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１．はじめに

　中央教育審議会第二次答申の「21世紀を展望し
た我が国の教育の在り方について」の中でも示され
ている通り，我々はこれからの教育において，「『時
代の変化とともに変えていく必要があるもの』（流
行）とともに，『時代を超えて価値のあるもの』（不易）
があるということを忘れてはならない。（中略）そし

て，『不易』の価値の実現を目指していく必要性は，
今後ますます大きくなっていくであろう」（https://
bit.ly/3yA6Dhj ; 2021年９月11日確認）。このように，
教育の不易を明確にすることは，今後の教育の在り
方やその実現を考究する上で，重要な研究内容であ
るといえる。算数・数学教育における流行と不易の
源流には人間形成がある（湊，1999）。人間形成に
向けた我が国の算数・数学教育の不易について，先
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行研究が見解を示している（二宮ら他２名，2017；
井上，2020；守屋，2008）。
　例えば，井上（2020）は問題解決学習による算数
授業は「40年以上も前から言われ続けたことであり，
まさに不易なものであるといえる」（p.5）と見解を示
している。そして，「数学的な考え方」もまた不易で
あると見解を示している（p.7）。また，二宮他（2017）
は問題解決学習が「日本の算数・数学教育におけ
る不易として位置づけることができる」（p.285）と
指摘している。守屋（2008）では，「（ぶつかりあい
ながらも，それぞれを評価し，尊重し，自分の考え
に取り込んで，個々の考えを深化・発展させていく）
活動を通じてものの見方や処理の仕方，そして考え
方を身につけていくことはどのような時代になっても
算数における不易である」（p.163：括弧内の文言は
筆者らが加筆）と指摘している。
　これらの先行研究は我が国の算数・数学教育の不
易を捉える枠組みや予測を捉えるための重要な示唆
となっている。しかしながら，これまでの先行研究
ではエビデンスに基づいた示唆となっておらず，上
記の先行研究の示唆は個人の見解の域を出ていな
い。
　中央教育審議会の答申は学習指導要領の本文に
反映していく。算数・数学科が堅持し続けた不易の
価値の実現を目指すためにも，また，個人の見解の
域を出るためにも①「問題解決」「数学的な考え方」

「活動」などが算数・数学科学習指導要領の本文で
不易となっているのかどうかを確認すること，②違
うのであれば何が不易になっているのかについて明
らかにすること，③これらの語は本文中のどの語と
強い関連性を持ち，本文中ではどの程度中心的な役
割を果たしているのかを明らかにする必要がある。
　以上より本稿の目的は，学習指導要領本文を用い
て，我が国の算数・数学教育の不易を捉えることに
ある。そのために，算数・数学科，小・中国語科，小・
中外国語科の学習指導要領の本文を分析対象として
計量言語分析する。具体的には，Jaccard係数に着
目することで，学習指導要領本文中の中心的な単語

を提示し，本文中において強い関連性がある語と語
のつながりを提示する。
　国語科，外国語科を分析する意図について説明す
る。国語，英語は言葉であり，言語でもある。そして，
数学もまた言葉であり（cf. 新井，2009），言語でも
ある（cf. 浪川他，2008）。算数は数学を学ぶための
土台になっているので，算数を初等数学といっても
過言ではないだろう。我が国において，国語は第一
言語であり，算数・数学，外国語は第二言語という
括りになる。第二言語による言語習得の限界性（cf. 
梶原，2002）は既に指摘されているが，算数・数学，
国語，英語は言葉であり，算数・数学科，国語科，
そして外国語科は広い意味での目的は言語習得とい
う点では共通している。よって，国語科・外国語科
との比較によって，同じ言語習得が目指される教科
における算数・数学科の特徴が明確になるであろう。

２．分析対象と方法

2.1　分析対象
　分析対象とするのは，昭和26年度の学習指導要
領試案から平成28年度までの小学校国語科，小学
校算数科，小学校外国語科，中学校国語科，中学
校数学科，中学校外国語科の学習指導要領本文で
ある。いたずらに区分することを避ける意図で，昭
和22年の本文については除外とした。対象は表１に
記した47個である。学習指導要領本文は国立教育
政策研究所の学習指導要領データベース（https://
bit.ly/3zVJJlQ；2021年９月11日確認）から引用する。
本文のみを対象とするので，学習指導要領解説は分
析対象外とした。表１のＨは平成，Ｓは昭和である。
　表１の１から47は各々の学習指導要領をテキスト
化した時のファイル名を便宜的に記したものである。
例えば，「12」は昭和26年の算数科学習指導要領
本文をテキスト化した時のファイル名である。表１
において，同じ項目に2つ存在している数字がある。
表１の10，30，32，42，44，46は小学校の学習指導
要領を指す。そして，11，31，33，43，45，47は中
学校の学習指導要領を指す。
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表１　対象データの詳細について
外国語 算数 数学 国語

S26 １ 12 21 30，31
S33 ２ 13 22 32，33
S46 14 34
S47 ４ 23 35
S55 15 36
S56 ５ 24 37
Ｈ 4 16 38
Ｈ 5 ６ 25 39
H14 17 40
H15 ７ 26 41

H15改正 ８ 18 27 42，43
H20 ９ 19 28 44，45
H29 10，11 20 29 46，47

2.2　分析方法
　分析は樋口（2020）のKH Coder（ver.3.Beta.04）
を用いる。KH Coderは文字化された文章を品詞分
解し，使われている単語の関連性を統計的に処理し
た計量言語分析である。KH Coderはコミュニケー
ション内容を分析するツールであるが，「ただ内容
を記述するだけでなく，その内容を送り出す側やそ
の内容を受け取る側の状況を推論する方法」（樋口，
2020，p.102）を分析内容とすることが特徴である。
分析は次の手順で行う。

１ ）国立教育政策研究所の学指導要領データベース
より引用したすべてのデータをテキスト化し，デー
タ番号「１～ 11」，「12 ～ 29」，「30 ～ 47」のデー
タを合算したデータを作成する。これらを「Ea」

「Ma」「Ja」と名付ける。ここでのａとはallを指す
頭文字であり，便宜的に用いるものである。デー
タの詳細は表2の通りである。また，データ番号「10，
11」「20，29」「46，47」のデータを各々に合算したデー

タを作成する。これらを「E29」「M29」「J29」と
名付ける。29とは，平成29年度告示を指し，便宜
的に用いるものである。

２ ）「Ea」「Ma」「Ja」「E29」「M29」「J29」について，
KH Coderで分析し，それぞれについて頻度の高
い語のリストを作成する。ただし，分析においては，
以下の語を（表３）除外し，強制的に抽出するコー
ディング設定を行った。結果ではすべてに共通し
ている語のみを提示する。

表３　強制抽出語と強制除外語の一覧
強制除外語 する，なる，ある
強制抽出語 問題解決，数学的活動，算数的活動，

言語活動

３ ）２）の結果において，算数・数学科−国語科，算数・
数学科−外国語科，国語科−外国語科の３つにつ
いて，類似度行列の結果を表示する。この中から，
語と語のつながりに関連性があると判定される，
Jaccard係数が0.1以上のものだけを抽出する。

　総抽出語数とは，KH Coderによって茶筅を利用
して品詞分解された語の総数を指す。使用数とは，
助詞，助動詞，接続詞を総抽出語から除外したもの
であり，分析において使用する語の総数である。助
詞，助動詞，接続詞を除外しているのは，総抽出語
数の半分以上が助詞，助動詞，接続詞で構成されて
いるためである。今回の分析において助詞，助動詞，
接続詞は影響を与えないので数え上げの対象外とし
た。
　強制抽出語や強制除外語を設定する理由について
説明する。強制抽出語の一覧にある語は，品詞分解
をすると「数学的／活動」「問題／解決」「算数的／
活動」と分解されてしまう。しかしながら，算数・
数学教育においては，数学的活動や算数的活動は１
つの用語として定着していた経緯がある。また，問
題解決についても「問題解決」として用語が定着し
ていた経緯がある。また，茶筅によって検出された

表２　各々のデータの詳細
データ名 総抽出語数 使用数

Ea 211,289 86,683
Ma 327,114 120,568
Ja 33,572 14,183

E29 6,827 3,060
M29 19,807 8,169
J29 11,757 5,032
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複合語の検出結果でも表３の強制抽出語が検出され
た。ゆえに，問題解決，数学的活動，算数的活動，
言語活動については強制抽出語として設定した。
　強制除外語を設定したのは，国語科，算数・数学
科，外国語科のいずれにもおいても，「する」が一
番頻度の高い語として表示されていた。また，語の
関連性においても「する−○○」「なる−○○」「あ
る−○○」という結果がほとんどであった。「する」「な
る」「ある」については汎用性の高い語であるので，
分析の除外とした。
　Jaccard係数とは，Jaccard係数とは，集合 X と
集合 Y に対して|X∩Y| ／ |X∪Y|のことを指す。
Jaccard係数の判定について，Jaccard係数が0.1以
上だと関連があり，0.2以上から0.3以下だと強い関
連があり，0.3以上だと，とても強い関連があると言
われている（https://bit.ly/3gtGdaB；2021年９月11
日確認）。
　類似度行列とはコーディング・ルールを設定して，
見出しと見出しの語の関連性を表示する機能であ
る。本稿では，以下のようにコーディング・ルール（表
４）を設定した。

表４　コーディング・ルールの一覧について
見出し 語の一覧
理解 理解
できる できる
学習 学習，学び，学ぶ
自分 個人，わたし，私，自分
グループ グループ，班
他者 あなた，相手，他者，他人
身に付ける 身に付ける
問題解決 問題を解決，問題解決
よさ よさ，良さ

　コーディング・ルールの見出しの意図について説
明する。理解，できる，学習はいずれの教科におい
ても，本文中において頻度の高い語として表示され
ていた。「身に付ける」という語は後の結果でも示さ
れるように，平成29年度告示の算数・数学科学習指
導要領において，頻繁に登場する語であった。自分，
グループ，他者は誰が理解をするのか，誰に向けて

理解をするのかといった理解の主体について明確に
する意図で設定した。問題解決やよさは算数・数学
科において，中心的な役割を果たしていた語といっ
ても過言ではないものである。よって，これらにつ
いても見出しとして設定した。

３．集計結果

3.1　抽出語において共通する語
　頻度の高い語の集計結果について，平成29年告
示の学習指導要領では表５，昭和26年以降のすべ
ての学習指導要領では表６の通りとなった。結果の
表示方法は，算数・数学科において頻度の高い順と
している。表示は，各教科について，一番高い語の
頻度の1/10以上までとしている。

表５　平成29年度学習指導要領での集計結果
順位 語 M28 J28 E28
１ 身に付ける 280 42 ７
２ 次 214 44 11
３ 表現 179 36 45
４ 活動 155 82 66
５ できる 129 63 51
６ 指導 124 126 66
７ 理解 113 73 20
８ 事項 96 74 29
９ 内容 76 63 33
10 学習 57 16 22
11 日常 49 19 28
12 考える 46 53 11
13 生活 41 31 16
14 場面 28 13 18

　M29では，理解は７位であり，身に付ける，次，表現，
活動，できる，指導，理解の順であった。Maでは，
理解は「する」を除いて第１位である。続いて，J29
では理解は４位であり，指導，活動，事項，理解の
順であった。Jaでは，理解は５位であり，書く，指導，
読む，できる，学習，学年，理解の順であった。最
後に，E29では理解は12位であり，指導，活動，簡単，
できる，表現，内容，用いる，事項，日常，活用，学習，
理解の順であった。Eaでは理解は12位であり，指導，
目標，できる，活動，能力，書く，学年，生徒，学習，
用いる，目的，理解の順であった。
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表６　昭和26年以降全ての学習指導要領での
集計結果　　　　　　　　　　

順位 共通語 Ma Ja Ea
１ できる 2458 1156 152
２ 理解 2232 703 113
３ 用いる 2158 106 121
４ 指導 1847 1722 207
５ ある 1001 601 107
６ 学習 917 1018 122
７ 能力 831 470 142
８ 生徒 456 250 124
９ 学年 288 794 126
10 目標 252 212 168
11 書く 238 1861 141
12 活動 236 371 147
13 目的 171 243 116
14 読む 165 1337 107

3.2　語の関連性
　表４のコーディング・ルールに基づいた平成29年
度の学習指導要領における語の関連性について，関
連性があるものだけをまとめたものが表７である。
紙面の都合上，類似度行列の結果は巻末【Appendix】
に記した。

表７　Jaccard係数 x が0.1以上のもののまとめ
x>0.2 0.1<x<0.2

Ea できる−理解
できる−自分

Ma できる−理解
自分−学習

Ja
E29 できる−理解

できる−問題解決
できる−自分
できる−身に付ける
他者−自分
他者−グループ

M29 身に付ける−できる 問題解決−学習
J29 身に付ける−できる

　表７から，平成29年度の国語科，算数・数学科
の学習指導要領では「身に付ける−できる」が強く
強調されていることが示されている。外国語科にお
いては，「できる−自分」「できる−理解」が昭和26
年以降も，平成29年度の学習指導要領においても関
連性があると示されている。平成29年度に入ると，

それ以外にも「できる−問題解決」「できる−身に付
ける」「他者−自分」「他者−グループ」も関連性が
あると示されている。算数・数学科では昭和26年以
降において，「できる−理解」「自分−学習」は関連
性があると示され，「問題解決−学習」が平成29年
度の学習指導要領において関連性があった。

４．集計結果に対する分析

　Ea，Ma，Jaは昭和26年以降のすべての学習指導
要領を対象としていることから，学習指導要領本文
中に見いだされる不易の側面といっても過言ではな
い。一方で，E29，M29，J29は平成29年度の学習
指導要領を対象としていることから，これからの学
習指導要領本文中に現れる流行の側面といっても過
言ではない。

4.1　EaとMaの集計結果に対する分析
　EaとMaにおいては，共に「できる−理解」が関
連性ありと示され，Eaでは「できる−自分」，Maで
は「できる−学習」が関連性ありと示されている。
これについて，もう少し詳しく掘り下げてみたい。
　田近他（2006）は国語科教育における理解の意味
を次のように述べている。ここでの引用文は「理解
語彙」についてである。

　個人に属する語彙について，聞いたり読んだりし
てわかる語彙をいう。
　（田近他，2006，p.24；下線は筆者加筆）

　わかるの意味について，佐伯（1974）は「わから
ないところがわかること」（p.61），「絶えざる問いか
けを行うこと」（p.62；傍点は原文のまま），「無関係
であったもの同士が関連づいてくること」（p.62）と
述べている。そこで，「わかる」との関連性について
分析することで，教科の違いがみられることを以下
で述べる。
　「わかる」についてEaとMaについての関連性の
結果は表８の通りである。いずれの結果も0.1以下で
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あり，関連性があるとはいえないものになっている。
しかしながら，Maの「わかる−自分」が0.094であ
ることについては注目すべき点である。その理由は，

「わかる−自分」について，Maのデータから平成29
年度を除外した昭和26年度から平成20年度までの
合算データでは「わかる−自分」についての関連性
を表す数値はJaccard係数で0.1022となっているた
めである。一方で，平成29年度の学習指導要領で
は「わかる−自分」の関連性を表す数値はJaccard
係数で0.000となっている。平成29年度のデータを
加えると0.1よりも小さい結果となってしまっている
のは，平成29年度の学習指導要領では「わかる−自
分」についての関連性が１つも見出されなかったこ
とが要因である。しかしながら，平成20年度までの
データによる分析結果では関連性があるということ
から，0.094の数値は着目するに値すると判断してい
る。

表８　見出しとわかるの関連性
Ea Ma

理解 0.013 0.026
できる 0.023 0.059
学習 0.006 0.076
自分 0.019 0.094

グループ 0.007 0.013
他者 0.054 0.037

身に付ける 0.000 0.000
問題解決 0.000 0.017

　この結果が意味しているのは，これまでの外国語
科の学習指導要領では，自分ができることが理解と
なり，それが学習に繋がると解釈することができる
であろう。これに対して，算数・数学科では，学習
したことについて自分自身ができていて，自分自身
がわかっていることによって，理解として捉えてい
ると解釈することができるであろう。外国語科も算
数・数学科も，理解についてはできる側面が関連づ
いているが，算数・数学科についてはそれに加えて
自分自身がわかるということも含まれる。

4.2　E29，M29，J29の集計結果に対する分析
　表７より，３者を比較した時，全てに共通してい
るのは「できる−身に付ける」が関連性のあるもの
として示されていることである。特に，M29とJ29で
は強い関連性があると示されている。
　M29では「問題解決−学習」について関連性があ
ると示されている。算数・数学科においては問題解
決型学習という用語が少なくとも80年代後半から存
在し，問題解決型学習についての数多くの実践や先
行研究がある（cf. 重松・井戸野・横，1995；岩崎，
1985）。そのため，「問題解決−学習」のつながりに
ついては新規性があるとはいえない。
　E29での「できる−理解」「できる−自分」はEa
にも含まれており，新規性があるとはいえない。「問
題解決−できる」「他者−グループ」「他者−自分」
については関連性があると示されている。

　Eaと比較すると，E29では自分（私）だけでなく，
他者を含めた私達（我々）に学習の範囲が定められ
ている。よって，E29，M29，J29について，いずれ
においても「できる−身に付ける」が関連性として
示され，M29とJ29では理解と関連する語のつなが
りが見いだされないことが明らかとなった。E29で
は「できる」対象が自分だけでなく他者を含んだ私
達にまで範囲が拡げられていることが明らかとなっ
た。

５．分析結果に対する解釈と考察

　算数・数学授業を通じて「自己と世界との間に他
者を介入させることで，認識の妥当性と客観性を高
める「われわれ」を構築し，自己と他者の間に世界
をおくことで，目的形成的な兄弟としての「われわ
れ」を築くこと」（岩崎，2007，p.117）を目指してい
るのだから，理解というのは「われわれ」としての
了解を理解と捉えることが自然である。しかしなが
ら，分析結果では，算数・数学科での理解では他者
への伝達は含意されていなかったため，理解する主
体はあくまでも思惟する主体である「わたし」であっ
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たことが示された。そして，算数・数学科本文では
「自分−できる」という語のつながりにも強い関連性
があることが示された。以下では，結果に対する解
釈とその根拠を述べる。
　Maにおいて，自分自身への徹底的な理解を目指
しているという点が，数学者の雨宮一郎氏の数学観

（1982，1983，1984a，1984b，1984c，1984d，1984e，
1984f，1984g，1985a，1985b，1985c，1985d，
1985e）と一致している。雨宮氏の数学観というのは，
自分自身への徹底した了解を理解と捉えているとこ
ろに特徴がある。雨宮氏の数学観と一致していると
いえるのは，雨宮氏が数学学習において次のように
述べているためである。

　今までにいく度もくりかえしたように，数学を了解
するにも，学習するにも，自己本位の立場に立たな
ければならない。数学は思考であると言っても，そ
の“思考”を観念的に受取るのではなく，“今自分が
考える”ということとして受取らなければならないの
である。了解についても同じで，了解の起こる場所
は自分の中にしかないと思うべきである。最後に，
自己本位の立場に立つために，先づ，自己の無知蒙
昧性に徹することをすすめたい。このことが，すべ
ての学問の基礎であると言ってもよいのである。
　（雨宮，1985e，p.57；下線は筆者加筆）

　雨宮（1982，1983）は数学を学ぶとは，数学を了
解することであると述べている。了解自体は自分一
人の心の中に起こるものであり，他人の意見や世間
の風情で変わるものではない（雨宮，1982，p.62）。
そして，他人の体験自体も自分のものとしない限り
は了解に役立てることはできないという（ibid.，p.63）。
　雨宮氏が述べる「了解」の意味は雨宮（1982，
1983，1984a，1984b，1984c，1984d，1984e，1984f，
1984g，1985a，1985b，1985c，1985d，1985e）やそ
れ以降を含めて明確に規定されてはいなかった。し
かしながら，了解は自分一人の心の中に起こるもの
であると述べていることから，ディルタイ哲学にお

ける「Verstehen」を参考にしている可能性が高い
と推定される１。
　雨宮（1983）では数学を１本の木に例えたときの
根が「意識下にある思考」（p.63）と述べている。意
識下の思考とは，意識化された行動自身と目的を支
えている思考のことを指す。例えば，コップを取る
という行動で，指にコップに到達させるだけでもそ
れを支えている無意識の思考には，幾何学のかなり
の部分を含んでいるというのが雨宮（1983）の見解
である。我々が日頃から行う行動の背景にはそれを
支えている思考があり，その思考のためには意識化
された思考とそれを組織化するための思考が必要で
あるという。そして，「意識下にある思考こそが数学
の起源であり，それが意識化して組織化して数学に
なる」（雨宮，1984d，p.97）という。ゆえに，「数学
の本質は『“思考”』であると考えてもよい」（雨宮，
1984a，p.73）というのが雨宮氏の数学観である。た
だし，ここでの思考は生きた思考でなければならな
いという。生きたというのは，「何か自分の外にある
ものではなくて，“今，ここで，自分が考える”とい
うこと，そしてそのことだけを意味している」（ibid.）。
　雨宮（1984b）は，数学学習の本質を以下のよう
に述べている。少々長いが引用する。

　数学の記述は，どんな形式をとっていても，普通
の文章と本質的に同じもので，眺めるだけでなく，
読まなければならない。“読む”ということは，心が
その記述を媒介にして，書いた人の思想に到達する
ことを意味する。［中略］（数学は）思考であり，思
考とは“今，ここで，自分が考える”ということであ
るから，その思考を他人に伝えるということは本質
的ではない。この意味で，数学には記述は不要であ
ると言ってもいいのである。もちろん，人が考えると
きには必ず言葉が関与している。つまり，普通に言
われるように“言葉で考える”のである。しかし，こ
の言葉は自分の言葉でなければならない。まだほん
とうに自分のものとなっていない言葉で考えようとす
れば，考えているような錯覚はあるが，実は思考は
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成立していないのである。
　（雨宮，1984b，p.58；括弧内の文字と下線は筆者
加筆）

　国語科・外国語（本質的には英語）科における理
解では他者への伝達が想定されているのに対して，
算数・数学科における理解では他者への伝達は含意
されていなかった。ここに算数・数学科と国語科・
外国語科との違いが見いだされる。できる−身に付
けるという徹底した定着を了解と捉えるのであれば，
算数・数学科の本質は自分自身による徹底した了解
といっても過言ではない。これに対して，国語科・
外国語科では，自分自身だけでなく他者を含めた私
達による徹底した了解であると導くことができるの
である。

６．今後の課題

　本稿では算数・数学科，小・中学校国語科，小・
中学校外国語科の学習指導要領の本文を計量言語
分析することによって，我が国の算数・数学教育の
不易となる語を明確にすることが目的であった。
　紙面の都合上掲載ができなかったが，昭和26年
度から平成29年度告示の学習指導要領を単年毎に
分析し，Jaccard係数を0.1以上として共起ネットワー
ク表示すると「理解」は中心性［Centrality］の高
い語上位10位内にいることが明らかとなっている。
このことと，分析の結果を重ねることによって，算数・
数学科では理解が不易としての語になる可能性が高
いことが示唆される。そして，国語科・外国語科と
の比較によって自分自身への徹底した了解という側
面があることが，国語科・外国語科との違いである
ことを分析結果の解釈から導かれる。
　ただし，本稿での分析結果は本文中における特徴
を明記しただけであるので，この分析結果に対して
歴史的な解釈を踏まえて詳細に検討することが今後
の課題となる。

註
１　ディルタイの了解についての詳細は森本（1985）が

詳細を述べているので，そちらを参照されたい。ただ
し，雨宮氏のいう了解とディルタイの了解が同じであ
ると断定できないので，この点については議論の余地
が十分に残されている。
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【Appendix】　コーディング・ルールの見出しにおける語の関連性（数値はJaccard係数である）

表９　平成29年度学習指導要領国語科での語の関連性
国語 ＊理解 ＊できる ＊学習 ＊自分 ＊グループ ＊他者 ＊身に付ける

＊できる 0.065
＊学習 0.024 0.068
＊自分 0.062 0.075 0.000

＊グループ 0.000 0.000 0.000 0.000
＊他者 0.012 0.013 0.000 0.032 0.000

＊身に付ける 0.057 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
＊問題解決 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

表10　平成29年度学習指導要領外国語科での語の関連性
外国語 ＊理解 ＊できる ＊学習 ＊自分 ＊グループ ＊他者 ＊身に付ける

＊できる 0.140
＊学習 0.051 0.048
＊自分 0.000 0.156 0.000

＊グループ 0.000 0.000 0.095 0.000
＊他者 0.029 0.034 0.059 0.128 0.133

＊身に付ける 0.174 0.130 0.000 0.000 0.000 0.000
＊問題解決 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

表11　平成29年度学習指導要領算数・数学科での語の関連性
算数・数学 ＊理解 ＊できる ＊学習 ＊自分 ＊グループ ＊他者 ＊身に付ける
＊できる 0.064
＊学習 0.007 0.012
＊自分 0.000 0.000 0.000 0.021

＊グループ 0.000 0.000 0.000 0.000
＊他者 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

＊身に付ける 0.032 0.288 0.000 0.003 0.000 0.000
＊問題解決 0.023 0.007 0.000 0.121 0.000 0.000 0.000

表12　昭和26年以降の学習指導要領国語科すべてにおける語の関連性
国語 ＊理解 ＊できる ＊学習 ＊自分 ＊グループ ＊他者 ＊身に付ける

＊できる 0.049
＊学習 0.041 0.055
＊自分 0.046 0.054 0.032

＊グループ 0.001 0.013 0.030 0.010
＊他者 0.012 0.047 0.010 0.049 0.003

＊身に付ける 0.010 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000
＊問題解決 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
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表13　昭和26年以降の学習指導要領外国語科すべてにおける語の関連性
外国語 ＊理解 ＊できる ＊学習 ＊自分 ＊グループ ＊他者 ＊身に付ける

＊できる 0.147
＊学習 0.097 0.088
＊自分 0.017 0.144 0.044

＊グループ 0.009 0.000 0.054 0.000
＊他者 0.008 0.013 0.018 0.077 0.074

＊身に付ける 0.038 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
＊問題解決 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

表14　昭和26年以降の学習指導要領算数・数学科すべてにおける語の関連性
算数・数学 ＊理解 ＊できる ＊学習 ＊自分 ＊グループ ＊他者 ＊身に付ける
＊できる 0.192
＊学習 0.026 0.059
＊自分 0.035 0.097 0.076

＊グループ 0.017 0.055 0.094 0.119
＊他者 0.010 0.010 0.013 0.024 0.031

＊身に付ける 0.005 0.015 0.037 0.007 0.062 0.007
＊問題解決 0.006 0.045 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000


