
『日本教科教育学会誌』における研究の動向 

―計量テキスト分析を用いて― 

 

○雲財寛（日本体育大学） 

 

 本研究の目的は，教科横断的視点に基づいて，『日本教科教育学会誌』の動向を把握することで

ある。研究タイトルをもとに計量テキスト分析を行った結果，学習方法・指導法に関する研究が

多く，目的・目標に関する研究が少ない傾向にあることが明らかになった。そして，教科横断的

視点から，教科の目的・目標を対象にした哲学的・原理的研究を充実させていく必要があること

を指摘した。 
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１．研究の背景と研究の目的 

 日本教科教育学会は 1976年に結成され（小

原，2017，p.8），同年に機関誌『日本教科教

育学会誌』を発刊し，現在に至るまで 1000 編

を超える論文を掲載してきた。そして，

2002~2005 年にかけては，各教科の研究動向

を把握する記述レビューを行い，これまでの

教科教育学の動向を整理してきた（たとえば，

松浦・角屋，2004）。しかしながら，これ以降

は研究レビューがあまりなされてきておらず，

教科横断的なレビューも行われていないよう

である。そこで，本研究では，『日本教科教育

学会誌』に掲載された論文について，教科横

断的視点から研究動向の把握を試みる。これ

により，これまでに教科教育学が何に焦点を

当てて研究を進めてきたのか，その系譜の一

端を明らかにすることができると考える。 

ここで，これまでに刊行されてきた『日本

教科教育学会誌』の論文を全て読み，レビュ

ーを行うのは，膨大な労力と時間を要するた

め，現実的に不可能である。そこで，本研究

では，研究タイトルをもとにした計量テキス

ト分析を行うこととした。 

 

２．研究の目的 

以上のことから，本研究は，教科横断的視

点に基づいて『日本教科教育学会誌』の動向

を把握することを目的とした。 

 

３．方法 

 まず，CiNii と J-STAGE を用いて，『日本

教科教育学会誌』にこれまで掲載されてきた

論文の情報を入手した。次に，研究の動向を

把握するため，「KH Corder」（樋口，2004）

を用いて，(1)各年代の特徴語の分析，(2)年代

と研究領域のクロス集計を行った。 

 

４．結果と分析 

４－１．収集した論文数 

文献情報は，2017 年 6 月 29 日，2019 年 5

月 5 日に CiNii から出力した。文献情報には，

文献紹介，シンポジウム，重複なども含まれ

ていたためそれらを除外した。また，英語で

書かれた論文も，分析ソフトの仕様上，日本

語と同様の処理をすることが困難であるため，

英語で書かれた論文も除外した。その結果，

1976 年～2018 年に掲載された論文のうち，

全部で 1083 編の文献情報を入手した。 

 

４－２．各年代の特徴語 

 まず，基礎資料として，1970 年代，1980 年

代，1990 年代，2000 年代，2010 年代の５つ

の年代に分けて，各年代における特徴語を抽

出した。結果を表１に示す。 

 表１に示した結果から，近年になるにつれ

て，授業や実践といった特徴語が出現してい

る。このことから，授業実践に関する研究が

相対的に多くなっているといえる。 

 



４－３．各年代の研究領域の傾向 

 近年の日本教科教育学会全国大会では，「目

的・目標」「学習内容・教材」「学習方法・指

導法」「評価」「その他」の５つに発表カテゴ

リーを分類している。そこで，その他のカテ

ゴリーを除いた４つの分類に基いてコーディ

ングルールを作成し，クロス集計によって，

各年代の出現率を算出した。結果を表２に示

す。 

表２に示したように，目的・目標は 57 件，

学習内容・教材は 123 件，学習方法・指導法

は 334 件，評価は 93 件であった。年代ごと

にみても，ほぼ一貫して，学習方法・指導法

に関する研究が多く，目的・目標に関する研

究が少ない傾向にある。 

 

５．考察 

研究領域に基づく分析の結果から，相対的

に，学習方法・指導法に関する研究が多く，

目的・目標に関する研究が少ないことが明ら

かになった。また，年代による傾向の変化も

みられず，ほぼ一貫して目的・目標に関する

研究が少ないことが明らかになった。 

これに関して，松浦（2015）は，教科の存

立の基盤，教科を教える必然性，教科編成，

カリキュラムなどを対象にした哲学的・原理

的研究の活性化が急務であることを指摘して

いる。この指摘と本研究の結果を踏まえるな

らば，学習方法・指導法に関する研究のみな

らず，教科横断的視点から，教科の目的・目

標を対象にした哲学的・原理的研究を充実さ

せていく必要があると考える。 

 

付記 

本研究の一部は JSPS科研費 19K14213の

助成を受けている。 
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表１ 各年代の特徴語（数値は Jacccard 係数） 

1970 年代   1980 年代   1990 年代   2000 年代  2010 年代 

理科 .123  研究 .149  教育 .148  学習 .183  授業 .198 

自然 .107  教育 .142  研究 .143  研究 .180  学習 .157 

成立 .101  理科 .102  家庭科 .117  授業 .135  小学校 .153 

認識 .098  指導 .102  学校 .087  英語 .111  実践 .113 

教育 .097  英語 .082  中心 .085  分析 .092  指導 .111 

考察 .087  考察 .076  中学校 .075  実践 .076  開発 .093 

活動 .082  中心 .074  関連 .074  学校 .075  理科 .081 

数学 .079  教授 .073  調査 .065  体育 .073  効果 .080 

分析 .072  実験 .072  技術 .062  能力 .070  検討 .080 

内容 .060   教材 .070   教材 .061   評価 .070   評価 .075 
 

表２ 年代と研究領域のクロス集計 

 目的・目標 学習内容・教材 学習方法・指導法 評価 

1970 年代 3  (3.26%) 12  (13.04%) 17  (18.48%) 4  (4.35%) 

1980 年代 8  (3.74%) 24  (11.21%) 51  (23.83%) 20  (9.35%) 

1990 年代 17  (7.80%) 20  (9.17%) 50  (22.94%) 16  (7.34%) 

2000 年代 16  (4.98%) 37  (11.53%) 104  (32.40%) 29  (9.03%) 

2010 年代 13  (5.46%) 30  (12.61%) 112  (47.06%) 24  (10.08%) 

合計 57  (5.26%) 123  (11.36%) 334  (30.84%) 93  (8.59%) 

  


