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次世代科学スタンダード 序文 
 

エグゼクティブサマリー 
 

科学や科学教育が全国民（アメリカ人）の生活にとって重要であることは疑いようも

ない。これまでに私たちの世界がここまで複雑で、科学的知識が世界を理解するために

重要であったことは全くといっていいほどなかった。時事問題を理解するときにも、科

学技術を選択・利用するときにも、自分の健康について情報をもとに意思決定するとき

にも、科学に対する理解が鍵となっている。また科学は、未来の仕事を刷新し、牽引し、

創造し続けるためのアメリカの能力の中核になっている。すべての生徒たちが、病院の

技術者、ハイテク製造業の働き手、博士号研究者のいずれになるにせよ、K-12（訳註：

幼稚園から高校まで）を通してしっかりとした科学教育を受けておくべきである。 
そのために、州先導の共同的な過程を通して、新しい K-12 の科学教育のスタンダー

ドが開発された。それは、全生徒たちに国際基準に叶うような科学教育を提供するため

に、豊かなコンテンツとプラクティスを含み、領域や学年を超えて一貫した形で準備さ

れたものとなっている。『次世代科学スタンダード』（以下場合によって「NGSS」）は

米国学術研究会議（NRC）が開発した『K-12 の科学教育のフレームワーク』（以下『フ

レームワーク』）に基づいている。 
 
『次世代科学スタンダード』の進歩した点 
 NGSS のどの基準も３つの側面を持っている。領域のコア概念（コンテンツ）（訳

註：“disciplinary core ideas（content）”と記されているため、以下では領域コア

概念を直接言及した場合以外は「コンテンツ」と訳す）、科学的・工学的プラクテ

ィス（scientific and engineering practices）、領域横断概念（cross-cutting concepts）
である。現在、大半の州や地域の基準では、３つの側面が別々のものとして示され

ており、結果として、指導と評価の両方でそれらが乖離することになっている。コ

ンテンツとそれをどう使うかを統合して提供することで、科学や工学が現実世界で

どのように実践されるのかが明らかになる。 
 プラクティスと領域横断概念は、真空の状態ではなく、文脈の中で指導されるよう

に設計されている。NGSS が推奨しているのは、毎年複数のコア概念を統合するこ

とである。 
 科学概念は K-12 の間、首尾一貫した形で構築されることになる。NGSS が強調す

るのは、学年帯から学年帯へと続く、厳選された知識の一貫した進展

（progression；以下「プログレッション」）である。それは、K-12 の期間をかけ

て知識を構築するダイナミックな過程を可能にする。 
 NGSS は、厳選した領域コア概念に重点を置いている。それは、生徒たちが高等学

校を卒業するまでに知るべきであり、深い理解と内容の応用に重点を置きたい対象

である。 
 全段階で科学（理科）教育の中で、科学（理学）と工学が統合されるようにする。

具体的には、教室の授業の中で、科学的探究と同程度に工学的なデザインを取り入

れ、工学的デザインと技術応用に関わるコア概念を強調する。 
 NGSS のコンテンツは、生徒たちを大学（進学）や職業に向けて準備することを重

視する。NGSS は、学年レベルやコモンコアスタンダード（言語技術‐英語‐、数
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学）の認知的な要求と関係づけられている。それによって、子どもの包括的教育の

一部として科学を位置づけ、すべてのコンテンツの領域で調整のとれた学習のシー

クエンスを保障する。この英、数、理のスタンダードは、有意義かつ実質的な点で

重複し強化しあう関係にある。 
 
NGSS の設計を考えるにあたって 

『フレームワーク』のヴィジョンを実践へと具体化する際に、NGSS を「できるよう

になっておくこと（Performance Expectation）」として表現し、科学の中での習熟を

示すために生徒ができなければならないことを例示した。「できるようになっておくこ

と」は、プラクティスが多様なコンテンツや領域横断概念と結びつけられることで構成

されている。NGSS の構造は、従来みられた単線的ではない形で、教師や教育課程開発

者や評価開発者に情報を提供するために設計された。「できるようになっておくこと」

は、これまで大半の州が基準として採択してきたものと政策的に等価なものとなる。『フ

レームワーク』との連携や統一性を示すために、NGSS には『フレームワーク』の「基

盤となる囲み」（Foundation Box）の中で示された順序通りの学習目標が含まれている。

それによって、教育課程や評価開発者が「できるようになっておくこと」の意図を推測

する必要がないことを狙っている。 
 
プラクティスとコンンテンツを結びつけるには 

州が定めた基準は従来、プラクティスとコア概念を別のものと表現してきた。科学教

育の研究者たちの観察によれば、２つの側面はせいぜい別個に指導されるか、プラクテ

ィスが全く扱われないかのどちらかだった。それは役にも立たないし現実とも合わない。

現実世界において、科学と工学は常に結びついているものであるからだ。 
注意したいのは、プラクティスは指導方略ではないということである。それは、それ

自体で子どもにとっての学習の目標となり、達成の指標となるものである。そのように

して、『フレームワーク』と NGSS は、プラクティスが結果論として取り扱われないこ

とを担保する。プラクティスとコンテンツのカップリングが学習の文脈を与える。プラ

クティスだけでは活動に陥り、コンテンツだけでは暗記に陥ってしまう。プラクティス

とコンテンツの統合を通してこそ、科学は納得できるものになり、生徒たちは学んだこ

とを応用することができるようになるのだ。また、この統合によって、異なる州や地域

出身の生徒たちが意味のある形で比較できるようになる。 
 
NGSS はスタンダードでありカリキュラムではない 
 NGSS は、生徒は何を知っていて、何をできるべきなのかを反映したスタンダード（基

準）であり、ゴールである。それは、スタンダードがどういう方法や手順で教えられる

かにまで言及したものではない。「できるようになっておくこと」は、遂行（perform）

されるべき概念やスキルを述べたものである。カリキュラムや指導方法（訳註：以後わ

かりやすさのため、instruction を教授でなく「指導」と訳す）の決定は、州、地域、

学校、教師に委ねられている。「できるようになっておくこと」はカリキュラムについ

て述べているのではない。それどころか、基準をどう教えるかについて柔軟性を持たせ

るために、一貫して作られている。NGSS は、各州がスタンダードを「ひもとく」とこ

ろから実践を始める必要がないように、従来の基準よりも完全な構造を有しているが、

教育課程や指導方法の選択について言及もしていないし制限もしていない。 
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指導の柔軟性 

生徒は、領域コア概念（コンテンツ）の理解に基づいて評価されるべきである。あ

る一つの領域コア概念に対しても、多様なプラクティスが、さまざまな「できるように

なっておくこと」にわたって示されている。カリキュラムと評価は、「できるようにな

っておくこと」に向けて生徒たちの知識や能力が構築されるように開発されなければな

らない。NGSS が指導の結果として達成されるべきパフォーマンスだとすると、質の高

い指導は、指導を通して生徒たちを多数のプラクティスに巻き込むものだということに

なるだろう。 
NGSS の一貫性から、教師たちは、州や地方のニーズに合致するならば、学年の中で、

どういう順序でも「できるようになっておくこと」をアレンジする柔軟性を持つことに

なる。医学、法医学、農業、工業といった多様な科学の応用を例に取ると、生徒の関心

をうまく促すことができ、『フレームワーク』や NGSS で説明された科学原則がどのよ

うに現実世界の状況に当てはまるかを示すことができるだろう。 
 
次の段階 

2013 年４月 NGSS の最終発表に伴って、複数の州が採択を考えて各自のプロセスを

始めている。先導的な州に採択する義務はないが、結果的には真剣に採択を考える状況

になっている。採択や実施にあたってのスケジュールは全く設定されていない。すべて

の K-12 の教育基準に見られるように、特定の州が採択するか否かは自由である。 
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イントロダクション 
 
背景 

2010 年、米国科学アカデミー、アチーブ（教育関連の非営利団体）、米国科学振興協

会、科学教育者協会は『次世代科学スタンダード （NGSS）』をつくるために、二つの

段階のプロセスに乗り出した。 
プロセスの一つ目は、科学や工学に関して国に助言するために 1863 年に委託された

非政府組織である米国科学振興協会（NAS）によって先導された。2011 年７月 19 日、

米国科学アカデミーの機能的な一翼となる米国学術研究会議（NRC）が、『フレームワ

ーク』を発表した。この『フレームワーク』は重要な第一歩となった。というのは、科

学とその学びに関する最先端の研究成果 1に基づいており、K-12 の全生徒たちが知るべ

きものとしての科学を同定したからである。 
プロセスの二つ目は、『フレームワーク』に基づくスタンダードの開発である。『フレ

ームワーク』の公表以後、26 の先導的な州や 40 人の著者が、次世代の K-12 の科学ス

タンダード開発のためにアチーブの管理下で取り組みを続けた。スタンダードは複数州

の数限りないレビューや２回のパブリックコメントを受けた。そして、2013 年４月、

NGSS は各州が採択を考えるために公表された。 
 
なぜ次世代科学スタンダード（NGSS）なのか？ 

州の科学スタンダードのガイドラインが作られてから、この 15 年で世界は劇的に変

化した。それ以来、イノベーションが駆動する経済同様に、科学や科学教育の領域にお

いても多くの進展が生じた。アメリカには、「漏えい」にたとえられるような K-12 の

「科学、技術、工学、数学（STEM）」才能流出ルートが存在し、学士から博士にいた

るまで STEM の領域を専攻し、それを職業とする生徒があまりにも少ない状況がある。

STEM の領域への興味を刺激し、創るような新しい科学スタンダードが必要である。 
われわれが期待とゴールを正しく設定しない限り、現行の教育システムでは、生徒た

ちは大学進学や職業、市民（シティズンシップ）に向けてうまく備えることはできない。

スタンダードだけでは全く特効薬にならないが、それでも、スタンダードは教育課程、

評価、教授（指導）に関する現場の決定に必要な基盤を提供するのである。 
NGSS の導入で、高卒生を大学や職業上の試練に向けて備えさせることになるだろう。

かわりに、雇用側は、特定のコンテンツ領域だけではなく、批判的思考や探究型問題解

決といった科学スキルを持つ労働者を雇うことができるようになるだろう。 
 
K-12 の「科学教育」の側面に関する枠組み 

『フレームワーク』は生徒に質の高い科学教育を提供するために必要となる三つの側

面を挙げている。三つの側面を統合することで、科学のコンテンツの文脈が与えられ、

科学の知識がどのように獲得・理解されるのかや、領域を横断して普遍的な意味を持つ

概念を通して科学（sciences）がどのように結びつくのかが生徒たちに見えてくる。以

下は『フレームワーク』からの引用である。 
                                            
1 訳者註：NRC は『フレームワーク』の公表に先だって、学習理論（“How people learn” 

1999）、評価（“Knowing what students know” 2001）、科学の学び（“How students learn” 
2005）、学校外での科学の学び（“Learning science in informal environments”2009）
に関する詳細なレビュー本をまとめている。 
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側面１：プラクティス（Practices） 

側面１では、（a）科学者が世界についてのモデルや理論を調べ構築する際に用

いる主要なプラクティス、（b）工学者たちがシステムをデザインし構築する際に

用いる重要な工学的プラクティスを示している。「スキル」といった用語ではなく、

「プラクティス」を使用するのは、科学的な調査はスキルだけでなく、それぞれ

のプラクティスに固有の知識も必要とすることを強調するためである。 
同様に、これまでのスタンダード文書において、「探究」という言葉が盛んに言

及され、長年にわたって科学教育コミュニティで多義的に解釈されてきたので、

科学において「探究」が何を意味するかや、探究に必要となる認知的、社会的、

物理的プラクティスを特定するために、側面１でプラクティスに意図的に言及し

たのである。すべての科学教育の探究型アプローチのように、期待されるのは、

生徒たちが主体的にプラクティスに従事することであり、単に人から聞いてそれ

らを学ぶことではない。直接そういったプラクティスを自分たちで経験すること

なしに、生徒たちは科学的プラクティスを理解することもできなければ、科学的

知識それ自体が持つ本質の真価を十全に認めることもできない。 
 
側面２：領域横断概念（Crosscutting Concepts） 

領域横断概念はすべての科学領域を通して応用できる概念である。そういうも

のとして、側面３の中にあるさまざまな領域を結びつける一つの方法を示してい

る。領域横断概念はこの報告書に特有ではない。全米科学教育スタンダード

（National Science Education Standards）の「統一的な概念とプロセス」、「科

学的リテラシーのためのベンチマーク」（the Benchmarks for Science Literacy）
の「共通テーマ」、そして「the Science College Board Standards for College 
Success」の「統一的概念」と通底している。『フレームワーク』の構造は、科学

教育者協会の「Science Anchors project」に関する議論も反映している。そこで

は、領域知識のみならず科学領域を横断する概念やプラクティスを考慮する必要

性が強調されている。 
 
側面３：領域コア概念／コンテンツ（Disciplinary Core Ideas） 

科学知識の絶え間ない拡大によって、ある領域に関する概念について K-12 で

網羅的に指導することは不可能になっている。ところが、そもそもわれわれは情

報時代に生きているのだから、事実上ちょっと触れただけで得られる多くの情報

を考えてみると、科学教育の重要な役割は「全事実」を教えることではなく、む

しろ後々になって生徒が自分で追加情報を獲得してゆけるような、十分なコア知

識を提供することにある。科学や工学における限られた概念やプラクティスに焦

点化した教育で、生徒たちは信頼できる科学情報のソースを評価し、選択できる

ようになり、K-12 の学校生活での学びをはるかに超えて、科学の学び手や知識の

使い手、そしておそらく知識の作り手として成長し続けてゆける必要がある。 
以上を念頭において、委員会は以下の基準を用いて、科学と工学における限ら

れたコア概念を発展させた。必ずしも全コア概念が全規準を満たすことはないだ

ろうが、コアだと見なされるには、少なくとも二つは満たさなければいけない（理

想的には３，４の基準を満たす方がよい）。 
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K-12 の科学教育のコア概念は、具体的には、 
1. 複数の科学や工学領域にわたって幅広い重要性を持っているか、一つの領域

全体を体制化するためのまとめとなる原理でなければならない 
2. より複雑な概念を理解したり検討したり、あるいは問題を解いたりするため

の鍵となるツールを提供するものでなければならない 
3. 生徒たちの興味や生活経験と関連があるか、科学的ないしは技術的知識を必

要とする社会的あるいは個人的興味と関係があるものでなくてはならない 
4. 複数の学年にわたって、深化と精緻化のレベルを上げることで、教授・学習

可能なものでなければならない。つまり、概念（アイデア）は、低学年の生

徒でも取り付くことができるが、何年にもわたって継続した検討を加えられ

る程度に幅広いものでもある必要がある 
 
側面３を体系化する中で、領域概念を４つのコア領域に分類した。物理科学、生

命科学、宇宙地球科学、工学・科学技術・科学の応用である。側面２と同様に、

領域間の複数のつながりを認めた。実際、科学者たちはますます頻繁に、従来の

境界をかすませるような学際的なチームで働いている。その結果、ある場合には、

コア概念やその構成要素がいくつかの領域で見られることになる（例：エネルギ

ー）。 
以上『フレームワーク』pp.30-31 

 
『フレームワーク』を基準に翻訳する 

複数の州が、州の学校長や州教育長によって結ばれたパートナーシップ協定を経由し

て、NGSS の開発のために名乗り出た。協定には州による強い協力が含まれており、

州内、50〜150 人に及ぶ州レベルでの広範な委員会を招集し、フィードバックやガイダ

ンスを提供する。26 州が「先導的な州」（Lead State Partners）になると締結した。

NGSS の開発に当たって、K-20 教育者、科学と工学両方の専門家から構成される 40
人の執筆者に対して、上記の州がガイダンスや指示を出した。先導的な州と委員会から

の６人の評価者に加えて、NGSS は、有識者評価期間に数百人の専門家、二回のパブリ

ック評価期間に数百人の一般市民によって評価を受けた。 
『フレームワーク』は NGSS 開発の基盤を作った。NGSS の先導的な州や執筆者た

ちにとって、『フレームワーク』との連携は最優先事項だった。NGSS は、生徒たちが

指導（教授）の結果できなければならないことを「パフォーマンス」として示している。

『フレームワーク』はスタンダードによって示された各側面に関する異なる特徴を詳説

している。このセクションでは、NGSS 開発にあたって『フレームワーク』の構成要素

が開発のためにどのように用いられたのか、そして NGSS 開発で用いられたプロセス

の概略を示す。 
 
「できるようになっておくこと」（Performance Expectations）の開発 

NGSS の本当のイノベーションは、生徒が、プラクティス、コンテンツ、知識統合の

交点で活動することが求められた点にある。「できるようになっておくこと」は３側面

を統合する、まさに理にかなった方法である。教育者に具体性を与えるだけでなく、教

室内での科学の指導（教授）のあるべき姿を方向付ける。適切に導入されると、結果的
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には、生徒が科学的に思考し推論するだけでなく、科学的知識を獲得し新奇な状況に応

用できるようになるような、一貫した精度の高い教授（指導）が可能になるだろう。「で

きるようになっておくこと」は、州のスタンダードにおけるイノベーションである一方

で、その発想は他国や国際的にイニシアティブをとる機関でも用いられている。 
21 世紀の科学教育のヴィジョンとは、すべてのプラクティスが教育者によって活用

されるというものである。教育者とカリキュラム開発者は、指導（教授）を設計する際

にこのことを念頭に置いておかなければならない。「できるようになっておくこと」の

開発で鍵だったのは、プラクティスと結びつくコンテンツや領域横断概念の選択、プラ

クティスとコンテンツを結びつける言葉、生徒が「できるようになっておくこと」を遂

行する能力だった。プラクティスの性質によって、プラクティス単独として用いること

は普通難しい。よくあることだが、「発問する」というプラクティスは、説明や議論を

生み出すエビデンスとして用いられるデータを生む探究につながる。同様に、数学は全

科学の中で非明示的に含まれる。モデルや議論、説明はすべて証拠に基づいており、そ

の根拠が数学となりうる。スタンダードが数学を必要とする具体的な場面がこれだが、

数学が明確に必要とされないような場面でも、生徒が他のプラクティスのために数学的

な関係性を用いることを妨げるものとして解釈されてはならない。究極的には、NGSS
は「できるようになっておくこと」の中で、プラクティスのバランスを保っている。し

かしながら、モデルや議論、説明といったプラクティスは、しっかりとしたコンテンツ

がしかるべき注目を受けることを保障するため、スタンダードを通して、より際立って

いる場合が多い。 
 
領域コア概念／コンテンツの利用と開発 
  NGSS は『フレームワーク』で特定されていた学年帯（grade-band）の到達地点に

基づいて開発された。学年帯の評価項目は、領域コア概念（コンテンツ）に関して、ラ

ーニングプログレッションズを示す。したがって、学年単位の到達地点に示されたコン

テンツは、一字一句スタンダードに写された。 
  コア概念に関する最大の挑戦は、「一貫して」扱いやすい一連のスタンダードを保障

することだった。『フレームワーク』は、教材開発の際に極めて有益となるだろう領域

間のつながりを数多く示している。これらの結びつきは、スタンダードを発展させる上

で難題も生み出した。NGSS は他のスタンダードと重複していない明確で実行可能な教

育課程の基準を示しているが、重要な結びつきは維持している。スタンダードとは本来、

カリキュラム間の結びつきが無い形で生徒の達成目標を注意深く書いたものである。

NGSS は、一度に一つのパフォーマンスを教えることやそれだけの授業にならないよう

にして、教え方を制限しないようにした（訳註：だからカリキュラムの相互関連性を維

持したということ）。 
一方の挑戦は、扱いやすいスタンダードを保障することだった。最優先事項は、一貫

性と学習の連続性（ラーニングプログレッションズ）である。これはいくつかの方法で

実現できる。第一に、重複ないしは冗長的なコンテンツは削除され、有意味な領域に配

置された。第二に、一般からのフィードバックや、科学系の学会、科学教育者協会とい

った重要な利害関係者からのフィードバックが、広範なコンテンツを理解する点で重要

でない内容をさらに刈り込むために用いられた。小規模の教育者集団が、学年レベル・

学年帯・領域で NGSS が教えられるかの観点で評価するように依頼された。NGSS は、

これらの評価に基づいて、いま、指導可能なスタンダードを提示しているわけである。
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すべてのスタンダードと同様、全生徒が何を知っておくべきかは示すが、教師が生徒た

ちのニーズを満たすべく基準を超えることを禁止してはいない。 
 
プラクティスと領域横断概念の利用と発展 

『フレームワーク』ではスタンダードの中で使うべきプラクティスを明確にした一

方で、そのラーニングプログレッションズ（学習の進展）は同定していない。NGSS
は、それぞれのプラクティスと領域横断概念の目標が各学年帯の生徒で、どのように変

化するのかを特定するための進度マトリックスを含んでいる。マトリックスは、NGSS
の利用者に明確な指針を示すため、開発段階で評価、改善された。NGSS の全執筆者が

プラクティスと横断概念を共通理解することを確認するためには、相当な時間を要した。

NGSS の執筆者は、州や地域に同様のことを実施するよう強く推奨している。 
 
次世代科学スタンダードの中でカバーできなかったもの 

NGSS は、認識されて当然な意図的な制限を含んでいる。最も重要な制限は、以下の

通りである。 
 NGSS は、科学（理科）指導（教授、教育）を単一の科学的かつ工学的プラクテ

ィスに限定するものではない。NGSS は、「指導（教授）の結果として」生徒たち

が何を出来るようになっておくべきかを示したものであり、教材をどう教えるか

を示したものではない。 
 NGSS は、生徒たちが「知って」「使える」本質的な題材に狙いを定めている。そ

れゆえ、裁量権は教育者やカリキュラム開発者に大きく委ねられている。NGSS
は、科学教育の中に含めることができるすべての詳細なリストのつもりでもなけ

れば、生徒たちが妥当な基準を超えて先に進むことを禁止するものでもない。 
 NGSS は、諸科学の最先端の成果を定めたものではない。大学の教職員や職業人

のレビューに基づいて、NGSS は先進的な成果の学習の基礎とした。STEM の分

野に進みたいと思う生徒は、追加の授業などで自分の関心に従って進むよう励ま

されるべきである。 
 NGSS の開発段階で、多様な学習者のニーズを考慮するために十分な配慮がなさ

れたが、どの文書でも、それ一つでは、変化に富んだ能力やニーズを持った生徒

に必要な介入や支援を示すことはできない。 
 

次世代科学スタンダードの体系 
幼稚園から５年生までの基準は、学年段階に応じて体系化されている。中学や高校の

基準は、学年帯で示されている。中学と高校向けのモデルとなる一連の課程は開発段階

にあり、NGSS が中学や高校にどれだけ影響を与えられるかについての議論がはじまっ

ている。 
NGSS にとって本当のイノベーションは、全体としての一貫性である。それゆえ、「で

きるようになっておくこと」（NGSS の構造において評価可能な要素）は、コンテンツ

を学習するための一貫性を崩すことなく、州や地方のニーズを最も代表するいかなるや

り方によっても、各学年段階で示すことができるようになっている。 
 
カリキュラム、指導、評価における次世代科学スタンダードの活用 

NGSS は指導（教授）の結果の習熟度を示すために必要となるパフォーマンスに焦点
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を当てて作られてきた。カリキュラム（訳註：履修の意）よりも達成度というこの焦点

によって、教育者、カリキュラム開発者、他の教育利害関係者が各々のニーズに基づい

て生徒が基準を達成するのに最も役立つ方法を柔軟に決めることができる。教師は、

NGSS を教室で実践する最良の方法として、指導（教授）の結果の質や自分の専門的判

断を重視すべきである。NGSS は、医学、工学、科学捜査、そして他の応用科学を含む

ように開かれており、生徒に興味を持たせ、学び続けたいという願望や STEM のキャ

リアを求める可能性を提供する。 
プラクティスとコンテンツの２つを一つのペアにすることは、一体化した基準をそれ

ぞれ別個に定義する上で必要である。しかし、それが教材の中に見られる唯一の結びつ

きだと考えるべきではない。実際、良質な教材や指導は、生徒が経験する必要に応じて、

複数領域の文脈の中で、別個に、あるいは組み合わせてプラクティスを柔軟に活用でき

なければならない。科学教育にとって実際的なのは、プラクティス同士が分けがたく結

びついているということである。NGSS は単一のプラクティスとコンテンツを結びつけ

ているが、これは指導を制限するものではなく、その文脈で使われるプラクティスが何

かについて（少なくとも一つは）はっきりわかっているというだけのことである。 
カリキュラムと指導は、「できるようになっておくこと」のまとまりに集中すべきで

あり、それによって、生徒にとって文脈的な学習経験が可能になる。生徒は一つの「で

きるようになっておくこと」だけに繋がる指導を受けるべきではない。むしろ、複数の

パフォーマンス（できるようになったこと）の束によってさらに教授が一貫し、時間も

効率化するはずだ。また、こういった結びつきによって、生徒たちは科学と実践が結び

ついているという本質を理解することができる。 
最後に、NGSS の教室における評価は、良質の指導を反映すべきである。すなわち、

生徒は様々な文脈や科学的かつ工学的プラクティスの中でコンテンツ知識を示す責任

を負う。生徒たちが期待されるパフォーマンスに向かって進歩するにつれ、教室にお

ける評価は、蓄積された知識や多様な実践に焦点を当てるべきなのである。念頭に置

くべきことは、NGSS の評価は、領域コア概念を完全に理解することにあり、それら

の断片を覚えることにはない点である。 
 
情意的側面 

学習における関心、経験、熱望を含む情意領域は、科学教育では重要な要素である。

『フレームワーク』の多数の研究が示すように、科学や工学における概念やスキルの発

達と、興味、没頭、動機づけ、粘り強さ、自己アイデンティティといった要因の間には

密接な関連が存在する。情意面の教育に関する重要性について述べたコメントが、『フ

レームワーク』のいたるところに掲載されている。たとえば、 
 

研究が示唆するところによれば、個人の興味、経験、熱意──これは学校や他の

場面で子どもたちが科学を学ぶ上で決定的なものである──が将来の教育や職業

選択とも結びついているだろう。（p.28） 
 
科学や工学のアイデアの歴史、それぞれの実践者の貢献史、そういった努力の活

用の歴史にまつわる議論は、カリキュラムの重要要素である。多くの生徒にとっ

て、これらの側面は、彼らの興味を科学や工学の分野に引きつけ、それらの「熱

心で有能な学び手」として自分たちのアイデンティティを構築する経路となる。
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（p.249） 
 
科学を学習することは、事実や概念の蓄積のみならず、もっと学習したいという

動機づけや興味を持った科学の有能な学び手としてのアイデンティティの発展に

も依存している。（p.286） 
 
学校での科学の学習によって、自信、能力、そして科学やそれにまつわる問題に

ついて学習し続けたいと思うような市民（の育成）につながっていく。それは学

習者の人生やコミュニティにも影響を与えるのだ。（pp.286-287） 
 

NGSS は、これらの目標に強く賛同する。しかし、『フレームワーク』と NGSS では、

その目的に違いがある。『フレームワーク』は K-12 の科学教育に対するヴィジョンを

照らしだし、生徒たちが何を学ぶと期待されているのかだけでなく、カリキュラム、指

導、教師の専門性発達や評価に関する提言も含む。 
 NGSS の目的は、もっと限定的である。『フレームワーク』にとってかわるヴィジョ

ンの提案を意図しているわけではなく、K-12 の学習経験の中で、すべての生徒が科学

や工学に関して次々とできるようになっていくべきコンピテンシーを明確に提示する

ことによって、ヴィジョンをサポートしようとしているのだ。たしかに、もし生徒たち

が科学や工学における興味を後押ししてくれるようなカリキュラムや指導上の支援を

得ることができれば、上記の能力を達成する可能性はさらに高まるだろう。そのうえ、

継続的に動機づけられ、より発展的でチャレンジングな授業に参加した生徒たちは、

STEM に関わる市民になる可能性も高いだろうし、場合によっては STEM の領域で仕

事に就きたいと思うだろう。しかし、『フレームワーク』で示されているようなヴィジ

ョンは、「できるようになっておくこと」として、質的なものである興味や動機づけ、

熱意、職業の目標を具体化したところで、達成されそうにないものである。こういっ

た決断は『フレームワーク』にも見られ、基準作りにおいて結びつけられるべき３側面

の中で学習の到達点を規定する際にも、情意目標は含まれていない。 
 
次世代科学スタンダードの補助題材（訳註：以下重要なもののみ抄訳） 

次世代科学スタンダードは、一般からのフィードバック、先導的・非先導的州からの

フィードバック、科学教育者協会や国・地域の重要な利害関係者からのフィードバック

の結果、できたものである。NGSS の各付録についての簡単な要約は以下の通りである。 
 
付録 A：発想の転換 

 NGSS は科学教育だけでなく生徒の達成度を改善するまたとない機会を提供してい

る。『フレームワーク』に基づいて、NGSS はアメリカの科学教育に対して新しいヴィ

ジョンを示すことを意図している。先導的な州と執筆者チームは、科学教育者と利害関

係者がなすべき７つの「考え方の転換」を明示し、効果的に NGSS を利用してもらお

うとしている。具体的な転換とは、 
 

1. K-12 の科学教育は、科学における現実世界との接点を反映させるべきである。 
2. 次世代科学スタンダードは、生徒の成果を示すものであって、カリキュラムその

ものではない。 
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3. 科学的概念は K-12 にわたって一貫して構築される。 
4. NGSS は、より深い理解と内容の応用に焦点をあてる。 
5. 科学と工学は、K-12 の科学教育で統合される。 
6. NGSS は、生徒たちを大学、職業、市民生活に向けて準備する。 
7. 「コモンコアスタンダード（言語技術と数学に関する全米共通教育課程）」と連携

する 
 
付録 C：大学（進学）や職業への準備 

基準開発の成功にとって重要な要素は、基準の内容が生徒に大学（進学）や職業準備

のヴィジョンと内容を保障していることである。NGSS 開発中にも、入手できる証拠に

基づいた大学（入学）と職業準備を保障するための並行したプロセスが進行している。

そのプロセスは複数の州が共同して共通の定義を確認するために取り組むように次年

度にわたっても継続するだろう。 
 
付録 D：すべての基準、すべての生徒 

NGSS は国家レベルで大きな教育の変化がまさに起きている歴史的瞬間に作成され

ている。一方では、生徒の人口動態が急速に変化し、科学の成績に関する乖離が存続し

ている。基準は認知的要求の強いものになりつつあり、教師は全生徒たちが進学や職業

準備に必要なことを満たすことができるように指導の転換をしなければならない。 
本章は理論的・概念的枠組みに基づく実践方略を強調している。３点含まれる。第一

に、学習機会と課題の両方について議論がなされている。というのは、NGSS が従来、

科学の授業を十分に受けられなかったような生徒集団を対象にしているからである。第

二に、科学（理科）教室、学校、家庭、地域の中で NGSS を効果的に導入する方法を

研究に基づいて示している。最後に、変化する生徒の分布、消えない成績のギャップ、

そして（科学を得意としないという意味での）非優位な生徒集団に影響を及ぼす教育政

策に取り組むことで、生徒の多様性が生きる文脈を示した。本章は７つの多様な生徒集

団の事例研究が紹介されており、NGSS に取り組む際の科学（理科）教育と学習につい

て説明をしている。 
 
付録 E：NGSS における領域コア概念のプログレッションズ 

NGSS は、『フレームワーク』で学年帯の到着地点として認定された発達・進展をも

とに、ラーニングプログレッションズとして作られてきた。その簡潔な説明が、従来の

科学のコンテンツに応じて提示されている。ラーニングプログレッションズは、大学進

学と職業準備に向けて、高校を卒業するまでにそれぞれの概念についてどこまで期待通

りに学んだかを決定するため用いられる。 
 
付録 F：NGSS におけるプラクティス 
  『フレームワーク』は、専門的な科学者やエンジニアの実践を映した科学者とエンジ

ニアの８つのプラクティスをあつかっている。「できるようになっておくこと」でプラ

クティスを用いることは、実践において生徒たちのスキルを向上させる目的のみならず、

生徒が科学や工学を本質的に理解する目的も目指している。以下は『フレームワーク』

で示されているプラクティスである。 
 



NGSS 訳 2013.11.30 

 13 

1. 発問する・問題を定義する 
2. モデルを創る、使う 
3. 調査を計画し実行する 
4. データを分析、解釈する 
5. 数学を使い、数学的に考える 
6. 説明を創る・解をデザインする 
7. 証拠に基づいた議論に従事する 
8. 情報を入手し、評価し、話し合う 

 
『フレームワーク』はプラクティスに対する学年単位の到着点を明確にしていない。代

わりに、12 年生最後の段階で生徒は何が出来るべきなのかという要約と、それぞれの

プラクティスに対する仮説的なプログレッションズを示している。NGSS は、上記の仮

説や K-12 での到達点に基づき、プラクティスに対する学年単位の到達点を体系化して

いる。プラクティスのこういった表し方は NGSS で見られ、“Foundation boxes”を支

えている。NGSS の中で用いられている具体的なプラクティスの完全なリストは、文書

中に確認することができる。 
 
付録 G：NGSS における領域横断概念 

『フレームワーク』は７つの領域横断概念も同定しており、それは生徒たちが世界を

理解し、領域や学年を超えてコア概念の意味を理解し結びつけるのに役立つ体系的な構

造を示すことを狙う。「追加の内容」を意図しているのではない。以下は『フレームワ

ーク』で示されている領域横断概念である。 
 

1. パターン 
2. 因果 
3. スケール・比・量 
4. システム 
5. エネルギーと素材 
6. 構造と機能 
7. 変化と安定 

 
プラクティスと同様、『フレームワーク』は領域横断概念に対する学年単位の到達点を

具現化していない。12 年生最後の段階で生徒は何を知っているべきなのかという要約、

それぞれに対する仮説的なプログレッションズを示している。NGSS 執筆を支援するた

めに、仮説と 12 年生最後の段階での到達点に基づいて、領域横断概念の学年単位の到

達点が作られた。領域横断概念の表し方は NGSS で見られ、“Foundation boxes”を支

えている。NGSS の中で用いられている具体的な概念の完全なリストは、文書中に確認

することができる。 
 
付録 H：NGSS における科学の本質 

たとえば科学教育者といった重要なパートナー同様に、一般、州からのフィードバッ

クに基づいて、科学の本質（Nature of Science）が「できるようになっておくこと」

でさらに顕著となるようにステップがとられた。科学の本質はプラクティスを通じて



NGSS 訳 2013.11.30 

 14 

『フレームワーク』に反映されているが、科学の本質を理解することは、単なるプラク

ティスを超えたものであることに注意しておきたい。したがって、先導的な州の指示は、

科学の本質をプラクティスと領域横断概念の両方において適切に示すことだった。

K-12 にわたる科学の本質に関するマトリックスはこの付録に追加されている。 
 
付録 I：NGSS における工学的設計（デザイン） 

NGSS は幼稚園から 12 年生まで全段階で科学的領域を指導（教授）する際に科学的

探究と同レベルにまで工学的設計を科学教育の体系に統合する。工学的設計の基盤を提

供することで、生徒たちは今後数十年で直面する社会的・環境的課題にこれまでよりも

関与し、解決したいと切望する可能性が高まる。 
 
付録 J：科学、技術、社会、そして環境 

全生徒たちが科学、技術そして社会との関係について学習するべきだとする目標は英

国やアメリカで 1980 年代初頭から始まっており、顕著なものになっている。科学、技

術と社会、自然環境を結びつけるコア概念（『フレームワーク』の８章参照）はこの 30
年間一貫した科学教育の取り組みである。 
 
付録 K：中学、高校での教育課程モデルの布置 

NGSS は、幼稚園から５年生に対しての学年単位で体系づけられているのに対し、中

学生は６〜８年生、高校生は９〜12 年生のように、学年帯で「できるようになってお

くこと」を示している。州や地域が NGSS を導入する際に、学年幅の基準を教育課程

にどう落とし込むかを自主的に考えることが重要である。それは中等教育以後の成功に

向けて生徒を準備することになる。この意思決定プロセスを支援するため、幾つかの方

向性を示した。 
 
付録 L：数学のコモンコアスタンダードとの一貫性 

科学とは量的な領域であり、教育者たちは、生徒の科学学習が十分に数学の学習と一

貫性を保つよう保障することが重要である。この連携を達成するために、NGSS の開発

チームはコモンコアスタンダード（数学）の執筆チームと一緒に取り組んだ。結果とし

て、NGSS がコモンコアスタンダードにおいて、はるかに先を行っているとか、学年ご

との基準と調整がとれていないことを確認する点で役立った。全努力は一貫性を保障す

るためになされた。NGSS と調整のとれた教材や評価の開発も含まれる。この付録は、

K-８の数学と科学の関係について特定の示唆をあたえるものになっている。 
 
付録 M：言語のコモンコアスタンダードとの一貫性 

リテラシースキルは、科学知識を構築する上で重要である。NGSS で概要を示された

特定のコンテンツの認知的要求と並行して、コモンコアスタンダードのリテラシー基準

が機能することを保障するために、NGSS 開発チームはコモンコアスタンダードの執筆

チームと手を結んだ。その結果、NGSS で概括された特定のコンテンツの要求に対して、

それに関連する重要なリテラシーを同定することができた。コモンコアスタンダードが

確認するように、科学における「読み」には、規範や科学領域の慣習の価値がわかって

共有することが必要になる。そこには、用いられている証拠の性質の理解、精密さや細

部への注目、複雑なアーギュメントの実行や評価、複雑な情報の統合、複雑な手続きの
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追試や出来事や概念の説明に関わる能力が含まれる。生徒は、情報を伝達し科学概念を

表す精緻な図やデータから知識を得ることができる必要もある。同じく、書いたり口頭

で情報を発表したりすることは、生徒が科学的な主張を行い弁護し、概念について知っ

ていることを示し、経験し想像し考え学んだことを伝えるための重要な手段である。す

べての努力が、コモンコアスタンダードとNGSSの一貫性を保障するためになされた。

数学の基準同様に、NGSS もコモンコアスタンダードのリテラシーにおける学年単位の

基準より先に進みすぎたり、調整が取れていなかったりすることはないように解釈され

導入されるべきである（ここに、NGSS 準拠の教材や評価も含まれる） 
 
専門用語の用語（語彙）解説 

多くの略語や政策上の用語が NGSS やそれを支える資料で用いられている。この文

書はこういった用語の定義や説明を与えるものである。 


