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［要約］本稿の目的は 2008年と 2018年の幼稚園教育要領解説の内容を抽出し，比較分析することで，科学的探
究心に関わる記述の変遷について探索的に明らかにすることである．方法としては科学的探究心に関連が深いと

考えた「科学」「数量・図形」「自然」「探究」「命」の計 5つの名詞に関わる文章を各要領解説から抽出した．
次に Text Mining Studio を用いてそれらの文章における使用頻度が高い言語を抽出し，係り受け，共起ネットワー
ク等を作成して分析を行った．分析の結果「科学」については全く記載に変化がなく「探究」「命」の変化が大

きいことが明らかになった．特に「探究」では「探究心」が「好奇心」と合わせて扱われ，科学的探究心に大き

く関連していることが分かった．また，「探究」「命」の質の変化には幼稚園教育要領の「望ましい 10の姿」
に関する説明箇所が影響を与えていることが明らかになった． 
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Ⅰ．問題の所在と研究の目的 

平成 28年 12月 21日の中央教育審議会答申におい
て，現行の理科の学習指導要領の方向性として，

小・中・高等学校教育を通じて，知的好奇心や探究

心をもって，自然に親しみ，見通しを持って観察・

実験を行い，その結果を整理し考察するなどの探究

的な学習の充実を図ることが示されている(中央教育
審議会, 2016)．学校教育において重視される科学的探
究心の基盤は，幼児期における遊びや生活を通した

保育で科学的探究心の芽生えである．そのため幼児

期における科学的探究心の芽生えと，小学校以降で

の教科指導における科学的探究心との円滑な接続が

求められる． 
科学的探究心に関連した幼稚園教育要領の変遷に

関する研究として，青木(1995)は戦前から戦後の就学
前教育の動向，それ以後から 1989年までの数量等に
関する幼稚園教育要領の内容について整理した．ま

た，天野(2019)は小学校家庭科の視点から幼稚園教育
要領の「自然」「環境」に関わる教育内容の変遷に

ついて，柴本(2006)も同様に 1989年までの「自然」に
関わる教育課程の変遷について整理している． 
しかしながらこれら研究では現行の幼稚園教育要

領についての検討はなされておらず，かつ，科学的

探究心に関わる算数的・科学的な両側面から総合的

に検討した幼稚園教育要領の変遷は管見の限り見ら

れない．そのため本研究では総合的な視点から就学

前教育における科学的探究心を捉え，幼稚園教育要

領解説の変遷について検討する．本稿では，特に

2008年と 2018年の幼稚園教育要領解説の変化につい
て，科学的探究心と関連が深いと考えられる単語に

注目し，その構成要素の質や内容がどのように変化

しているのか，その一端を言語分析より探索的に検

討する． 
 
Ⅱ．研究の方法 

1．分析対象と範囲・分析方法 

分析対象は 2008年と 2018年の幼稚園教育要領解説
(文部科学省, 2008; 2018)の2点である．科学的探究心の
内容に関しては，現時点では注目名詞の使用頻度・

方法(共起ネットワークで現れる語彙)を検討し，質に
ついては共起ネットワーク内の矢印の向き，係り受

け，2018年幼稚園教育要領の「望ましい 10の姿(以下

「10の姿」)」の視点から変化の内実を考察する．共
起ネットワークとは，言葉と属性の関係をネットワ

ークとして示す図を指す．検索語の数が多い場合

に，係り受けと同様，単語の関連性が視覚的に把握

できる良さがある． 
分析方法としては科学的探究心に関連する名詞で



検索を行い，その語が示された段落でまとめ抽出し

た．名詞の選択については研究メンバー6名(専門は

科学・数学・幼児教育)で議論し，算数的な側面から

「数量・図形」，科学的側面・幼児教育的側面から

「科学」「自然」「探究」「命」の計5つの名詞を選

んだ．各名詞が含まれる幼稚園教育要領解説の段落

を抽出した後，単語の意味が上記の科学的探究心に

関わるものと異なる文脈で使われる部分を削除し

た．次に，Text Mining Studio (6.4 バージョン)を用いて
言語分析を行い(NTT データ数理システム，2020)，単
語や文章の意味のつながりや単語の頻度等について

把握した． 
分析では単語の頻出(全体，名詞検索，動詞検索)，
単語と単語間の意味のつながりを確認する単語間の

係り受け，共起ネットワークの作成を行い，10のデ

ータセットを作成した．共起ネットワークについて

は名詞と形容詞・形容動詞・動詞・サ変名詞に着目

し，行単位で抽出した．抽出指標に関しては，最低

信頼度と出現回数を統一することを意図したが，

2008，2018年の抽出量が異なる場合には，視覚的に

認識可能なように出現回数を調整した．主に5回以上

の出現回数でネットワークを作成した (NTT データ数

理システム，2020)．各図の矢印はある単語 Aから別

の単語 Bに向かう場合，Aが言及されると Bも言及

されるという意味を示す． 
本稿では紙面の都合上，視覚的に表現できる共起

ネットワークからの相違点や共通点について着目し，

適宜，他の分析結果を参照する． 
 

Ⅲ．結果 

1. 全体的な結果 

表 1に名詞検索結果の基礎情報を示す．各名詞で

分量を比較すると「数量・図形」に関する総文章数

が1.74倍で，著しく増加した． また段落数および総 
 

表1 5つの名詞検索の基礎情報の結果 

 

文章数等について，「自然」は減少したが，「探

究」「命」については増加した． 
 

2. 共起ネットワーク, 品詞頻度数の変化 

 2008年および 2018年の幼稚園教育要領解説におけ
る各キーワードの共起ネットワークを図1から図9に
示す． 
a科学 
 「科学」について関連箇所が2箇所のみで他のキー

ワード抽出と比較して量的に少なく，内容は同じで

あった．2008年と 2018年の共起ネットワーク(図 1)は
同様で，「科学的」「持つ」「意味」が抽出された． 
 

 

図1 2008年, 2018年の「科学」関連部分の 

共起ネットワーク 

 
b数量・図形 
 図 2および図 3から，2008年において「幼児」と
「数量」に対して多くの矢印が集まっていることが

分かる．また，2018年では 2008年と類似する点もあ

るものの，2008年よりも「幼児」と他単語の関連が

見られた．さらに，2018年では「必要」という単語

が見うけられる． 
 

 
図2 2008年「数量・図形」関連部分の 

共起ネットワーク 

抽出名詞 年 抽出段落数 総文章数
文章の長さ

（平均、文字

数）

延べ単語数

科学 2008 2 9 230 98
科学 2018 2 9 230 98

数量・図形 2008 12 27 156.6 404
数量・図形 2018 12 47 311.4 844
自然 2008 59 175 197.1 2630
自然 2018 56 168 67.6 2571
探究 2008 12 49 58.2 601
探究 2018 17 57 65 790
命 2008 11 11 64.3 389
命 2018 18 18 73.5 690



 
図3 2018年「数量・図形」関連部分の 

共起ネットワーク 

 
c自然 
図 4および図 5から，2008年および 2018年に共通
して，幼児や自然に矢印が向いていることが分か

る．係り受け頻度解析をした結果，若干の変化はあ

るが，2008年および 2018年に共通して，「関心－持

つ」「幼児－関わる」「意味－持つ」などが相対的

に多く見られ，その類似性が言える． 
 

 
図4 2008年「自然」関連部分の共起ネットワーク 

 

 
図5 2018年「自然」関連部分の共起ネットワーク 

d探究 
 図 6および図 7から，2008年に比べて 2018年の方
がより「探究心」に矢印が集まっており，「探究」

においてそれが強調されていることが分かる．これ

は係り受け頻度解析からも明らかで 2018 年では，
「探究心－関わる」が3ヶ所，「探究心－考える」が

2 ヶ所あるが，2008年では見られない．また「好奇
心」も，2018 年においてより多くの矢印が集まっ

た．これは「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」に関連する説明箇所において，好奇心と探究心

が同列で扱われる(9 ヶ所)ことに影響していると推測

する．2018年では「考える」「言葉」「環境」等の

単語が加わった． 
 

 
図6 2008年「探究」関連部分の共起ネットワーク 

 

 

図7 2018年「探究」関連部分の共起ネットワーク 

 
e命 
 図8および図9から， 2018年ではより多くの矢印が

「生命」に向かっていることが分かる．2008年と同
様「生命」には「身近」「大切」といった用語が関

連付けられる．2018年では他にも「気づく」「関わ

る」「気持ち」といった用語も関連付けられてお

り，多様な表現がなされている．特に 2018 年では



「10の姿」の「(7)自然との関わり・生命尊重」に関

する記述部分が5ヶ所あり，この点が変化の一因にな

っていると推測できる． 
 

 
図8  2008年「命」関連部分の共起ネットワーク 

 

 
図9 2018年「命」関連部分の共起ネットワーク 

 

Ⅳ．考察 

 分析結果を踏まえ，科学的探究心の位置づけの変

化について検討する．「探究」について，2008年と
2018年の比較から，「探究心」の記述が7ヶ所増えて

いる．これら7ヶ所は「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」における「(5)社会生活との関わり」(1 ヶ

所)，「(6) 思考力の芽生え」(2ヶ所)，「(7)自然との関
わり・生命尊重」(4 ヶ所)の解説箇所である．2018年
「探究」関連部分の共起ネットワークでは「考え

る」「言葉」「環境」が新たに加わった．これらは

上記の 3つの「10の姿」に関連したものと解釈でき

る．例えば，探究心の育成に幼児の体験を豊かにす

る環境が重要であることを示しているといえる．一

方，「科学」について両年で変化はなかった．ここ

から幼稚園教育要領解説では，科学的探究というよ

りも一般的な探究について意識されていることが推

察される．そのため，科学につながる注目語を再度

検討する必要がある． 

Ⅴ.おわりに 

 本稿では幼児教育における科学的探究心の位置付

けを明確化する試みを行った．その結果，「探究」

「命」において特に変化がみられた．さらに，これ

ら変化が「10の姿」の記述に関連していることが明
らかとなった．また，2018年では，科学的探究心に
関わる「探究心」が「好奇心」と合わせて示されて

いたことも重要である．このことは科学的探究心の

幼児期における核の一つでもあり，小学校における

学びとの接続のための鍵概念にもなり得る． 
本研究では，名詞に注目して分析を行ったが，動

詞にも注目するとより変化の内実が明らかになる可

能性がある．今後は，動詞にも着目するとともに，

分析対象の幼稚園教育要領と解説を増やし分析を継

続する． 
 
付記・謝辞 

本研究は科学研究費 20K20854の助成を受けており，

本研究メンバーである亀山秀郎氏，小林佳美氏，末

松香奈氏，小林優子氏には本研究について重要な示

唆やご意見を賜りました．心より御礼を申し上げま

す． 
 
文献 

青木久子(1995)：数量等に関する就学前教育での歩み, 
日本数学教育学会誌, 77, 6-7, 30-31. 
天野佐知子(2019)：幼稚園教育要領の変遷に関する-考
察 -小学校家庭科を見据えた保育内容「自然」及び 
「環境」- , 金沢星稜大学 人間科学研究, 12, 2, 9-14. 
柴本枝美(2006)：幼稚園の教育課程の変遷に関する一

考察：自然にかかわる保育内容に焦点を当てて, 教
育方法の探究, 9, 1-8.  
中央教育審議会 (2016)：幼稚園，小学校，中学校，高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善

及び必要な方策等について(答申)【概要】． 
文部科学省(2018)：幼稚園教育要領解説, 文部科学

省.  
文部科学省(2017)：幼稚園教育要領, 文部科学省.  
文部科学省(2008)：幼稚園教育要領, 文部科学省.  
文部科学省(2008)：幼稚園教育要領解説, 文部科学

省.  
NTTデータ数理システム(2020)：Text Mining Studio 6.4 チ
ュートリアル, NTTデータ数理システム.   


