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概 要：本研究では，岡部(2008)が van-Hiele の水準論「方法の対象化」に基づき作成した確率概念の

認識における水準にしたがって，小学校第３学年を対象とする教材開発を行い，確率に関する

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。具体的な教育内容は，根元事象

の列挙，確率判断を扱った。教育実践による検証の結果，事前調査では，第０水準の主観的な

判断により根元事象を列挙したり，確率の大小を判断したりしていたが，事後調査では，実験

の結果を判断の根拠とする第１水準に変容したことが明らかとなった。 

 

検索語：van-Hieleの水準論，統計的確率，根元事象の列挙，確率判断 

 

Abstract : In this study, we developed programs for teaching statistical probability to the third grade 
in elementary school. A purpose of this study is to improve recognition of probability among 
children; another is to evaluate the effect of the lessons. The paradigm for these teaching 
programs emerged out of Okabe’s 2006 curriculum, based on the standard Van Hiele theory. 
The concrete educational objectives of the programs are for students to enumerate 
elementary events, and compare probabilities. As a result of the educational practices, it is 
clear that: (a) In the pre-test, the third-graders were at a stage to judge subjectively (the 
zeroth standard), that is, they enumerated elementary events and compared the 
probabilities; (b) However, in the post-test, they developed to the next stage, and judged the 
result of the experiment as premise (the first standard). 

Keywords : van Hiele’s theory, statistical probability, enumeration elementary event, comparing 
probabilities 

 
１． 研究の背景と目的 
現実事象は，確定的なことよりも，むしろ不確

実なことが多い。それらの不確実性を見積もりな

がら，適切な行動を科学的に選択・分析する視点

の１つに確率の理論がある 1)。この確率教育が小

学校段階から必要であることは，複数の研究者か

ら指摘され，次期学習指導要領に向けて，確率・

統計教育の充実が提言されてきた 2)3)4)5)6)。また，

近年，発展や変化が著しい社会を迎え，学校教育

では，育むべき 21 世紀型スキルや資質・能力に
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ついて議論がなされている 7)8)。確率的思考は，こ

れらの資質・能力の１つとして，これからもます

ます求められる思考力であろう。しかしながら，

小学校における確率教育は，長年第６学年におい

て場合の数が扱われるのみであった。また，2020
年度(平成 32 年度)より実施予定の次期学習指導

要領によると，確率教育に関する記述は，小学校

では追加されていない 9)。したがって，更なる教

育実践による検証によって，小学校段階における

確率教育を提案していく必要があろう。 
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されている。その調査の結果，学年進行とともに

正答率が上昇し，玉の数やルーレットの円盤の大

きさなどに着目しながら，当たりやすい箱や円板

を選択している可能性があることを示している。

また，評定値との一貫性の分析により，確率判断

の数量化は，第３学年以上で取り入れることが妥

当であるとしている。 
口分田・渡邉(2010,2014)は，日本の確率教育に

対する問題点を整理した上で，想定される確率の

教育内容に対する広範な認識調査を開発してい

る。その認識調査は，2008,2009 年に，小学校の

全学年計 482名を対象として実施されている。 
調査の結果，１,２,３年生を対象とした調査課

題により，「離散量については，３年生では，過半

数の子どもが，数学的な視点を根拠として，蓋然

性を捉えており，２年生と３年生では，認識に差

異がみられることが示された。」と述べ，第３学年

への確率判断の指導の適時性を示唆している。ま

た，第４学年を対象とした確率の実数値表現につ

いての調査課題では，分離量・連続量ともに一様

分布である場合において，正答率が 70％以上であ

った。この結果から口分田・渡邉(2014)は，児童

らが根元事象の割合やその数に着目しているこ

とや，小数・分数ともに分割としての捉えが強い

ことの可能性を指摘した。ただし，第４学年以上

を対象に調査を行っているため，第３学年の児童

も，確率の実数値表現について捉えがあるのか，

さらなる調査が課題として挙げられる。 
以上の認識調査の結果より，第３学年の確率教

育の教材開発の内容として，確率判断，確率の実

数値表現が考えられる。また，岡部(2008)の水準

論に基づき，結果の列挙や根元事象が，数学的な

根拠として扱えるように，児童が実験をすること

を通して思考できるような教材開発を行う必要

がある。 
 
３． 教育実践による検証 
３．１ 教育実践の目的 
現在，小学校において確率に関する学習は，第

６学年で「場合の数」のみが扱われている。しか

し，初等教育段階にある児童も，確率に関する素

地的な判断を行っていることが，先行研究や事前

に行った認識調査の結果から明らかになった。具

体的には，起こり得る事象の列挙や確率の大小判

断などの学習を行うことが，中学年でも十分可能

なのではないかと考えられる。 
そこで，第３学年の児童を対象に開発した教材

が，実際に活用可能であるのかを実践的に検証し，

また，児童の確率認識の様相について明らかにす

ることを目的とする。 
３．２ 教育実践の方法 

①対象児童 

本教育実践は，広島県F 市立N 小学校の第３

学年の児童計 40名を対象として行った。N 小学

校は，全国学力調査において県下で標準的な成

績の学校である。また，対象児童は，確率に関

する学習を受けておらず，本実践が初めての学

習である。なお，教育実践，及び，事前事後調

査は，下記の日時に行った。 
1) 2016 年９月９日 事前調査 

2) 2016 年 11月 21～28日 教育実践 
3) 2016 年 12月 7日 事後調査 
②教育実践の指導計画と指導の流れ 

【指導計画】(全４授業時間) 
1) 起こり得る事象の列挙 
2) 当たりやすさの大小判断（確率判断） 
3) 当たりやすさの数値表現 
4) 同様に確からしい結果 
以下に，実際の指導のねらいと流れについて述

べる。なお，指導の様子やワークシートの記述を

図２～８で示す。 
 

1) 起こり得る事象の列挙 

後述の事前認識調査において，起こり得る事象

を列挙する際に，「出やすいものを挙げる」と「出

るかもしれないものを挙げる」の考え方を混同し

ている児童が多いという実態が明らかになった。

そこで 1時間目では，５色×５本(以下A のくじ)
と，３色×５本(以下B のくじ)の２パターンの色

の異なるくじを用いて，起こり得る事象を調べる

活動を行った。 
導入では，図２のように，A,B の２つのくじを

提示し，くじを引いたときに出るかもしれない色

の予想をさせた。事前認識調査の結果の通り，ど

ちらのくじでも特定の１色のみを挙げる児童が

多く，「何となく出そう」や「ラッキーカラーだか

これまでの小学校における確率教育の変遷で

は，1968年に改訂された学習指導要領，いわゆる

数学教育の現代化の際にのみ，小学校第 6学年に

おいて，確率の単元が扱われていた。その単元で

は，図1のように，統計的な実験を想定した上で，

数学的確率を導入している 10)。しかし，その後，

教育現場の荒廃が起因となり，数学教育の現代化

で追加された確率教育は，子どもの数理認識や教

育内容の必要性を吟味されることなく，削除され

ることとなった。 

 
図１ 数学教育の現代化頃の教科書 

 

一方，岡部(2007)は，Van-Hiele の「方法の対象

化」に基づき，確率概念の認識における水準を設

定している 11)。また，松浦(2007)，口分田・渡邉

(2010,2014)が，児童の確率に関する数理認識を明

らかにしている 12)。これらのように，近年，あら

ためて子どもの数理認識に基づき，小学校におけ

る確率教育を実践的に教材開発することが求め

られている 13) 14)。 
そこで，本研究では，岡部(2007)が設定した，

方法の対象化による「確率概念の認識における水

準」に基づいて教材開発を行い，確率に関する数

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． 先行研究に見られる確率教育の概要 
２．１ 確率概念の水準とカリキュラム 

岡部(2007)は，小中高を見通した確率教育のカ

リキュラムを適切に構築することを志向し，van-
Hiele の水準論に基づいて「方法の対象化」を明

確にすることで，確率概念の認識における水準を

理論的に構成している。その「方法の対象化」に

基づく水準は，岡部(2008)で修正され，表１のよ

うに構成されている。現行の確率教育では，中学

校から数学的確率が扱われ，第２水準の活動が中

心となる。小学校では，第０水準から第２水準に

該当する教材開発が必要となる。 
表１ 確率概念の認識における水準 

水準 対 象 方 法 

０ 偶然的な現象 結果の列挙 

１ 結果の列挙(の集合) 根元事象 

２ 全事象の空間 数学的確率 

３ 数学的確率(の集合) 確率の命題 

４ 確率の命題(の集合) 公理 

 
そして，岡部(2008)は，「確率概念の認識におけ

る水準」の妥当性を示すために，小学校第１学年

から中学校第１学年までの計 14 名を対象に，教

育実験を行っている。ただし，社会教育の一環で

あるため，対象年齢の幅が広く対象人数も少ない

ため，より多くの児童を対象とした検証が課題と

して残されている。 
また，松浦(2015)は，小学校における主観的・

直観的な確率概念と客観的・論理的な確率概念の

統合を促すカリキュラム案を提案している 15)。形

成したい確率概念の内容を５つの観点で整理し，

各学年の学習目標・学習材を提案している。 
岡部(2008)は，学校教育全体を見通した確率教

育のカリキュラムを設定するための枠組みを構

築し，松浦(2015)は，小学校段階のより詳細な確

率教育の目標・内容を提案していると捉えられる。 
２．２ 児童の確率概念の傾向 
近年の児童の確率概念に関する研究には，松

浦・植田(2007)や口分田・渡邉(2010,2014)がある。

本稿では，教材開発・教育実践の対象である小学

校第３学年を中心に述べる。 
松浦・植田(2007)は，2001年に小学校の全学年

計 328 名を対象に，確率判断(原文はことがらの

起こりやすさ)に関する詳細な認識調査を行って

いる。調査課題では，分離量(玉入れ)と連続量(ル
ーレット)を用い，条件を変えた６題と８題で構成
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ら」といった主観的な理由(第０水準)を述べてい

た。特にB のくじでは，確率の大きさに影響され

赤が出ると予想する児童が多かった。ただし，ど

ちらのくじでも，全部の色が出ると予想する児童

が若干名みられ，「引いてみないと分からない」と

いう意見も見られた。 

 

図２ 起こりうる事象の予想 

 

図３ くじびきで結果を確認する様子 

そこで，図３のように，実験により確認をする

ために，４人１班の計10班に分かれてAのくじ，

B のくじの順番で，１人５回ずつくじを引いて調

べる学習を行った。A のくじをひく際には，「全部

の色を引けた。」や「○○ちゃんは，黄色ばっかり

出ている。」といった発言が見られた。また，B の

くじをひく際では，「やっぱり赤がいっぱい出る」

や「赤も出るけど青や黄色も出た」といった発言

が見られた。このように，第１水準にあたる「事

象の結果」に着目しながら，実験をしている児童

が多いようであった。 
その後，実際に出た色を個別に記録した後，班

でも記録をまとめて考察を行った。また，自分の

班だけでなく，他の班の記録を見比べることで，

全ての色が出る可能性があることをまとめた。た

だし，児童らのワークシートの記述では，自分の

班でまとめた回数から，「B は赤(又は赤や青)が多

かった。」などの考察を行っている児童も見られ

た。それぞれの色が出た回数の誤差についてもお

さえることで，「全色出る可能性がある」というこ

とをより実感させることができたと考えられる。

授業後，担任教諭の指導により，適応題を通して

「全色出る可能性がある」ことと解答の確認を行

った。 
2) 当たりやすさの大小判断（確率判断） 

次に，事前認識調査において，くじ全部の本数

が異なるが，当たりが出る確率が同じである 2つ

の事象を比べる問題で，確率の判断が難しいとい

う児童の実態がみられた。そこで，２時間目では，

赤を当たり，青をはずれとした，赤１本×青１本

(以下 C のくじ)と，赤３本×青３本(以下 D のく

じ)の２パターンのくじを用いて，当たりやすさを

比べる活動を行った。 
導入では，確率の違いが明確な赤２本と青４本

のくじと，赤４本と青２本のくじを比べて，当た

りが出やすい方はどちらかを問い，当たりとはず

れの数に着目することで当たりやすさを比べる

ことができることを確認した。その後，図４のよ

うに C と D のくじを提示すると，児童らの意見

は C や D の一方が当たりやすいと考える児童が

過半数を超えていた。そこで，どのような方法で，

本数の異なるくじの当たりやすさを比べるかを

本時のめあてとした。 

 
図４ 当たりやすさの予想 

実際の活動では，1 時間目と同様に，班ごとに

分かれて１人 25 回ずつくじを引いて調べた。そ

れぞれの班の結果は，「C は赤 58 回，D は赤 51
回」や「C は赤 50 回，Dは赤 51回」などのよう

になった。児童らのワークシートの考察は，次の

図５の通りである。 
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図５ 児童らのワークシートの考察 

図５のように「C とDの当たりやすさは大体同

じ」と書いた児童や「C(又はD)の方が当たる」「当

たりやすさが全然違った」と書いた児童がみられ

た。まとめの段階で，C と D の当たりやすさが，

およそ同じであることや，その理由について十分

に考える時間がなかったため，授業後，担任教諭

の指導により確認を行った。 
3) 当たりやすさの数値表現 

事前認識調査で，当たりやすさを表す際に，当

たりやはずれの数に着目する児童が約半数であ

ることと，少数ながら分数などを使って表す児童

がいるという実態がみられた。そこで，３時間目

では，赤７本×青３本(以下A のくじ)と赤３本×

青２本(以下 B のくじ)の２パターンのくじを取り

扱い，当たりやすさの数値表現について学習する

活動を行った。 
導入では，図６のように，A のくじとB のくじ

を提示し，簡単に比較することができないことを

確認した。そして，本時は，実際に調べないでA
と B の当たりやすさを比べるために，「数を使っ

た当たりやすさの表し方を考える」ということを

めあてとした。しかし，事前認識調査とは異なり，

くじの当たりやすさを数値化する方法が困難で

あったため，当たりやすさは「(当たりの数)／(全
部の数)」で表せそうだと教師の側から説明した。 

 
図６ 当たりやすさの数値表現 

班ごとに分かれて実際に調べて数値化の正し

さを確認する活動では，くじを引く１人当たりの

回数を５回に設定し，クラス全体で結果をまとめ

た。その結果，A のくじは「63／100」，B のくじ

は「64／100」当たりが出た。特にA のくじでは，

予想していた「70回くらい」を下回り，B より少

ない数となってしまった。そのため，「A と B の

くじの当たりやすさは同じ」と捉える児童がみら

れた。このように，実際に統計的確率を求める際

は，結果の誤差が，学習内容に影響しないように

留意する必要があると考えられる。 
また，当たりやすさを表すためには，「大きさの

等しい分数」や「通分」の考え方が必要となるた

め，それらを未習である第 3 学年の児童らにとっ

ては，困難が生じるということが明らかになった。

よって，当たりやすさの数値化を学習する学年は，

高学年が適しているのではないかと考えられる。 
4) 同様に確からしい結果 

４時間目では，統計的確率の認識を高めるため

に，「同様に確からしい結果」について実感する学

習を行うこととした。 
導入では，正四面体のサイコロを提示し，４回

サイコロを振ったときに出るかもしれない目を

問うと，「どの目も出る」や「たくさん出る目もあ

るし，出ない目もあるかもしれない」という予想

を述べた。実際にサイコロを振ったところ，「２，

２，１，４」という結果になったので，「３の目は

ずっと出ないの？」「２がたくさん出たけど，出や

すさに違いがあるの？」ということを問うと，児

童らから「もっとたくさんサイコロを振れば，ど

の目も同じくらい出る」という意見が出された。

そこで，たくさんサイコロを振ると，どの目も同

じくらい出るようになるのか調べることを，本時

のめあてとした。 
班でサイコロを合計120回振って調べることと

し，40 回，80 回サイコロを振ったときの記録を

行い，図７のようにグラフに表した。グラフを用

いて結果を表すのは，試行回数を多くするごとに

確率が一定の値に近づいていく様子を，視覚的に

理解させることができると考えたためである。 
時間の都合上，120 回サイコロを振って調べる

ことは出来なかったため，80 回までの記録を見て

考察を行うこととした。なお，担任教諭の指導に
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よって，ワークシートには，120 回までサイコロ

を振って記録をしている。各班の結果は，次の図

の通りである。図８のように，40回から 80回振

るまでに，それぞれの目の出る回数が大体同じ数

になった班が多い。なお，サイコロを振った回数

が増えても，どれか１つの目が飛びぬけて出た班

が，２班あった。 

 
図７ 児童のワークシートの記録 

 

図８ サイコロの出た目の記録 

これらの結果をもとに，「たくさんサイコロを振

ると，どの目も同じくらい出る」ということを指

導した。児童らの考察では，図７のように，「ぼこ

ぼこが直って，少しまっすぐになった。」と，同様

に確からしい結果についての気づきがみられた。 
 
③認識調査の問題と趣旨 
指導の結果を検証するために，事前事後に認識

調査を行った。両調査では，まず調査用紙を配布

し 20 分程度で自由回答を求めた。なお，教育実

践を行ったところ，第３時の内容は，第３学年の

児童らにとって困難が生じることが明らかとな

ったため，事後調査では「大問(1)～(4)は全員解き，

大問(5)はチャレンジ問題なので，全部解けなくて

も良い」というように指示をした。 
調査問題は，松浦・植田(2007) ，口分田・渡邉

(2010,2014)を参考に，①根源事象の列挙(大問(1)
分離量，(2)連続量)，②確率判断(大問(3)分離量，

(4)連続量)，③確率の数値表現(大問(5))の，計３種

類で構成した。実際の調査問題を資料として文末

に示す。 
まず，①の根源事象の列挙(大問(1)(2))について

は，図９，10のように，くじびき(分離量)とルー

レット(連続量)を素材に，各４問ずつ出題した。

問題①②では，各事象が同様に確からしい問題と

し，問題③④では，１つの事象が当たりやすい同

様に確からしくない問題とした。 

 

図９ ①根源事象の列挙(大問(1)の一部) 

 

図 10 ①根源事象の列挙(大問(2)の一部) 

 
②確率判断(大問(3)(4))については，図 11，12の

ように，玉引き(分離量)とルーレット(連続量)を素

材に，各４問ずつ出題した。また，各問題は玉の

総数，当たりとはずれの比を考慮して，①総数も

確率も同じ，②総数が同じで確率が異なる，③総

数は異なるが確率は同じ，④総数も確率も異なる，

というように構成した。各問題の当たりとはずれ

の数は，次の表２の通りである。 
表２ 問題の構成 

 大問(3)分離量 大問(4)連続量 
総数同×比同 ① 3：3 3：3 ① 4：4 4：4 
総数同×比異 ② 2：4 3：3 ② 4：4 3：5 
総数異×比同 ③ 1：1 3：3 ③ 2：6 1：3 
総数異×比異 ④ 3：2 3：5 ④ 5：3 2：2 

 

 
図 11 ②確率判断(大問(3)の一部) 
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図 12 ②確率判断(大問(4)の一部) 

 
次に，③確率の数値化については，図 13 のよ

うに，くじびき(分離量)とルーレット(連続量)を

素材に，各２問ずつ出題した。問題①②は玉引き

の箱(1/2，2/5)，問題③④はルーレット(1/4，5/8)
で構成した。 

 
図 13 ③確率の数値化 

 
３．３ 教育実践の結果と考察 
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(%)＝
𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
100− 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 

①根源事象の列挙(大問(1)(2))についての結果

は，次の図 14～17 の通りである。問題①と②で

は，児童らの解答を「全事象，単色，不足(２色や

３色)」の３つに，問題③と④では「全事象，赤と

その他，確率大のみ，確率小のみ」の４つに分類

した。分類の「全事象」が正答である。なお，問

題文にない色を書く解答は，「その他」としている。 
まず，大問(１)について考察する。図 14 より，

事前調査では，11 名弱(27.5％以下)の児童が全事

象を列挙している。そして，①②で 20 名(50%)，
15 名(37.5%)の児童が，単色のみを挙げている。

また，③④で19名(47.5%)，16名(40%)の児童が，

確率の大きさに影響を受け，赤色を選ぶ傾向が高

い。しかし，図 15より，事後調査では，正答であ

る全事象を挙げた児童が，順に 40名(100％)，40
名(100％)，38名(95％)，37名(93％)であった。向

上率は，順に，100％，100％，93.1％，90.3％と

なっている。 
このように，教育実践により，自己の主観を基

に単色のみを選ぶ第０水準である児童が減り，全

部の色が出る可能性があると考える児童が増え

たことがわかる。これは，実際にくじを用いて調

査をしたことが，事象の結果について考える機会

となり，児童らの認識の変容に大きく効果があっ

たと考えられる。これらの結果から，児童らは分

離量で規定されたくじ引き問題において，「全て

の色が出る可能性がある」ということを理解し，

第１水準に変容したと考えられる。 
次に，素材が連続量である大問(2)について考察

する。問題①と②では，児童らの解答を「全事象，

単色，不足(２色や３色)」の３つに，問題③と④で

は「全事象，赤とその他，確率大のみ，確率小の

み」の４つに分類した。分類の「全事象」が正答

である。なお，問題文にない色を書く解答は，「そ

の他」としている。 
図 16 より，事前調査では，10 名弱(25％以下)

の児童が全事象を列挙している。そして，大問(１)
同様に，①②で 28名(70%)，24名(60%)の児童が

単色のみを挙げ，③④で 26 名(65%)，24名(60%)
の児童が，確率の大きさに影響を受けている傾向

が高い。しかし，図 17 より，事後調査では，正答

である全事象を挙げた児童は，順に 40 名(100％)，
40名(100％)，36名(90％)，35名(88％)であった。

向上率は順に，①100％，②100％，③87.9％，④

84.9％である。 
大問(2)では，大問(1)と比べて事前調査の段階で，

単色のみを選ぶ児童や確率の大きい色を選ぶ児

童が多く見られた。連続量で規定されるルーレッ

ト問題は，授業後に行った適応題のみで取り扱っ

たため，教育実践で指導は行っていない。したが

って，分離量で規定される問題の考え方を活用し

て考えていると推測される。これらの調査結果か
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ら，分離量で規定される事象の学習を行うことで，

連続量で規定される事象でも第３学年の児童ら

は「起こり得る事象を列挙すること」を理解する

ことが十分可能であることが明らかになった。 
以上のように，①根源事象の列挙(大問(1)(2))の

調査結果から，開発した教材は，第３学年の児童

に「全ての事象が起こり得る可能性があること」

を理解させ，確率の認識を第０水準から第１水準

へと変容させ得ることが可能であると考えられ

る。具体的には，「この色がラッキーカラーだから」

というような主観的な判断をする第０水準の段

階から「実際に引くとどの色も出たから，全ての

色が出る可能性がある」というように，実際に観

察した結果から判断をする第１水準に変容を促

したといえる。 
 

 
図 14 大問(1)①～④(事前調査) 

 
図 16 大問(２)①～④(事前調査) 

 

 
図 15 大問(1)①～④(事後調査) 

 
図 17 大問(２)①～④(事後調査)

②確率判断(大問(3)(4))の結果は，次の図18～21
通りである。なお，問題①～④の分類を「右の箱，

確率同じ，左の箱」の３つに統一し，正答を黒の

枠線で囲んでいる。なお，複数選択しているもの

や無答に関しては，「無効」に分類をした。 
まず，大問(3)の分離量の確率判断では，図 18よ

り，問題②④において約 27名(68％)の児童が正答

を選択している。一方，問題①では，18名(45％)，
問題③では，４名(10％)の児童が正答を選択して

いる。そして，図 19より，事後調査における正答

者数は，順に 39 名(98％)，33 名(83％)，27 名

(68％)，26 名(65％)である。向上率は順に，①

95.5％，②30.0％，③63.9％，④12.5％(小数第 2
位を四捨五入)である。 
事前の調査において問題①は，総数と確率が全

く同じであるにも関わらず，半分以下の児童が誤

答を選んでいた。しかし，実際にくじを用いて調

べる活動を行ったことで，事象の数に着目して考

えることができるようになっている。問題③は，

総数が異なるが確率は同じで構成される問題で
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ある。授業と同じ数値であったことも正答率の増

加に繋がっているかもしれないが，実際に調べて

比較をする活動を取り入れたことが，「事象の数

に着目して大小判断を行うこと」について児童ら

の理解をより深めたのではないかと考える。問題

②④に関しては，事前と事後に大きな変化は見ら

れなかった。このことから，他の条件である「全

事象異なる×確率同じ」である２つの事象を比べ

ることについては，より丁寧に指導を行う必要性

があることが明らかとなった。 
次に，大問(4)の連続量の確率判断では，図 20よ

り，事前調査において，正答者数が順に，９名

(23％)，31名(78％)，14 名(35％)，26名(65％)で
ある。大問(3)と同様に，問題①③の正答者数が少

なく，問題③④の正答者数が多い。そして，図 21
より，事後調査における正答者数は，順に 37 名

(93％)，32名(80％)，32 名(80％)，30名(75％)で
ある。向上率は，順に①90.3％，②3.4％，③69.2％，

④42.9％(小数第 2位を四捨五入)である。 
大問(3)の事後調査の結果と同様に，問題①③の

向上率が高い。問題①は，授業を通して事象の数

に着目して考えることができるようになったた

めに，正答を選ぶことができる児童が増えたと推

測される。問題③の総数は異なるが確率は同じ問

題については，授業でも取り扱っていない。しか

し，２番目に向上率が高いのは，児童らが事象の

数に着目して考えられるようになったことに加

えて，玉引き問題よりも分割が分かりやすいこと

が影響しているのではないかと推測される。問題

②④に関しては，事前と事後に大きな変化は見ら

れなかった。このことから，大問(3)と同様に「全

事象異なる×確率同じ」である２つの事象を比べ

ることについても，より丁寧に指導を行う必要性

があることが明らかとなった。このことから，連

続量で規定されるルーレット問題は，授業後に行

った適応題のみで取り扱ったため，実際に指導は

行っていないが，分離量で規定される問題を基に

類推して確率判断を行っているのではないかと

推測される。つまり，「割合に着目して大小判断す

ること」を理解することの可能性が示唆された。 
以上のように，統計的な実験を通して確率判断

の学習を行うことで，「結果の列挙」を思考の対象

として当たりやすさを判断する第 1水準へと，確

率概念が変容していると考えらえる。 
 

 
図 18 大問(3)事前調査 

 
図 20 大問(4)事前調査 

 
図 19 大問(3)事後調査 

 
図 21 大問(4)事後調査 
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③確率の数値化(大問(5))の調査結果は，次の図

22，23の通りである。児童らの解答を「分数など，

条件，事象の数のみ，結論のみ，説明不可能」の

５つに分類した。分類の「分数など」を正答とし

ている。なお，空欄を「無答」としている。なお，

事後調査において「やってみないと分からない」

と記述した児童５名は，「結論のみ」に分類して集

計している。 
事前の調査と比較して，事後調査では，「事象の

数のみ」で当たりやすさを表す児童が減り，「結論

のみ」で当たりやすさを表す児童が増えている。

授業中に，実際にくじを引いて調べる活動を取り

入れたことや，当たりやすさの数値化の学習を十

分に行うことができなかったことから，「やって

みないと分からない」という解答や，事象の数か

ら判断して「当たる」「当たりにくい」という解答

をする児童が増えたのではないかと推測される。 

 

 
図 22 大問(5)事前調査 

 
図 23 大問(5)事後調査 

 
４． 研究のまとめと今後の課題 
本研究では，van-Hiele の水準論に基づく岡部

(2008)の確率概念の水準にしたがって，小学校第

３学年を対象とする確率教育の教材開発を行っ

た。そして，教育実践による検証を通して，児童

の確率概念に対する変容を明らかにした。第３学

年の児童を対象とする教育実践の結果，本研究で

開発した教材は，第３学年の児童に「全ての事象

が起こり得る可能性があること」を理解させ，確

率の認識を第０水準から第１水準へと変容させ

得ることが明らかとなった。また，確率判断に関

しても，統計的な実験を通して学習を行うことで，

「結果の列挙」を思考の対象として，確率を判断

する第 1水準へと，確率概念の発展を促したと考

えらえる。 
また，教育実践を通して，次のような指導上の

知見が得られた。１点目は，実際にくじなどを用

いて調べ，実感を伴った学習をすることが，確率

に関する学習をすることに対して効果的である

ということである。２点目は，当たりやすさを比

べるためには，実際にたくさん調べることが大切

であると理解できることである。３点目は，「やっ

てみないと分からない」と解答で述べる児童が増

えるなど，自己の主観によって物事の判断を行う

のではなく，実際に調べてみることが大切だとい

う意識を高めることができたことである。ただし，

「当たりやすさの大小判断」については，様々な

確率を判断する機会を設定し，より丁寧に指導を

行うことが必要となるだろう。 
今後の課題としては，低学年や高学年を対象と

する確率概念に関する認識調査や教材の開発を

行うことが挙げられる 16)。特に，「当たりやすさ

の数値表現」については，高学年を対象に，統計

的確率から数学的確率への発展を意識した教材

開発を行い，実践的に検証することが挙げられる。 
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資料 認識調査問題(事前事後共通) 

 
①根源事象の列挙(大問(1)) 

 
②確率判断(大問(4)) 

 

③確率の数値化(大問(5)①②) 

 
①根源事象の列挙(大問(2)) 

 
②確率判断(大問(4))

 
③確率の数値化(大問(5)③④
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