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Section1 STEP3 Excel 

NOA SCHOOLING TEXT 

 

 

Lesson2 成績データを資料化しましょう 

（１）データを分かりやすく伝えるには 

整理した情報を第三者に伝えるときには、情報を整理するために使ったデータすべ

てを見せるのではなく、伝えたい情報に焦点を絞り込むことが大切です。 

 この Lesson では、テスト結果からクラス分けに関する情報を整理し、「クラス分け」

に焦点を絞り込んだ資料を作成しましょう。 

 

◆クラス分け実施にあたって 

クラス分けは、以下の要領で行います。 

①プレイスメントテストの点数が 80 点以上は A クラス、60 点以上は B クラス、40 点

以上は C クラス、それ以外は D クラスとする。 

②クラスの人数が偏る場合には、クラス分け会議にて順位と目標点に対する達成率をも

とに判断する。 

 

◆2つの資料を見比べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 1】 

テスト結果から必要な情報を整理している。 

・テスト結果の詳細が分かる 

・クラス分けには必要のないデータも入って

いるため、必要な情報の扱いが相対的に小

さくなっている 
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【図 1】のように分析結果すべてを記載した資料と、【図 2】のように焦点を絞り込

んだ資料とでは、相手への伝わり方が異なります。整理した情報を第三者へ提示する

際には、すべての情報を見せるのではなく、必要な情報のみを取り出してまとめ直す

ことで、伝えたいことを誤解することなく伝えることができます。 

 

【図 2】 

整理した情報からクラス分けに関係のある情報をま

とめている。 

・初めにプレイスメントテストの全体結果が分かり

やすくまとめられている 

・クラス分けに必要な情報が分かる 
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（２）伝わりやすい資料を作る 

伝わりやすい資料を作成するには、伝えたい情報が何かを明確にし、焦点を絞って

まとめることが大切です。 

１）テスト結果から伝えたい情報 

 

◆テスト結果から伝えたい情報を考える 

整理したテスト結果をクラス分け資料として使う場合に、伝えたい情報を確認しま

しょう。 

 

【テスト結果から伝えたい情報】 

①テストの難易度を伝えるための、全体のテスト結果 

②生徒一人一人がテストでどの程度の結果を修めることができたのか 

③テスト結果から、誰がどのクラスになるのか 

④クラスの人数が偏りすぎないようにするために、テスト結果で生徒を分けた場合の

各クラスの人数の割合 

⑤クラスの人数が偏っているときに、各クラスの人数を調節するための情報 

 

 

これらを具体的な情報として整理すると以下のようになります。 

【すでに整理されている情報】 

①テストの各問と合計点数の平均点、最高点、最低点 

②テストを受験した生徒の名前 

生徒の順位 

⑤生徒の目標点に対する達成率 

 

【整理が必要な情報】 

②生徒全員のテスト結果一覧 

③生徒のクラス 

④各クラスの人数の割合 

 

   作成案を考える 
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◆伝えたい情報をまとめる具体策を検討する 

クラス分け資料として、伝えたい情報をまとめる手順を検討しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報をまとめるときには、まず、どのような焦点に絞って伝えたい情報を整理する

かを考えることが大切です。そうすることで、不足している情報や伝わりやすくする

ために工夫が必要な情報を見つけることができます。 

 また、伝えたい情報をすべて資料にまとめてからは、相手に伝わりやすくなるよう

に、レイアウトや見栄えを整えることが大切です。 

 

  具体策の検討  

 

データを整理して 

必要な情報を得る 

 

□データを整理する必要がある情報 

③生徒のクラス 

 

グラフを作成して 

情報をまとめる 

□グラフ化をすることで伝わりやすくなる情報 

④各クラスの人数の割合 

②生徒全員のテスト結果一覧 

 

 

伝えたい情報を 

まとめる 

 

□資料で伝えたい情報をまとめる 

すべての情報の中から、焦点を絞って必要な情報をまとめる 

 

 

 

まとめた情報の 

見栄えを整える 

 

□情報が伝わりやすい資料にするための工夫 

①～⑤の資料が見やすくなるように見栄えを整える 
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