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ヒストグラムの学習にみられる代表値の認識の特徴 
－ICT 機器の活用と実データの分析を取り入れた統計教育－ 

 
太田 直樹＊ 

 

概要：本研究では，小学校第 6 学年を対象として，代表値（平均値,最頻値,中央値）の認識の特

徴を明らかにした。教育実践では，ヒストグラムの学習において，ICT を利用した上で既

習グラフの活用や実データによる分析を教育内容とした。教育実践の結果，ヒストグラム

についての統計的な考え方が，意識され得ることが明らかとなった。さらに，最頻値と中

央値の認識の特徴として，最頻値についてはグラフの形状から理解し易いが，中央値につ

いてはデータの範囲の中心にあたる数値として誤認識する可能性が示唆された。 

検索語：統計教育，ヒストグラム，代表値，実データ，ICT の活用 

 

Abstract : In this research, the recognition characteristics of representative values (mean, 
mode, median) were clarified for the 6th grade of elementary school. In the educational 
practice, using ICT, the histogram that took in the utilization of the learned graph and 
the analysis by the real data was instructed. As a result of educational practice, it 
became clear that the statistical thinking about the histogram is strongly conscious. 
Furthermore, although it is easy to understand the mode value from the shape of the 
graph, it was suggested that the median value may be erroneously recognized as the 
numerical value corresponding to the center of the data range. 
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１． 研究の背景と目的 

今日の社会は，第四次産業革命と言われ，IoT や

ビッグデータ，AI などの活用が現実のものとなっ

ている。内閣府（2017）によると，こうした第四

次産業革命は，「生産，販売，消費といった経済活

動に加え，健康，医療，公共サービス等の幅広い

分野や，人々の働き方，ライフスタイルにも影響

を与える」と考えられている１）。 

これらの急激な科学技術の発展を伴う社会で

は，統計データを基にした思考力・判断力・表現

力などの，いわゆる統計的な考え方の育成が不可

欠である。当然，教員も例外ではなく，現場の教

育研究者として，統計学を活用しながら教育改善

をすることが求められる。児童たちの実情を感覚

や経験だけで判断するのではなく，科学的・統計

的な根拠をもって考察することがますます必要

となる。しかしながら，我が国における統計教育

は，長年不遇の時代を経ており，以前より統計教

育の必要性が提唱されてきた。例えば，武田（1995） 
＊ OHTA Naoki 
福山市立大学 

や瀬沼（2002）は，東証上場企業を対象にして，

企業が求める数学の教育内容として，「統計学」が

上位に位置していることを明らかにしている(2)(3)。

さらに，2005年に日本統計学会を始めとする学協

会は，「21 世紀の知識創造社会に向けた統計教育

推進への要望書」を中央教育審議会へ提出し，日

本数学教育学会の「資料の活用」検討 WG では，

「新教育課程編成に向けた系統的な統計指導の

提言」を 2013年にとりまとめている(4)(5)。 

以上の背景を基に，様々な立場から統計教育の

拡充が求められ，2009年度より先行実施された学

習指導要領では，統計教育が小学校低学年から扱

われるようになった(6)。そして，中学校では，全数

調査や標本調査の考え方が扱われ，高等学校の数

学Ⅰでは，四分位偏差や分散，標準偏差，散布図

や相関係数が扱われている。さらに，2017年に告

示された次期学習指導要領では，統計教育のより

一層の充実がなされ，中学校第１学年で扱われて

いたヒストグラムや代表値（平均値，最頻値，中

央値）が，小学校第 6学年で扱われ，平均値は第

5 学年で扱われることとなった(7)。したがって，こ
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れらの教育内容を児童がどのように認識してい

るか，そして，どのような教材でどのように指導

するかが重要な検討課題となる。 

近年，学習指導要領の改訂と関連して，統計教

育に関する研究が複数みられるようになった。例

えば，日本数学教育学会第 99 回大会第 5 分科会

「数量関係」において，学校現場の小学校教員に

よる実践研究が計 8 本報告されている(8)。また，

筑波大学附属小学校算数研究部編の『算数授業論

究Ⅺ』では，「「統計」を究める」と題した特集が

組まれている(9)。このように，学校現場による統

計教育の関心は高まっている。 

一方，近年の小学校段階に関する学術研究では，

松浦・景山(2003)，岸本(2010)，川上(2010，2012，

2013，2014)が挙げられる。松浦・景山(2003)は，

昭和 22 年以降の文献調査を通して，統計教育の

課題を指摘し，グラフの指導，平均の指導，総合

的な学習の時間に関する提言を 11 項目述べてい

る(10)。その提言の中では，棒グラフと折れ線グラ

フを関連させることで相違点を明らかにするこ

とや，平均値を分布全体との関連においてとらえ

ることなどが挙げられている。岸本(2010)は，統

計リテラシーに関する４つの段階を設定した上

で，社会環境問題を題材とした統計教育の教材開

発を行い，その効果を検討している(11)。川上

(2014)は，低・中・高学年の各段階を対象とした

教育実践による検証を通して，小学校低学年から

質的データと合わせて量的データの題材も取り

扱い，統計的な考え方の 1つの基盤となる「分布

の見方」を漸次的に構成することを提案している

(12)－(15)。 

以上の先行研究より，統計教育は，教育課題が

指摘され，教育内容や統計的な考え方について改

善されつつあるものの，長年学習指導要領に記載

がないことが影響し，児童の統計に関する数理認

識の研究が未だ十分ではない。特に，小学校第 6

学年を対象とする量的データの扱いは，2009年度

より新たに追加された教育内容（ヒストグラム）

であり，実践報告がみられるものの児童の数理認

識の特徴を示す研究は見られない。本来は，統計

教育に関する児童の数理認識を教員が理解した

上で，その数理認識を梃子にして深い学びに繋げ

る指導を行うことが望ましい。したがって，子ど

もが問題解決をしていく学習過程に，どのように

位置づけるべきかが検討課題である。特に，現行

のヒストグラムの指導では，扱っている代表値が

平均値のみのため，データの分布の特徴を視覚的

に考察するしかない。他の代表値（最頻値・中央

値）を小学校で扱うとすれば，どう扱うべきか実

践的に検討する必要があろう。 

そこで，本研究では，小学校第 6学年を対象と

した代表値の教育実践を行い，代表値に関する数

理認識，及び，学習効果を明らかにすることを目

的とする。 

 

２． 統計教育で提起される改善観点 

統計教育を計画・実施するにあたり，先行研究

で提起されている改善観点を整理し，望ましい指

導計画を構成する観点を以下にまとめる。 

第 1に，ICT の利用により数値計算やグラフ化

をすることである。市川(2004)は，統計用ソフト

ウェアの開発・導入に伴って，統計の手法が一般

の研究者・学生・実務家の手の届くものになった

ことを指摘し，統計的データ解析を義務教育段階

から取り入れることを提起している(16)。言い換え

れば，統計教育のためには，教師が提示する際や

児童たちが表現する際に，ICT の利用が欠かせな

いと捉えられる。例えば，小学校で扱う数値計算

としては，平均値や円グラフ・帯グラフの各項目

の算出が挙げられる。データ数が多い場合，ミス

なく数値を求めるのは困難であり，グラフの手書

きは煩雑である。統計教育では，算出した値やグ

ラフについて，その特徴を把握しどう考察するか

が本質的な学習である。したがって，ICT を積極

的に利用し，統計教育本来の内容に焦点を絞る必

要がある。 

第 2に，実データを収集・分析することで，実

生活に役立つ実感を得させることである。渡辺

(2007)は，生徒が感心を持って主体的にデータの

分析処理に係わるために，提示するデータを適切

に選択する重要性を指摘している(17)。しかし，我

が国の教科書で扱われるデータは，グラフの読み

取りや書き方の学習がし易いように，整理された

データとなっている。それ自体は，基礎力を育む

ために必要な学習であるが，実生活に活用するた

めには，実データの収集を行う学習活動は欠かせ
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ない。実データを収集するには，ある程度の労力

が必要となるが，整理されていないデータである

がために，新たな学びに繋げることが可能となる。

例えば，データの分布に偏りがあることに気づい

たり，特徴を明確にするためにデータを分類する

必要が生じたりすることである。このように，統

計的な考え方を育み，実際に問題解決をする経験

が培われる。 

第 3に，既習の学習を活用し，新たな統計グラ

フの必要性・利便性に気づくようにすることであ

る。算数・数学教育のカリキュラムでは，学習の

定着を図るため，発達や学年の段階に応じて反復

できるように構成(スパイラル)されている(18)。し

かしながら，統計教育に関わる単元では，前学年

で扱ったグラフが扱われていない。松浦・景山

(2003)が提案するように，折れ線グラフの単元で

は，棒グラフに表すことで時系列による整理が必

要なことに気づかせたり，割合のグラフでは，母

数の違いにより比較できないことに気づかせた

りすることに繋がるであろう(19)。第 6学年のヒス

トグラムの指導も同様に，既習のグラフとの比較

により，データの順序性や区間の必要性に気づか

せることが可能となる。 

 

３． 教育実践の方法 

３．１ 教育実践の目的 

本教育実践は，ヒストグラムの特徴を表す代表

値（平均値，最頻値，中央値）の学習を通して，

第6学年の児童に対する学習の特徴を明らかにす

る。現行の学習内容では，ヒストグラムの特徴を

読み取る際，平均値のみを用いて大まかな特徴を

把握している。しかし，比較が困難な分布もあり，

児童が最頻値や中央値といった概念を知ること

で，その特徴をより表現し易くなると推測される。

なお，本実践では，新たな概念を学習する児童た

ちの負担を軽減することや正確な値を求める困

難さを避けるために，中央値や最頻値を本来の定

義ではなく，各値を含む区間として扱った。（以下，

その意味を表す際に最頻値(区間)，中央値(区間)と

する）また，個々のデータで最頻値・中央値を扱

う方法が一般的であるが，本実践では，ヒストグ

ラムを理解する学習過程に位置付けたために，ヒ

ストグラムを比較する活動を通して最頻値や中

央値の必要性に気づかせる指導計画とした。 

３．２ 教育実践の概要 

(1)対象児童 

本調査は，2015 年 11-12 月に広島県H 小学校

の第 6 学年 35 名を対象として実施した。H 小学

校は，全国学力調査において平均正答率が比較的

高い学校である。なお，教育実践の前後において，

事前事後調査を行った。 

(2)教育実践の授業計画と指導の流れ 

【授業計画】（全 7時間扱い） 

1)散らばりのあるデータを既習のグラフ（棒，折

れ線，円・帯グラフ）で表し特徴を考える。 

2)区間の幅を変えて度数分布表，ヒストグラムを

作成する。 

3)代表値を用いてヒストグラムの特徴を考える。 

4)いろいろなヒストグラムの問題に取り組む。 

5)人口ピラミッドの読み方を考える。 

6)実データをもとにICTを使いヒストグラムをつ

くる。 

7)調査結果をまとめ発表する。 

以下に，実際の指導のねらいと流れの詳細につ

いて述べる。なお，実際の授業は，協力校の担任

が実施した。また，各授業の実施前には，授業の

流れについて１時間程度協議し，その協議内容を

踏まえて提示する教材やワークシートを適時修

正した。 

 

1)散らばりのあるデータを既習のグラフ（棒，折

れ線，円，帯グラフ）で表し特徴を考える。 

1 限目のねらいは，データに散らばりがあるこ

とに気付くこと，そして散らばりのあるデータが

既習の統計グラフで表しても特徴を表すことが

できないことに気付くことである。 

 
図１ 提示した２クラス分の記録 
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導入では，図 1 のように，2 クラス分のソフト

ボール投げの記録表を提示し，「どちらのクラス

が良い成績でしょう」という発問を行い，解決で

きないという問題意識を持たせた上で，どのよう

な比較方法が必要かを考える時間をとった。そし

て，既習の考え方である「表の作成」「グラフの作

成」「平均値を求める」などの意見が発言された。 

次に，各クラスのデータを表にまとめる活動を

行い，「人数が違うし，いろいろなデータでまだ分

かりにくい」という意見をもとに，表をもとにし

て作成したグラフを図 2のように提示した。既習

のグラフは，棒グラフ，折れ線グラフ，円グラフ，

帯グラフを提示し，すべてのグラフで両クラスを

比較できるようにした。その比較の際に，「棒グラ

フや折れ線グラフは数が多すぎる」「円グラフ，帯

グラフは色がたくさんでわからない」などが挙げ

られ，既習のどのグラフも散らばりのあるデータ

を表すことに適していないことに気付かせた。 

 
図２ 折れ線グラフによる比較方法 

 

2)区間の幅を変えて度数分布表，ヒストグラムを

作成する。 

2 限目のねらいは，区間の幅による散らばりの

特徴の違いに着目し，特徴を最もよく表している

ヒストグラムの区間の幅を判断することである。 

まず，区間の幅の設定から行った。児童からは，

3m，4m，5m，10m，15m の意見が出された。そ

して，話し合う中で，3m，5m，10mでグラフを

作成することとなった。また，区間の幅はそれぞ

れ○m以上○m未満で設定すること，データの最

小値と最大値を確認し10m以上39m未満の間で

区切っていくことなど，区切り方を全体で確認し

た。次に，作成した度数分布表をもとにして，図

3 のような，ヒストグラムの作成を行った。 

3)代表値を用いてヒストグラムの特徴を考える。 

3 限目のねらいは，ヒストグラムの特徴を，平

均値や中央値，最頻値(区間)といった代表値を基

準として読み取り，説明することができるように

なることである。 

 
図３ ３種類の区間の違うヒストグラム 

 

まず，図 3のように3種類の区間の違うヒスト

グラムを比較するところからはじめた。グラフの

区間の幅はそれぞれ3m，5m，10m である。比較

した児童の考えは，3m区切りについては，「傾向

が分かりやすい」，「細かい」などであった。また，

5m 区切りについては，「3m 区切りよりはおおま

かだ」，「見やすい」などであった。さらに，10m

区切りについては，「区間（階級）ごとの人数がほ

かよりも多い」，「見やすい」などであった。これ

らの意見から児童たちは，必ずしも正規分布に近

い 5m区切りが分かりやすいと考えず，それぞれ

の区切り方に良さを感じる柔軟な考え方をして

いることが分かる。 

 
図４ グラフの特徴を全体に説明する様子 

 

次に，Ｂ組のデータを各自でヒストグラムに書

き表す活動を行った。A 組とB 組の 2クラスでの

比較を行うため区切りの幅は全員5mで統一して
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図 4のように作成した。さらに，A 組とB 組の 2

クラスのグラフからそれぞれの特徴を比較し説

明している。比較した児童の考えは，A 組は「真

ん中の人数が多い」，「山型になっている」であっ

た。一方B 組は，「最初と最後の人数が多い」，「ア

ルファベットのＵの形のようである」などがあが

った。そこで，最も人数の多い区間のことを最頻

値(区間)，累積度数の考え方を用いながら真ん中

のデータがある区間のことを中央値(区間)とする

ことを指導した。最頻値(区間)については，視覚的

に分かりやすく，多くの児童がすぐに理解してい

た。しかし，中央値(区間)に関しては，Ａ組のデー

タ数が 27 であるため，27 の半分である 13.5 と

する考えがみられた。この要因としては，本教材

において中央値(区間)が平均値を含む区間と一致

しているため，その良さに気づかせるのには不適

切であったことが考えられる。今後は，教材を吟

味し，偏りのあるデータや外れ値を含むデータを

取り扱った教材に改善する必要がある。 

 

4)いろいろなヒストグラムの問題に取り組む。 

4 限目のねらいは，小数で表されたデータを含

むヒストグラムなど様々なヒストグラムの練習

問題に取り組み，度数分布表，ヒストグラムの読

み取りに習熟することである。なお，以下のよう

に，ヒストグラムから読み取った特徴を，代表値

を根拠に説明する学習も行った。 

授業の導入では，福山市と那覇市の 12 月の気

温の表を見せ，散らばり方に相違があることを意

識させた。また，気温のデータはすべて小数で示

されていることを確認し，図 5のヒストグラムの

最頻値(区間)，中央値(区間)を求めさせた。次に，

那覇で4番目に暖かい日の気温は何度から何度の

間であるかを求めさせた。 

そして，2 つのヒストグラムを比較し，どんな

ことがいえるか考えさせた。多くの児童は，最頻

値(区間)の差に注目して発言していたが，平均値

と中央値(区間)を同じように捉え，中央値(区間)の

良さを感じることが困難な様子がみられた。両市

のデータとも正規分布に近いため，偏りのある分

布にするなど提示する教材の改善が必要と考え

られる。その後，教科書を用いた練習問題をいく

つか解いた。 

 
図５ 福山市と那覇市の気温のPPT資料 

 

5)人口ピラミッドの読み方を考える。 

5 限目のねらいは，教科書記載の人口ピラミッ

ドの読み方を理解し，年代別人口の変化の特徴を

読み取り，説明できるようにすることである。ま

た，5 限目の授業で扱うヒストグラムが表してい

るのは年齢ごとの割合であるため，既習の内容と

の共通点や相違点に着目する指導を行った。 

授業の導入では，人口ピラミッドを提示し，ど

のグラフの種類に入るかを確認した。この質問に

対して児童は「区間に分かれている」，「すきまが

ない」という理由でヒストグラムであることを理

解していた。 

 
図６ 年齢構成の特徴を説明する様子 

 

次に，児童はそれぞれの年代における最頻値(区

間)を求める活動を行った。そして，図 6のように

最頻値(区間)を含めたそれぞれの特徴について，

スクリーン上で説明する活動を行った。しかし，

1960年と2010年のグラフを比較して分かること

を説明する際には，何に着目して説明すればよい

のか分からなくなっていた。最頻値(区間)の違い

は説明できていたが，もっとおおまかな全体の変
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化を捉える統計的な考え方を言語表現できない

ようであった。その後，60 歳以上の人口が総人口

の何％にあたるのかなど練習問題を行い，授業を

終えた。 

 

6)実データをもとに ICT を使いヒストグラムを

つくる。 

7)調査結果をまとめ発表する。 

6，7限目のねらいは大きく次の 2点とした。1

点目は実データを用いた調査を行い，分析する大

切さを学ぶことである。自分で調査したい課題を

決め，自分でデータを集め分析を行うことは，課

題解決能力の育成につながる。2 点目は，ICT を

用いて統計処理をすることである。統計教育では，

複雑な数値や多くのデータを分析するためにICT

の活用が欠かせない。調査結果を分析し自分たち

の考えを発表する活動を通して，実データという

根拠をもとに考察することをねらいとした。 

 
図７ ICT(Simple Hist)によるデータ分析 

 

実データの収集では，授業時間の有効利用のた

め，班ごとに調査する内容を決めること，各班の

調査アンケートへ記述することを家庭学習とし

て本時の授業前に行った。各班の調査内容は，「TV

の視聴時間」「家庭学習の時間」「ゲームをする時

間」など，何らかの時間に関する調査であった。 

ICT を利用したグラフの作成では，図7のよう

に藤井氏が開発したヒストグラム作成ソフト

「Simple Hist」を活用して行った(註１)。まず，教

師が入力方法を示し，その後児童たちが各自で行

うということを繰り返しながら，次の行程で進め

た。①データの入力，②適切な区間の設定，③グ

ラフの表示，④単位の入力や区間の幅の変更，⑤

特徴が分かりやすくするための微調整である。 

7 限目では，①班でまとめる活動（結果，考察，

感想），②報告会，③振り返りの順で行われた。ま

ず班ごとに調査結果と考察をホワイトボードに

簡単にまとめる活動を行った。考察については各

自レポートに書いたものがあったが，もう一度班

で自分の考察内容を話し合い，新たにまとめて記

述していった。記述内容は，代表値などの結果と

考察であり，ヒストグラムはスクリーンに表示し，

口頭で発表することとした。実データを用いた活

動であるため，図 7にみられるような偏りのある

様々な分布が存在し，代表値を用いて分析した考

察が共有された。 

 

(3)認識調査・自己評価アンケートの問題と趣旨 

指導の結果を検証するために，事前事後に認識

調査(図 8)，及び，児童の自己評価アンケート(図

9)を行った。認識調査では，まず調査用紙を配布

し 20 分程度で自由回答を求めた。調査問題は全

5 問の構成で作成した。ただし，問題⑤は，事後

のみ出題した。出題内容は，ヒストグラムに関す

る代表値の理解，読み取りに関する内容である。 

【認識調査について】 

問題①は，日常生活や他教科の学習を通してヒ

ストグラムというグラフの種類について知識が

あるかを問うている。 

問題②③は，代表値である最頻値(区間)と中央

値(区間)に関する出題である。 

問題④⑤は，ヒストグラムの読み取りに関する

出題である。問題④は，複数の区間に含まれる数

量を読み取ることができるかを調べ，問題⑤は，

データの平均値に関する記述を基に，代表値の考

え方を調査する問題である。平均値がデータを代

表する値として必ずしも適切ではないことを，最

頻値(区間)や中央値(区間)の概念を根拠に説明で

きるかを調査する問題である。なお，平均値を含

む区間の度数が小さいことや，最頻値(区間)や中

央値(区間)の方が適切なデータであることを指摘

する趣旨の記述をそれぞれ正答とした。 

【自己評価アンケートについて】 

自己評価アンケートは，ヒストグラムの学習な

どについて，児童自身がどのように意識している

かを事後調査と合わせて実施した。各項目に対し
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て「4：よく思う」～「1：ほとんど思わない」を

選択する 4 件法とし，図 9 のような 6 項目とし

た。主に，1)～3)が授業に対する理解や有用性な

どの項目であり，4)～6)が散らばりや区間などに

対する統計教育の内容に関する項目とした。 

 

図８ 認識調査の問題 

 

図９ 自己評価アンケートの項目 

 

４． 結果と考察 

【認識調査について】 

事前・事後における認識調査の正答率の結果を

図 10 に示す。また，問題⑤では，回答の記述を分

類した結果を図 11に示す。 

 

図10 認識調査の結果 

 

まず図10より，問題①は，事前調査で6名(18％)，

事後調査で 33 名(97％)が正答となり，向上率は

96%である(註２)。χ２検定を行った結果，χ２

(1,N=34)=43.83，(p<0.01)となり，5％水準で有意

差がみられた。 

事後における問題①の誤答は，「ヒストグラフ
・

」

であり，「ヒストグラム」がグラフの１種であるが

ために誤認識したと考えられる。統計教育の内容

としては，些細な誤りであるが，「ヒストグラム」

の名称は，「柱状グラフ」とするか，指導する際に

留意する必要があるといえる。 

最頻値(区間)に関する問題②は，事前調査で 33

名(97％)，事後調査で 32 名(94％)が正答となって

いる。事前調査の段階で高い正答率となったため，

向上率とχ２値は算出していない。中央値(区間)に

関する問題③は，事前調査で 16 名(47%)，事後調

査で 25 名(74%)が正答となっている。向上率は，

50%であり，χ２検定を行った結果，χ２

(1,N=34)=4.98，(p＝0.026)となり，5％水準で有

意差がみられた。 

事後における問題②の 2名の誤答としては，「5

分以上 10 分以下の間」と 10 分を含んでしまう回

答であったり，「5 分から 9 分の間」と 9 分以上

10 分未満を除いてしまったりする回答であった。

第 2 学年で学習した区間を表現する用語である

☆下のグラフは，ある 25人のクラスで，家を出てから

学校に到着するまでの通学時間を表したものです。 

 
① このグラフの種類は何ですか。 

② 人数が最も多い区間は何分から何分の間ですか。 

③ A 子さんの通学時間の順位は，このクラスで真ん

中のようです。A 子さんの通学時間の区間は何分

から何分の間ですか。 

④ 通学時間が 10分未満の人は何人いますか。 

⑤ 太郎くんがこのクラスの通学時間の平均を調べる

と約 17 分になりました。そのことから，「クラス

の多くの人は，通学時間が 17分ぐらいだと思いま

す。」と言っています。 

太郎君の考えは正しいと思いますか，それともま

ちがっていると思いますか。グラフからわかる数

値を使って，考えた理由を書きましょう。 

1)学習した内容を理解することができたと思います

か。（内容の理解） 

2)柱状グラフなどの資料の整理の仕方の内容は，わか

りやすいと思いましたか。（分かり易さ） 

3)学習した資料の整理の仕方をこれからの生活で使え

ると思いますか。（生活への利用） 

4)棒グラフや円グラフなどで散らばりを表すのは，わ

かりにくいと感じましたか。（グラフの適正） 

5)区間の幅を考えることは，柱状グラフを作るために

大切なことだと思いますか。（区間の大切さ） 

6)柱状グラフの特徴は，最頻値や中央値を使うと，わ

かりやすくなると思いますか。（代表値の利便性） 
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「以上，以下，未満」の範囲を改めて確認するこ

とで解消されるであろう。問題③の中央値(区間)

に関しては，有意に正答率が向上しているものの，

最頻値(区間)に比して誤答が多く見られた。多く

見られた誤答では，「15 分～20 分の間」というも

ので，範囲全体の中央に位置する区間を選んだと

推測される。代表値は，データ全体の特徴を表す

代表的な数値であることを考慮すれば，範囲の中

央ではなく，データ数の中央が重要な意味をもつ。

したがって，中央値(区間)に関しては，この誤認識

をあえて取り上げ顕在化し，どちらの考え方が適

切かを討議することが求められる。 

さらに，ヒストグラムの読み取りに関する問題

④の結果を示す。複数の区間に含まれる数量を読

み取る問題④は，事前調査で 30 名(88％)，事後調

査で 34 名(100％)が正答となっている。向上率は，

100%である。 

問題④では，最頻値(区間)同様に，事前調査の段

階で高い正答率であり，ヒストグラムが示す数値

の読み取りは，平易な内容と捉えられる。 

最後に，事後調査における問題⑤では，24 名

(71%)が正答となっている。正答である記述を分

析し，「最頻値」「平均値」「複数区間」の 3つに分

類した。 

 
図11 問題⑤の分類結果（正答） 

 

「最頻値」とは，「多くの人は最頻値の区間 5分

～10 分である」などと，最頻値(区間)を示す解答

である。「平均値」とは，「平均値の 17 分のある区

間にある個数が少ない」などと指摘する解答であ

る。そして「複数区間」は，「0分～15 分の間に多

くの児童が存在している」などと，最頻値(区間)を

合わせた複数の区間を指摘する解答であった。な

お，中央値(区間)を用いた記述は見られず，不正答

であった回答は，多くが無記入であった。 

図 11 より，12 名(35%)が最も度数の多い最頻

値(区間)がより適切であることを記述している。

また，2 名(6%)も最頻値を含む複数区間に関する

指摘をしており同様の考え方である。さらに，10

名(29%)が，平均値の度数が少ないことを記述し

ている。いずれにしても，合わせて 24 名(71%)の

児童が，出題されたヒストグラムの特徴を表す代

表値として平均値が望ましくないことを指摘す

ることができている。次期学習指導要領で示され

た学習内容として，代表値を用いた統計的な考え

方が挙げられているが，該当の学習が十分学習可

能であると考えられる。ただし，正答に分類した

解答は，最頻値(区間)の方が適切であることや平

均値が不適切であることを指摘しているが，本来

はこれらを合わせた記述表現がより望ましいで

あろう。今後，教育実践が行われる際には，統計

的な考え方の観点として，データの扱いの不備を

指摘し，適切なデータの扱いを提案する表現力が

考えられる。 

 

【自己評価アンケートについて】 

児童自身の自己評価アンケートの結果を図 12

に示す。 

 

図12 自己評価アンケートの結果 

 

図 12 より，全体的な傾向としては，肯定的な

意見が多いことがわかる。まず，主に授業に対す

る項目である1)～3)についての結果について述べ

る。 

項目 1)の内容の理解に関する項目では，「よく

思う」「少し思う」と答えた児童が，合わせて 29

名(85％)であった。また，項目 2)分かり易さでは

30 名(88％)が，項目 3)生活への利用では 26 名

(76%)であった。ただし，項目 1)では，「よく思う」
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と自信をもって理解できたとする児童は，18 名

(53％)と，比較的少ない結果となっている。一方

で，項目 3)の生活への利用は，「あまり思わない」

「ほとんど思わない」を合わせて全体の 4 分の 1

にあたる 8 名(24％)の児童が否定的な自己評価を

している。本来，統計教育は，日常生活へ活用す

る数学的活動として親和性が高く，児童がデータ

をもとに判断する力の育成が期待されている。本

実践では，実際に実データを集め，分析し考察す

る学習を行っている。しかし，より一層の指導改

善のためには，児童が行う実データの収集時に，

調査内容に対する課題意識を討議させた上で，調

査を行うなどが考えられる。また，実践前の段階

と比較していないために断定できないものの，事

前の段階では，日常に活用する意識が強く否定的

であったものが，より肯定的に改善された可能性

も示唆される。 

次に，項目 4)～6)の本教育実践の指導計画の中

で改善観点として重視した活動についての自己

評価の結果について示す。「よく思う」「少し思う」

といった肯定的な自己評価をしている児童が，順

に 30 名(88％)，32 名(94%)，32 名(94％)となって

いる。認識調査において，代表値に関する問題②

③で高い正答率であったが，その結果を反映する

自己評価を示している。 

項目 4)に関する指導では，「既習の統計グラフ

(棒グラフ，円グラフ) による表示」をあえて取り

上げた。その指導を行うことで，既習の統計グラ

フでは，データの散らばりを表現し得ないことを

強く意識づけられたと考えられる。前述の通り，

統計教育の単元では，既習の内容を活用するよう

なスパイラルのカリキュラムになっていない。し

たがって，今後も他の学年の教育内容でも，既習

の学習を活かすような導入を行う教育実践が求

められよう。 

項目 5)に関する指導では，ヒストグラムの区間

の幅を考えさせ，区間の幅による違いを見比べた

ことで，データの散らばりを把握しやすいヒスト

グラムを作成する大切さを意識づけられたと考

えられる。つまり，区間の幅を適切に設定するこ

とが，小学校第 6学年の児童に感得されたといえ

る。 

項目 6)に関する指導では，次期指導要領で扱う

ことになった代表値（最頻値(区間)，中央値(区間)）

を先行的に扱った。前述のように，代表値を用い

た適切な記述には，課題が残されているが，ヒス

トグラムの特徴を把握するためには，平均値以外

の代表値も用いた方が，より多面的に考察できる

と感じていることが示唆される。 

 

５． 研究のまとめと今後の課題 

本研究の目的は，小学校第 6 学年を対象とした

代表値の教育実践を行い，代表値に関する数理認

識，及び，学習効果を明らかにすることであった。

次期学習指導要領において，小学校第 6学年で扱

われることになった代表値の指導に対して，先行

研究で提起される改善観点を整理した上で，ICT

を利用して既習グラフの活用や実データによる

分析を取り入れた。 

教育実践の結果，本実践は，ヒストグラムにつ

いての統計的な考え方を意識させ得ることが明

らかとなった。具体的には，ヒストグラムの指導

における統計的な考え方として，「データのちら

ばりを表すには，ある区間を決める必要があるこ

と」「区間の幅は，データ数が分散し過ぎたり集中

し過ぎたりしない程度に設定する」などが感得さ

せ得る。 

さらに，次期学習指導要領から扱うことになっ

た代表値の学習の特徴に関して，最頻値(区間)に

ついてはグラフの形状から理解し易いが，中央値

(区間)については，データの範囲の中心にあたる

数値として誤認識する可能性が示唆された。この

ような誤認識の要因としては，本教育実践におけ

る教材において，中央値と平均値の値が近かった

ことが挙げられる。したがって，実際に指導を行

う際は，そのような誤認識をあえて取り上げるな

どして，範囲の中心の値は，データの全体の傾向

を表す数値として不適切であることに気づかせ

るような話し合いをすることが，より深い学習に

繋がるといえる。 

今後の課題としては，階級値の概念を取り入れ

た上で，本来の定義による最頻値・中央値の指導

を実践研究により検証することが必要となろう。

さらに，低・中学年を対象として，統計教育に関

する認識調査や既習のグラフを活用した教育実

践の効果の検証が挙げられる。また，第 6学年の
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統計教育の学習内容として，あるデータに対して

適切なグラフを選択することが記述されている。

この学習内容は，2017 年度(平成 29 年度)に実施

された全国学力調査 B 問題において，正答率

29.4%と大きな課題として挙げられている内容で

ある。これらの課題に対する更なる研究が望まれ

る。 
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【註】 

*1) SimpleHistは，宮崎大学の藤井良宜氏が開発したフリ

ーのヒストグラム作成ソフトである。

http://www.cc.miyazaki-u.ac.jp/yfujii/histgram/ 

*2) 事前に行った調査との比較をするため，各問題におい

て「向上率」を算出した。「向上率」は，事前調査と

事後調査の平均正答率をそれぞれSpre，Spostとした時

に，以下の式で表される割合である。 

向上率(%)＝
𝑆 − 𝑆

100 − 𝑆
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