときに，秤からは

み出た長い葉が地面につい

ている者がいた」ことなど

を生徒に指摘し，計測を正

確に行うためには細心の注

意を払うこと，値が極端に

大きいデータや小さいデー

タは原因をよく考えて扱う

ことを指導した。  

 その後，図６の表からデ

ータを抽出して作成した実

習１のプリント（図 10）を

配り，同時にワークシート

①（図 11）を生徒全員のコ

ンピュータに送信し，表計

算ソフトウエアを用いて，

以下の順に指導を行った。  

・ワークシートにダイコン   

 の根重の値（図 10・第 1 

 グループ）を入力する。  

・各生徒の画面に表示され  

 た偏差，偏差の２乗の棒  

図 11 ワークシート① 

図 10 本時に用いたデータ 
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 グラフに注目して，それ  

 らの意味を確認する。 

・算出された分散を確認する。  

・完成したワークシートを印刷する。  

 これらの学習活動をダイコンの根重の値（図 10・第２グループ）についても同様に

行った。そして，２つのグループの分散をもとにデータのばらつき具合を２つのグル

ープ間で比較した。生徒の反応は「グラフなら何となくわかるけど，なんだか微妙」

「それってどういうことなの」「バラバラだと数が大きくなるんだ」などであった。こ

の時点では，まだ分散の理解が不十分な生徒もおり，この実習とその後の問題練習で

も分散の意味の指導を改めて行った。 

 

ウ ４時間目 散布図と相関係数（コンピュータ教室での指導・その２） 

 

 ワークシート②（図 13）

を生徒のコンピュータに送

信し，実習２の表（図 12）

をもとにダイコンのデータ

を各自が入力し，表示され

た散布図の点の分布の様子

から相関の有無・正負・強

弱について考察させた。こ

のことを「ア .葉数と根長，

イ.葉重と根重，ウ.葉数と根

重」の３つの組のデータに

ついて行わせた。完成した

ワークシート(図 13)をプリ

ントアウト後，３組の散布

図と相関係数を比較した。 

 １・２時間目に学習した

散布図や相関係数の評価に

ついては，生徒達から「え

ーっと…，これは正の相関

があります」，「（こっちは）

相関なしです」等のスムー

ズな返答があり，普通教室

での指導内容が定着した様

子がうかがえた。  

 

（５）学習の評価と授業の反省 

  

 授業で取り組んだ課題と類似の問題で（コンピュータは利用せず）考査を実施した。

平均点 60～65 点程度を想定していたが，それ以上に良好（平均点 67.9 点）であった。 

しかしながら，私自身の指導について授業を振り返ってみると，階級・階級値について

指導できなかったことが悔やまれてならなかった。実際にデータを分析する上では，階

級・階級値の知識を用いてデータを整理することが必要になる。そこで，考査後ではあ

ったが，階級と階級値の指導を行い，データの分析の学習を終えた。 

 

図 13 ワークシート② 

図 12 本時に用いたデータ 
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５ 実践Ⅱ 農業の学習での数学の活用について 

 

（１）指導内容について 

 

 農業の学習においては，種子の発芽率の計算，肥料や農薬の濃度の計算等を行う。こ

のように，数学が農業の学習に活用されている場面は意外に多い。そこで，数学の学習

が栽培に役に立つと実感できるような授業を少しでも多く行いたいと考えた。 

 

（２）実践と反省点 

 

 ア 割合（発芽率・商品になる割合）の計算 

 

 平成 24 年９月上旬に農業の授業において園芸科の生徒が 78～90 個くらいずつダイ

コンの種をまいた。長い畝に 30 ㎝ごとに穴を開けて，穴一つについて３粒ずつ種をま

き土をかぶせた。種は３日程度で発芽し始め（図 14），その数日後に数学の授業で農

場の実習畑に生徒全員を集合させダイコンの発芽数を数えさせた。まいた種の数が多

いため，ワークシートを作成して配付し，そこに数えながら記入させてデータを収集

した（図 15）。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その後，教室にもどり発芽率の計

算を行わせた。ワークシート（図 15）

に自分がまいた種の数とその内で発

芽した数を記入し，割り算の式を書

いて計算を行った。  

 割り算は，１学期に行った除法の

復習として手作業で計算させた。割

り算の筆算の方法を忘れてしまった

生徒にはその場で個別の指導を行っ

た。さらに，練習問題として，クラス全体での発芽率も計算した。自分の発芽率とク

ラス全体の発芽率を比較して，著しく低い生徒は残念そうであった。 

 この時のダイコンの芽は順調に育ち，およそ 90 日後に収穫を行った。そこで，今度

は，売り物になるダイコンの割合を求めた。収穫した総数，出荷のかごから除外され

た売り物にならないダイコンの本数を記録し，計算を行った。 

図 14 発芽したダイコン 図 15 ダイコン発芽率計算のワークシート 
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図 16 商品にならないダイコン  

図 17 クラスで出題した日本農業検定の過去問題（計算） 

 図 16 のような野菜は変形しているとはいえ，

食べられないわけではない。生徒は，商品にな

る割合を計算するためのワークシートに示した

写真（図 16）を見て，「捨てちゃうのはもった

いないよね」「半値だったら俺は買う」などと言

いながら計算に取り組んでいた。発芽率と同様

の計算であるため，割り算をすることは半数く

らいの生徒が覚えていたが，割り算の式を書か

せると，割られる数と割る数が逆であったり，

割り算の計算（筆算）を前にして手が止まって

しまう生徒が多く，割合計算と除法計算の定着の不十分さを改めて感じた。キャリア

教育の観点からも，この生徒達が卒業するまでの間に，割合と除法（筆算）をもっと

頻繁に授業やホームルームで扱い，しっかりと定着させていこうと思った。 

 

 イ 農業の学習における数学的な支援 

 

 本校では，園芸科の生徒全員が農業に関する幅広い知識を習得し，その証として日

本農業検定に合格することを目指している。この検定試験では，農業に関わる知識と

して，薬剤の濃度や農業簿記に関する問題など，一部計算問題も出題される。私は，

園芸科のホームルーム担任として，クラスの生徒がこの検定試験に全員合格すること

ができるように計算問題を中心に演習を実施することにした（図 17）。 

 

 普段は取組が消極的な生徒がとても熱心に授業に臨んでいた（図 17）。生徒達は私

が驚くほど真剣な眼差しで取組んでいた。 

 私のクラスでは，毎朝のＳＨＲで基礎学力養成のための小テストを行っている。通
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図 18 ある日のＳＨＲ小テスト  常は常用漢字の出題が中心であるが，ここに

農業検定の出題を取り入れることとした。 

 小テスト（図 18）実施後は，原則としてそ

の日のうちに採点・添削を行い，帰りのＳＨ

Ｒで返却する。翌日に新しい問題と合わせて，

復習問題として再度出題する。  

 専門用語の意味も含めて，生徒にとっては

文章で出題される計算問題は難しいようで，

はじめはほとんどの生徒ができなかった。そ

こで数学Ⅰの授業時にも過去の農業検定の出

題の中から多くの問題を取り上げて解説を行

った。授業での説明と問題練習によって，生

徒は自力で問題を解けるようになっていった。 

 小テストで類題を繰り返し出題し，添削指

導を積み重ねるうちに，正答率が向上し，得

点も安定していった。  

今後も，知識の定着と計算力の向上，全員

が農業検定に合格するために更なる工夫をし

ていきたい。  

 

６ おわりに 

 私は，これまでの本校園芸科の栽培実習や課題研究などの教育実践を見て，いつの日

かこの農業教育に数学の指導を通して関わりたいと思っていたが，なかなか実現には至

らなかった。園芸科の担任になり，このような研究の機会を得たことは幸いであった。

現在に至るまでに指導しきれなかった部分については引き続きホームルーム活動等を

通じて補っていきたい。 

 生徒はデータの分析の授業に興味を持って取り組むことができたと思う。アンケート

での感想を見ると興味関心を持って学習に取り組むことができ，考査の結果から見ると

理解や定着の度合いも良好であると感じている。受け持っているクラスの生徒は次年度

３年生になり，本格的に園芸科の専門科目「課題研究」に取り組んでいく。その時に，

生徒がデータの分析の手法を適切かつ効果的に役立てることができるように，指導と支

援を継続していこうと思う。 

 この研究の取組を通して，数学の学習が農業と関わることが多々あることを改めて知

った。このことを踏まえて，今後園芸科の生徒へ数学の学習指導を行うにあたっては，

生徒が数学を農業の学習の中で役立てることができるように指導をしたいと思う。また，

数学科の教員として，数学の知識や技術をきちんと身につければ，仕事や暮らしなど人

生の様々な場面で役に立つということを伝えていきたいと思う。 

 本校は平成 27 年３月をもって岬高校としての幕を閉じる。残された１年間でできる

限り，データの分析や農業の学習での数学の活用についての研究をさらに深めながら，

数学の学習指導を行っていきたい。そのことで，生徒達が将来の日本の食糧生産を守っ

てくれることを期待している。 

 今回の研究実践の様々な取組は，本校の園芸科の先生方の親身な協力なしにはできな

かった。また，数学科の先生方にもたくさんのアドバイスをいただいた。先生方のご助

力に心より感謝し，今後とも栽培データを用いたデータの分析の指導や農業の学習にお

ける数学的活動の支援の実践を継続して行っていきたいと思う。 


