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この話題提供の聞き方 3

●システマティックレビューの論文の書き方は解説しません

システマティックレビューの方法論を参考に，先行研究の調べ方のコツを紹介します

●聞くだけではもったいないので，暇な人はぜひ手を動かしてみましょう

ノウハウベースの話題提供なので，実感をともなった理解にするためにも実際に調べてみてください



はじめに 4

●現代の研究環境

ー精度の高い機械翻訳（DeepLなど）の登場

ー機械学習を用いた論文検索サービスの登場

自分が求める論文にアクセスしやすくなった

これらのサービスを使いこなせば，より良い文献レビューができる！

●文献レビューの目的：自身の研究の新規性・有用性を主張するため

ー新規性：先行研究では明らかになっていなかったことを示す

ー有用性：現場の課題の解決，理論の確証/反証，理論の深化/拡大など

先行
研究

自分の
研究

自己引用のみの
独自路線研究

先達への敬意
学問の発展



【抜粋】『科学教育研究』の論文審査の観点(2007年10月1日から) 5

事項 規準 研究論文 総説展望 資料 プラザ

研究内容・論文タイトルの整合性 論文タイトルは内容と整合するものである ○ ○ ○ ○

新規性・有用性 本論文には新規性、有用性、または信頼性がある ○ ○ ○

背景・位置づけ 背景と位置づけが明快かつ具体的に記述されている ○ ○ ○

問題設定の妥当性 取り上げる問題，目標は，本学会の研究内容にふさわしいものである ○ ○ ○ ○

問題設定・目標の記述 問題，research question, 目標などが明快かつ具体的に定義されている ○ ○ ○

手続き・方法、および
その記述の妥当性

適切な手続き，方法がとられている ○

手続き，方法についての記述が明快で具体的である ○ ○ ○

結果、結論の記述

結論や主張を導くための根拠となる事実・情報が提示されている ○ ○

結果が適切に表示，記述されている ○ ○

結論や主張が明快に記述されている ○ ○

問題設定・目標と
結論・主張との
対応付け

考察，結論，主張などが、定義した問題や目標に対応して適切に記述されている ○ ○

定義した問題や目標に即して，資料としての意義が論じられている。 ○

論理的整合性
論理の矛盾や飛躍がない ○ ○ ○ ○

事実と意見，主張と根拠が常に対応している ○ ○

文献・引用情報
引用すべき文献等が引用されている ○ ○

引用情報が適切に記載されている ○ ○ ○ ○

専門外読者への配慮 当該の専門領域を専門としない学会員にも，ある程度理解可能な論述である ○ ○

文献レビューと特に関連する論文審査の観点（青色の塗りつぶしの部分）。レビューが甘いと掲載不可に。。。



はじめに 6

●研究計画ができあがるまで

ー先行研究の整理（文献レビュー），目的・RQの設定，

調査・実践のデザインの３つの局面がある

ーそれぞれの局面を往還して研究計画はできあがる

（明確な段階があるわけではなく，行ったり来たりする）

●今日の話題提供

ー先行研究の整理（文献レビュー）の局面

探す：１０割

読む： ０割

先行研究の整理

（文献レビュー）

調査・実践の

デザイン

目的・RQの

設定



この資料の構成 7

１．論文の探し方

ージャーナルを知る

ーなぜジャーナルの知識が必要なのか

ー和文ジャーナル

ー英文ジャーナル

ージャーナルを調べるサイト

ー論文を探す

ー和文

ー英文

ー先行研究を探す際のコツなど

２．論文の読み方

ーリサーチクエスチョンと文献レビュー

ー研究の背景とテンプレート

ーこんなRQは嫌だ

ー良いRQを設定するためのヒント

ーRQを絞り込む思考方略

３．その他

ー参考になるリンク・文献

ーSystematic reviews in educational researchの紹介発表するのはこちらのみ



なぜジャーナルの知識が必要なのか 8

●研究領域の相場感を知るにはまず雑誌（ジャーナル）から理解する

ー論文は「ジャーナル」に掲載されている

ー雑誌のコンセプト（理論重視 or 実践重視 or 量的手法多めなど）を知っておくと

読む前の心構えができる

ーインパクトファクターなどのジャーナルの指標に囚われすぎてもよくないが，

「よく読まれているんだなあ」くらいの意識を持っておくことは重要



理科教育の研究が掲載されている和文ジャーナル（一部） 9

理科教育学研究 科学教育研究 教育心理学
研究

心理学評論日本教科教育
学会誌

日本教育工学会
論文誌

教科教育・教育工学など理科教育全般 心理学

具体的な相場感は掲載経験のある著者に聞くのがおすすめ



理科教育の研究が掲載されている英文ジャーナル（一部）10

理科教育全般

教師教育 サイコミュ

理科を含む複合領域

教育学の
トップジャーナル

学習科学



【露骨な宣伝】詳しくはこちらの記事に 11

理科教育に関する国際ジャーナルをまとめてみた【8誌＋2誌+２誌】

URL：https://note.com/hiroshiu/n/n8dc54d95df1b



ジャーナルを調べるサイト 12

【無料】Scimago Journal & Counry Rank

（https://www.scimagojr.com/）
【有料・個人契約不可】Journal Citation Reports

（https://jcr.clarivate.com/jcr/home）

具体的な相場感はその道の研究者に聞くのがおすすめ

https://www.scimagojr.com/
https://jcr.clarivate.com/jcr/home


Journal Citation Reportsの出力例 13

Journal Citation Reportsで「Education & Educational Research」でフィルターをかけるとこんな感じ



Journal Citation Reportsの出力例（一部抜粋） 14

ジャーナル名 累計引用数 2021 JIF JIF Quartile OAの割合

JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES 3,249 6.083 Q1 16.90%

SCIENCE EDUCATION 6,665 6.000 Q1 17.22%

Studies in Science Education 993 4.722 Q1 17.24%

JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING 7,837 3.918 Q1 16.30%

Journal of Science Education and Technology 2,901 3.419 Q2 14.21%

Science & Education 1,758 2.921 Q2 19.43%

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 7,471 2.518 Q2 18.05%

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION 3,708 2.469 Q3 17.66%

International Journal of Science and Mathematics Education 2,308 2.051 Q3 15.28%

ジャーナルに関する様々な指標やOAの割合などを調べることができる



論文を調べるサイト・サービス（和文） 15

CiNii Research（「サイニーリサーチ」と読む）（https://cir.nii.ac.jp/）

ー和文の様々な文献情報を網羅したデータベース

ー日本で一番有名。まずはこれをブックマークする

ー論文だけでなく研究データや本の横断検索もできるのが特徴

J-STAGE（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/）

ーOA（オープンアクセス）ジャーナルの場合，本文はここでダウンロードできる

ーCiNiiの検索結果から J-STAGE に飛んでくるのが一般的な流れ

Google Scholar（https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja）

ーGoogle検索の論文版。日本語だけでなく（もちろん）英語でも検索できる

ー被引用数も出力してくれるのがよい



CiNiiで検索してみる 16

フリーワード

メタ認知

3,120件!!!!!!!

「メタ認知」に言及している

日本語で書かれたあらゆる論文

で検索してみると・・・

どんな授業が
あるのかな？

理科教育の関連雑誌に限定したい



検索のコツ ｜ブール演算子（AND OR NOT） 17

【AND】文献を絞り込みたいとき

例．「メタ認知 AND 授業」と入力

→「メタ認知」と「授業」の両方が入っている文献を表示

【OR】表記が揺れている用語（テーマ）を網羅的に検索したいとき

例．「メタ認知 OR 振り返り」と入力

→「メタ認知」か「振り返り」のどちらかが入っている文献を表示

【NOT】不必要な用語が入った文献を表示させたくないとき

例．「理科 NOT 調理科学」と入力

→「理科」が含まれており「調理科学」が含まれていない文献を表示

メタ認知 授業

メタ認知 振り返り

理科 調理科学



CiNiiでブール演算子を使って検索してみる 18

フリーワード

（メタ認知 OR 振り返り OR ふりかえり）

AND 授業

刊行物名

理科教育学研究 OR 日本教科教育学会誌 OR

科学教育研究 OR 教育心理学研究 OR 心理

学評論 OR 日本教育工学会論文誌

112件

「メタ認知または振り返り」と「授業」に着目した
上記ジャーナルに掲載されている論文

で検索してみると・・・



Google Scholarの使い方 19

●基本操作

①キーワードを入れると検索結果が表示される

※ブール演算子も使える

②左のメニューで絞り込んでいく

●できること

保存：Googleアカウントに紐づけて保存できる

引用：APAスタイル等で書誌情報を出力する

引用元：引用している論文を表示する



Google Scholarの使い方（詳細検索） 20

ここをクリック

ここをクリック

なんか出てくる

① ②

③ ④

著者指定，出典指定，年代指定などが可能



論文を調べるサイト・サービス（英文） 21

●ちょっと調べたいときに

指定した論文の引用構造を
可視化できる。無料。ただ
し回数制限あり。

入力した「問い」に対応
する論文とその結論を表
で返す。要登録だが無料。

●がっつりレビューしたいとき

論文データベース界の王（多分）。
網羅性高め。大学での契約が必要。

WoSが使えない個人向け。
有料だがまだ良心的な値段。



Connected Papers 22

指定論文を中心にネットワークで可視化。濃淡は年代，線は関連を示す。ワンクリックでジャンプ可能。

アカウントなしだと１日２回。
アカウント登録（無料）で１日５
回。3＄払えば無制限。



Connected Papers 23

指定論文との類似度も出力される。類似度の高い論文は読みたい論文である可能性が高い



Elicit ｜ What is nature of scienceと入力すると… 24

問いに対応する論文を出力してくれる。ざっと調べたいときに使える

論文名 概要からの結論 サンプルサイズ 調査方法 研究デザイン

ほかにもいろんな
項目が選べる

What is nature of science？



Web of Science 25

●いわばCiNii Researchのグローバル版。

超巨大論文データベース

●一定水準を満たしているジャーナルの論文を掲載。

●詳細検索，引用ネットワークの可視化など，

できることはとても多い

●契約料が年々上がっているので，

契約を終了する大学もいるとかいないとか……



論理演算子をもとに検索文字列をWeb of Scienceに入力する 26



Web of Scienceの検索結果 27

●クイックフィルターが便利。

レビュー論文のみ，OAのみ，著者指定，年代指定など

●「引用文献」をクリックしてごちゃごちゃすれば

Connected Papersのような図を出力できる

●理科教育の関連ジャーナルはほぼ採録されているので，

システマティックレビューをするならこれが一番おすすめ

●ただし大学が契約していることが条件なので，

大学関係者以外は使えないのが難点



検索文字列の例 28

科学の性質（Nature of Science）をテーマにシステマティックレビューしたときの実際の検索文字列

TS=(“Nature of Science” OR “epistemological belief∗” OR

“epistemological view∗” OR “epistemology of science” OR “scientific

epistemology” OR “nature of scientific knowledge”) AND (SO =

(“Journal of Research in Science Teaching”) OR SO = (“Studies in

Science Education”) OR SO = (“Science Education”) OR SO =

(“International Journal of Science Education”) OR SO = (“Research in

Science Education”) OR SO = (“Science & Education”) OR SO =

(“International Journal of Science and Mathematics Education”) OR

SO = (“Journal of Science Education and Technology”) OR SO =

(“School Science and Mathematics”) OR SO = (“Journal of the

Learning Sciences”))

ジャーナル名の指定

◆演算子など

TS：トピック（タイトル，抄録，著者

キーワード，Keywords Plus）

❝hoge❞：完全一致の指定

hoge*：ワイルドカード。前方一致

※大文字小文字は区別されない

日本語訳

タイトル，抄録，著者キーワード，Keywords Plusに”hoge”群が入っている論文を検索してください。

ジャーナルの範囲は“hoge”群です。

トピックの指定



Scite_ 29

●Web of Scienceと類似した機能

●その論文がどのように引用されているかがわかる

ー支持

ー言及

ー対比

ー分類なし

●引用ネットワークも描画できる



先行研究を探す際のポイント 30

●研究の系譜が書いてある論文を探す

ーいつ，どの領域で生まれ，今何が流行っているのかなど，研究の系譜をつかむことが重要

ー研究の系譜は被引用数が多い論文やレビュー論文に書いてある

●研究の蓄積状況によって検索の方針を変える

老舗テーマ
（概念変容，科学的思考力，動機づけなど）

検索ワードを増やして，

テーマを絞り込むことが重要

ベンチャーテーマ
（ラーニングプログレッションズ，認識的信念など）

検索ワードをあまり増やさず，

先行研究を手広く集めることが重要



流行りを知るには被引用数と出版物数の推移が参考になる 31

Wef of Scienceでは被引用数と出版物数の推移を出力することができる。ただし1990年からなので注意。

T S = ( “ N a t u r e o f S c i e n c e ” O R

“ e p i s t e m o l o g i c a l b e l i e f ∗ ” O R

“epistemological view∗” OR “epistemology

of science” OR “scientific epistemology” OR

“nature of scientific knowledge”) AND (SO =

(“Journal of Research in Science Teaching”)
OR SO = (“Studies in Science Education”)
OR SO = (“Science Education”) OR SO =

( “ I n te rna t iona l Jou rna l o f Sc ience

Education”) OR SO = (“Research in

Science Education”) OR SO = (“Science &

Education”) OR SO = (“International Journal

of Science and Mathematics Education”)
OR SO = (“Journal of Science Education

and Technology”) OR SO = (“School

Science and Mathematics”) OR SO =

(“Journal of the Learning Sciences”))



先行研究を本格的に調べるまでにやっていること 32

先行研究を本格的に調べるまで（あくまで一例です）

① TwitterのタイムラインやジャーナルのRSSフィードから，気になるテーマをキャッチする。

② CiNiiやGoogle Scholarで「◯◯ 理科教育」または「◯◯ science education」で検索。

できればGoogle Scholarで被引用数が多い論文を見つける。

③【英文の場合】その論文をConnected Papersに入れて引用構造を可視化。

類似度が高くて出版年が新しい論文を見つける。

④概要をDeepLに翻訳してもらいながら何編か流し読みする。

「まだこんな研究ないのでは？おもしろそうなのに」と思ったら⑤へ。

（まだやったことないけど，ElicitにRQを入力してみるのもよさそう）

⑤ Web of Scienceに前掲のジャーナル指定の検索文字列を入力し，

「理科教育系の国際誌で掲載されていないか」を確認する。ヒット数をもとに，

RQに合わせてTSに入れる用語を加筆したり，削除したりする



検索結果の出力 33

●検索文字列がある程度定まってきたら，検索結果をデータに出力して保存しておく

ーサービス終了（サ終）になって検索結果の証拠を示せない事態になると後々面倒

ースクリーンショット，印刷→PDFに変換，CSVファイルなどなんでもいいので出力しておく

ー以下の情報をメモして，論文執筆時に以下の情報を書く

ー検索に使用したサイト・サービス，検索日，検索文字列，ヒット数

●CiNiiの検索結果をExcelで出力したい

以下の記事がおすすめ（露骨な宣伝）

→【人力】CiNiiの検索結果をExcelにエクスポートする方法【スクリーンショット付き】

https://note.com/hiroshiu/n/na87780d8d652



まとめにかえて｜論文検索の悩みどころ 34

●検索範囲をどこまでにするか？

ージャーナル以外にも，大学の紀要，発表論文集，研究会報告など様々な媒体がある

ー査読の有無も１つの判断基準に過ぎない。査読がない文献にも重要な知見は当然ある

●いつ終えればいいのか？

ーわかりません

ー調査・実践に入る前に，「研究の背景」「目的」「方法」部分の

アウトライン（できれば文章）を実際に書いてみると見えてくるかも（cf.事前登録）

ー「主要なジャーナルに同じ研究はない」ことを言いたいなら，

範囲広めの検索文字列でヒットした論文のレビューが終了した段階がよさそう

何を，どの年代で，どんな基準でレビューするかを決めて，論文で明示することが大事



リンク一覧 35
■科学教育研究
論文審査の観点

https://jsse.jp/15-2/5-2

■ジャーナル検索

Journal Citation Reports

https://jcr.clarivate.com/jcr/home

Scimago Journal & Counry Rank

https://www.scimagojr.com

■論文検索

CiNii Research

https://cir.nii.ac.jp

Google Scholar

https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja

J-STAGE

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

■論文検索（英語）

Connected Papers

https://www.connectedpapers.com

Elicit

https://elicit.org/

Web of Science（商品リンク）

https://clarivate.com/ja/solutions/web-of-science

scite

https://scite.ai/

■機械翻訳

DeepL

https://www.deepl.com/translator

https://jsse.jp/15-2/5-2
https://jcr.clarivate.com/jcr/home
https://www.scimagojr.com/
https://cir.nii.ac.jp/
https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
https://www.connectedpapers.com/
https://elicit.org/
https://clarivate.com/ja/solutions/web-of-science
https://scite.ai/
https://www.deepl.com/translator


この資料の構成 36

１．論文の探し方

ージャーナルを知る

ーなぜジャーナルの知識が必要なのか

ー和文ジャーナル

ー英文ジャーナル

ージャーナルを調べるサイト

ー論文を探す

ー和文

ー英文

ー先行研究を探す際のコツなど

２．論文の読み方

ーリサーチクエスチョンと文献レビュー

ー研究の背景とテンプレート

ーこんなRQは嫌だ

ー良いRQを設定するためのヒント

ーRQを絞り込む思考方略

３．その他

ー参考になるリンク・文献

ーSystematic reviews in educational researchの紹介



リサーチクエスチョンと文献レビュー 37

●なぜ先行研究を整理するのか

研究の新規性・有用性を主張するため

●「目的・RQで書きたい文章」を決めて，「研究の背景」は目的・RQから逆算して書く

ー先行研究を整理した結果は「研究の背景」と「目的」に書くことになる

ー「研究の背景」の論理展開には一定の型がある（場合にもよるけど）

ー型を意識しながら，研究の背景を整理することが重要

ー考え方は文章の流れとは逆になる。

つまり「この目的・RQを導出するために，どのような先行研究の整理が有効か」を考える



「研究の背景」のテンプレート（口語訳）とイメージ 38

いまこんな世界・時代ですよ。

これからはもっとこんなことが求められますよ or 今こんな課題がありますよ。

そのテーマに関する研究はざっとA,B,Cに分類できます。

A，B，Cはそれぞれこんな感じです。

特にAに着目するなら a1, a2, a3 みたいな研究があってそれぞれこう関連してます。

でも a4 がやられていません。

a4 の課題・問題がクリアできたら，Aの領域でこんないいことがありますよ。

なので私は a4 的な研究やりますよ。

私がやる研究の目的・RQを以下に示しますよ。

社会的背景

先行研究の分類

例示・絞り込み

先行研究の課題
本研究の意義

目的

RQ

●特定の資質・能力に着目した教育実践研究の場合



「こんないいこと」の具体例 39

●「有用性」概念をもう少し丁寧に見てみる

A. 現場の課題の解決

・◯◯を評価できるツールが開発されていない。〇〇を評価して授業を改善することができる

・◯◯能力に着目した指導法がない。◯◯能力は今後重要になってくるので実践してみる

B. 理論の確証/反証

・【確証】理論レベルで提唱されている◯◯を，理科の指導法に具現化して検証してみる

・【反証】◯◯理論によると，△△ と□□には関係があるらしいが，実際そうでないかも。検証してみる

C. 理論の深化/拡大

・【深化】◯◯理論を△△の視点から解釈すると□□が導出できそう。□□はこれまでにない希少な洞察である

・【拡大】◯◯理論と△△理論を統合して□□理論を作ってみた。□□理論はより多くの現象を説明・説明できる



雲財・川崎（2021）を事例に考えてみる 40

●研究の目的

●これを書くために，どのように先行研究を整理し，論理を展開すればよいだろうかを考える

・なぜ知的謙虚さに着目するのか？

・なぜ理科なのか？

・なぜ尺度を開発する必要があるのか？

などの疑問に答えられるような先行研究の整理・論理展開にする

本研究では，理科における知的謙虚さを評価する尺度を開発することを目的とした



こんなRQは嫌だ 41

●「科学教育とは何か」

→漠然としすぎており，もっと絞り込む必要がある

●「子供の目が輝く理科授業とは何か」

→「目の輝き」を定義することが困難。また，目の輝きを実証する方法論を確立する必要がある

●「メタ認知の観点から主体的・対話的で深い学びの実現に向けた批判的思考を促す

アーギュメンテーションはどのように構成されるか」

→キーワード過多で調べる先行研究が多すぎるため，膨大な時間がかかる。

●「日本、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアの理科の教科書の特色とは何か」

→解答する問いが７つもある。共通の特色を明らかにするなら１つと言えるかもしれないが現実的に難しい。



良いRQを設定するためのヒント 42

興味や関心，強い研究動機のあるテーマを選ぶこと

そもそも自分の興味がないと続かない

RQは適度に焦点を絞ること

最初はテーマが広くなりがち。数より内容を深める

RQは明確で，曖昧さの残らないものにすること

用語の定義を明確に。定義を明確にして他に目移りしないようにする

RQは決められた時間内で解答可能で現実的なものにすること

膨大な調査期間が必要となるRQは大変なので，期限内に終えられるものにする

重要な１つ（多くても２つ）の疑問に絞ること

１つでも大変。複数答えようとすれば中途半端に。１つの疑問に集中して解答する

大木（2013, pp.40-41）を参考



RQを絞り込む思考方略｜戸田山式ビリヤード法 43

特定のテーマに対し，「本当に？」や「どういう意味？」などの疑問をどんどんぶつけていく発想法

例．批判的思考力

〈なぜ？ 因果〉
なぜ，その指導法では批判的思考力が育成されたのか？

〈他ではどうか？ 比較〉
批判的思考力を育成するためには，ほかにどのような方法があるか？

〈これについては？ 特殊化〉
批判的思考力が育成できるのは，特定の人だけではないのか？

〈これだけか？ 一般化〉
批判的思考力の育成方法はそれだけか？一般的な方法はないのか？

〈すべてそうなのか？ 限定〉
批判的思考力は，どのような学校種でも同じように育成できるのか？
特定の学校種でしかできないのか？

〈どうすべきか？ 当為(対策)〉
批判的思考力を育成するためには，どのようにすればよいか？

〈本当に？ 信憑性〉
批判的思考力は妥当に測定できているのか？

〈どういう意味？ 定義〉
批判的思考力とは何か？ 批判的思考力はどのように定義できるか？

〈いつから/いつまで？ 時間〉
批判的思考力の研究が始まったのはいつからか？

〈どこで？ 空間〉
批判的思考力の育成は他の国ではどのように行われているのか？

〈だれ？ 主体〉
批判的思考力は誰が育成しているのか？

〈いかにして？ 経緯〉
批判的思考力はどのようにして研究されるようになったのか？

〈どうやって？ 方法〉
批判的思考力の育成にはどのような方法があるのか？

戸田山和久（2022）『最新版論文の教室レポートから卒論まで』NHK出版.



まとめにかえて｜論文読解の悩みどころ 44

●どのように目的・RQを固めていけばいいか？

ー戸田山式ビリヤード法を使いながら３つの局面（右図）を行ったり来たりする

ー研究の方法論（できれば認識論も）を勉強する

ー「このテーマには◯◯法が使える」と発想しやすくなる

ーただ，方法論を基盤に考えすぎると視野狭窄に陥りやすい

ー「自分が本当に明らかにしたいことはそれなのか？」と自問してみる

ー文献レビューの目的を思い出す

新規性：先行研究では明らかになっていないことを明らかにする

有用性：現場の課題の解決，理論の確証/反証，理論の深化/拡大 などに貢献する

●論文整理ソフトは何を使えばいいか？

ライト層：Google Scholarのマイライブラリー機能

ヘビー層：Zotero，OneNoteなど（ちなみに私はOneNote）

自分の好みに合わせて好きにやるのが一番。

ただ，各ソフトの強みを知っておくのは重要。



この資料の構成 45

１．論文の探し方

ージャーナルを知る

ーなぜジャーナルの知識が必要なのか

ー和文ジャーナル

ー英文ジャーナル

ージャーナルを調べるサイト

ー論文を探す

ー和文

ー英文

ー先行研究を探す際のコツなど

２．論文の読み方

ーリサーチクエスチョンと文献レビュー

ー研究の背景とテンプレート

ーこんなRQは嫌だ

ー良いRQを設定するためのヒント

ーRQを絞り込む思考方略

３．その他

ー参考になるリンク・文献

ーSystematic reviews in educational researchの紹介



参考になるリンク・文献（１） 46

中原淳先生（立教大学）の以下のブログ記事

→おもしろくてわかりやすい。よくある失敗例を書いているのがポイント。

●「劣等戦隊・先行研究羅列マン」にご用心!? ：先行研究をまとめるときに最も注意すること

http://www.nakahara-lab.net/blog/2014/11/post_2307.html

●先行研究をまとめる５つのプロセス、陥りやすい３つの罠

http://www.nakahara-lab.net/2011/10/post_1803.html

●先行研究の探し方：レビュー論文には「過去への入口」と「軸」と「これからの課題」がある!?

http://www.nakahara-lab.net/blog/2013/10/post_2101.html

●先行研究をたくさん読んでも、いいアイデアが浮かばないのはなぜか!?

http://www.nakahara-lab.net/2014/01/post_2163.html

大木秀一（2013）『看護研究・看護実践の質を高める文献レビューの基本』医歯薬出版株式会社.

→レビュー論文の書き方を看護研究の文脈で解説している本。教育研究と同じように読める。図表も多い。



教育研究におけるシステマティックレビュー 47

●書誌情報

Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S., Bond, M., & Buntins, K. (2020). Systematic 

reviews in educational research: Methodology, perspectives and application, Springer 

Nature.

●公式サイトで無料でダウンロードできる（後はDeepLにぶっこむだけ）

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-27602-7



教育研究におけるシステマティックレビュー論文の推移 48

2022年8月26日にWeb of Scienceの「Education & Educational Research」分野において

タイトルに「systematic review」が含まれている論文を検索

どんどん
増えてきている



なぜ今システマティックレビューが求められているのか 49

●システマティックレビューが確立されるまで

記述的レビュー（ナラティブレビュー）が中心。

●記述的レビューの問題点

著者によるバイアス：著者の主張や興味に依存するため，偏ったレビューになる可能性がある

手続きの不透明性 ：方法が不透明なので，他者がレビューを再現できず，知見の更新ができない

●システマティックレビューで重視する点

網羅性：妥当な選定基準を設定して，その基準に該当する文献を漏れなく抽出する

透明性：レビューの範囲，年代，検索文字列，コードの定義，ローデータ等を公開して手続きを透明にする



システマティックレビューの捉え方 50

Murad, M. H., Asi, N., Alsawas, M., & Alahdab, F. (2016). New evidence pyramid. BMJ Evidence-Based Medicine, 21(4), 125-127.

上位の研究デザインほど

妥当性が高い

研究デザインは厳密に切り分けられ

ないが，システマティックレビュー

は特別であり，妥当性も高い

システマティックレビューは

エビデンスを見るためのレンズである



この本の章構成 51

第一部 方法論の考察

1. 教育研究におけるシステマティックレビュー：方法論，展望，適用

2. システマティックレビューの方法論的アプローチの振り返り

3. 教育研究のシステマティックレビューを実施するうえでの倫理的配慮

4. システマティックレビューを教えること

5.なぜシステマティックレビューを発行するのか：編集者と読者の視点から

第二部 事例と適用

6. 生徒のエンゲージメントの概念化とその尺度：システマティックレビューの実践例

7. 実践して学ぶ？：教育工学領域におけるシステマティックレビューを振り返って

8. 様々な文脈における反転学習のシステマティックレビュー

9. 学業における社会的目標の役割：システマティックレビューの過程を振り返って



システマティックレビューのプロセス 52

リサーチクエスチョン（RQ）の設定

概念枠組みのデザイン

選択基準の構築

検索方略の開発

選択基準を用いた研究の選択

研究のコーディング

研究の質の評価

レビューのRQに答えるための個々の研究成果の統合

知見の報告
Zawacki-Richter et al.(2020, p.6)

実際は
行ったり来たりを
繰り返す



第二部の事例の概要 53
Chap.6

Tai et al.

Chap.7

Bedenlier et al.

Chap.8

Lo

Chap.9

GoaGoses & Koglin

トピック
学生のエンゲージメントの
概念化と測定

高等教育における学生の

エンゲージメントとICT

高等教育における

様々な科目での反転学習
社会的目標と学業成績

期間 18ヶ月 24ヶ月 1～4ヶ月 11ヵ月

チームメンバー数 著者4名、研究助手1名 著者5名、研究補助者2名 1-3人の著者 2人の著者

最初の文献数 4,192 77,508 936 – 4053 2270

最終的な文献数 186 243 5 – 61 26

最初の文献数
最終的な文献数

×100 4.44 % 0.31 % 0.05 – 1.51% 1.14%

検索した
データベース

psycINFO, ERIC, Education 

Source, and Academic Search 

Complete were accessed via 

Ebscohost, Scopus, Web of 

Science

ERIC, Web of Science, 

psycINFO, and SCOPUS

Academic Search Complete, 

TOC Premier, and ERIC, 

PubMed, psycINFO, CINAHL 

Plus,and British Nursing Index

Web of Science Core 

Collection, Scopus, and 

psycINFO

Zawacki-Richter et al.(2020, p. xi)


