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     度数分布表のつくり  

     度数分布表のつくり方  

     度数分布表の読みとり  

     ヒストグラムのつくり  

     ヒストグラムの意味（棒グラフとの比較）  

     度数折れ線（度数分布多角形）  

     ヒストグラムと度数折れ線の面積  

     相対度数  

     相対度数を比べる問題  

     相対度数折れ線  

     平均値  

     階級値  

     度数分布表と平均値  

     メジアン（中央値）とモード（最頻値）  

   ・学習 数の表し方  

     近似値と真の値  

     誤差  

     誤差  

     有効数字  

     有効数字の表し方（累乗の形）  

   ・[保証ﾃｽﾄ-資料の整理と近似値]  

     度数分布表の作り方，相対度数の求め方  

     度数分布表（まとめ）  

     相対度数の応用問題  

     ヒストグラム  

     平均値  
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     仮の平均  

     メジアン（中央値）とモード（最頻値）  

     近似値と誤差  

     有効数字  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


