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［要約］ 本論文では，マンガケース教材を利用することで，統計的思考に関して学習者の多様な目的や

判断基準が主体的に引き出されることに示し，それが何をきっかけにして引き起こされるのかを

分析することを目的する．そのために，経営学を専攻する学部一年生 138 人を実験協力者として，

統計学の授業内において，評価実験を行う．そして実験結果から，マンガケース教材により，学

習者独自の目的や基準が引き出されることを示す．さらに，個別の学習者の分析から，学習者が

マンガケース教材の情報をそのまま受け取るだけでなく，そこからさらに発展させた目的や基準

への気づきを得ていることを示す． 
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１．はじめに 

統計的思考を適切に使用するには，データを

分析する際の目的とそれに即した判断基準が必

要となる（西仲, 2011）．特に現実世界では，目的

と判断基準は与えられるものではなく，自身で適

切なものを設定する必要がある．目的と判断基準

を自ら設定できるようになるには，主体的な学び

の中で統計の使い方を学ばなければならない． 

これに関連して，Cobb は IT ツールを利用する

ことで学習者の主体的な学びを引き起こしている

（Cobb, 1999）．Cobb の開発したツールでは，二

種類のバッテリーの寿命の比較を行わせている．

ツールでは，二種類のバッテリーに関して，複数

回収集されたデータを様々な形式で表示すること

ができる．学習者らはそれらの表示方法を観察す

る中で比較方法に関する様々な基準に気づくこと

ができる．特に安易に平均値への比較に陥りがち

な学習者に対して，様々な基準への気づきを促

すことを目的としている．具体例として，Cobb のツ

ールを通して学習者は「（目的）なにか重要なこと

にバッテリーを使う場合には，（基準）最小値が高

いバッテリーを使うべきである」という主張を思い

ついている． 

これに対して，著者らは統計的思考を育成する

ためのマンガケース教材を開発した．マンガケー

ス教材とは，主体的な学びを引き起こすことを目

的した教材である（吉川, 2007）．マンガケース教

材の詳細に関しては後述する．マンガケース教材

ではナラティブアプローチを採用している

（Rossiter, 2010）．ナラティブアプローチの効果に

より，Cobb のツールとは異なり，学習者らに現実

世界に接地した目標や基準への気づきを引き起

こすことを狙いとしている． 

本論文では，開発したマンガケース教材を利用

することで，統計的思考に関して学習者の多様な

目的や判断基準が主体的に引き出されることを示

し，それが何をきっかけにして引き起こされるのか

を分析することを目的する． 

 

２．マンガケース教材  

マンガケース教材とは，様々な問題を含んだ状

況設定をマンガにより表現した教材である．それ

らの問題解決を通して学びを引き起こす(図 1) 

（吉川, 2007）．マンガケース教材の目的は「状況

に埋め込まれた情報へ気づく力や，情報を解釈

する力を高める」ことにある（高橋, 2016）．マンガ

ケース教材はこれまでに実際の教育現場で活用

されている（大国, 2015）． 

マンガケース教材では以下のような特徴を持つ

ため，主体的に統計的思考を学ぶための学習教

材になると考えられる． 

第一に，マンガケース教材では，複数の課題が

教材中の状況設定に埋め込める点が挙げられる

（吉川, 2007）．学習者は自分なりに情報を発見し，

その解釈を行う必要がある．そして，その解釈は

学習者の知識構造に大きく依存するため，多様な

解釈が発現する． 

第二に，仮想的な体験型学習であることがあげ

られる．マンガケース教材は，マンガ表現を利用

しているため，学習者の没入感が高まる（高橋, 



 

 

2016）．そのため，学習者はあたかも，現実の問

題かのように教材中の問題解決に取り組むことが

できる．これにより，学習者の知識構造とマンガケ

ース教材内の状況との結びつきを高め，現実世

界に結びついた解釈を生み出すことができる．特

に自身独自の解釈（ナラティブ）を構築することで，

そこに新たな意味や解釈を見出すことが可能にな

る． 

  

 
図 1 マンガケース教材の一例 

 

３．実験設計 

経営学を専攻する学部一年生 138 人を実験協

力者として，統計学の授業内において，評価実験

を行った．実験手順を表 1 に示す． 

まず，ワークシート①-1,2 を与えた（図 1,2）．ワ

ークシート①-1 では，二つの中学校のハンドボー

ル投げ記録を表で示し，以下のような問を与え

た． 

「二つの中学校のハンドボール投げの記録を

以下に示す．どちらの記録がよいかをその理由と

ともに答えよ．解答は考えられるパターンをすべて

書くこと」 

 ワークシート①-2 では複数個の回答が記入で

きるようになっている． 

 次に，ワークシート①を回収し，その後，マンガ

ケース教材とワークシート②-1,2 を配布した． 

 「マンガケース教材を読み，再度，どちらの記録

がよいかを考えよ．再度，ワークシートへ新しく思

いついた解答パターンを書くこと．また，気になっ

たコマとその理由をマンガケース教材へ記入せよ

（直接解答に関係ないことでも構わない．）」 

 ワークシート②に解答させている間に，以下のよ

うな簡単な解説を行った． 

「統計を使うには目的と基準が必要である．目

的とは何のために比較を行うか，基準とは何を比

較するかである．本ワークシートでは，目的が与え

られていないため，自ら設定する必要がある．例

えば，目的：学校の生徒全体の傾向でどちらが良

いか知りたい，基準：生徒全体の平均値を比較す

るなど」 

最後にミニッツペーパーに今日の授業で学ん

だことを自由に記述させた． 

なお，本来のマンガケース教材の実施方法で

は，途中にグループディスカッションを行わせる．

これにより，学習者のナラティブをさらに引き出し，

学習者同士の意味付けや解釈を交換させ，新た

な可能性に気づかせる． 

 

 
図 2 ワークシート①-1 

(ワークシート二②-1 も基本的には同一内容) 

 

 
図 3 ワークシート①-2 

(ワークシート二②-2 も基本的には同一内容) 

 



 

 

表 1 実験手順 

No. 項目 時間 

1 ワークシート①に解答する 20 分 

2 マンガケース教材を読む 

何か気づいた点をマンガケース

教材に書き込む 

ワークシート②に解答する 

30 分 

3 ミニッツペーパー 10 分 

３．教材設計 

 本ワークシートのポイントは，出題の中に目的が

与えられていない点と基準の取り方によって A 中

学と B 中学の良し悪しが入れ替わってしまう点で

ある． 

 例えば，平均値で比較した場合，A 中学は

19.67，B 中学は 19.65 であり，A 中学校が優る．

一方で，最大値で比較した場合，A 中学は 27，B

中学は 28 であり，B 中学校が優る．そのほかにも

様々な比較方法が考えられるが，それぞれで A

中と B 中が優るように数値が調整されて問題設計

がされている． 

 マンガケース教材では，ワークシート①と同一の

課題を中学校の授業で実施したシーンを描いて

いる．作中の生徒は，グループ作業を通して，課

題解決に取り組む．以下では，作中の埋め込み

情報を抜粋して紹介する． 

作中では，ダイキという生徒が周りの生徒の言う

ことを聞かずに一方的に B 中学が良いと主張して

譲らない．その主張内容は，「もしスポーツ大会を

実施した場合，B 中に最も遠くに投げる生徒がい

るため，B中学校が優勝する．そのため，B中が良

い」というものである．一方で，キミヒトという生徒が

「入賞という観点まで広げて考えれば，A中も B中

も同じ人数が入賞するため，引き分けである」とい

う反論を行っている． 

ダイキの論は一見，乱暴に見えるが，実は“ス

ポーツ大会での優勝”という目的を設定し，“最大

値”という基準が選べているため，筋は通っている．

反論するキミヒトも“スポーツ大会での入賞”という

目的を設定し，“入賞者”という基準が選べている

ため同様である．このような登場人物同士の会話

の中に自然な形で目的や基準に関する議論の埋

め込みが行われている． 

本教材では，学習者にこれらのやりとりを読み

解かせるなかで，様々な観点での目標や基準の

可能性に気づかせることを目的としている． 

 

４．実験結果および考察 

本章ではまず解答全体の傾向を比較したのち，

個別の学習者の解答例を紹介する． 

 

４．1．全体の傾向 

ワークシート①およびワークシート②ではそれ

ぞれ 429，376 個の解答が得られた．学習者一人

あたりに換算すると 3.11，2.72 個である． 

得られた解答を分析し 9 個に分類した．それぞ

れの分類名と例を表 2 に示す．また，それぞれの

分類の解答数を図 4 に示す． 

ワークシート②においても多くの解答が得られ

ていることから，学習者がマンガケース教材を読

み解く中で様々な観点に気づいたことが伺える． 

また，図 2から「各階級の割合」への気づきが多

く得られていることが読み取れる．これはマンガケ

ース教材内において，生徒たちが中学校同士の

人数の異なりに気づき，それを解消するために割

合での比較を試みていることを読み取ったことが

きっかけであると考えられる． 

 

表 2 解答の分類 

No. 分類 解答例 

1 代表値 平均値が大きい 

2 代表値の変化形 上位 1/3 の平均が大

きい 

3 ばらつき 分散が小さいから 

4 各階級の割合 25m 以上投げた人の

割合が大きい 

5 各階級の人数 25m 以上投げた人数

が多い 

6 データ数 人数が多く、データの

正確性が高いから 

7 重みづけ 1 位を 3 点、2 位を 2

点、3 位を 1 点のとき、

ポイントが高い 

8 確率 ランダムに比較 

9 その他 良し悪しがないから 

 

 
図 4 分類と解答数 



 

 

４．２．学習者 A の解答例 

学習者 A はワークシート②において，「ランダム

に比較」と解答し，それぞれの中学校からランダム

に生徒を複数人選択し，それらの平均値の比較

をしている． 

この学習者 A はマンガケース教材へのコメント

において，図 5 のコマに対して「ランダムで人数統

一しようと思った．」とコメントしている．図 5 ではア

イコという生徒が「先生が生徒数が違うことに注意

してといっていたので，もしかしたら生徒数で割る

ほうがいいんじゃないかな」と発言している． 

これらから，学習者は図 5 のコマを読み解く中

で，“人数の異なり”という観点に気づき，さらに自

分なりにそれを解釈するなかで“全生徒の平均

値”ではなく，“ランダムに生徒を選んで比較する”

という方法を思いついている． 

 

４．３．学習者Ｂの解答例 

学習者 B はワークシート②において，「二こぶ

分布になっており，ついてこれていない生徒がい

るため」と解答し，それぞれの中学校の成績のヒス

トグラムを作成しその形状を比較している． 

この学習者 B はマンガケース教材へのコメント

において，図 6 のコマに対して「「よい」の解釈は

それぞれ個人，学校，教育など．」とコメントしてい

る．図 6 ではだいきという生徒が「スポーツは優勝

した人がいいので、優勝する成績を出した B 中が

いいことには代わりありません。」と発言している． 

これらから，学習者は図 6 のコマを読み解く中

で，“よいには複数の解釈があり得る”という観点

に気づき，さらに自分なりにそれを解釈するなか

で“教育的な観点からの比較”という目的と“教育

的な観点からはついてこれていない生徒がいるか

どうか”という基準を思いついている． 

 

５．おわりに 

本論文では，マンガケース教材を利用すること

で，統計的思考に関して学習者の多様な目的や

判断基準が主体的に引き出されることに示し，そ

れが何をきっかけにして引き起こされるのかを分

析することを目的する． 

そのために，経営学を専攻する学部一年生

138 人を実験協力者として，統計学の授業内にお

いて，評価実験を行った． 

その結果，マンガケース教材により，学習者独

自の目的や基準が引き出されることを示した．さら

に，個別の学習者の分析から，学習者がマンガケ

ース教材の情報をそのまま受け取るだけでなく，

そこからさらに発展させた目的や基準への気づき

を得ていることがわかった． 

 
図 5 生徒数の異なりへの言及 

 

 
図 6 複数の観点への言及 
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