
船橋市立旭中学校数学科 

４月２２日 累積度数、相対度数、累積相対度数について学習します。 

T:教科書補助教材 4 を開いてください。 

累積度数 
T：羽の長さ 6 ㎝の紙コプターを 2ｍの高さから落とす実験で、滞空時間が 2.35 秒未満だった回数を求
めるために、度数を階級の順番にたし算していきます。 

羽の長さ６㎝ 
 
←度数がそのまま 
←①＋➁ 2+13＝15 
←③＋④ 15+37＝ 

T:例 1 を読んでから、問６に答えなさい。            
累積度数 とは、 

 最初の階級からその階級までの度数を合計したもの 

相対度数 
T:6 ㎝と 7 ㎝の紙コプターを 2ｍの高さから落とす実験では、実験の回数(全体の度数)が違います。 
T:階級 2.05 以上～2.20 未満を見てください。どちらも度数は 2 回で同じです。80 回実験したうちの 2 回

と、50 回実験したうちの 2 回では、どちらが多いといえますか？ 
T:同じ階級の度数を比べるのであっても、資料全体の数が違うときは単純に比べることはできません。 
T:その時は、資料全体の数に対する度数の割合で比べます。「割合」って覚えていますか？ 

 
 
 
 
 
 

T: 各階級の度数の、資料全体に対する割合を、その階級の相対度数といいます。 

相対度数 = 階級の度数

度数の合計
  です。  

⇒例 2 を見て、補助教材５問7の相対度数を求め表に記入しなさい。（電卓使ってもいいよ） 

滞空時間(秒) 度数 累積度数 
2.05 以上~2.20 未満 
2.20  ～2.35 
2.35  ～2.50 
2.50  ～2.65 
2.65  ～2.80 
2.80  ～2.95 

 ２ 
１３  ② 
３７  ④ 
２５ 
 ３ 
 ０ 

２     ① 
１５    ③ 

計 ８０  

※割合 
例：全部で 38 人のクラスで、男子は 18 人、女子は 20 人います。男子の割合は？ 

   男子の割合= 男子の人数

全体の人数
= ＝0.47 （小数第 3 位を四捨五入） 

数学 



船橋市立旭中学校数学科 

累積相対度数 

累積度数 は、 最初の階級からその階級までの度数の合計のことでした 

度数の代わりに、相対度数を同じようにたして合計を求めると、累積相対度数になる 

 最初の階級からその階級までの相対度数の合計のことを、累積相対度数という。 

⇒例 3 と下の表を参考にして補助教材６の問8を計算して、教科書に直接記入しなさい。（電卓 OK） 

６㎝の紙コプターの滞空時間 
 
←相対度数と同じ 
←①＋➁＝0.03+0.16 
←③＋④＝0.19+0.46 

※上のように相対度数を順にたし算しても良いが、累積度数を度数の合計で割っても同じ値が求められ
る。 例：階級 2.20 以上 2.35 未満の累積度数は 2+13＝15 なので、１5÷80＝0.19 
相対度数の度数分布多角形 
T:度数の代わりに、相対度数を縦軸にして度数分布多角形と同じように描く 

⇒補助教材６の問9を教科書のグラフに相対度数の度数分布多角形を直接描きなさい。 

T：ノートに、累積度数、相対度数、累積相対度数、相対度数の度数分布多角形についてまとめなさい。 
 
T：＜ノートに自分の考えをまとめよう＞ 
＊紙コプターの滞空時間は、羽の長さが 5ｃｍ、6 ㎝、7 ㎝と長くなりにつれて、どうなる傾向がありま

すか。 
＊5ｃｍの紙コプターは、必ず７㎝の紙コプターよりも滞空時間が長いといえますか？ 
 
答え：問 6 2.65 秒未満は 77 回  

問 7 6 ㎝の相対度数の□上から, 0.46 0.31 0.04 1.00 
   7 ㎝の相対度数の□上から, 0.08 0.48 0.12 
問 8 ６㎝の表上から 0.65 0.96 1.00 1.00 
   7 ㎝の表上から 0.12 0.36 0.84 0.96 1.00 
問 9 右のグラフ 
＊羽が長くなると滞空時間が長くなる傾向にある。 
＊回数は少ないが、5ｃｍの紙コプターでも、7 ㎝の紙コプターより滞空時間が長いこともある。 

滞空時間 度数 相対度数 累積相対度数 
2.05 以上~2.20 未満 
2.20  ～2.35 
2.35  ～2.50 
2.50  ～2.65 
2.65  ～2.80 
2.80  ～2.95 

 ２ 
１３ 
３７ 
２５ 
 ３ 
 ０ 

０．０３ 
０．１６ ② 
０．４６ ④ 
０．３１ 
０．０４ 
０．００ 

０．０３  ① 
０．１９  ③ 

計 ８０ １．００  



旭中学校 ２学年 理科の課題③                 教科書P８４～８８ 

 

 前回の復習からです。火成岩には二種類あり、それぞれの構造も違うことを学習しました

ね。火山岩三種類、深成岩三種類の名前が分かりますか？火山岩と深成岩の構造組織の名前

を覚えていますか？ 

まだまだ暗記が続きます。毎日コツコツ進めていきましょう。 

 

３章 大地は語る ①地層のでき方 

 

 

「地層はどのようにしてできるのだろうか？」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地層をつくる土砂は，どこから運ばれ，どのように積もるのでしょうか。 

地層のでき方には、二種類あります。一つは火山の噴火により噴きだした火山灰が陸上や

水底に積もり、できたもの。もう一つは、川の水で運ばれた土砂（れき、砂、泥）が海や湖

の底などで堆積することでできたものです。陸上でも地層が見えることがありますが、それ

は大地が変動して土地が高くなったり，海水面が下がったりして，陸上に現れたためです。 

 上の図では、水のはたらきでできた地層に関係する重要な単語を説明しています。 

頑張って覚えていきましょう！！ 

 

 

学習課題：地層ができるときに重要な作用を覚えよう。 

風化 

太陽の熱や水のはた

らきなどで、岩石が

削られること。 

運搬 

流れる水のはたらきで、

土砂が運ばれること。 

水に流されたため、角が

とれ、丸みがある。 

侵食 

流れる水のはたらき

で、岩石がもろくな

ること。 

堆積 

流れがゆるやかなと

ころで、土砂が積も

ること。 

地層 

れきや砂、泥、火山灰などが

層になって積み重なり、しま

模様に見える土地のこと。 

粒の大きいものほど、早く沈

み、河口近くに堆積し、粒の

小さいものは遠くまで運ば

れ、沖合でゆっくり堆積する。 

れき・・・粒の大きさが２ｍｍ以上 

砂 ・・・粒の大きさが２ｍｍ～０．０６ｍｍ 

泥 ・・・粒の大きさが０．０６ｍｍ以下 



【確認問題】解答は下にあります。隠すか、見ないようにして解いてください。 

 

① 火山岩三種類を答えよ。 

② 深成岩三種類を答えよ。 

③ 岩石が気温の変化や風雨によって表面から崩れていく現象をなんというか。 

④ 流水が、岩石や川底を削り取るはたらきをなんというか。 

⑤ 削られた、れき、砂、泥、を運ぶはたらきをなんというか。 

⑥ 運ばれた土砂が水底に積もるはたらきをなんというか。 

⑦ 土砂の中で粒の大きいほうと小さいほう、どちらが遠くまで運ばれるか。 

答え 

①玄武岩 安山岩 流紋岩  ②斑れい岩 閃緑岩 花こう岩  ③風化 

④侵食  ⑤運搬  ⑥堆積 ⑦粒の小さいほう 



英語 (臨時休業中課題③）                    4 月 22日(水) 

 

 

✐１年間の文法を復習しよう 
 

 １年次のライティングノート（表現ノート）の余りを使い，次の英文を何度も書いて覚えましょう。

『継続は力なり。』１度きりでは意味がありません。 

 また，書く際には必ず声に出して読みながら書くと効果的であり，英文の中で大事だと思う箇所にマ

ーカーなどで色付けすると，より理解が深まると思います。自分なりのノートをつくり，１年間の総ま

とめをしましょう。 

 

 

22 This is Hiro. こちらはヒロです。 

23 He's (He is) my classmate. 彼は私のクラスメイトです。 

24 Is that Mt. Fuji? あれは富士山ですか。 

25 →Yes, it is. / No, it isn't (is not). →はい、そうです。/いいえ、ちがいます。 

26 What's (What is) that? あれは何ですか。 

27 →It's (It is) a rice cracker. →それはせんべいです。 

28 My father works in a library. 私の父は図書館で働いています。 

29 Does your mother have any hobbies? あなたのお母さんは何か趣味をもっていますか。 

30 →Yes, she does. / No, she doesn't (does not). →はい、もっています。/いいえ、もっていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旭中保健体育科保健体育自宅学習課題

年 組 番 氏名

☆次のことに注意して自宅で保健体育の課題をやろう！

１、近所の方や家族の方などに迷惑をかけないようにできるだけ静かに運動をしよう！

振動や音が大きくならないように！

２、部屋の中で、自分ができることを精一杯やろう！

３、運動したことをこのプリントやノートに記録しておこう！

（４は を視聴できない人の課題）学習時間（２０分）１～３までを行う YouTube

ウォーミングアップ（７分） ストレッチ運動を行う１、

１２種類（それぞれの運動を１５秒間、がんばろう！）

☆次の順番で行おう！

左図の左上から時計回りで

① 胸張り

② ひじかけ

③ 首すじ伸ばし

④ 肩伸ばし

⑤ 体側伸ばし

⑥ 胴体ひねり

⑦ 背伸ばし

⑧ 上体そらし

⑨ 足合わせから

前倒し

⑩ ひざ抱え

⑪ 大腿（もも）伸ばし左足

〃 右足

⑫ アキレス腱伸ばし 左足

〃 右足



年 組 番 氏名

筋力トレーニング（７分）２、

ＹｏｕＴｕｂｅ 「４分間 体幹トレーニングメニュー 初心者」 で検索する。

そうすると 【４分間】初心者向け体幹トレーニング４種！、

という動画が出てくるので、それをまねて行う。

４分間の運動が終わったら、３分間休憩

トレーニングができたら、下の表に○をつけよう！

注）もし、ＹｏｕＴｕｂｅを視聴することが難しい人は、

一番下の「４」の筋力トレーニング（７分間）をやってみよう！

マルモリ体操 または ブートキャンプ （６分）を行う３、

① ＹｏｕＴｕｂｅ 「マルモリ体操」で検索（４分８秒 （２分休憩））

①または②から

１つ選んで行う

② ＹｏｕＴｕｂｅ 「ブートキャンプ動画」で検索

たくさんの動画（１本５０分ぐらいの動画）の中から自分で行いたいものを選ぶ。

動画の最初の部分の６分間をまねして行う。

注） ＹｏｕＴｕｂｅを視ることが難しい人はダンスのテレビ番組「Ｅテレ」を見よう！

２０２０年４月２３日（木） １９時１５分～１９時４０分 （毎週、木曜日のこの時間で放送予定）

Ｅダンスアカデミー★新キッズ！新ダンス！新コーナーいっぱい！★ の番組でダンスができます。

もし、録画できれば、保健体育の課題の勉強する日に視れるようにしておこう！

学習課題ができたら、下の表に○をつけよう！＞
２２日（水） ２４日（金） ２７日（月） ５／１（金）４／２０（月）１年のみ

１、ストレッチ

体幹または筋力トレーニング２、

マルモリ体操 または ブートキャンプ３、
Ｅテレビダンス



筋力トレーニング（７分程度）⇒計１３種目の中から６つ選択し、取り組もう！回数ではなく種目１０秒やり続けよ４、

う(１分実施＋１分休憩)×３セットを目標にやってみよう！ご家族の方もご一緒に！

腹筋(腹直筋・腹斜筋)①

②腕立て(上腕二頭筋・大胸筋・上腕三頭筋)

③スクワット(大臀筋・大腿四頭筋)

へそを見よう！

背中を浮かさない！

自転車を漕ぐように

脚を回そう！！

両肘を太腿につけ
右肘⇒左膝、左肘⇒右膝につける！

肩甲骨を挙げた状態で

踵をタッチ！！

苦手な人は膝をつこう！

着く手の向きが逆！苦手な人は膝をつこう！

両手を結び、下側の手を胸に引きつ

け、上側の手で下側の手を押す。

手は肩幅に開き、脇を締めて！膝つきOK

真っ直ぐ下ろしていこう！

腰を下ろしたときに膝がつま

先を越えないように！


