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要　約

　今日の社会では、確率教育が大切であると指摘されることが多い。実際に諸外国の教育動向をみれば、

確率教育の内容は充実しており、学習時期は低年齢化する傾向にある。一方、現在の日本の確率教育は

学習の量、質ともに十分ではないと考えられ、特に小学校では、その教育は意図的にはほとんど行われて

いないのが実情である。そこで本研究では、これらの問題点を打開する小学校低学年を対象にした確率

に関する教育内容（試案）を開発した。実際に事例研究として、小学校第２学年の児童２名を対象に教

育内容（試案）による教育実験を行うことから、その効果を検証した。その結果、児童２名の確率に関す

る認識に変容がみられ、誤認識が一定改善されることが明らかとなった。
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Ⅰ．はじめに

　現代の社会状況を踏まえると、初等教育段階にお
ける確率に関する教育の重要性は増していると考え
られる。この点について、岡部（2014）は、「児童の
確率概念の発展を考えたとき、小学校低学年の段階
から適切な確率教育を行うことは必要だと考える。」
と指摘している。また諸外国では、近年特に確率教
育の重要性は指摘され、充実の傾向にある。例え
ば、National Council of Teachers of Mathematics

（NCTM，1989，2000）等のカリキュラム改訂にお
いて、確率教育の導入は低年齢化しており、小学校
低学年、またそれ以前の幼稚園の教育内容として明

確に位置づけられている。さらに中国でも2003年の
カリキュラム改訂において、小学校１～６年生の全
ての段階において確率に関する教育内容が位置づけ
られている。こうしたことを踏まえると、日本におい
ても今後の教育改革等により、小学校に確率教育が
導入される可能性が無いとはいえず、しっかりと基
礎的な研究を積み上げておく必要があると考えられ
る。ここで、日本の児童の確率に関する認識について、
守屋・神保（1998）は、小学校２年生から６年生ま
でを対象にした調査結果を分析することから、「簡
単な確率概念については、小学校までの日常で十分
に培われている子どもが多い」と一定の結論を得て
いる。さらに、口分田・渡邉（2010，2014）は、公
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立小学校の１年生から６年生までを対象にした横断
的な認識調査及び、各学年を対象とした認識調査の
分析から、日本において小学校低学年から確率教育
を行うことの可能性とその重要性を指摘している。
　以上のことから、本研究では、小学校低学年を対
象とした確率に関する教育内容の開発を試みる。実
際に、事例研究として児童２名を対象とし、開発し
た教育内容（試案）による教育実験を行うことから、
児童２名の確率に関する認識の変容を探ることとす
る。

Ⅱ．小学校第２学年を対象にした教育実験

2-1．認識調査の作成
　口分田・渡邉（2010）で作成した調査問題を基に、
不確定事象、蓋然性、確率空間の３観点から調査
問題を作成する。具体的な調査問題では、日常場面
における事象を題材とし、児童の日常生活経験にお
ける素地的な確率に関する認識を探る問題を作成す
る。

2-2．事前認識調査の実施及び結果の分析
　本調査では、確率を未習である第２学年の児童が、
素地的に持ち合わせている不確定事象、蓋然性、確
率空間に関する認識の特徴を明らかにすることから、
意図的な教育を行うべきと考えられる内容を探るこ
とを目的とする。
2-2-1．対象
 ・公立A小学校２年生男子１名
　（以下、児童Aとする）
 ・公立B小学校２年生女子１名
　（以下、児童Bとする）
2-2-2．日時
 ・2009年８月18日（調査時間：45分×１）
　（児童Aを対象に実施）
 ・2009年９月６日（調査時間：30分×１） 
　（児童Bを対象に実施）
2-2-3．場所
　京都教育大学、教室

2-2-4．方法
　質問紙による調査
　（具体物を見せての説明も有り）
2-2-5．内容

（１）不確定事象に関する問題
（２）蓋然性の大小に関する問題
（３）確率空間の構成に関する問題
2-2-6．結果と考察
　問題ごとの結果・考察は次のようである。
（１）不確定事象に関する問題
　様々な事象について、確定（確率P=1）であるも
のに○を、確定（P=0）に×を、不確定（0<P<1）
に△をつけ、３つに分類する問題を出題した（Fig.1）。
調査問題では、日常場面と非日常場面の事象を設定
した。各設問における正答は①確定（P=0）、②確
定（P=0）、③確定（P=1）、④不確定（0<P<1）、⑤
不確定（0<P<1）、⑥不確定（0<P<1）である。本
調査に入る前に、例題を経験させ、設問の意味を十

Fig.1　不確定事象に関する問題
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分に理解させた。調査の結果、児童Aはそれぞれの
事象を、①確定（P=1）、②確定（P=0）、③確定（P=1）、
④確定（P=0）、⑤確定（P=0）、⑥不確定（0<P<1）
と判断し、児童Bは、①確定（P=0）、②確定（P=1）、
③確定（P=1）、④不確定（0<P<1）、⑤不確定（0<P<1）、
⑥不確定（0<P<1）と判断した。これらのことから、
児童A, Bとも、生活経験から素朴的に不確定事象
の存在を認めていることが分かる。しかし、その理
解は十分とは言えず、児童Aについては日常生活に
関わる事象において確定（P=0）と不確定（0<P<1）
とを混同しており、児童Bについては非日常場面に
おける理解が不十分であることが分かる。こうした
点が、意図的な教育により改善されるかどうかを検
証する必要がある。
（２）蓋然性の大小に関する問題
　くじ引きを題材に、蓋然性の大小を規定する要因
に関する問題を出題した（Fig.2）。設問は全４問設
定し、設問（１）では、規定要因として「試行」に
着目し、無作為抽出と作為抽出とを比較する問題、
設問（２）、（３）、（４）では規定要因として「事象」
に着目し、（２）当たりくじを１本増やす、（３）外れ
くじを１本増やす、（４）外れくじを１本減らす、と
いう操作を行った場合と行っていない場合とを比較
する問題を作成した。各設問における正答（当たり
やすい方）は、（１）混ぜないで引く、（２）あたりく
じ増、（３）操作なし、（４）はずれくじ減である。

Fig.2　蓋然性の規定要因に関する問題

　調査の結果、児童が「当たりやすい」と判断した

のは、児童Aは（１）混ぜてから引く、（２）操作な
し、（３）外れくじ増、（４）外れくじ減であり、児童
Bは（１）混ぜないで引く、（２）同じ、（３）操作な
し、（４）外れくじ減であった。
　また、当たればお菓子がもらえる「おまけつきの
くじ引き」を取り上げ、蓋然性の大小を判断する問
題を出題した（Fig.3）。設問では、「おまけの種類は
多いが『当たりにくい』くじ引き」と「おまけの種
類は少ないが『当たりやすい』くじ引き」を提示し、

（１）蓋然性の大小を問い、（２）判断の理由を記述
する問題を出題した。各設問における正答について、

（１）は「くじ引き○い」であり、（２）は理由としてく
じの本数に着目した記述を正答とした。

Fig.3　蓋然性の大小判断に関する問題

Fig.4　�蓋然性の大小判断の理由を問う問題におけ
る児童Aの解答
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　調査の結果、児童A、Bとも、くじ（根元事象）
の本数ではなく、おかし（確率変数）の種類が多い
くじを当たりやすいと判断しており、その理由につ
いても「おかしの種類の多さ」を指摘したものであっ
た（Fig. ４、５）。
　これらのことより、日常生活から素朴的に蓋然性
の大小判断を行っているものの、試行や事象に着目
する視点は十分には身に付いていないことが示唆さ
れる。またそれらに着目できていない要因の一つと
して、児童の蓋然性の大小判断は、確率変数の大小
に大きく影響されていることが考えられる。したがっ
て、今後生活経験で誤認識が積み重ねられる前に、
蓋然性の大小判断の視点を改善できるかどうかを検
証する必要がある。
（３）確率空間に関する問題
　おまけ付きのくじ引きを題材に、（１）根元事象、（２）
特定事象、（３）全事象（標本空間）を抽出する問
題を出題した（Fig.６）。各設問における正答は、（１）

緑、（２）赤、黄、緑、（３）赤、黄、緑、白である。
　調査の結果、児童A、Bとも、確率変数と根元事
象との対応関係を踏まえて、根元事象、特定事象を
抽出し、記述することができている。しかし、全事
象については、可能性を列挙するという問題文の意
味理解に困難性がみられた。誤答として、児童A、
Bとも蓋然性が最も大きい事象を抽出する解答がみ
られた。（Fig.７、８）

Fig.7　おまけ付きくじの問題における児童Aの解答

Fig.8　おまけ付きくじの問題における児童Bの解答

　また、確率分布が異なる２つのスピナーを題材に、
全事象（標本空間）を抽出する問題を出題した（Fig.
９）。各設問における正答は、（１）黄、赤、青、緑、

（２）黄、青、緑、赤、茶である。
　調査結果から、おまけ付きくじの問題と同様に、
可能性を列挙するという問題文の意味理解に困難性

Fig.5　�蓋然性の大小判断の理由を問う問題におけ
る児童Bの解答

Fig.6　確率変数と確率空間に関する問題 Fig.9　確率分布と確率空間の構成に関する問題
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がみられた。誤答では、一度示した演示実験の結果
に影響された解答や、蓋然性の最も大きな事象を抽
出する解答がみられ、この傾向は一様分布でない場
合についてより顕著にみられた（Fig.10、11）。
　これらのことより、一部の根元事象や特定の事象
について着目する視点は、生活経験などから既に持
ち合わせているが、標本空間全体に着目する視点は、
十分に身に付いておらず、意図的な教育により改善
されるかどうかの検証が必要である。

Fig.10　スピナー問題における児童Aの解答

Fig.11　スピナー問題における児童Bの解答

�

2-3．低学年を対象にした確率に関する教育内容（試
案）の開発

　事前認識調査の結果を踏まえ、生活経験からの誤
認識の存在が指摘され、とりわけ意図的な教育の効
果を検証する必要があると考えられる内容に焦点を
当て、教育内容（試案）を開発する。
　まず不確定事象に関しては、確定事象と不確定事
象を分類する視点が十分に身に付いていないことか
ら、これらを扱う教育内容が必要である。次に、蓋
然性に関しては、根元事象でできた集合の大小を視
点に判断させることが重要である。この際、確率変
数と蓋然性の大小とを混同する誤認識がみられたこ
とから、確率変数の大小によらず、試行と事象によっ
て規定されることに着目させる教育内容が必要であ
る。したがって確率空間については、確率変数まで
を含んだ確率空間の構成に関する教育内容が必要で
ある。これらの教育内容を基とし、具体的な教材内

容、実際行う指導では、蓋然性の大小を実験・実測
を通して確かめさせ、児童が持つ誤認識を振り返ら
せながら指導していくこととする。

2-4．教育実験とその結果の分析
　作成した教材による教育実験及び事後認識調査
の詳細及び結果の分析は次のようである。
2-4-1.対象
　事前調査と同様
2-4-2.日時
・児童A対象（全45分×10コマ,調査１コマ）
2009年 ８月18日（45分×４コマ）
 ８月20日（45分×６コマ）
 ８月20日（事後調査45分×１）
・児童B対象（全45分×６コマ,調査１コマ）
2009年 ９月６日（授業時間は45分×６コマ）
 ９月６日（事後調査45分×１）
※ 時間数の関係から児童Aは全10コマ、児童Bは
全６コマの授業を行った。児童Bについては、児童
Aを対象に行った教育実験（全10コマ）から影響が
少ないと考えられる第１時、第２時、第８時の３コ
マ分を省き、また第６時と第７時の内容を１コマ分
の授業時間で扱った。
2-4-3.場所
　事前調査と同様
2-4-4.方法
授業方法：一斉授業を想定した一対一の対面授業
形式（オリジナルテキストを使用）
調査方法：紙面による調査（具体物を用いての説明
もあり）
2-4-5.教育実験の実際
・第１次「集合と論理」第１- ２時
　第１次は、児童Aのみを対象に実施した。第１時
では、まず全体集合を規定した場面を提示し、そこ
から部分集合を抽出させる活動を行った。次に、部
分集合の大小を自然数と対応させ、その集合をベン
図で表現させた。これらの学習を基とし、身の回り
にある事象から、様々な集合を抽出させる学習へと
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展開した。第２時では、論理用語（否定・合接・離
接）を用いて集合を抽出させる活動を行った。第１
時と同様に、まずは全体集合を規定し、そこから部
分集合を抽出させ、さらに日常場面における集合を、
論理用語に着目させながら抽出させた。
　第１次を通して、児童は、集合を抽出することが
でき、また様々な集合について論理用語を用いて正
しく表現することができた。紙面のみならず、身の
回りからも集合を抽出することができており、集合
を抽出する視点が身に付いたと考えられる。

Pic.1　集合作りをする様子

・第２次「試行・事象・確率変数の素地体験」第３、
４時
　第３時では、不確定な事象における「試行」「事象」

「確率変数」を素地的に扱った。具体的には、「町探
検をする」を試行として提示し、「出会うもの」を事
象とした。また出会うものに応じて「決められた行動」
を確率変数とした。各用語について、試行を「トラ
イする」、事象を「結果」、確率変数を「ルール」と
して扱った。第４時では、実際に、町の探検に行き、
試行、事象、確率変数を素地的に体験させた。試行「町
探検をする」を繰り返すと、事象「出会うもの」が
不確定に起こること、また起こった事象に確率変数

（決められた行動）が対応していることを意識させた。
また町探検後に、確定事象と不確定事象の存在に
着目させ、確定・不確定の理由を考察させた。
　第２次において、児童が「次に出会うものはどれ
か分からない」と指摘したことからも、不確定な事
象に着目している様子がうかがえた。また、児童が

作成したルール中には、２つの試行を組み合わせた
ものもあり、第２学年では、重複試行までを捉え始
めている可能性が示唆された。

Pic.2　オリジナル交通ルールを作成する様子

・第３次「確率空間の構成」第５時
　第５時では、第２次の活動を振り返り、試行によっ
て決まる確率空間の構成について考察させた。試行
によって決まる事象を抽出させ、次はその逆に抽出
した事象から試行を考えさせた。扱った試行は「く
じ引きを引く」や「ポケモンゲームをする」などと
児童にとって身近なものとした。さらに、事象と確
率変数との対応関係に着目させ、集合（ベン図）と
対応（矢印）を用いて図で表現させた。
　第３次を通して、児童は、試行、事象、確率変
数に着目しながら、確率空間を集合で表現すること
ができた。授業場面では、「試行を変えると、構成
される確率空間が異なること」を指摘した発言がみ
られたことからも、試行、事象、確率変数とこれら

Pic.3　確率空間を構成する様子
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の関係を考察する視点が一定身に付いたと考えられ
る。

・第４次「不確定事象」第６、７時
　第４次は、児童Aは２コマ分、児童Bは１コマ分
の授業時間数で実施した。以下、２コマ分に分けた
授業展開を示す。
　まず第６時では、試行を提示し、それによって決
まる根元事象（可能性）を列挙することから、確定
事象と不確定事象とを分類させた。さらに、それぞ
れの確定事象について、確率１である事象を「確か」、
確率０である事象を「あり得ない」という用語に対
応させた。この学習を梃子に、「確か」、「あり得ない」
の用語を用いて文作りをさせることで、身の回りか
ら確定事象を抽出させた。第７時では、不確定な事
象に着目させ、それらを「確からしい」の用語と対
応させた。そして、「確からしい」の用語を用いて、
文作りをさせることで、身の回りから不確定事象を
抽出させた。
　第４次において、「確からしい」の用語については、
日常場面であまり聞き慣れていないこともあり理解
に困難性が見られた。しかし、いくつかの事象を抽
出し、確定事象、不確定事象を分類していく中で、
一定の視点は身に付いたと考えられる。

Pic.4　可能性を列挙する様子

・第５次「蓋然性の大小」第８、９、10時
　第８時では、確率空間を構成させ、それを設計図
に、実際に占い文付きくじを作成させる活動を行っ
た。なお、児童Bについては、授業時間数の関係か
ら、第８時を未実施で第９時へと進んだ。第９時では、

当たりくじや外れくじでできた集合（根元事象の集
合）に着目させ、「当たりやすいくじ」について考察
させた。この際、繰り返し実験させ、その結果を記
録することで、当たりやすさを確かめさせた。第10
時では、これまでの学習を基とし、「当たりやすいけ
ど、おまけとしてもらえるアメの個数は少ないくじ」
と「当たりにくいがおまけとしてもらえるアメは多い
くじ」とを比較させ、当たりやすさ（蓋然性）はも
らえるアメの個数（確率変数）に影響されないこと
を実験により確かめさせた。
　第５次において、確率空間の構成を考える場面で
は、他の人に見られないように隠しながら行う様子
が見られた。このことからも、蓋然性の大小が確率
空間の構成で決まることを捉えていることが分かる。
また試行を繰り返して行うことで、蓋然性の大小を
判断する際、確率変数の大小に影響されていた視点
が、根元事象でできた集合の大小に着目した視点へ

Pic.5　隠しながら確率空間を構成する様子

Pic.6　児童が構成した確率空間の例（明日の天気占い）
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と改善することができたと考えられる。

2-4-6．結果と考察
　以下、事後調査の結果を事前調査の結果と比較
することから、児童２名の確率に関する認識の変容
について検証する。
（１）不確定事象に関する問題
　様々な事象を、確定（確率P=1）、確定（P=0）、
不確定（0<P<1）の３つに分け、それぞれ「確か」

「あり得ない」「確からしい」各用語に対応させる問
題を出題した（Fig.12、13）。
　各設問における正答は、児童Aに出題した問題で
は、（１）確か、（２）確か、（３）確からしい、（４）
確からしい、（５）確からしい、（６）ありえないであり、
児童Bに出題した問題では、（１）確か、（２）確か、

（３）確からしい、（４）確からしい、（５）確からしい、
（６）ありえない、（７）ありえない、である。
　調査の結果、事前では、確定（P=0）と不確定

（0<P<1）を混同している解答がみられたのに対し、
事後では、児童A、Bとも、確定事象、不確定事象
を区別して捉えており、用語を対応させることがで
きている。
　また発展問題として確定事象、不確定事象を現実
事象から抽出する問題を出題した（Fig.14）。調査の
結果、児童Aは授業で扱った題材を中心に、それぞ
れの事象を抽出することができている。一方、児童
Bは無答であり、理解の徹底には至らなかった。こ
の要因として、児童Bにおいては、教育内容を一部

省略したこと、また一日で全ての内容を扱ったこと
などが考えられる。

Fig.13　不確定事象に関する問題（事後）と児童B�
� の解答 

Fig.14　不確定事象を抽出する問題と児童Aの解答

（２）蓋然性に関する問題
　事前調査と同様の問題を出題した。まず蓋然性の
規定要因に関する問題（Fig.２）の結果、児童Aは、
事前と同様に、試行の無作為性に関する誤答がみら
れたことを除けば、その他は全て正答であった。児
童Bは、全問正答であった。
　また、「おまけつきのくじ引き」における蓋然性の
大小を判断する問題（Fig.３）では、児童A、Bとも、
事前では蓋然性の大小を捉える際、確率変数の大
小に目が向けられていたのに対し、事後では根元事
象でできた集合の大きさに着目して判断できていた。
またその判断理由の記述では、児童Aは確率変数

（いちご）に着目しながらも、根元事象でできた集合
Fig.12　�不確定事象に関する問題（事後）と児童A

の解答
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の大きさ（いっぱい）を根拠としていることが分か
る。また児童Bは、根元事象でできた集合の大きさ

（くじの本数）に着目した記述がみられた。（Fig.15、
16）
　このように、試行や事象に着目して蓋然性を判断
する誤認識が一定改善されていることが分かる。一
方、児童Aについて、試行に関する理解が不十分な
ままであったが、この要因として、試行の無作為性
に関する教育内容が不十分であったことが挙げられ
る。したがって、試行については、教育内容を補う
必要性があると考えられると考えられる。

Fig.15　蓋然性の大小に関する問題と児童Aの解答

Fig.16　蓋然性の大小に関する問題と児童Bの解答

（３）確率空間に関する問題
　与えられた試行から確率空間を構成し、集合で表
す問題を出題した（Fig.17、18）。各設問の正答は、
根元事象の集合と確率変数の集合とをそれぞれベン
図で表し、集合の要素を、矢印で対応させた図とし
た。調査の結果、事前では、標本空間の構成に関す
る理解が不十分であったのに対し、事後では授業で
扱った題材に関して、児童A、Bとも試行によって
決まる確率空間を集合で表現することができている。
　また発展問題として、現実事象から確率空間を抽
出する問題を出題した（Fig.19）。設問（１）では、
授業で扱っていない題材について出題したが、児童
Aは、提示された試行から、確率空間を構成するこ
とができた。一方、児童Bは無答であった。設問（２）
では、児童Aは日常場面から試行を抽出するまでに
とどまり、確率空間を構成するまでには至らなかっ
た。一方児童Bは、無答であった。
　これらのことより、事前調査で理解に困難性がみ

られた全事象を抽出について、意図的な教育を行う
ことで、一定改善され、確率変数までを見通した確
率空間の構成ができていることが分かる。しかし、
授業で扱っていない一般事象への適用に関する理解
には至らなかった。この要因の一つに、今回の教育
実験では、試行に関する教育内容が不足していたこ
とが考えられる。

Fig.17　�確率空間の構成に関する問題（事後）と児
童Aの解答

Fig.18　�確率空間の構成に関する問題（事後）と児
童Bの解答
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Fig.19　確率空間を抽出する問題と児童Aの解答

Ⅲ．おわりに

　本稿では、口分田・渡邉（2010，2014）による調
査結果の報告を踏まえ、小学校低学年を対象とした
教育内容（試案）を開発した。さらに実際に事例研
究として、小学校低学年の児童２名を対象に、開発
した教育内容（試案）による教育実験を行うことから、
児童２名の確率に関する認識の変容について検証し
た。
　まず事前認識調査の結果、対象とした児童２名は、
確率を未習であるにも関わらず、不確定事象の存在
を認めており、生活経験から蓋然性の大小を判断す
る視点を持ち合わせていることが示唆された。しか
し、確率変数の大小と蓋然性の大小との混同や標本
空間全体に着目する視点の不足など、いくつもの誤
認識を持ち合わせていることが明らかとなった。そ
こで、開発した教育内容（試案）による教育により、
誤認識が改善されるかどうかを検証した。授業場面
における児童の行動観察や事前と事後調査の比較を
通して検証を行った結果、児童２名について次のこ
とが明らかとなった。
・根元事象に着目し、不確定事象と確定事象を分

類する視点を獲得することができた。
・蓋然性の大小において、確率変数の大小で判断し

ていた視点を根元事象でできた集合の大小によっ
て判断する視点へと改善することができた。

・試行によって決まる確率空間を確率変数までを見
通して構成することができた。

・「試行の無作為性」については、理解の徹底に至
らなかった。

・確率空間の構成において一般事象へ適用すること
については、理解に困難性がみられた。

　以上のことより、開発した教育内容（試案）によ
る教育実験の効果として、児童２名の確率に関する
認識に変容がみられ、誤認識が一定改善されること
が示唆された。一方、課題として、試行に関する教
育内容や、一般事象への適用に関する教育内容など
が不足していることが挙げられた。
　今後の課題として、事例研究から得られた知見の
一般性について検証していく必要がある。したがっ
て、教育内容を改善し、対象を学級集団に広げ教育
実践を行っていくことが求められる。
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