
Ⅰ 問題と目的 
 

１ 科目名「教育心理学」の概要 

 本学は、保育者(保育士・幼稚園教諭)養成系

短期大学である。 

本学での「教育心理学」は、保育士養成課程

における新カリキュラム(2020 年～)の心理学

系授業「保育の心理学」(講義 2 単位)、「子ども

家庭の心理学」(講義 2 単位)、「子どもの理解

と援助」(演習 1 単位)のうち「保育の心理学」

に該当する。旧カリキュラム(2013～2019)以

前は、心理学、教育・保育学の科目がそれぞれ

構成されていた。例えば、心理学の場合は「発

達心理学」、「教育心理学」、「児童心理学」、「青

年心理学」などである。 

 現在の保育・教育分野における心理学系授業

は、心理学の様々な学問領域と教育・保育学の

学問領域も複合させつつ、受精から死までの生

涯発達という「縦」の観点と、各々の領域を繋

げて把握する「横」の観点の両輪で人(子ども)

を理解することが求められている。とくに、新

カリキュラムの心理学系授業の教授内容につ

いては、以前の心理学分野の発達領域に加え

「子どもの保健」の発達領域を統合し、発達の

全体像の把握を担う。加えて「家庭支援論」「保

育相談支援」といった子ども、家庭、保育にお

ける相談支援の内容が心理学系授業に組み込

まれている。 

 したがって、心理学系授業では生涯の「発達」

を軸に、知覚、性格といった伝統的領域と、家

庭、保育、臨床といった社会・個人に係る新領

域を、人(子ども)の人生、生活、環境(家庭環境、

保育環境など)、具体的活動などと併せて、総合

的にとらえることが求められている。 

 これらについて、学ぶ主体である学生は、２

年間で子どもと社会人(保育士・教員)の両立場

で学ぶことが必要となる。 
 

２ 本学の学生について 

本大学の学生については、保育士・幼稚園教

諭を取得するコースの全員が両資格をいかし

て就職する。「入学時の倍率は決して高くなく、

入学時に高等学校までに必要な学力を高いレ

ベルで身につけてきているとは言い難い面が

ある」(木原,2020)が、それぞれの授業を受け、

実習を重ねる度に、表情がひきしまり学ぶ意欲

が向上していく姿がみられる。 

現在は、こういった社会状況の変化と学生の

学力や意識の変化に応じた教育が求められて

いる。大学によっては、高校までに学ぶ基礎知

識を大学で復習する機会がとられ、社会全体に

おいても、大学入学するまでに幼児期から「自

保育者養成課程における教育心理学の教授内容についての一考察 
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ら学ぶ力」をつける取り組みがされている。 

大学・短期大学における研究と教育に対する

考え方も変化している。例えば、「学生のいわ

ゆる『低学力』を前に、教育と研究を分離して、

それぞれを効率的に進めようとする」 (田

丸,2001)とか、「学習嫌い」「評価嫌い」な学生

に対して、授業の創意工夫が求められている。 

しかし、単なる社会的風潮に合わせた「簡単な

授業」「楽しい授業」を考える前に、青年期に

ある彼らの発達に即した授業、現在の学生とし

ての姿に合わせた授業を考える必要がある。 

 そこで、本研究では心理学系授業「教育心理

学」において学生がどのように授業をとらえて

いるのか、そして心理学系授業に何を求めてい

るのかを明らかにする。その上で、1 年次後期

に配置された「教育心理学」が、具体的にどの

ように位置づけば、学生の力となるのかを示し、

保育者養成校の保育・教育分野での本授業が貢

献できることを考えたい。 
 

Ⅱ 方法 
 

(1)対象 

保育学科１年生後期授業「教育心理学」受講

生 49 名 
 

(2)実施場所 講義室内 
 

(3)手続き 

2020 年 9 月～2021 年 1 月に実施した授業

15 回(未回収 7 回目授業を除く)での各授業時

間内(終了前の 5 分間)に、学生に感想用紙(A5)

を配布し、記述する時間を設けた。これらの回

答を分析対象とした。感想については、学生の

理解度を把握し、コメントをつけて返した。 

(4)感想用紙 自由記述形式で回答を求めた。 

(5)分析方法 

自由記述形式という質的データを分析するた

めに、テキストマイニング法を用いた。テキス

トマイニング法とは、文書形式データを「品詞

単位の単語に分解し、使用頻度の数量化や統計

分析などにより文書全体を理解する方法」(牛

澤,2018)である。例えば、文書中のキーワード

を解析・集計し、出現頻度や語同士の関連性を

可視化することができる。(角口,2015)。分析ソ

フトは KH Codar(var.3)を使用した。 
 

(6)授業概要  

 授業概要を表 1 に示す。 

      [表 1 授業概要] 

 
 

Ⅲ 結果 

(1) データ(文、段落、語など)の集計 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 1 学生感想データ(一部抜粋)] 

学生の感想を図 1 のようにデータ化した。 

回 内容 方法等

１

【「心理学」の概要】
　(1)心理学とはどのような学問か　(2)心理学の現在(種類・領域)
【教育心理学の研究・応用領域】
　発達、学習、適応、評価、集団(学級・人間関係)、活動、障害

・パワーポイント 講義プリント
・体験：錯視　化粧・ファッション
・動画：錯視
・資料：表「錯視の使われ方」

２
【教育心理学の研究・応用領域Ⅰ】
　(1)データ収集方法
　(2)研究方法(実験、質問紙、観察、面接、事例)

・パワーポイント　講義プリント
・動画：実験法、観察法、事例研究法
　　　「ヒトとﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞ-の発達過程の違い～絵の描き方から～」

３

【教育心理学の研究・応用領域Ⅱ】
　(1)データ収集方法
　(2)研究方法(実験、質問紙、観察、面接、事例)
【教育心理学の活用具体例Ⅰ】生活(子ども・私たち)への生かし方

・パワーポイント　講義プリント
・体験：心理検査、質問紙(アンケート)
　　　　「バウムテスト」「ＹＧ性格検査」「クレペリン幼児」
・体験：説得・面接法、質問方法、視線と行動
・資料：心理検査「ＹＧ性格検査」等

４

【教育心理学の活用具体例Ⅱ】生活(子ども・私たち)への生かし方
【発達心理学領域Ⅰ】
　(1)前期復習  発達とは／発達を規定するもの／遺伝と環境
  (2)発達「知覚」 ①感覚、知覚　②子どもの生活と知覚
  (3)発達「概念」(1)

・パワーポイント　講義プリント
・体験：「コミュニケーション・会話技術」
　　　　「生活で生かされる心理学」「メラビアンの法則」
・体験：積木実験(概念発達)「二重刺激認知実験」
・動画：「ワトソンの白ネズミ実験」

５
【発達心理学領域Ⅱ】 　(3)発達「概念」(2)
【学習領域】(1)「記憶」
【適応領域】(1)-1「愛着」

・パワーポイント　講義プリント
・動画：ピアジェの自己中心性の時期の子ども「かくれんぼ」など
・体験：記憶法　記憶術　忘却曲線　復習術
・動画：「ハーローのアカゲザル」

６
【適応領域】(1)-2「愛着」
【学習領域】(2)「道徳性」コールバーグ　ピアジェ　ハインツ

・パワーポイント　講義プリント
・動画：「ホスピタリズム」「ストレンジシチュエーション」
・体験：「道徳性の発達理論」

７ 【学習領域】(3)「条件づけ」
・パワーポイント　講義プリント
・動画：「古典的条件づけ」「オペラント条件づけ」

８

【学習領域】(4)「学習方法」間接・直接学習／認知学習／多段階形
成学習
【適応領域】(2)適応・集団「人間関係」

・パワーポイント　講義プリント
・動画：「問題解決学習」「試行錯誤」「認知学習」
　　　　「子どもの外言・内言」「5歳児の保育生活」
・体験：「子どもに対する働きかけ、ことばがけを考える」
　　　　「子どもを観察し記録する」「保育に大切な視点を考える」

９
【適応領域】(2)適応・集団「人間関係」
【学習領域】(5)「動機づけ」／「動機づけ」と保育(生活習慣)

・パワーポイント　講義プリント
・体験：「習慣化」について考える「ドーパミン式とアドレナリン式」
　　　 「子どもの基本的生活習慣について考える」
・動画：「３歳児の保育生活」

１０
【性格】性格とその理論／性格形成の機制と要因／性格形成と教育
【評価】自己評価

・パワーポイント　講義プリント
・体験：「性格検査(ビック５質問紙)」「性格についての自己評価」

１１
【適応領域】(3)適応とその機制／欲求と種類／欲求不満と原因／不
適応と教育／マズローの欲求段階説(1)

・パワーポイント　講義プリント
・動画：「キャストアウェイより」「防衛機制」
・体験：適応機制、欲求と子どもの生活について考える

１２
【適応領域】(3)適応とその機制／欲求と種類／欲求不満と原因／不
適応と教育／マズローの欲求段階説(2) ／ レヴィンの「葛藤」

・パワーポイント　講義プリント
・動画：「キャストアウェイより」「シザーハンズより」
・体験：「葛藤」について考える

１３
【発達・適応の障害】障害についての考え方／「気になる子」の保育
について

・パワーポイント　講義プリント
・動画：「シザーハンズより」
・体験：「気になる子ども」とはどういうことか考える

１４
【評価】評価の意味・方法／学力評価・知能評価・行動評価／評価方
法

・パワーポイント　講義プリント
・体験：「評価とは何かを考える」「評価方法を考える」

１５
まとめ：保育・教育者としての私
　　　　保育・教育者の資質と保育・教育者像
　　　　将来の自己像と今必要な自己課題

・パワーポイント　講義プリント
・体験：「保育・教育者像を考える」 「将来の自己像を考える」

学生 講義回 感想

A 14

生きる力とは何か、豊かな人間性とは何か、学力とは何かを考えるのが難しかったで
す。評価は今の自分にはレポート法が合ってると思いました。自分なりに考えをまとめ
て理解できるからです。子どもには観察法が良いと思います。子どもの変化に気づけ
るからです。その時その時にあった評価方法や子どもの特性に合わせた評価方法が
大切だと思いました。

A 15

心に残っていることは愛着についてです。ボウルビィによる愛着の発達は第１～
４段階あり、発達年齢によって違うので、すごく興味が持てました。どれも大切で
したが、やはり特に愛着や認知や概念などの子どもの発達や子どもの発達に合
わせてどう保育するかについて学んだことを保育でも生活でも活かしていきたい
です。実際の保育でも子どもの発達を観て学んでいきたいです。

D 2

心理学の主な領域のうち、７つを学びました。心理学には基礎心理学と応用心
理学の２種類に分けて考えられていたことも解りました。チンパンジーの動画を
観てチンパンジーの暗記力はとてもすごいと思いました。チンパンジーが色を見
てことばを選択する動画を観た時に、チンパンジーにも私たちと同じように色が
見えていることが解りました。ヒトとチンパンジーの発達を比べた動画を観て、不
完全な人の絵を描く時、ヒトは自分が全体を見て足りないパーツをおぎなおうと
するけど、チンパンジーはおぎなおうとしませんでした。描画の発達では、自分が
納得できるような絵が描ける段階になるためには、少しずつ段階があることが分
かりました。



全員の記述データについて、1 人１回講義分

を 1 段落とし、Exel ファイルと Text ファイル

にまとめた。集計結果は以下の通りである。 

①文章の単純集計 1,231 文 

②段落 493 段落 

③総抽出語数(分析対象語延べ数)26,732 語 

④使用語数(助詞・助動詞を省く)10,285 語 

⑤1 人 1 回当たり文字数 24～295 字 
 

(2) 感想(自由記述)における頻出語 

 頻出上位 150 語を抽出した(表 2)。ただし、

助詞、助動詞、接続詞に加え「～と思う」「～

と知った」といった表現の動詞を除いた。また、

本稿で同意義に扱う「自分(自己)」・「自身」・「私」

／「子ども」・「子どもたち」／「動画」・「映像」・

「ビデオ」／「人間」・「ヒト」(生物的意味合い

の語／「人」と区別)を、まとめて集計した。 

出現回数(頻度)については、講義 1 人 1 回の感

想に 2 回以上出現しても 1 回とした。 
 

[ 表 2 感想(自由記述) 頻出上位 150 語 ] 

 

  出現回数上位 10 語は、「自分(自己)」248 回

「子ども」195 回、「人」171 回、「発達」110

回、「動画」101 回、「心理学」91 回、「評価」

81 回、「面白い」67 回、「心」60 回、「人間」

60 回」であった。 
 

(3)共起ネットワークによる共起性と中心性 

共起ネットワークとは「回答に使用される語

の頻度とその共起関係(１つの回答内に同時に

使用される語と語の関係)という数量的な側面

から分析する方法」である(樋口,2014/木川,今

城 2018)。つまり回答内でのそれぞれの語が同

時に出現する「共起性」のつながりをいう。 

図 2は、表 2の語における共起ネットワーク

を図示したものである。線で結ばれる語はその

語間に共起関係があることを示す。円(バブル)

が大きいほど出現頻度が高い。また、太線円内

の語は中心性が高い語として示された。中心性

とは「ネットワークを構成する各要素がどの程

度中心的位置(共通部分)にあるかを示す指標」

(角口,2015)である。中心性の高い順に「子ど

も」、「自分」、「発達」、「評価」、「心理学」であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 図 2 共起ネットワーク(頻出上位 150 語)]  
 

 これらの語は、影響度の高いキーワードを探

る媒介中心性(各語を結んだ最短経路において、

経路が語を通過する回数の多さ、つまりパイプ

的役割の多さ)が高い語として示された。それ

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数

自分(自分自身 59・私 89含) 248 一人ひとり 18 影響 10
子ども(子どもたち 21含) 195 概念 18 個人内評価 10
人 171 環境 18 質問紙 10
発達 110 周り 18 ５段階 9
動画(映画 16・映像8・ビデオ7含) 101 動物 18 サル 9
心理学 91 目 18 マズロー 9
評価 81 楽しい 17 海馬 9
面白い 67 成長 17 形成 9
心 60 赤ちゃん 17 考え方 9
人間(ヒト20含) 60 関わり 17 絶対評価 9
性格 54 名前 17 日常生活 9
木 54 試行錯誤 16 ＹＧ性格検査 8
実験 53 実際 16 やる気 8
大切 53 場面 16 ヴィゴツキー 8
方法 52 積木 16 家族 8
愛着 48 保育 16 過去 8
驚 45 毎日 16 観察法 8
種類 45 優しい 16 形 8
生活 45 気持ち 15 好き 8
記憶 43 型 15 心理 8
難しい 41 習慣化 15 長続き 8
勉強 38 動機 15 特徴 8
欲求 38 母 15 領域 8
授業 37 ごほうび 14 かわいそう 7
チンパンジー 36 ネコ 14 イヌ 7
行動 35 親 14 テスト勉強 7
バウムテスト 32 相手 14 ドーパミン 7
理解 32 大変 14 ビックファイブ 7
研究 31 内容 14 ピアジェ 7
比べ 30 納得 14 レヴィン 7
初めて 28 不思議 14 隠れ 7
多い 28 アカゲザル 13 援助 7
話 28 意味 13 外発的動機づけ 7
錯覚 26 姿 13 賢い 7
手 26 認知 13 観察 7
道徳性 26 質問紙 12 厳しい 7
もっと 24 怖い 12 高校 7
学習 24 防衛機制 12 時間 7
葛藤 24 予想 12 自己中心性 7
言葉 24 理論 12 自己評価 7
体験 24 コミュニケーション 11 詳しい 7
ハサミ 23 心理検査 11 睡眠 7
絵 23 先生 11 生き物 7
錯視 22 内発的動機づけ 11 生理的欲求 7
実習 22 年齢 11 線 7
大きい 22 復習 11 想像 7
質問 21 保育士 11 脳 7
検査 20 友だち 11 無人島 7
段階 20 エインズワース 10 目標 7
保育者 19 違い 10 問題解決 7

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



らの語については、語が使用された文章を、

KH Coder の KWIC コンコーダンス機能によ

り抽出し、語がどのように使われているかを確

認した。その結果については、考察で取り上げ

て述べていく。 

 また、複数の円(バブル)を囲んだ点線円内は、

共起性の高いグループ(サブグラフ)領域であ

ることを示す。図 2 のサブグラフを基に、主な

頻出語における出現講義回を表 3 に示す。 

[表 3 主な頻出語の出現講義回] 

 
 

(4) 関連語検索 

 次に、頻出語の上位かつ、媒介中心性の高い

語として示された影響力のあるキーワード「子

ども」、「発達」、「自分」、「評価」、「心理学」に

ついて、各語を軸(起点)にして共起性の高い

「関連語」を抽出し(表 4～7)、それらを視覚化

した共起ネットワークを図 4～7 に示した。さ

らに、その検索結果内でも媒介中心性の高い語

を抽出した。 
 

①キーワード「子ども」 

 語「子ども」と共起性が高い関連語は表 4 の

通りである。関連語上位 10 語は「発達」、「評

価」、「自分(自己)」、「大切」、「実験」、「方法」、

「心」、「愛着」、「保育者」、「理解」であった。 
 

[ 表 4「子ども」における関連語上位 75 語 ] 

 

語「子ども」を起点にした共起ネットワークを

図 4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 4「子ども」を起点にした共起ネットワーク] 
 

 このうち、媒介中心性の高かった語は、「発達」、

「愛着」、「段階」、「評価」、「実験」、「難しい」で

あった。 
 

②キーワード「発達」 

 語「発達」と共起性が高い関連語は表 5 の通り

である。関連語上位 10 語は「子ども」、「道徳性」、

「実験」、「概念」、「積木」、「愛着」、「段階」、「人

間・ヒト」、「チンパンジー」、「心理学」であった。 

 また、語「発達」を起点にした共起ネットワー

クを図 5 に示す。 

 図 5 のうち、媒介中心性の高かった語は、「愛

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

子ども ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
自分 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
人 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
評価 ● ● ● ●
方法 ● ● ● ● ● ● ●
保育者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
保育 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
動画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
比べ ● ● ●
バウムテスト・木 ● ● ●
行動 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
動機 ● ●
習慣化 ● ●
絵 ● ● ● ●
チンパンジー ●
人間・ヒト ● ● ●
段階 ● ● ● ● ● ● ● ●
質問 ● ● ● ● ●
道徳性 ● ●

発達 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
実験 ● ● ● ● ● ● ●
赤ちゃん ● ● ●
愛着 ● ● ●

体験 ● ● ● ● ● ● ● ●
性格 ● ● ● ● ● ● ● ●
検査 ● ● ● ● ●
動物 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
試行錯誤 ●
学習 ● ● ● ● ● ●

研究 ● ● ● ● ● ● ● ●
心理学 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
生活 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
欲求 ● ●
錯覚・錯視 ● ● ●
心 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

主な抽出語
語の出現講義回

サブグラフ
エリア

①

②

③

④⑤

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

1 発達 0.247 26 親 0.061 51 援助 0.039
2 評価 0.224 27 行動 0.061 52 観察 0.039
3 自分 0.216 28 納得 0.061 53 目標 0.039
4 大切 0.197 29 積木 0.060 54 問題解決 0.039
5 実験 0.131 30 名前 0.060 55 コミュニケーション 0.038
6 方法 0.128 31 概念 0.058 56 考え方 0.038
7 心 0.127 32 段階 0.058 57 内容 0.037
8 愛着 0.108 33 初めて 0.054 58 アカゲザル 0.037
9 保育者 0.107 34 成長 0.053 59 場面 0.037
10 理解 0.106 35 環境 0.052 60 試行錯誤 0.037
11 難しい 0.101 36 目 0.051 61 質問 0.037
12 人間 0.094 37 もっと 0.049 62 実際 0.037
13 関わり 0.092 38 体験 0.049 63 赤ちゃん 0.037
14 気持ち 0.085 39 自己中心性 0.047 64 動物 0.036
15 一人ひとり 0.084 40 意味 0.045 65 錯視 0.036
16 種類 0.076 41 認知 0.045 66 隠れ 0.032
17 道徳性 0.073 42 楽しい 0.044 67 甘い 0.032
18 比べ 0.071 43 それぞれ 0.044 68 考え 0.032
19 驚 0.070 44 学習 0.044 69 自己中心的思考 0.032
20 保育 0.068 45 絵 0.043 70 生きる力 0.032
21 言葉 0.065 46 実習 0.043 71 関わり方 0.031
22 観察法 0.063 47 大きい 0.042 72 大人 0.031
23 個人内評価 0.063 48 かくれんぼ 0.039 73 部屋 0.031
24 絶対評価 0.063 49 学力 0.039 74 変化 0.031
25 多い 0.062 50 ピアジェ 0.039 75 苦手 0.031



着」、「認知」、「コミュニケーション」、「概念」、

「段階」、「言葉」、「驚」、「種類」であった。 
 

[ 表 5「発達」における関連語上位 75 語 ] 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 図 5「発達」を起点にした共起ネットワーク ] 
 

③キーワード「自分(自己)」 

[ 表 6「自分」についての関連語上位 75 語 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語「自分(自己)」と共起性が高い関連語は表 6 の

通りである。関連語上位 10 語は「子ども」、「評

価」、「人」、「方法」、「バウムテスト」、「木」、

「性格」、「検査」、「面白い」、「行動」であった。 

 また、語「自分」を起点にした共起ネットワ

ークを図 6 に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 図 6「自分」を起点にした共起ネットワーク ] 
 

 このうち、媒介中心性の高かった語は、「体験」、

「実際」、「目的」、「観察」、「比べ」であった。 
 

④キーワード「評価」 

 語「評価」と共起性が高い関連語は表 7 の通

りである。関連語上位 10 語は「方法」、「子ど

も」、「観察法」、「絶対評価」、「自分(自己)」、「個

人内評価」、「学力」、「目標」、「比べ」、「甘い」

であった。 
 

[ 表 7「評価」についての関連語上位 75 語 ] 

 

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

1 子ども 0.252 26 驚 0.076 51 大きい 0.050
2 道徳性 0.205 27 種類 0.074 52 話 0.050
3 実験 0.200 28 多い 0.074 53 体験 0.050
4 概念 0.195 29 授業 0.071 54 口 0.050
5 積木 0.169 30 特徴 0.071 55 高低 0.050
6 愛着 0.159 31 形 0.070 56 最近接領域 0.050
7 段階 0.158 32 違い 0.070 57 子どもの立場 0.050
8 人間 0.151 33 型 0.065 58 時期 0.049
9 チンパンジー 0.148 34 アカゲザル 0.065 59 選択 0.049
10 心理学 0.136 35 質問 0.064 60 前後 0.049
11 理解 0.105 36 動物 0.064 61 大小 0.048
12 言葉 0.103 37 絵 0.063 62 知覚 0.048
13 ヴィゴツキー 0.097 38 比べ 0.062 63 長短 0.048
14 記憶 0.094 39 研究 0.062 64 日々 0.048
15 難しい 0.092 40 ２歳 0.060 65 量 0.047
16 認知 0.089 41 言葉の意味 0.059 66 応用心理学 0.047
17 成長 0.087 42 左右 0.059 67 課題 0.047
18 納得 0.086 43 単純色 0.057 68 基礎心理学 0.047
19 名前 0.085 44 初めて 0.056 69 自己中心的思考 0.044
20 関わり 0.085 45 自己中心性 0.056 70 順番 0.043
21 勉強 0.083 46 領域 0.056 71 ３歳 0.043
22 大切 0.082 47 コミュニケーション 0.055 72 テクニック 0.042
23 心 0.081 48 年齢 0.054 73 色 0.041
24 ピアジェ 0.081 49 赤ちゃん 0.053 74 身体 0.041
25 理論 0.080 50 それぞれ 0.051 75 部屋 0.041

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

1 方法 0.247 26 過去 0.061 51 テスト法 0.039
2 子ども 0.224 27 質問紙 0.061 52 ロールシャッハ 0.039
3 観察法 0.216 28 意味 0.061 53 悪気 0.039
4 絶対評価 0.197 29 理解 0.060 54 確か 0.039
5 自分 0.131 30 ポートフォリオ 0.060 55 活動 0.038
6 個人内評価 0.128 31 モチベーション 0.058 56 形式 0.038
7 学力 0.127 32 嫌い 0.058 57 激しい 0.037
8 目標 0.108 33 向上 0.054 58 健康・体力 0.037
9 比べ 0.107 34 診断的評価 0.053 59 個別目標 0.037
10 甘い 0.106 35 もっと 0.052 60 講義 0.037
11 生きる力 0.101 36 生活 0.051 61 克服 0.037
12 一人ひとり 0.094 37 アンケート 0.049 62 作業 0.037
13 大切 0.092 38 レポート法 0.049 63 思い通り 0.037
14 それぞれ 0.085 39 視点 0.047 64 事実 0.036
15 観察 0.084 40 状態 0.045 65 時点 0.036
16 種類 0.076 41 多い 0.045 66 自信 0.032
17 納得 0.073 42 嬉しい 0.044 67 自然観察法 0.032
18 性 0.071 43 初めて 0.044 68 自然体 0.032
19 相対評価 0.070 44 保育士 0.044 69 自立 0.032
20 豊か 0.068 45 成長 0.043 70 実は 0.032
21 厳しい 0.065 46 気持ち 0.043 71 実力 0.031
22 考え 0.063 47 優しい 0.042 72 就職 0.031
23 達成 0.063 48 ＰＦスタディ 0.039 73 集団 0.031
24 解りやすい 0.063 49 ＷＩＳＣ知能検査 0.039 74 順位 0.031
25 難しい 0.062 50 コメント 0.039 75 勝手 0.031

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

1 子ども 0.22 26 質問紙 0.05 51 楽しい 0.03
2 評価 0.17 27 心理検査 0.05 52 動物 0.03
3 人 0.16 28 納得 0.05 53 学習 0.03
4 方法 0.16 29 実際 0.05 54 感じ 0.03
5 バウムテスト 0.15 30 それぞれ 0.05 55 目的 0.03
6 木 0.13 31 観察法 0.05 56 小さい 0.03
7 性格 0.11 32 個人内評価 0.05 57 全然 0.03
8 検査 0.11 33 やる気 0.04 58 他 0.03
9 面白い 0.11 34 自己評価 0.04 59 報酬 0.03
10 行動 0.10 35 絶対評価 0.04 60 想像 0.03
11 比べ 0.09 36 相手 0.04 61 目標 0.03
12 生活 0.09 37 動機 0.04 62 友だち 0.03
13 大きい 0.09 38 優しい 0.04 63 意味 0.03
14 大切 0.09 39 保育者 0.04 64 習慣化 0.03
15 種類 0.08 40 道徳性 0.04 65 内容 0.03
16 難しい 0.08 41 ビックファイブ 0.04 66 環境 0.03
17 体験 0.08 42 観察 0.04 67 気持ち 0.03
18 質問 0.07 43 線 0.04 68 不思議 0.03
19 初めて 0.07 44 長続き 0.04 69 甘い 0.02
20 毎日 0.06 45 ＹＧ性格検査 0.04 70 厳しい 0.02
21 記憶 0.06 46 過去 0.04 71 他の人 0.02
22 絵 0.06 47 認知 0.03 72 幼児用作業検査 0.02
23 もっと 0.06 48 姿 0.03 73 学力 0.02
24 周り 0.06 49 成長 0.03 74 達成感 0.02
25 多い 0.05 50 一人ひとり 0.03 75 答 0.02



 また、語「評価」を起点にした共起ネットワ

ークを図 7 に示す。 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 図 7「評価」を起点にした共起ネットワーク ] 
 

 このうち、媒介中心性の高かった語は、「観察

法」、「観察」、「相対評価」、「種類」、「子ども」、

「解りやすい」、「大切」、「保育士」であった。 
 

⑤キーワード「心理学」 

[ 表 8「心理学」における関連語上位 75 語 ] 

 

 語「心理学」と共起性が高い関連語は表 8 の

通りである。関連語上位 10 語は「生活」、「研

究」、「難しい」、「もっと」、「面白い」、「錯視」、

「種類」、「チンパンジー」、「絵」、「大きい」で

あった。 

 語「心理学」を起点にした共起ネットワーク

を図 8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 8「心理学」を起点にした共起ネットワーク] 
 

 このうち、媒介中心性の高かった語は、「成長」、

「楽しい」、「前回」、「もっと」、「それぞれ」、「応

用」、「発達」、「方法」、「研究」であった。 

 

Ⅳ 考察 

以上の結果と、実際の感想を照らし合わせな

がら、授業「教育心理学」における学生の理解・

活動傾向と、授業志向(授業に何を求めるのか)

について考察する。 

感想は、学生の記したものから一部抜粋して

考察する。書き間違い等も含めて原文のまま掲

載する。感想は、取り上げるキーワードと、そ

のキーワードについて KH Coder の KWIC コ

ンコーダンス機能により抽出し、抽出頻度、媒

介中心性の高い語とが共起されるものを中心

に抜粋する。 
 

１ 授業「教育心理学」における学生の理解傾

向について 
 

(1) 授業のねらいと感想の一致 

 学生が記した語(表 2、図 1)は、講義内容(表

1)で示した各授業回のキーワードと一致し、学

生は、各授業のキーワードを意識できたといえ

る。加えて、それらのキーワードは授業単回で

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

順位 抽出語
変数間
関連度

1 生活 0.222 26 保育 0.065 51 成長 0.039
2 研究 0.152 27 錯覚 0.063 52 楽しい 0.038
3 難しい 0.130 28 応用 0.060 53 動物 0.038
4 もっと 0.127 29 応用心理学 0.060 54 それぞれ 0.037
5 面白い 0.121 30 基礎心理学 0.060 55 段階 0.036
6 錯視 0.117 31 オープンクエスチョン0.059 56 コンビニ 0.030
7 種類 0.112 32 テクニック 0.059 57 凄い 0.030
8 チンパンジー 0.107 33 領域 0.056 58 全て 0.030
9 絵 0.103 34 多い 0.056 59 服装 0.030
10 大きい 0.099 35 心理検査 0.054 60 本当 0.030
11 授業 0.098 36 不思議 0.052 61 未来 0.030
12 発達 0.097 37 目 0.049 62 活用 0.029
13 バウムテスト 0.090 38 検査 0.048 63 教育心理学 0.029
14 勉強 0.086 39 言葉 0.048 64 見方 0.029
15 人間 0.085 40 比べ 0.047 65 後期 0.029
16 方法 0.080 41 会話 0.045 66 要請 0.029
17 分野 0.075 42 視線 0.045 67 説得 0.029
18 心 0.073 43 前回 0.044 68 前期 0.029
19 体験 0.071 44 幼児用作業検査 0.044 69 動き 0.029
20 コミュニケーション 0.070 45 クローズドクエスチョン0.044 70 プリント 0.029
21 驚 0.069 46 色 0.044 71 意識 0.029
22 初めて 0.067 47 他 0.043 72 今回 0.029
23 木 0.066 48 過去 0.042 73 部分 0.029
24 理解 0.066 49 違い 0.041 74 深い 0.028
25 大変 0.066 50 場面 0.039 75 面接法 0.028



なく他回でも記されており(表 2)。学生が各キ

ーワードを他回授業の内容・キーワードと繋げ

て捉えることができたといえる。 
 

(2)心理学の基軸となる語「子ども」「発達」に

おける理解 

その中で「子ども」「発達」は、教育・保育

心理学の基軸となる語である。これらの語は、

最頻出語かつ、全体共起ネットワークでも媒介

中心語として示された。学生は、本授業の基軸

のキーワードとして理解していたといえる。 

例えば、語「発達」における共起性をみた結

果からは、「発達」を基軸に各授業回のキーワ

ードが共起して示された(図 5 点線内参照)。学

生は「発達」と基軸に各授業のキーワードを捉

え、授業の全体像を理解したといえる。 

 加えて、語「子ども」と「発達」の相互共起

性も高く、学生が「子ども」、「発達」に最も関

心を寄せつつ、両語を相互に結び付けて理解す

る傾向にあった。実際の感想をいくつか挙げる。 
 

－５歳児の保育生活を学びました。動画も観て理解し

やすかったです。子どもの発達を意識して働きかける

保育士の先生ってすごいと思いました。子どもにどう

したらいいか伝えるのではなく、どうしたらいいか問

いかけることが子どもの発達に大事なんだと解りまし

た。－ 

－ヴィゴツキーの概念の発達を調べる積木実験を体験

しました。初めて聞く積木の名前を聞き、初めて言葉

を聞く子どもの気持ちになりなました。色や形や高さ

や長さなど名前の意味を知っていく過程が面白いなと

思いました。大人の私もなかなか理解できなくて、知

らない言葉を聞いて、ものの名前や意味を知っていく

子どもはすごいと思いました。－ 

－子どもの道徳性の発達を知る実験ででてきた、子ど

もが葛藤しながら答える質問は、子どもたちにとって

は選ぶのが苦しくて難しい質問ばかりだと思いました。

すごく考えました。保育する時、子どもにも葛藤する

質問をしてあげると子どもも成長するのかな。･･･－ 
 

 前期授業「子ども家庭支援の心理学」で取り

上げた内容と照らし合わせて「子ども」「発達」

を記す例も見られた。 
 

－子どもの発達では時々前期の復習がでてきて、より

解りやすかったです。思い出せました。 

－後期になり心理学が難しくなってきました。でも、

普段の生活の中に心理学で学んだことが入っているの

が面白いとわかってきました。子どもの発達の様子が

すごいと毎回思います。－ 

－子どもの絵の発達では、発達してくると人の体の絵

で足りない部分があると目や口の位置などに気づいて

描けるようになるところが今日は面白いと思いました。

前期に学んだ子どもの認知発達理論が大切なんだと思

いました。－ 
 

１年前期での「子ども家庭支援の心理学」で

も、子どもの発達についての章を設けている。

今回の教育心理学では、保育・教育への生かす

心理学の基礎研究と、どのように生かしている

のかの応用例を紹介しながら、前期での学び

「『子ども』の『発達』」を結びつけて伝えてき

た。学生がこのねらいを理解できたといえる。 
 

(3)授業過程での「自己」のとらえ方 

次に関心が高かった語「自分」について考え

る。「自己」を表す「自分」について学生が感

想にどのように記していたかをみる。 
 

①体験を通して自己を知る 

 「体験」を通じて自己について関心と理解を

深める姿が示された。 
 

－性格検査体験をして、自分の痛いところをつかれて

辛かったです。でも、またあらためてしてみて自分自

身の変化を知りたいと思いました。－ 

－実際に将来を文字にする体験では、今の自分の気持

ちをリアルに意識した。今正直保育士として働くこと

に迷いはあるけど、１０年後の自分を想像してみると、

やっぱり保育士として働いている自分が思い描け

た。･･･不安だけど。－ 

－色々な自己評価をするとどんどん自分自身がわから

なくなって難しかったです。けど私は自分自身のこと



が好きなんだとわかりました。もっとポジティブに考

えられるようになりたいと思いました。－ 

－性格検査や自己評価をして自分自身のことを見つめ

直すことができました。私の場合は自己表現が苦手だ

と気づきました。普段考えないような内容も考えるこ

とができ、自分のことを前よりもっと知ろうと思いま

した。－ 
 

②他者との比較によって自己を知る 

 後述する「評価」領域の授業内では、過去の

比べられた経験を肯定しない意見が多かった

が、自己を知る作業的体験をする際には、主体

的に他者と比較をして自己を知ろうとする姿

が見られた。 
 

－ＹＧ性格検査をして友達と比べてみて一人ひとりの

性格が違うと解りました。心理学の活かし方のところ

では、自分のコミュニケーションのタイプを伝え合っ

て、仕草や言い方で人に与える印象が違うことや、自

分が思っている性格と相手が思っている自分の性格が

違うと解りました。－ 

－防衛機制を学んで、これ私やん、と思うことが多か

った。過去の行動は自分を守ろうとしているのだと気

づいた。友達と話し合うとそれぞれ防衛する部分が違

っていて弱みの個性も感じられた。自分も含めて人間

は面白い。－ 

－色々な検査の体験をするのが楽しかったです。バウ

ムテストでは友達の木を見ると自分の木と違うので面

白かったです。描き方も違いました。･･･(略)･･･他の

人と比べ線の色も薄いと思いました。自分のことが少

し見えた気がします。－ 

－自分の考えをまとめて、周りの人と話し合うことが

できて本当に良かったです。周りの人の視点と比べて、

自分がどうしたいか、これからどう頑張るか、目標を

たてるかにも着目することができて良かったです。－ 
 

 このように、学生は「自己(自分)」に関して、 

(1)性格、知能、発達などの検査、(2)評価方法

の知識と自己評価、(3) 心理学の生活への生か

し方、人の環境への適応の仕方(防衛機制など)

の学び、といった体験を通して自己について理

解を深めていた。その際、とくに(4)クラスメイ

トと検査結果や考え方、体験などを伝え合い、

比較する過程で、自己を認識しやすいことが示

された。 
 

(4)「評価」に対する関心 

ここで、特徴的であった学生の「評価」に対

する姿に着目する。 

語「評価」は、「子ども」と「自己」に共通

して共起性が高かった。とくに、「子ども」か

らみた共起性も高かった。それらの感想をいく

つか取り上げる。 
 

－評価にも色々な種類があることを知りました。自分

自身が評価する側になるなんて思っていなかったので

学べて良かったです。大人になった自分には絶対評価

が合っている。子どもにはポートフォリオ評価も取り

入れたい。子どもが自分の学習過程をがわかって見て

面白いし自分がしてもらって嬉しかったからです。－ 

－評価は比べられることが多くて、嫌いでしたが、比

べない評価もあることを知りました。･･･(中略)･･･子

どもには個人内評価と絶対評価がいい。子ども自身が

どれだけできているのか、どのような状態なのかを相

手と比べずに理解することも大切だと思うからです。

－ 

－色々な評価方法があることが解りました。子どもに

合わせた評価方法は、学力だけでなく生活面も知るこ

とができるので良いと思う。子ども一人ひとりを観察

して自然体の子どもの良さに気づくことができるから

私は観察法をもっと詳しく学びたいと思った。― 

－比べられることは嫌いだったけど、色々な評価を学

んで、時には自分が人と比べてどのくらいできている

か知ることもアリだったかな。－ 

－実は評価する方も大変なんだとあらためて知りまし

た。評価の細かい意味や方法を知ることができました。

子どもはあそびが生活だから、子どもがあそぶ姿をよ

くみたいと思います。－ 
 

 学生は、「評価」についての理解が未熟であ



るために、最初は「評価」にネガティブな印象

をもっていたようである。様々な評価方法の提

示により「評価」そのものに関心を寄せていた。

さらに、「評価する側」の保育者として、子ど

もに対する評価方法を吟味する姿が示された。 

したがって、評価方法のバリエーションの知

識を拡げたことで、「評価」という概念が変わ

ったことに加え、これまで、「評価」される側

であった学生たちが、「子ども」を「評価する」

側に立つことを意識したことで「評価」者とし

ての主体性と責任感が芽生えて理解を深める

ことができたといえる。 
 

(5)学生の理解志向について 

 授業における学生の特徴的な理解傾向を示

す。 
 

①「体験」から得る理解度の高さ 

 これまで取り上げた感想で示されているよ

うに、学生たちは、一緒に作業(検査など)をす

る、描く、書く、解く、触れる、考える、伝え

合う、比較する、見る・観るといった体験を通

して理解しやすい傾向にあった。 

 補助教材として各回使用した動画について

は「動画があるため理解しやすい」といった感

想は 51 件あった。とくに、保育実習、実際の

子どもとの関わり(ボランティアや就職時な

ど)、日誌の記述について活かそうとする意識

が示された。 
 

－保育園での子ども達の生活を動画で観て、保育士が

少しだけ難しいことを園児に挑戦させているセンスが

すごいなと思いました。－ 

－保育園の生活を観て、子どもとどうやってコミュニ

ケーションをとって信頼関係を築いていくのかわかり

ました。子どもの気持ちを考えて行動します。― 

－保育園の１日の生活をみて、あらためて先生は笑顔

と挨拶が大切なんだと感じた。先生の動きには意味が

ある。全体がみえるところにいることも忘れずやって

みようと思います。－ 

－今日観た動画は、実習で記録を書く時の参考になる

と思います。実際に書きたいことがイメージできまし

た。動画を観て子どもへの関わり方を考えました。実

習では担当するクラスのあそびと関わり方を子どもか

ら学んできます。－ 

－子どもの生活について実際の保育をしている動画を

観るとわかりやすかったです。今実習に向けて様々な

準備に取り組んでいるので活かしていきたいです。子

ども同士のトラブルは実習で困った内容の一つでした

が、子どももトラブルの経験が大切で一緒に考えれば

いいのかなと少しだけわかった気がします。－ 
 

②新たな知識への向かい方 

このように、学生は体験を通して理解しやす

い傾向にある。しかし、新しい知識を得るにあ

たり、手軽さや簡単な内容を求めているわけで

はない。 
 

－今回の内容は心理学の凄く難しい内容な気がしまし

た。でも、発達という言葉だけでも色んな種類の視点

があって、子どもの成長のためになくてはならない視

点だということが解りました。･･･(中略)･･･それから、

コミュニケーションも心理学の一つだと自覚すると、

友達や子どもとの会話が楽しくも、難しくも感じられ

ますが、もっと理解したいと思いました。複雑な気持

ちだけど、これが保育者の視点かと思い、前向きに意

識してみようと思いました。－ 

－授業全体を通して、子どもの気持ちに気づくことの

難しさも感じました。でも、保育者として子どものた

くさんの気持ちに気づいていきたいと思いました。そ

して、授業全体を通して、この世の中の生き物のこと

すべてが知りたいと思いました。－ 

－カタカナの人たちの名前は難しい。でもこの人たち

好きです。頑張って覚えます。子どものために役立つ

発見をたくさんしているから大切。－ 

－心理検査をすることでも力がつくと思います。この

文章完成テストをしてみると、文章力がつく効果があ

ると思いました。書くことは難しいけど、考えてみる

機会って大切だと思いました。子どもたちにもしてあ

げたい。－ 

語彙に対して苦手意識があったり、内容に難



しさを感じたりしつつも「保育者の視点」「保

育者として」「子どもたちに役立つ」ために必

要だと感じたことに対して、知識を得たいこと

が示されている。また、検査や質問紙などに対

する教育的意義にも気づきつつ、保育を考える

姿が見られる。 
 

③発見、研究への関心 

 授業では、教育・保育内容や技術の基となる

基礎研究を必要に応じて紹介してきたが、研究

の観点、内容、方法、結果についても関心が高

かった。いくつか例を以下に記す。 
 

－愛着関係が発達に影響する動画を観た。ホスピタリ

ズムという心理現象を見つけた人がすごい。新しいこ

とを発見できるすごさ！－ 

－赤ちゃんが部屋に知らない人と居る状況をみる実験

で、母親への反応が４つの型に分かれることが解るこ

とがすごいと思いました。－ 

－初めて子どもに知能検査をしようと思ったビネーは

すごいと思いました。子どもを理解するために考えら

れた評価方法は、子どもを色々な視点で見ていけるよ

うになったので面白いと思いました。－ 

－コールバーグの道徳性の発達理論は納得！しかなか

ったです。高校生くらいの時期は他者の期待に応える

ことをよしとする人が多いという結果には、自分の記

憶と照らし合わせても納得できました。成長した段階

の今の自分を理解できたし、過去の自分には「別に無

理して期待に応えなくても誰も怒らないし、無理しな

くてもいいんだよ。」と教えてあげたいです。－ 
 

 現在は、大学・短期大学においても、「教育」

に重きをおき、学生に対しても研究成果を省略

して教育技術のみを伝える傾向にあるが、学生

の「学力」の程度に関わらず、研究と教育を一

致させて伝えても、学生はそれらに関心を持ち、

理解しようとしている。学生たちは「すごい」

とか「納得」といった単純な語でしか記してい

ないが、発見に対するあこがれや、研究に対す

る敬意を示されている。ここに、彼ら青年期の

発達課題：発見、冒険、創造、構築、発明に挑

戦しようとする青年らしさが表れているとい

えよう。そこで、授業においては、研究とその

発見の意味と活かされ方を伝える際の「わかり

やすさ」が求められているのではないか。 

 

Ⅴ 総合的考察 

１ 学生が授業「教育心理学」をどのようにと

らえ、心理系授業に何を求めているのか 

自由記述形式の回答より、授業「教育心理学」

において以下のような学生像(特徴と傾向)が

示された。 

(1)「教育心理学」の基軸となる「子ども」、「発

達」に最も関心が高い。両語を媒介に、過去(子

ども期から前期授業「子ども家庭心理学」まで)

の学びや未来の自己像などと結びつけてとら

え(縦の軸)、子どもや発達について得た知識を

「実習」、「実践」、「生活」(横の軸)に繋げよう

としている。 

(2)それらの知識は、とくに「動画」、作業的な

「体験」、「実験ないし実験結果」、「具体的事例」

から得やすい傾向にある。 

(3)「自己」を知ることに意欲的である。彼ら

の「自己」における学びの過程を探ると、検査

や実験といった「作業的体験」、主体的に自己

を発信して他者と意見を「伝え合う体験」、自

ら他者と「比較する体験」を通して自己につい

て考えたり理解を深めたりする傾向にある。 

(4)「評価」についても関心が高い。「評価」の

概念には、最初はネガティブな印象を持ってい

るが、これまで知らなかった評価方法の知識を

広げると、「評価する」ことにも、「評価される」

ことにも関心を高める傾向にあった。とくに子

どもを評価する方法について、保育者としての

立場で積極的に考えようとしている。 

(5)わかりやすい授業を求めてはいるが、決し

て「手軽さ」や「簡単さ」を求めているわけで

はなく、「難しい」と感じる内容であっても、

「保育者の視点」「保育者として」「子どもたち



に役立つ」ために、保育や生活で必要性を感じ

ると積極的に挑戦する。体験に教育的意義を気

づいて思考する姿も見られる。 

(6)「研究」に関しては、研究内容(方法や結果)、

研究者に敬意を表し、新たな発見に意欲的であ

るという青年期らしい特徴が示された。 
 

２ １年次後期に配置された「教育心理学」の

位置づけについて 

 「教育心理学」では、保育・教育に活かすた

めの伝統的基礎研究の紹介に加え、現在の応用

例と 1 年次前期の心理学系授業「子ども家庭支

援の心理学」で伝えた「子どもの発達」を繋げ

つつ伝えてきた。学生は、これらを、過去(子

ども期や中学・高校時、そして 1 年次前期の学

び)と自己の将来像(未来)という縦の軸、そし

て実習や実践に活かそうとする横の軸に合わ

せつつ理解していた。今後は 2 年次前期の心理

系授業「子どもの理解と援助」で、この縦の軸、

横の軸を拡げる形で、知識、体験を増やすこと

と、発見や創造へ挑戦することの支援が求めら

れているといえる。 

 そこで、1 年次後期の心理学系授業の位置づ

けは、1 年次前期と 2 年次前期の心理系授業を

繋ぐ観点で、「子どもの発達」を基軸とし、動

画や体験、事例といった具体的に自分のことと

して保育・教育を捉える方法と伝統的な基礎研

究の提示による現在の保育・教育的知識・技術

の論証を獲得する方法の両輪により、「ライフ

ステージ」(縦)と「実習」「実践」(横)へと視点

軸を拡げる所にあると考えられる。 

 
３ 分析方法について 

 学生が自由記述形式回答で記した語につい

て、テキストマイニング法を用いて分析した。

(1)データ化し、それらを(2)語の出現頻度、語

と語の共起性、共通性という視点で可視化し、

(3)媒介中心性や共通性という指標で語を特定

しつつ、(4)その特定された語の位置づけを確

認しながら特徴や傾向を洗い出した。この 4 点

において、学生の「感想」から授業内容を、客

観的な分析に迫ることができたのではないか。

質的データの取り方の工夫と、多様な分析指標

の使用が今後の課題である。 
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