
統計ワンポイント出前講座 

与謝野町立加悦小学校 
２０１２年（平成24年）7月 

京都府 

与謝野町 
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統計って？統計グラフって？ 
 

統計は、簡単にいうと「何
かの集まりの中で、あるこ
とがらについて、数で表し
て全体の様子がわかるよ
うにしたもの」ということ
です。 
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統計グラフは、調べたり、記録し
たりした数字を、自分がみたり、
たくさんの人に説明するときに、
グラフにしてあらわすことです。 
とてもわかりやすくなります。 
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自分の好きなことや、疑問に思う
ことについて、調べてみましょう。 

テーマを決めよう 

統計グラフの例をあげてみました。 
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いままでにみなさんの友だちはこんなことを 
調べました。 

○自分と、親戚の人が住んでいる土地の温度比較 

○丹後の古墳の数 

○町内で拾ったゴミの種類と数 

○世界の言語や宗教、国旗の色 

○川の水を計測した数値 

○新聞の折り込みチラシの数 

京都府統計グラフコンクールの入賞作品より 
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テーマを決めよう 

丹後の海ではどんな魚
が捕れるのかな？ 
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農林水産省の海面漁業生産統
計調査を使って調べてみました 

  
いわし
類 

あじ類 ぶり類 
さわら
類 

いか類 その他 計 

1998（平成10）年 4170  6830  2050  30  1120  5230  19430  

2001（平成13）年 1470  2580  2500  790  1080  5690  14110  

2004（平成16）年 2430  5760  1160  1130  480  4410  15370  

2007（平成19）年 3040  2620  1030  2250  570  4270  13780  

2010（平成22）年 1870  950  1830  1590  600  4210  11050  

京都府の海面漁業漁獲量（養殖をのぞく） （トン） 
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かたくちいわし 
まあじ 

さわら 

ぶり 

やりいか 

どんな魚だったかな？姿を見てみましょう。  

１０㎝ 
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棒グラフに 
してみると 
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手作り 
グラフ 

一つの丸が４００トンです。絵が下手でごめんなさい。 10 



２０１０（平成22）年分を円グラフにしてみました。 

平成２２年 
京都府漁獲量 
約１１０５０トン 

円グラフ 

11 



漁獲量は年に
よって大きな差
があることが、
わかります 

折れ線グラフ 
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感想の例 

●丹後の海でとれる魚をもっと食べたいと思った。食卓にでて
きたり、お店にならぶ魚も気にしてみてみようと思った。 

●それぞれの魚のとれる量は、年によって
大きな差がある。 

まとめの例 

●平成２２年は、いわし類、ぶり類、さわら類が
同じくらいとれた。 

●１２年前に比べて、さわら類がふえて
いる。あじ類がへっている。 

どんなことがわかりましたか。
まとめてみましょう（例）。 
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○調べたことを表やグラフにする。 

調べたことを整理しよう（まとめるための元になるもの） 

○・タイトル ・グラフの種類 ・レイアウト（はいち） 
○わかったこと、感じたことを書こう 

見る人に伝わるよう工夫してまとめてみよう 

テーマを決めよう 

調べてみよう 

○自分で観察したり、アンケートを
とったりする。 
○本、雑誌、インターネットなどで調
べてみる。 
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統 計 ク イ ズ 

イ 約２６０万人 

ア 約８９０万人 

ウ 約１４０万人 

京都府の人口は約何人でしょう？ 

２０１０（平成２２）年 
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イ 約２６０万人です 

ア 約８９０万人は、大阪府の人口です 

ウ 約１４０万人は、滋賀県の人口です 

国勢調査  平成２２年１０月１日現在の人口です 

答えは 
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京都府    
約260万人

13位     滋賀県   
約140万人     

大阪府   
約890万人     

国勢調査  平成２２年１０月１日現在の人口です 

都道府県別の人口をグラフで見てみると 
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  与謝野町加悦は、 
        約３８００人です。 

みなさんの住んでいる 

与謝野町は、約２３５００人 

国勢調査  平成２２年１０月１日現在の人口です 
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ウ 約 ２４０００人 

ア 約   ２８０人 

イ 約   １１００人 

与謝野町にみんなのなかまは何人いるで
しょう？（昨年度調査のとき５年生の数） 
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答えは 

ア 約280人 

平成２３年度 学校基本調査   

ウ 約２４０００人は、京都府全体 

イ 約1100人は、丹後地域 
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学 校 基 本 調 査   21 



京都府の工業出荷額が、全国で１位
のものはどれですか？ 

ア 医療用Ｘ線装置 

イ ちりめん類（小幅のもの） 

ウ 手すき和紙 

いりょうよう    えっくすせんそうち 

２０１０（平成２２）年 
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イ ちりめん類（小幅のもの） 

平成２２年 工業統計調査   

ア 医療用Ｘ線装置は、全国２位です。（1位は栃木県） 

ウ 手すき和紙は、全国３位です。（1位は福井県、2位は愛媛県） 

答えは 

丹後が世界に誇る「丹後ちりめん」も含まれて
います。 

京都府は、全国一のちりめん産地です。 

※小幅は、幅１３センチ以上５１センチ未満です。着物をつくる反物はこの中に入ります。 
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 丹後ちりめんは、よこいとに強い撚り（より）を
かけた糸を使って織り、生地に細かい凸凹状
の「シボ」がでた織物のことをいいます。 

 シボがあることにより、シワがよりにくく、しな
やかな風合いで、色合いも豊かです。 

丹後ちりめん 
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京都府の 
年間出荷額  
２４億円 

平成２２年 工業統計調査   25 



ア 約１７８万人 

イ 約 ２８万人 

ウ 約 ２１万人 

道の駅「シルクのまちかや」に、２０１０（平成
２２）年の１年間に訪れた観光客数は何人で
しょう？ 
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答えは 

イ 約  ２８万人 

ア 約１７８万人   天橋立 

ウ 約 ２１万人 丹後由良 

平成２２年 京都府観光客入込数調査 
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平成２２年 京都府観光客入込数調査 

道の駅「シルクのまちかや」 
約28万人     

天橋立   
約17８万人     

丹後由良   
約2１万人     
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京都府統計グラフコンクール入賞作品 
 

京丹後市立大宮第三小学校   ６年生 大山崎町立大山崎小学校 ６年生 
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一燈園小学校 ２年生 与謝野町立加悦小学校 ６年生 30 



統計こどもページなどホームページ 

クリック 

★京都府統計なび http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/index.html 

★統計こどもページ  
    http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/kodomo/index.html 31 



総務省統計局 なるほど統計学園のホームページ 

http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.htm 32 



統計調査についての疑問や、調べ
たいデータがどこにあるのかなどの
質問・意見は、いつでも京都府の 
調査統計課にお問い合わせくださ
い。 

最後に少し統計こどもページを見てみましょう。 

京都府 政策企画部 調査統計課（ちょうさとうけいか） 
 ★電話 ０７５－４１４－４４８７ 
 ★ＦＡＸ ０７５－４１４－４４８２ 
 ★Ｅ－ｍａｉｌ ｃｈｏｓａｔｏｋｅｉ＠ｐｒｅｆ．ｋｙｏｔｏ．ｌｇ．ｊｐ  

33 


