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文科系学生の心理統計の授業理解に
影響を与える要因についての予備的研究

大橋　恵

The Determinants of Performance on Psycho-Statistics: A Preliminary Analysis
Megumi M. Ohashi

Abstract

               Statistics is inevitable in order to fully understand psychology. However, many students majoring in psychology are weak in math, 

so that it is difficult to motivate them to study statistics based on math. The present study examined the effects of their attendance, their 

efforts in assignments, their experience in math, and self-report confidence in math on the score of their final examinations. As a result, the 

score of their final examinations were strongly influenced by the total number of assignments handed in, and some by their experience in 

math. The degree to which extent they say they were good at math did not correlate with the final score, when attendance and the number of 

assignments handed in were statistically controlled. The present study showed the importance of continuous efforts in learning statistics.
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問 題
　心理学関連学科の多くでは，卒業要件として実証

研究を含む卒業論文が科せられることが多く，その

多くで統計的分析の使用が奨励されている。それ

は，実証科学を標榜する心理学では研究法の一環と

して統計の知識が必須であるからだ（e.g., 高野・岡，

2004）。心理学研究法の一環として学ぶ統計学のこ

とを，心理統計と呼ぶ。

　統計学は本来数学の延長線上に位置づけられ，数

学と切り離すことができない。しかしながら，日本

では心理学科は基本的に文科系の学部に設置されて

おり，入学試験に数学が必要ないケースが多い。そ

のため，高校時代に数学をほとんど学んでいない学

生や，学んでも苦手意識が強い学生が，心理学科に

入学してから統計が必須であると知り，突然の勉強

に苦しむことになる。

　昔からこのような事情であることに変わりはない

のだが，希望者のすべてがどこかの大学に入学でき

る大学全入時代に入ったことから，問題はより大き

くなったと考えられる。つまり，学力格差の広がり

や，大学の初年次学生が大学で学ぶために必要な知

識や技術や心構えを持ち合わせていないことが注目

されるようになってきたことから，大学の初年次教

育やリメディアル教育が強調されるようになってき

た（e.g., 濱名，2007）。心理統計の教育に関しても，

学生の変化を鑑み，改善する必要性が教員から指摘

されている（e.g.,山田・村井・杉澤，2008）。

　学習の遅れた学生に対して行う補修的な教育，特

に大学教育を受けるにあたって不足している基礎学

力を補うために行われる教育は，リメディアル教育

と呼ばれる。リメディアル教育に取り組む大学は近

年増加しており，習熟度別にクラスを分けた授業（英

語・数学等）や，大学における学び方の基礎につい

ての授業・演習（e.g., 藤田，2006）や，未履修科

目の補習等が行われている。

　著者も心理学統計法の入門演習を担当しており，

平均や標準偏差等の記述統計から母集団と標本の関

係，正規分布の性質等を理解し，平均値の差の検定
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と比率の差の検定を電卓を用いて実施しながら理解

することを目指している。前提として必要な数学の

知識は中学卒業レベルと考えており，一度はどの学

生も学んできたはずだが，高校時代に数学との接触

が少ないために，心理的に受け付けない状態になっ

ているケースが散見された。

　具体的にどのように文科系の学生に統計を教えて

いけばよいのであろうか。ヒントとなるのは，初年

次教育の先進国アメリカの統計学会が発表した統計

教育ガイドライン（GAISE, 2005）であろう。これ

によれば，大学学部レベルの様々な専門分野におい

て統計を教える際に有効な教授法として，統計的リ

テラシーを強調し統計的思考力を育成すること，本

物のデータの使用，手続きや知識ではなく概念的理

解を強調すること，授業では活動的な学習法の使用

（実習や演習），PCを概念的理解やデータ解析を助

けるものとして活用等が挙げられている。教育心理

学の知見にも対応する興味深い指摘であるが，どの

程度の効果があるかが実証されているわけではない

ようである。さらに，我が国の心理学専攻の学生た

ちに効果があるのかわからない。

　村井・山田・杉澤（2008）は，本邦で心理統計

に対する学生側の意見を調査している。村井らは心

理学関係学科で心理統計の授業を受けている学生

1173名を対象に，どのような授業ならば，心理学

に関係する研究（例；卒業論文執筆，心理学実験等

の授業でのレポート作成）をすすめていく上で必要

な心理統計の力をつけられると思うかを尋ねた。そ

の結果，「受講生の理解を確認しながら進める」（平

均 4.44）や「前回の授業についての質問に教員が

答える等，双方向的なやりとりをする」（平均 4.25）

等が学生に有効だと評価されていた（すべて 5件

法）。これに加え，「授業中に気軽に質問できる雰囲

気にする（平均 4.19）」や「心理学を専攻する場合

に，統計的な考え方はどう必要になってくるのか教

える（平均 4.25）」も効果的だと受け止められていた。

この調査は統計の教授法について考える上で興味深

いものではあるが，あくまで学生が「心理統計」に

対して持っている印象を測定したものなので，以下

のような限界がある。まず，具体的にどの程度の内

容を回答者である学生たちが理解しているのかが不

明であるし，また，実際にそのような授業の特徴が

あると，心理統計の理解に効果があるのかについて

はわからない。

　ただ両者は共通して，活動的な学習法の採用や双

方向的な学習を奨励している。このような活動的な

学習を通じての理解の重要性は，心理統計の授業に

限らず広く指摘されている（e.g., Rabow, Charness, 

Kipperman, & Radcliff-Vasile, 1994；宇田，2005）。

　そこで，著者は，授業中に演習問題を解かせるだ

けではなく，毎週提出課題を課して授業を進め，そ

の効果を検討した。それに加え，どのような要因が

心理統計の入門授業における定期試験の得点に影響

したのかを探索的に調べた。それは，学期中に適切

に援助し，途中から授業についていけなくなる学生

をすこしでも減らすために，どのような学生が危な

いのかを事前に予測する手段を講じたいと考えたか

らである。

方 法
調査時期

　2007年 7月後半に，クラス分けのためのアンケー

トを行い，そこで数学の学習歴と本人の感じる数学

得意度を測定した。その後，10月初旬から 2008年

1月末まで 14週にわたり授業を行い，2月初めに

定期試験を実施した。

研究参加者

　都内私立大学の心理専攻学生のうち，7月の事前

アンケートの全項目に回答し，かつ必修科目である

心理統計入門授業の定期試験を受けた 37名（男性
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24名，女性 13名）について分析した。

　学生たちは 1年次生であり，履修までに心理学

の概論講義は受けていたが，心理学研究法について

の知識はあまりなかった。また ,平均値については

すぐ思い出せる学生が大半であったが，確率の概念

については習っていない学生のほうが多かったよう

だ。

授業の概要

　授業は心理統計の入門的な講義で，平均や標準偏

差等の記述統計の理解と算出，母集団と標本の関係

や正規分布の性質等の理解，平均値の差の検定およ

び比率の差の検定を電卓を用いて実施しながら理解

する，という内容であった。 

　事前アンケートの数学得意度と高校での数学学習

歴（後述）および本人の希望にしたがって，2クラ

スに分けて授業が行われた。表 1にあるように，全

体的に見てMクラスのほうが Tクラスよりも数学

を得意であると感じており，高校での数学学習歴も

長めである。ただし，Tクラスに入った学生の中に

は時間割の都合等で特にこちらのクラスを希望した

学生も数名含まれていた。

　授業は講義と演習を組み合わせ，授業の後にほぼ

毎週課題を提出させるという形で進めた。課題は全

部で 12回出し，授業後 3日以内に解いて提出する

ようにさせた。A4サイズ 1枚に問題と回答欄があ

る形式のもので，内容はその週の授業で学んだこと

の復習が中心であった。

　各クラスの授業は，授業中の演習問題の進み具合

や課題への回答を見ながら進めたが，進行の速さや

取り上げた内容は，結局どちらのクラスでもほとん

ど変わりがなかった。

指　標
被説明変数：定期試験の得点

　試験の内容は，t 検定（または z 検定）の実施，

適切な検定の選択，正規分布の性質，代表値の種類，

その他穴埋め問題であった。なお，定期試験は教科

書，ノート，プリント等すべて持ち込み可で，他の

学生のノートを持ち込んでも構わないとした。その

理由は，心理学専攻の者にとっての統計は，自動車

の運転手が自動車の工学的な構造を詳しく理解する

必要がないように，公式等を覚えておく必要は必ず

しもなく，自分に合ったツールを使いつつ「適切に

使えること」が大切だと考えているからである。

　定期試験での素点をそのまま被説明変数として用

いた。なおこの年度は 50点程度未満の学生を対象

に再試験が行われ，その際にかなり理解が改善した

学生もいたが，あくまでの一回目の定期試験の点数

を用いた。

予測変数

(1) 数学学習歴（事前に測定）

　「数学の学習経験についてお聞きします。あなた

は数学をどこまで学習しましたか。当てはまるもの

一つを選んで○をつけてください」と尋ね，以下の

選択肢から選ばせた。

　4. 高 3までやった

　3. 高 2までやった

　2. 高 1までやった

　1. 高校レベルの数学はやっていない

(2) 数学得意度（事前に測定）

　「あなたは数学・計算は得意でしたか。当てはま

るもの一つを選んで○をつけてください」と尋ね，

以下の選択肢から選ばせた。

　5. 得意だった

　4. どちらかといえば得意だった

　3. ふつう

　2. どちらかといえば不得意だった

　1. 不得意だった

(3) 提出課題数

　一学期中に出した 12の課題のうち，所定の締切
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日までに提出した課題がいくつあったかを数えた。

　なお課題点も計算したが，そもそも課題を出した

場合には半分を与えるという方式であったこともあ

り，課題点と課題提出回数との相関係数は .9を越

えていた。そこで，今後の指導への取り入れやすさ

という観点から，本報告では提出課題数のほうを分

析に用いることにした。

(4) 出席数

　定期試験以外の 14回中何回出席したかを数えた。

大学全体のルールとして 20分以上の遅刻は欠席と

みなすというものがあるが，この授業ではさらに遅

刻 3回で欠席 1回と数えることを周知していたた

め，遅刻 1回分を -0.33として出席数から引いて算

出した。

(5) 前期必修科目の出席数

　この授業が開始されるまでの半年間で行われた必

修科目 8科目について，出席数データを入手した。

そして，科目数の 8で割り，15週のうち平均して

何週授業に出たのかを数値化した。

結　果
クラスごとの基礎統計量

　数学学習歴，数学得意度，提出課題数，本授業の

出席数，前期必修科目の平均出席数，定期試験の得

点について，クラスごとに基礎統計量を算出したも

のが表 1である。数学の学習歴についてはクラス間

で有意な差は認められなかったものの，数学得意度

には意図したとおりMクラスのほうが Tクラスよ

りも有意に得意だと答えていた（t (36) = 3.47, p  < 

.01）。それにもかかわらず，筆者の直感どおり，定

期試験の得点には有意な差は認められなかった（t 

(36) = .11, n.s.）。また，予測していなかった差とし

て，Tクラスのほうが本科目の出席数が有意に多い

というものがあった（t (36) = 2.53, p < .05）。これは，

Mクラスは午前中に，Tクラスは午後授業が行わ

れたことによると考えられる。

定期試験の得点に影響を与えた要因の解析

　数学学習歴，数学得意度，課題提出回数，本科目

の出席数，前期必修科目の出席数を説明変数とし，

定期試験での成績を被説明変数とした，重回帰分析

を行った（調整済み決定係数R2= .621）。その結果，

提出課題数が多いほど，高校での数学学習歴が長い

ほど，定期試験の得点は有意に高かった（表 2）。

表 1. クラスごとの記述統計量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M（24名） 　　　　　　T（13名） 　　　　　　t検定の結果

　平均値 （標準偏差） 最小値 最大値 平均値 （標準偏差） 最小値 最大値 t値 危険率

前期必修欠席数 13.3854  (1.24)  10.13  14.88  13.7054 (1.02)  11.50  14.88 0.82  ns

学習歴 3.38  (0.77) 2.00  4.00 2.38 (0.96)  1.00 4.00 1.68  ns

得意度 2.71  (1.30) 1.00 5.00  1.36  (0.84)  1.00 4.00  3.47  0.01

未提出課題数 10.1250 (2.21)  5.00  12.00  11.0714 (1.27)  8.00  12.00 1.68 ns

出席数 12.47 (2.22)  8.33 15.00 13.83 (1.08)  12.00  15.00  2.53 0.05

定期試験得点 56.04 (25.17)  11.00  95.00  55.21  (17.96) 15.00  84.00 0.11 ns
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表 2. 定期試験得点を被説明変数とした重回帰分析
説明変数 標準偏回帰係数 t

提出課題数 .681 4.419 ***

出席数 -.138 .825

前期必修出席数 .287 1.784 +

学習歴 .258 2.315 *

得意度 .216 1.937 +

***　p < .001, **　p < .01, *　p < .05, + p  < .10

表 3. 指標間の Pearson の相関係数
前期必修
出席数

提出
課題数 出席数 学習歴 得意度

提出
課題数   67 

出席数  .73  .71

学習歴  .00 -.15 -.17

得意度 -.24 -.21 -.29 .30

定期試験
の得点  .60  .70  .46 .24 .12

　***　p < .001

　

　ただし，説明変数同士の相関を見ると，前期必修

授業の平均出席数と本授業の出席回数には高い正の

相関が見られ，前期出席数と提出課題数もまた高く

相関していた（表 3）。これに加え，表 3は，提出

課題の数が本科目の出席数と強く関係していること

も示している。このような状況では，多重共線性の

可能性がある。

　そこで，前期出席数や本科目の出席数が直接定期

試験の得点に影響するのではなく，提出課題数を介

して影響を与えるというモデルを立て，再度検討し

た。

　その結果をまとめたものが図 1である。提出課

題数が多いほど，また，数学の学習歴が長いほど，

定期試験の得点は有意に高いことがわかった。また

興味深いことに，本人が数学を得意としていると感

じている程度は，まったく定期試験の得点への影響

図 1.定期試験得点を予測するモデル

が認められなかった。本人が数学を得意としている

と感じている程度は提出課題数にも影響が見られ

ず，本人に得意かどうか尋ねる手法には限界がある

ことが伺える。これに加え，本演習の進め方に依存

する特徴ではあろうが，前期に欠席が多かったこと

や当該授業の欠席数は，提出課題数に有意に影響し

ていた。

　ちなみにこのモデルにクラスの種類を入れた検討

も行ったが，クラスの種類には有意な効果が見られ

なかった。

考　察

　本研究では，どのような要因が心理統計入門授業

の内容理解に影響したのかを探索的に調べた。具体

的には，高校での数学学習歴，本人の数学得意度，

前期必修科目の出席数，当該科目の出席数，課題提

出回数を測定し，定期試験の得点への影響を見た。

その結果，提出課題が多い学生ほど，高校での数学

学習歴が長い学生ほど，定期試験での得点が有意に

高いという結果が得られた。本人が数学を得意だと

思っているかどうかは，直接的にも間接的にも有意

な影響が認められなかった。また，数学の得意度と

学習歴に注目してクラスを 2つに分けて授業を行っ

たにもかかわらず，定期試験の得点に有意差は認め

***

***

***

***

***

***
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られなかった。

　これらの結果は，授業開始前に数学的な能力の不

足が懸念されていたにもかかわらず，授業を理解し

ている程度には数学的な準備状況はあまり影響して

いないことを意味する。本研究は，本人が数学を苦

手と感じているか得意と感じているかにかかわら

ず，毎週授業に出席し，毎週課題を解いて提出する

ことによって文科系学生の心理統計の学習は進むこ

とを実証的に示したと言える。

　標本数が少ない等研究上の問題点があることは否

めないが，次年度以降の教育のために，また文科系

学生に心理統計を教えることに困難を感じているで

あろう先生方に本研究が参考になれば幸いである。

今後も，心理統計のイメージや前期の成績等の要因

も加え，さらなる検討を続けたいと思う。

　学問へのモチベーションを持ち続けることは大

変なことである。心理学は特定の資格に結びつく

ものではないが，人間を深く理解する助けになる

ため社会に出てから適応できる場面も多い（北村，

2006）。心理統計教育においても，なぜ心理学をす

るのか，そのためになぜ心理統計を学ぶ必要がある

のかを折にふれ伝えるようにしたい。
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